
※ 新入荷・再入荷のご案内 ※ 
令和 元年 7 月吉日 

価格は全て税込表示です。 

★☆ 夏酒本番です ☆★ 
7月に入りましたね、梅雨が明けたら本当に暑い季節がやってきます、ややフライング気味

に発売される夏酒は大変好評いただいております。ありがとうございます！すでに完売し

た商品もありますが。。。しかし今この暑い日に飲む夏酒に勝るもの無し！！ 

人気商品は 7月 1日現在で在庫極少になっている商品もございますのであしからず。 

 

※ 鳩正宗・発泡純米酒 HANABI(青森)        720ml  1,296円 

清涼感のある旨みが爽やかな酸味と共に広がります。ややドライな発泡酒です。 

※ 南部美人・夏酒 Breezy（岩手）          1.8L  2,700円 

穏やかな香りとなめらかでシルキーな味わい、瑞々しさも兼ね備えた夏にぴ    

ったりのお酒。アルコール 14度台の純米吟醸酒。7月 2日再入荷予定 

※ AKABU・MOUNTAIN(岩手)   ７２０ｍｌ  1,836円 

SEAと比較して「奥行き深く･･･深く…」をテーマに壮大な山をイメージしてお飲みくだ

さい。AKABUが挑戦した新世代の日本酒です。7月 6日頃入荷予定 

※ 出羽桜・微発泡吟醸にごり酒 とび六熟成タイプ（山形） 300ml  680円 

720ml 1,620円 

酵母が元気な４月に瓶詰し、その後－５度の冷蔵で熟成させています。ドラ

イタイプの甘すぎない微発泡にごり酒です。脂っこい料理との相性も抜群です。

冷蔵庫で熟成させた特別仕様です。 

※ 上喜元・純米吟醸 月夜(山形)                      720ml 1,404円 

                           1.8L  2,808円 

  全国でも屈指の米の造り手が育んだ秋田県「吟の精」と富山県「山田錦」が融合した、

夏に最適の純米吟醸です。長い夜のお供に、グッと冷やして、暑い夏の晩酌に！！ 

7 月９日入荷予定。 

※ 上喜元・白麹仕込み生酒 白明かり(山形)               720ml 1,566円 

                           1.8L  3,132円 

  白麹を一部に使用した純米規格の「白明かり」。白麹由来の爽やかな酸味と、米本来の



甘味を、上喜元流に仕上げました。これからの暑い季節に冷やしてお楽しみください。 

7 月９日入荷予定。 

※ 上喜元・発泡純米酒 涼
すず

夏
か

９，５度（山形）        330ml   593円 

  山形県で開発した特許酵母を使用し、発泡性清酒に最適な、にがみと甘さ、そしてコ 

クをバランスよく仕上げた一本です。夏に涼を運んでくれたらとの願いを込めて商品 

名は涼夏（すずか）。キンキンに冷やしてお召し上がり下さい。7 月９日入荷予定。 

※ 富久鶴
ふ く つ る

・裏雅
う ら が

山
さん

流粋
すい

華
か

（山形）            720ml 1,222円  

 1.8L  2,410円 

  原料米に兵庫県産の山田錦を使用し、出品酒同様の種麹と山形酵母を組み合わせて仕

込まれておりますので、適度に香り華やかで香味バランス良く、山田錦特有の味の冴

えを有した酒質に仕上がっております。 

※ 楯野川・純米大吟醸 直汲み生夏熟(山形)     ７２０ml  1,944円 

1.8L  3,672円 

  山田錦で仕込んだもろみを上槽後、一切手を加えずそのまま瓶詰した生酒

を蔵の冷蔵庫でじっくりと熟成させ味が乗った状態で出荷されました。山

田錦の米の旨み、甘みがしっかりと感じられる旨酒に仕上がっています。 

※ 東光・洌 純米吟醸雄町 夏生(山形)        ７２０ｍｌ 1,890円 

                          1.8Ｌ 3,672円 

  昨年秋雄町純米吟醸火入れを発売いたしましたが、今回は夏向けの無濾過生原 

酒です。フレッシュでありながらも、雄町の奥深い味わいキレの良さを感じられる。 

※ 白瀑・純米吟醸 山本 ドキドキ（秋田）         ７２０ｍｌ    1,600円 

                           1.8L    3,200円 

この商品は夏向けにタンク一本だけ仕込んだ限定品で、通常の「山本」と違いリンゴ酸

を多く生成する特殊な酵母を使用しています。最初に口に含むと、柔らかで上品な甘さ

を感じますが、後半はリンゴ酸がグイグイと効いてきて爽快なキレ味が際立ちます。キ

リリと冷やしてどうぞ！ 

※ 山本 純大吟『逆転サヨナラ満塁ホームラン』（秋田）    ７２０ｍｌ    2,500円 

山本 純吟『ツーアウトフルベース』           720ml    2,000円 

このお酒は、元々この蔵の山本社長が野球関連の飲み会に持っていくために造られたも

の。昨年は地元秋田県の金足農業高等学校の「金農旋風」で大いに盛り上がった高校野

球も地方大会が早いところで始まっております。さまざまな野球シーンのお供に是非こ

のお酒を！ 

 



※ 角右衛門・純米吟醸 バタフライエフェクト（秋田）      ７２０ml 1,404円 

1.8L  2,808円 

総米９００キロで試作品として醸しました。真夏に適した味わいに仕上げるため、１

３％台の原酒で搾り、荒濾過し瓶燗後に氷温貯蔵しています。バタフライエフェクトは

気付かない程の小さな動きが後々に大きなうねりの様な動きに変わることを例えた言

葉です。7月 9日入荷予定。数量超限定です。 

※ 浦霞・純米夏酒（宮城）                ７２０ml 1,242円 

1.8L 2,592円 

  ㈱佐浦さんより発売になりました浦霞夏酒。暑い夏に軽やかに楽しんでいた

だけるようにアルコール 14度台とし、爽やかで軽快な甘味と旨味を感じられ

ます。2度火入れの純米酒。 

※ 日高見・吟醸酒 夏吟(宮城)             1.8L 3,132円 

夏の定番となった日高見夏吟醸、やや辛口ではありますが、ほのかに甘味を感

じ、スッキリした味わいに仕上がっています。グラスに注いだら氷を一個落と

してどうぞ。 

※ 日高見・天竺・愛山純米吟醸（宮城）           1.8L 4,320円 

  兵庫県産「愛山」を５０％精米の純米吟醸酒。愛山は浸漬すると胴割れしやすく、モ

ロミの段階では溶け易い造りの難しい米ですが非常にまとまりのある酒に仕上げてい

ます。華やかな香り・味でじっくりと飲んで頂きたい酒。7月 10日頃入荷予定 

※ 乾坤一・純米吟醸ササシグレ（宮城）        720ml 1,620円 

1.8L 3,240円 

  ササシグレはササニシキの父にあたる飯米です。淡白で柔らかい甘味が有り米粒が大

きいのが特徴です。特徴を生かし良旨味有りのお酒に仕上がっております。7 月上旬入

荷予定 

 

※ 栗駒山・辛口特別純米（宮城）           1.8L  2,726円 

千田酒造㈱さんの夏酒です。暑い季節にきっちり冷やして飲むタイプの辛

口純米酒です。酸も感じられるのでさらに飲みやすくさわやかスッキリで

す。 

※ 阿部勘・純米吟醸 金魚（宮城）             1.8L 2,970円 

阿部勘より夏季限定酒のご案内です。やや辛口に仕上げ、酸とアミノ酸のバランスに

よりスッキリ飲みやすい酒質にしました。例年、超人気であっと言う間に完売します。



お早めにどうぞ 

※ 山和・特別純米 中取り原酒 Rock（宮城）     720ml 1,458円 

                          1.8L  2,916円 

夏の限定商品特別純米中取り原酒です。蔵の華を使用しております。山和 

らしい爽やかな香りと綺麗な旨味のバランスの良い夏酒になっております。

冷やして、氷を一つ落としてロックで飲んでみて下さい。酒 8：炭酸水 2 のソーダ割り

もオススメ。 

※ 愛宕の・ひと夏の恋 純米吟醸ひとめぼれ（宮城）  720ml 1,836円 

                           1.8L 2,938円 

さわやかな酸味をやさしい甘さが包み込みます。やわらかさの中にもキレ  

がある食中酒です。冷たく冷やして暑い夏にお召し上がり下さい。夏季限 

定の定番酒。宮城県産ひとめぼれ 100％ 

※ 愛宕の松・大吟醸 出品酒（宮城）          1.8L 4,752円 

  全国新酒鑑評会の金賞受賞酒。新澤酒造店さんのコンセプト「究極の食中酒」とは設

計が違い、香りが高いのが特徴。しかも、日ごろご愛飲いただいている皆様への還元

の意味も込めてのこのお求めやすいお値段。普通、このスペック・製造に費やした技

術・労力等を考えるとなかなかこの価格では難しいです。これはもう飲んでみるしか

ありません。 

※ 墨廼江・夏純米 大辛口（宮城）          720ml 1,350円 

                           1.8L 2,700円 

  墨廼江入荷してます、八反錦に続いての夏向け純米酒。 

夏季限定出荷の辛口純米酒です。 

爽快な味わいとキレ上がる喉越しを追求しています。スッキリ飲 

める純米酒です。 

※ 墨廼江・純米吟醸 五百万石(宮城)        1.8L 2,916円 

  墨廼江限定シリーズです。柑橘系の香りと米の旨味と綺麗な酸味がバラン   

ス良く調和したキレの良い味わいです。喉越しの時の一体感が素晴らしい 

です。7月 11日入荷予定。 

※ 黄金澤・山廃純米原酒 玉響(宮城)        ７２０ml  1,378円 

                       １．８L  2,756円 

  2019年まで発売されておりました商品「夏呼の夢」を令和元年よりリニューアル。 

「玉響（たまゆら）」と名称を変更して発売となりました。黄金澤の山廃仕込みならで



はの丸みのある飲み口です。お米の旨味が広がり、優しい甘味が心地よく残ります。  

※ 蔵王・インスピレーション 蔵の華 特別純米酒（宮城）  ７２０ml  1,512円 

                            1.8L  3,024円 

  宮城の酒造好適米「蔵の華」宮城マイ酵母、蔵王の伏流水、オール宮城のブラ 

ンドで限定販売です。キレイな口当たり喉通りにより食事と共にして飲み飽き 

しないお酒です。7月 5日入荷予定。 

※ 天明・さらさら純米 lovelysummer（福島）   ９００ｍｌ １，３８０えん 

                         1.8L  2,780円 

暑い季節でも日本酒をさらさら軽く飲んでいただく事。飲み飽きしない天明

らしさを残す事。疲れた体に優しい事。純米酒 1回火入れタイプのお酒です。

しっかりとした旨甘と酸味、ソフトなボディ感が絶妙なバランスです。アル

コール 14度台。 

※ 山の井・純米吟醸 夏 あやめ 60(福島)     ７２０ｍｌ 1,404円 

                          1.8Ｌ 2,808円 

  あやめ 50 に続き今回は 60 の夏純米吟醸が発売です。ジューシーな特徴を残し爽やか

に仕上げました。 

※ 国権 純米吟醸原酒（低アル） スワローラベル(福島)     ７２０ｍｌ 1,300円 

                               1.8Ｌ 2,500円 

  原酒でありながらアルコール度 13％と低めですが、薄味ではなく、程よい飲み味にし

あがりました。含み香に華やかさをのぞかせる、柔らかみのある酒質です。 

冷か常温でどうぞ。 

※ あぶくま・純米吟醸 雄町(福島)                     1.8Ｌ 3,456円 

   ほどよい熟成で味のりしていますが、柔らかい酒質のお酒です。7月上旬入荷予定。 

※ 八海山・特別純米原酒（新潟）        720ml  1,663円 

                       1.8L   3,337円 

掛米に山田錦を使用し、口さわりのなめらかな深い味わいと爽やかさが特  

徴純米原酒です。長期低温発酵もろみによる、ふくよかで気品ある香り  

をお楽しみいただける一品に仕上がりました。冷たく冷やしてお召し上がり下さい。 

※ 天狗舞・超辛純米酒（石川）          720ml 1,296円       

1.8L 2,592円 

天狗舞の新商品。辛さだけではない力強い旨みと研ぎ澄まされたキレの      

良さが特徴です。この時期の限定品。 



※ 天狗舞・涼吟 純米大吟醸（石川）      720ml 1,836円 

1.8L 3,672円 

洋梨を思わせる甘い吟醸香が心地よく、微炭酸を思わせるみずみずしさ、

爽やかな酸味が調和します。 

※ 菊姫・山廃純米呑切原酒（石川）          ７２０ml    1,944円 

                           1.8L    3,672円 

  米の旨味が凝縮され、濃醇で酸味の効いた力強くも、複雑なバランスが絶妙な山廃純

米原酒。7 月 5 日入荷予定。 

※ 手取川・夏 純米 辛口(石川)        720ml  1,350円 

                       1.8L   2,916円 

4月に搾ったばかりの辛口純米です。新鮮さを保持するため 1回火入れで

仕上げています。冷やしすぎず飲んでください。冷やしすぎると深い吟香

味が薄く感じられます。 

※ 手取川・純米大吟醸 Kasumi（石川）        ７２０ml  1,944円 

ライチとグレープフルーツを合わせたような上品な甘さが爽やかな微炭酸と共に口中

に広がります。良く冷やしてワイングラスでお楽しみください。 

※ 不動・純米吟醸生原酒 彗星(千葉)            ７２０ml 1,426円 

1.8L  2,851円 

  北海道産好適米彗星の純米吟醸です。きりっとした酸味とコクが広がり喉越しも良い。

7月 14日入荷予定。 

※ 出雲富士・特別純米生原酒 夏
な

雲
つも

（島根）      1.8L 3,066円 

  減農薬減化学肥料栽培で育てられた出雲産の「佐香錦」を全量使用し醸  

された特別純米本生原酒。コンセプトは夏の雲のようにふっくらと大き 

く旨い酒！口に含むと心地よい旨味がふっくらと広がりその後、佐香錦 

特有のシャープな酸が味わいを締めくくる夏におすすめの銘酒です。 

※ 涼風純米吟醸 うごのつき (広島)        720ml 1,512円 

                         1.8L  3,024円 

暑い夏にスッキリ軽く飲める吟醸香として、大吟醸同様にてづくりで低温

発行させて醸しました。瓶燗による加熱殺菌を行い 3℃の部屋で貯蔵しま

した。柔らかな甘みと酸の調和がうまくとれて軽さを感じます。よく冷やしてお飲み

下さい。 

 



※ 雨後の月 純米吟醸 微発泡にごり(広島)         720ml  1,728円 

  本数限定商品。使用米 山田錦 50％、雄町 25％他 日本酒度+2、酸度 1.4 

  暑い夏の 1 日に、キリリと冷やしてどうぞ。梅雨時期のジメジメ暑い今にもスッキリ

爽快感が心地よい。 

 

※ 貴・純米本生スパークリング(山口)         720ml  1,620円 

  低アルコールの原酒仕上げをテーマにした夏酒です。二次発酵の炭酸ガスで清涼感を 

感じる。甘ダレしない。生酒だが極力生ヒネの発生を抑えるため瓶内の酸素を少ない 

状態にする。貴の夏酒のコンセプトです。 

 

御中元にいかがですか？ 

夏のご挨拶。青木商店からオススメするギフトセレクションです。 

 

※ 田酒・純米大吟醸 短稈
たんかん

渡船
わたりぶね

・山田穂セット     ７２０ml×２本 10,286円 

酒造好適米の最高峰「山田錦」の父親にあたる「短稈渡船」、母親にあたる「山田穂」

を使用して醸されました。双方共に米を４０％まで精米し、同じ条件で低温で、じっく

りと吟醸仕込みされ更に瓶詰め後、氷温により一年間熟成をさせた純米大吟醸です。「短

稈渡船」・「山田穂」それぞれを、１本ずつ２本セットとして販売いたします。 

※ 田酒・純米酒セット              ７２０ml×3本 4,900円 

「美山錦 67」「秋田酒こまち 68」「華吹雪 69」の 3 本セットになります。 

67、68、69 の数字は精米歩合です。西田酒造店さんではいままで酒質維持・向上のた

め、精米歩合は最低でも 55％までとしそれ以上の低精白米では仕込みをしていません

でした。しかし、最近の酒造技術の向上等により、低精白米を使用しても過去の日本

酒のような雑味の多い日本酒ではなく美味い綺麗な日本酒を造ることが可能になった

ため新たな取り組みのお酒です。 

※ AKABU・純米大吟醸 極上ノ斬（岩手）     720ml 5,400円 

1.8L 10,800円 

  岩手最高級酒米「結の香」を三割五分まで磨き超低温でゆっくり醸しました。絶妙の

タイミングで-1度の氷温で搾りを行い、丁寧に仕上げることにより心地よい旨味と極

上の斬れを生み出しました。超数量限定入荷 



※ 日高見・純米大吟醸 ブルーボトル（宮城）      ７２０ml  3,780円 

  兵庫県東条町松沢地区の山田錦は吉川町と並ぶ良質な山田錦の産地として全

  国的に有名です。しかし、その殆どが灘五郷の酒造メーカーと生産者の間で

  交わされた契約栽培に守られて、他の地域に流出することはありませんでし

  た。しかし、平孝酒造の長年に渡る短稈渡船や山田穂の実績、相互の信頼関係により

  東条町松沢地区との契約栽培にこぎ着けました。原料米：東条町松沢地区山田錦 精

  米 歩合：４０％ 日本酒度：＋２  酸度：１．４ 

※ 阿部勘・全国鑑評会 金賞受賞酒大吟醸(宮城)    720ml 6,480円  

  今年は晴れて金賞獲得しました阿部勘酒造店。その金賞酒の発売となります。阿部勘

最高峰の逸品。7月 4日入荷予定。 

 

※ 墨廼江・純米大吟醸 玉(宮城)            ７２０ml 4,320円 

  兵庫県産特 Aの山田錦 100％の純米大吟醸です。エレガントな香りとジューシー感溢れ

る味わい。日本酒度：＋２ 酸度：1.7 

 

※ くどき上手 斗瓶囲大吟醸 全国新酒鑑評会金賞受賞酒(山形) 720ml 5,400円                 

くどき上手の全国新酒鑑評会の金賞受賞酒。最強傑作を令和元年のプレゼントにまたは

ご自身のご褒美にお使いください。絶対飲んでみたいですね!? 

※ 写楽 大吟醸 しずく取り              ７２０ml 5,050円 

『寫楽』ブランド最高峰の大吟醸の雫酒 !最高級米「山田錦」を 100%使

用。40%まで高精白しました。  

宮泉銘醸の最高位を冠する特別酒です。  

引き続き、銘酒達！！ 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 

※ 浦霞・生酛特別純米(宮城)               1.8L 2,916円 

  生酛で醸した浦霞の試験醸造酒です。すっきりとしたきれいな奥行きと深みを感じる

仕上がり。 

※ 浦霞・木桶仕込山廃純米貮
に

百八
ひゃくはち

拾號
じゅうごう

（宮城）    720ml    1,987円 

  昔ながらの酒造りの伝統を守るため約半世紀ぶりに復活させた木桶仕込みのお酒です。

常温でも美味しく頂けますが、お燗にすると酸味と旨味が際立ち、バランス良く調和さ

れ、山廃仕込み独特の香りをお楽しみいただけます。お燗にする際には、上燗程度（４



５度～５０度）が最適です。 

※ 日高見・純米吟醸 Daccha（宮城）         720ml 1,620円 

 1.8L 2,916円 

だっちゃの純米吟醸が満を持して県内限定で登場です。純大吟同様メイドイン宮城を意

識していまして、水、米、酵母は宮城のものを使用しています。ラベルは 5種類ありま

す。全て揃えるとご利益があるかも!? 6月より発売中。 

※ 日高見・純米大吟醸 Daccha
だ っ ち ゃ

(宮城)         1.8L  5,400円 

5,000 円台の大吟が欲しいという皆様のご要望にお応えしましての日高見の新商品でご

ざいます。メイド・イン・宮城を意識して、宮城の米、水、酵母で醸しています。だっ

ちゃは宮城の方言からとっています。だっちゃ、んだっちゃなど語尾で言います。蔵の

華 40％ 宮城酵母 県内限定です。 

  

日高見 純米山田錦が生まれ変わります。 
 

※ 日高見・純米山田錦 魚ラベル（宮城）          1.8L  2,808円 

７２０ml  1,404円 

  令和元年の 7 月よりラベルが大幅にリニューアルになります。 

ラベルのイメージは日高見辛口本醸造と同様の魚ラベルになりますが、紹介している

魚介類は因りマニアックな物に！？乞うご期待です。 

※ 墨廼江・純米大吟醸 谷風(宮城)           ７２０ｍｌ   2,700円 

１，８L     5,400円 

「谷風」とは安永・天明年間に活躍した宮城県出身の大横綱の四股名です。原酒であ

りながら、お米のしっかりとした旨みを、香り、味わいともに飲みやすく、優しく表

現しています。季節限定商品。 

※ 出羽桜・純米大吟醸 雪女神四割八分(山形)       1.8L  3,456円 

  山形県が新たに開発した好適米「雪女神」です。濃密でフルーティな香り、米の旨味

が広がる心地よい余韻。価格以上の満足感ある純米大吟醸です。再入荷予定。 

※ くどき上手・純米大吟醸 穀潰し(山形)             1.8L 4,800円 

ネーミングのインパクト最高ですが物も最高です。出羽燦々をまさかの精米歩  

合２２％まで磨きました。つまりお米の外側７８％を削り取っています！！精 

米２２％の米の大きさは金魚の餌、しかも極小のタイプの方と同じ程度の大き 

さです。ここまで磨くと綺麗な味になるのは当たり前ですが味のりはどうなの  

かと心配されると思いますが、、もちろんしっかり出ています。非常に綺麗で雑味は無



く、喉越しも全く抵抗がありません。大変オススメの商品です。 

※ くどき上手・純米大吟醸 播州愛山生詰（山形）      1.8L 4,428円 

キリッと冷たいより少し戻り温度が心地よい。オンリーワン「くどき上手」     

自信の純米大吟醸です。今年の当店の愛山の会でも大好評だったお酒です。

酒造好適米に播州「愛山」48%精米でしたが、44%精米へ変更で価格据え置きです。

またまたお買い得商品となりました。 

※ 三十六人衆・出羽の里 六号プラス(山形)     1.8L   2,268円 

菊勇操業より使用してきた協会六号酵母、日本酒度＋6 のお酒で六×6＝三十六人衆。

洒落た辛口純米酒です 

※ 奈良萬・純米酒生貯蔵酒（福島）                ７20ml 1,404円 

                            1.8L   2,808円 

夏向けの新商品です。冬に搾り、生酒のまま低温熟成させて火入れ瓶詰しま

した。味のコクを出しながら夏らしく軽い味わいになっています。 

※ 天明・純米大吟醸 夢の香 40(福島)          720ml 2,350円      

1.8L 4,649円 

  会津坂下で育てた夢の香 40％の純米大吟醸です。旨味と特徴的な酸味のバランス、天

明速醸では最高峰の位置づけになります。7月 8日入荷予定。 

※ 荷札酒・純米大吟醸 生詰原酒(新潟)        ７２０ｍｌ  1,598円 

                          1.8L   3,218円 

  荷札酒のレギュラー酒です。麹米に山田錦を使用することでお酒の旨味、  

甘みを存分に出しています。行き過ぎると甘ダレになる所をうまく抑えて 

ちょうどよい塩梅に仕上がっています。荷札酒を知っていただくために、まずはこ 

のお酒を皆様に飲んでいただきたいです。 

※ 鳳凰美田・黒判 Ｂｌａｃｋ phoenix（栃木）     1.8L  3,672円 

 720ml 1,944円 

  愛山５５％の純米吟醸生酒です。辛すぎず、飲みやすく、人気の酒米「愛山」

を使用していますが価格帯も魅力です。 

※ 鳳凰美田・ 芳
かんばし

斗瓶取直詰純米吟醸無濾過生酒（栃木）  720ml 2,160円      

1.8L 3,672円 

袋吊り斗瓶囲いの純米吟醸。酒米栽培者の藤田 芳さんの作った無農薬農法

の米「若 

水」で醸した酒。華やかな吟醸香が飲み手に期待感を持たせ、口に含んだ瞬間吟醸味 



もしっかりあり膨らみがあり、飲み応えのある生酒。 

※ 仙禽・醸(栃木)                   720ml 10,800円 

  蔵の地下水と同じ水脈上の田圃に限定した亀ノ尾、山田錦、雄町全て御収集させた作 

品です。内容は 7％精米山田錦、35％精米亀ノ尾、40％精米雄町のブレンド酒です。3

種の特徴を全て兼ね備えた味わいは仙禽の頂点にふさわしいものになりました。 

※ 五凛・生酛純米吟醸(石川)                 720ml 2,160円 

五凛の真骨頂。柔らかな口当たりに力のある酸味が調和します。広がりのある心地よい

い旨味と後味のキレが楽しめます。かすかな苦味が食中として良いバランスを保ちます。 

※ 手取川・U Yoshidagura 山廃純米無濾過生原酒(石川)  ７２０ml 1,350円 

                            1.8L  2,700円   

山廃タイプ。Uは優しいの「優」、旨みの Uを表しています。乳酸菌の力を借り  

て造ったアルコール度数１３％の優しい山廃酒。洋梨のような香りの中にもカラメル、 

バターを思わせる若干濃厚なニュアンスもあります。ワイングラスでお楽しみいただ 

くと香りや味わいをより一層感じられます。 

※ 醸し人九平次・純米大吟醸山田錦５０（愛知）    1.8L  4,191円 

  穏やかな果実の含み香と、しなやかな特有の吟味が見事に調和しています。 

※ 雨後の月・純米大吟醸 愛山（広島）      720ml 2,430円 

                       １．８L 4,860円 

華やかな吟醸香が広がり、酒造好適米「愛山」の米の旨みをたっぷり出し

切って喉越しにキレがあり、味わいのある純米大吟醸。兵庫県産特等愛山

５０％精米。7月 8 日入荷予定。 

●  こだわりの本格焼酎  ● 

※ 夏のまんねん・芋 ２０度(宮崎)        1.8L  2,376円 

夏向けの焼酎提案です。アルコールを抑えてロックでキリッと飲みたい       

ですね。ペンギンのラベルが目印。原料の芋は自家栽培「ダイチノユメ」

麹米は宮崎県産「夏の笑み」を使用しています。 

※ 麦焼酎・夏の赤鹿毛(宮崎)         720ml 1,000 円  

                       1.8L 2,000円 

夏向けにロックや水割りで美味しくいただけるように、通常の赤鹿毛に

対し幾重にも 

わたる工程を変更作造りこみを行なった焼酎です。新酒ならではのフレッシュさを感 

じながらも、荒さを感じさせないまろやかな口当たりと余韻にほど良い麦の香ばしさ 



を残すことに成功しました。アルコール度数も２０度で飲みやすいタイプです。 

※ 夏の小牧・芋（鹿児島）               300ml 864 円    

720ml  1,404円 

1.8L  2,808円 

ジョイホワイト、紅さつまを使用した焼酎です。ジョイホワイトは白麹、紅さ

つまは黒麹で仕込んだ焼酎を５対５でブレンドし２５度に割り水しております。飲み方

としてはやはり、ロックや水割りがオススメです。ソーダ割り専用で 300mlも登場！ 

※ 旭万年星・麦（宮崎）           ７２０ml 1,300円 

                    1.8L  2,700円 

夏季に発売される万年星。香ばしくほろ苦いビターチョコのようなマンネンボシ特有の

味わいをお楽しみください。 

※ 一尚 blended 蔵の師魂(鹿児島)             1.8L   3,240円 

「一尚」シリーズのある酒質をメインに、小正醸造さんの「蔵の師魂」シリーズのある

酒質を独自の割合でブレンドした数量限定商品。ウイスキーの本場スコットランドでは

他の蒸留所のウイスキーをブレンドし、ブランド毎に独自の味わいを作り出しています。 

本格焼酎業界への新たな取り組みの投げかけとして今回のコラボ焼酎のご提案となり

ます。 

※ 八丈・麦冠情け嶋 麦 25度（東京都八丈島)          1.8L   2,255円 

700ml  1,134円 

酒類総合研究所から蔵に戻った子息、小宮山善友氏が、祖父の時代に醸していた八丈島

らしい荒々しい麦焼酎を踏襲しながら挑戦した最初の焼酎です。伊豆諸島は八丈島で醸

す麦焼酎「情け嶋」は常圧蒸留タイプ。麹は国産麦を使用。飲み口は滑らかながら、蒸

留時通常より温度を上げて激しく沸騰させ蛇管に付着した時に焦がすことにより、ほど

よい麦のロースト感・芳ばしさがつきアクセントとなっています。 

※ 八丈・情け嶋 いも・25度（東京都八丈島)          1.8L   2,354円 

「情け嶋 いも」は毎日飲める美味しい、いも焼酎ということで、麦麹にいも掛けした

焼酎を造り上げました。いもの風味の中に麦のキリッとした香りも感じられます。伊豆

諸島特有の文化である「麦麹」の特徴を感じていただけると思います。 

 

 

 



和りきゅうる 

《飲み方いろいろ「ロック」「ソーダ割り」「お湯割り」》 

※ 浦霞の純米原酒につけた梅酒 １２度（宮城）    720ml 1,944円 

  日本酒の造り酒屋らしく「純米酒 浦霞」の原酒に宮城県産の梅を漬け込

んだ梅酒。控えめな甘さと心地よい酸味、純米原酒らしい、さっぱりとし

ながらも柔らかな味わいです。 

※ 鶴梅・夏蜜柑（和歌山）              ７２０ml 1,566円 

                        1.8L  3,132円 

夏らしい爽やかな酸味と和歌山の太陽の恵みをしっかり感じて頂けます。ロ

ックなどでお楽しみ下さい。 

※ 田酒・あまさけ(青森)                

                        750ml  870円 

甘酒ブームですが、田酒のあまさけが発売いています。麹のみで造られた

甘酒ではなく田酒の酒粕も入っています。味わいは通常の甘酒のように甘

みがありますがやや甘さは抑えられていて飲みやすいあまさけです。 

       

 

 

 

銘酒専門 

㈱カネタケ青木商店 

〒９８２－００２３ 仙台市太白区鹿野一丁目７－１６ 

TEL     ０２２－２４７－４６２６ 

FAX    ０２２－２４９－０５９３ 

URL   https://kanetakeaoki.jp/ 

 

 

ホームページリニューアルしました！！  
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