
※ 新入荷・再入荷のご案内 ※ 
令和元年 6 月吉日 

★☆ 今年も旨し夏酒 ☆★ 
ビール、リキュールが美味しい季節になってきましたが、すっかり人気なコンテンツとなりました

夏酒。各蔵早くも夏向けのお酒が入荷しております。辛口スッキリ、微炭酸、ロックで・・・飲み方

様々。ホントに一気に暑くなりますね、すでに夏サケ十分旨いです♪ 

§人気商品は早期完売する可能性がございますご了承ください§ 

 

※ 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。6月 10

日入荷予定。 

※ 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。 

※ AKABU・Natu Kasumi 純米夏霞(岩手)       ７２０ml  1,404円 

1.8L  2,808円 

  爽やかな香りにやさしい飲み口ですが、オリが絡む旨味と酸味が程よく広がります。

グラスに氷を一個入れると、さらにやさしい口当たりになります。 

※ AKABU・SEA 純米(岩手)          ７２０ｍｌ    1,836円 

  海をイメージした青い瓶で、カジュアルに楽しんで下さい。原酒で 13度台ですので飲

みやすさにも注目。6月 8日入荷予定。 

※ 山本・和韻
わ い ん

(秋田)                 ７２０ml  1,800円 

 海外で手に入れたシャルドネ用ワイン酵母と、秋田の酵母を時間差で添加し     

後は神頼みでそれぞれの個性を引き出した限定酒です。ワイン酵母と清酒酵

母のブレンドがうまく調和した、ちょっぴり甘酸っぱく、純米吟醸らしいフ

ルーティーな味わい。今年は 720mlのみの販売です。 

※ かち割りまんさく・吟醸原酒（秋田）          ７２０ml 1,350円 

1.8L 2,592円 

  吟醸原酒でアルコール度数高し。このお酒暑くなるこれからは氷を落とし

てロックでお楽しみ下さい。ちょうど良い塩梅へ変化します。 



※ 角右衛門・純米吟醸 夏酒シロクマラベル（秋田）   720ml 1,360円 

1.8L  2,700円 

  美山錦 55％の純米吟醸の荒走りと責めの部分を混合しています。ブレンド酒

なので複雑味を帯びた味わいの中にも飲み込んだ時には綺麗で飲み口の良

い仕上がりになっております。6 月 6 日入荷予定。 

※ 夏の天の戸・純米吟醸ランドオブウォーター生酒(秋田)    720ml 1,620円 

                             1.8L  3,024円 

  10 号酵母の穏やかな味わい、美山錦の清冽さ、この組み合わせで軽快な後味を生酒で

お届け致します。 

※ 一ノ蔵・特別純米生酒 ふゆみずたんぽ(宮城)       ７２０ｍｌ 1,624円 

                             1.8Ｌ  3,324円 

「ふゆ・みず・たんぼ=冬期湛水水田」は、収穫のあと耕さずに次の田植え前まで水を張

る水田のことです。「ササニシキ」を 100％原料米に使用し、有機米の旨みを生かすため

原酒で瓶詰めしました。美味しさだけでなく、安心・安全、そして信頼の酒づくりを体

現した逸品です。 

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

1.8L 2,592円 

  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。6 月 16 日入荷予

定。 

※ 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、やや辛口でスッキリした味わいに仕上げまし

た。6 月中旬入荷予定。 

※ 乾坤一・純米吟醸 鈴風
すずかぜ

（宮城）            ７２０ml 1,620円 

                            1.8L 3,240円 

宮城県産ササシグレを使用して、普段の造りとは少し変えて仕込みました。スッキリ

とした印象の中にも、酸をしっかりと感じます。冷やして飲んでも味わいが薄くなら

ずに楽しむことができます。 

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

栗駒山がついに夏酒を発売いたします。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。6 月 13



日入荷予定。 

※ 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。昨年は超人気であっと言う間に完売しまし

た。今年は相当数確保です！6 月 5 日入荷予定。 

※ 愛宕の松・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％ 

※ 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。6 月 5 日入荷予定。 

※ 勝山・献 DRY (宮城)             720ml 2,700円 

                           1.8L 5,184円 

  爽やかな柑橘系の香り。軽快な旨味のドライタイプな献です。 

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

                           1.8L 2,700円 

  墨廼江あります、八反に続いては夏向け純米酒。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。 

※ 蒼天伝・美禄 特別純米 初吞み切り(宮城)     720ml 1,674円 

                           1.8L 3,240円 

  初吞み切りという、利き酒を行い蔵元が自信を持って出荷できると判断した特別純米

で、程良く丸みを帯びて優しい味わいになっています。6月上旬入荷予定。 

※ 出羽桜・微発泡吟醸にごり酒 とび六（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。

6 月 9 日入荷予定。 

※ くどき上手・Newおしゅん 発泡性清酒（山形）       300ml  ４８６円 

                             720ml 1,188円 

おしゅんがリニューアル。さらに上品な糸泡に。１００％「出羽の里」の精米歩合５０％

のこれからの季節にピッタリです。非常に上質な発泡清酒です、オススメします!! 

※ 上喜元・純米吟醸酒
しゅ

和地
わ っ ち

 うすにごり活性生酒（山形）   720ml 1,404円 

1.8L  2,808円 

  ささにごりの生酒で、シュワっとした微炭酸が、舌を心地よく刺激します。発酵時に

出る炭酸ガスをそのままビンに閉じ込めました。是非、冷酒でお召し上がり下さい。6 月

6 日入荷予定。 

※ 山川光男・2019プレミアム(山形)         720ml  3,456円 

 大吟クラス向けの好適米「雪女神」を 32％まで磨き上げ醸しました。これまでの山川光

男シリーズは 50％くらいでしたが、それを上回る高精白。ちょっと贅沢な光男さんです。 

※ 楯野川・純米大吟醸 爽辛（山形）         720ml 1,566円 

                          1.8L  3,024円 

  低アルコールでスッキリ爽快な辛口酒です。昨年は楯野川シリーズ初の五

百万石を使用していましたが、今回は美山錦になります。口当たりは円やか、

日本酒ビギナーにもおススメです。 

※ 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。 

※ 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。6 月 8 日入

荷予定。 



※ 末廣・夏 純米吟醸(福島)            720ml  1,296円 

 華やかな香り、やや甘めの味わいが軽やかに滑らかに流れていきます。6月9日入荷予定。 

※ 天明・初夏の生セメ BLEND夢×雄×亀(福島)     1.8L 3,060円 

  新酒シリーズの零号～伍号までの「責め」の部分をテイスティング。その中

から初夏を楽しめる味わいにすべく、雄町。亀の尾、夢の香の責めをブレンド

しました。 

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

                         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。 

※ 七ロ万・純米吟醸 一回火入れ(福島)       720ml 1,807円 

                         1.8L  3,417円 

  ロ万シリーズの季節限定商品です。一ロ万から受け 継がれた酒造りの心里

の民が守る山々の大自然 水源の森百選名水高清水の湧水と共に会津農家が大

切に育てた良質のお米で仕込む酵母・福島県産 うつくしま夢酵母（Ｆ7-01）使用奥会

津の大自然の恵み清涼な盛の営みが織り成す水源の森百選名水高清水を幻想させる心を

癒す清らかな一品です。6月 8日入荷予定。 

※ 山の井・あやめ 50 純米大吟醸 夏(福島)       720ml   1,620円 

                            1.8L    3,240円 

蔵近くで生産された酒造好適米「夢の香」を使用しています。さわやかでありながら深

みのある味わいに仕上げました。6月 7日入荷予定。 

※ 鳳凰美田・WineCell(栃木)              ７２０ml  1,944円 

                             1.8L  3,672円 

 ワイン酵母を使用した純米吟醸酒です。ワイン酵母を使用すると酸が立ちワインに近い

味わいになることが多いのですが。鳳凰美田のワイン酵母清酒は比較的日本酒よりの味わ

いとなっています。それでも上品さは際立ちます、是非ワイングラスでお楽しみ下さい。 

※ 不動・夏吟醸 無濾過生 純米吟醸（千葉）       ７２０ｍｌ 1,359円 

                            1.8L  2,717円 

今月新規取り扱いの不動、夏向けの提案酒です。無濾過のままアルコールを１５度台

まで加水調整して瓶詰しました。２か月程低温で熟成させております。軽快なキレあり。 



※ 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。 

※ 仙禽・かぶとむし（栃木）            ７２０ml 1,728円 

                         1.8L 3,456円 

  雄町米を使用した夏限定バージョンのお酒です。リンゴ酸の爽快でシ  

ャープな酸と低アルコールの飲みやすさを両立し、スタイルはぶれず 

に仙禽です。6月入荷予定。 

※ いづみ橋・夏ヤゴ純米生原酒 ブルー（神奈川）   720ml 1,620円 

                         1.8L  3,132円 

海老名産山田錦を使用。夏に爽快・軽快な辛口純米。ロック、炭酸割りで

もオススメです。 

※ いづみ橋・夏ヤゴにごり酒（神奈川）       250ml ６１６円 

非常に飲みやすいですが、アルコール度数は普通の清酒ほどありますので  

飲みすぎ注意報です。小サイズなので持ち運びも便利。これからのシーズ 

ンでの需要にもピッタリです。 

※ 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。 

※ 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。 



※ 出雲富士・特別純米生原酒 夏
な

雲
つも

（島根）     720ml 1,605円 

 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。 

※ 貴・夏純米 発泡にごり(山口)         720ml  1,512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。6月 10日入荷予定。 

※ 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。 

引き続き、銘酒達！！ 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 

※ 澄熟
ちょうじゅく

吟醸・外ヶ濱（青森）               1.8Ｌ 3,395円 

極低温（0 度前後）でじっくりと１年間熟成させた吟醸で、低温で熟成させた

ので１年間という時間を経ても、決して老ねた感じがなく、きれいに澄みわ

たった、洗練された感じでありながら、非常に円やかな旨味のある吟醸とい

うことで「澄熟吟醸」と命名しました。青森県産「華吹雪」５０％精米。 

※ まんさくの花・純米大吟醸 超限定（秋田）       ７２０ml 1,814円 

                           1.8L 3,456円 

春秋一度ずつの超限定商品が登場です。山田錦、酒こまち４５％の贅沢な１本をまんさ

くファン感謝価格でお届けいたします。まんさくらしい優しい味わいでオススメです。 

※ 浦霞・純米生酒（宮城）             720ml 1,447円 

                         1.8L 2,959円 

生酒ならではの清涼感あふれるフレッシュな味わいと、純米酒らしい旨味     



と酸味のバランスがとても良いお酒です。すっきりとした甘みを持つスマートな味わ

いは冷やすと更に清涼感が増し、初夏を迎えるこれからの季節にピッタリです。 

※ 浦霞・山田錦純米大吟醸本生（宮城）       1.8Ｌ  5,400円 

酒造好適米の「山田錦」を精米歩合４５％まで磨き上げ、自家酵母を用い      

てじっくりと醸し、低温で半年ほど貯蔵し熟成させました。果実のようなふ

くらみのある吟醸香と柔らかく熟成された米の旨味が調和され、バランスの

取れた、まろやかな味わいに仕上がりました。定番商品としては「７２０㍉

火入れ」商品のみですが毎年恒例当店のみ特別に絞って新酒で「１，８㍑本生酒」を瓶詰めし

て頂きました。 

※ 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月上旬頃入荷予定。 

※ 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  

※ 乾坤一・純米原酒 亀の尾(宮城)            1.8L  3,240円 

  宮城県自然栽培の亀の尾、あまり削らず亀の尾の味の厚み旨味を引き出しています。 

※ 阿部勘・純米吟醸 雄町(宮城)            ７２０ml   1,890円 

 1.8L   3,780円 

  岡山県産雄町で、上槽後 10か月低温でじっくりと熟成させました。爽やかながら落ち

着きのある吟醸香と柔らかな酸味が特徴です。 



※ 墨廼江・純米吟醸雄町(宮城)              1.8L 3,132円 

宮城酵母の穏やかな香りと雄町米特有の軟らかく膨らみのある味わい。さらに爽やかな

切れ味が加わり、バランスよくまとまったお酒です。 

※ 墨廼江・純米吟醸 八反錦（宮城）        1.8L 3,024円 

  フレッシュな香りと綺麗で芳醇な味わいが特徴です。心地よい酸味が good 

  精米：55％ 日本酒度：+3 酸度：1.5 

※ 裏・雅山流 極華 大吟醸(山形)           720ml 2,700円 

1.8L 5,400円 

  鑑評会出品を目的に仕込まれた大吟醸。上槽から瓶詰まで極力時間をかけずに酸化さ

せないプロセスを導入し、更にフレッシュになっています。 

 

         § 超裏・雅山流 登場 § 

雅山流で受け継がれてきた「クリーンでフレッシュ、遊び心を持って自由な発想で」と言

うコンセプトは変わらず、これからのスタンダードとして商品の在り方を模索するために

生まれたシリーズです。販売エリアやエリア内の店舗数に制限のある限定商品です。 

※ 超裏・雅山流 特別純米 緑風（山形）      720ml 1,890円 

  7号系の伝統的な香味バランスを持つ歴史ある純米。 

※ 超裏・雅山流 純米酒 青風（山形）      720ml 1,350円 

  次世代の基準を考えた現代的な香味華やかな純米酒。 

※ 雅山流・影の伝説 大吟醸雪女神(山形)        720ml 2,052円 

1.8L 4,104円 

  雪女神と新山形酵母を使用。現代風の香味の華やかさとクセ無く綺麗で芳醇な味わい。 

※ 純米大吟醸・ スーパーくどき上手（山形）     1.8L    4,320円 

  ４年の歳月を経て、ようやく１２０俵ほど収穫されました「改良信交」。「たかね錦」

の二次選抜より、抜粋、昭和３４年に登録、育成されるがここ１０年程は殆どその姿を

見ることは出来なくなってきている。吟醸酒になってからの独特の酸味が左党を唸らせ

る酒米。まさにお米の芯を味わう、ちょっとだけリッチな気分。 

※ くどき上手・純米大吟醸 Jr ジュニア(山形)   1.8L   3,672円 

山田錦 44％の純米大吟醸、名の通り息子の俊典専務が醸しました。確か  

に今までのくどきとは違いがあり、新しい酸、香り、味わいが楽しめます。      

新たなくどき上手を飲んでみましょう。赤ラベルです。「キレ」に注目して



飲んでみて下さい。Jrシリーズの原点。6月 10日入荷予定。 

※ 会津娘・芳醇純米酒 一
いち

火
び

（福島）         ７２０ml    1,650円 

                           1.8L    3,300円 

  地元産酒造好適米「五百万石」１００％使用で精米歩合６０％の純米酒。口当たり非

常に柔らかく、雑味なく喉越しスムーズで最後に辛味が入ってくる本当にバランスの

良い酒。これはおススメです。 

※ 山の井・50 純米大吟醸 （福島）      720ml 1,944円       

1.8L 4,104円 

  山の井 50はリニューアルし季節商品へとなりました。コンセプトである誰にでもわか

りやすく美味しいと思っていただく事を前提に、程良く香りと甘味があり綺麗で柔ら

かい、飲みやすいお酒です。 

※ 手取川・純米大吟醸 特醸あらばしり生酒（石川）   ７２０ml 1,998円 

                          1.8L  3,888円 

  山田錦４５％の純米大吟醸の「あらばしり」から「中汲み」までの最上部

分を生酒で限定販売します。限られた酒屋のみで販売される超限定品、超贅

沢品です。冷蔵庫管理はもちろんですが、飲むときは多少温度を戻してからお飲み下さ

い。 

※ 出雲富士・純米山田錦 本生（島根）        720ml  1,393円 

                        1.8Ｌ   2,678円 

定番の純米山田錦の本生ヴァージョンです。生酒なのでこの時期ですと、「し

ぼりたて」などの表記になりますが、今回の純米山田錦にはそれがありません。

多少長いスパンで飲んで頂いても大丈夫と言う自信の表れでしょうか。辛口で

スッキリ、元々御出汁やミネラル、タンパク質との相性が良いのですが、より相性度上が

った万能純米酒です。オススメです。 

※ 出雲富士・純米吟醸無濾過生原酒五百万石（島根）  720ml 1,605円 

1.8L 3,066円 

今年の新酒になります。初の試みの五百万石５５％精米の純米吟醸です。西

日本のお酒のイメージと違い、非常にキレイでキレ良く仕上げている印象。

東北地方でも好まれる味わいになっております。搾りたての為、オリが絡む

可能性もあります。 

 ※ 雨後の月・Ｂ
ぶ

lack
ら っ く

 Ｍ
む

oon
ー ん

   （広島）       1.8L    3,780円 

    雨後の月がこだわり続けてきた酒米のひとつでもあります「雄町米」を使用、低温で

ゆっくりと瓶熟成し、雄町米の特徴を最大限に引き出しました。香り華やか、味に膨



らみのあるハレの純米吟醸酒。 

※ 貴・花音
か の ん

 活性にごり酒(山口)                300ml  648円 

やまぐち酵母を使用した低アルコール発泡清酒。 

 

●  こだわりの本格焼酎  ● 

※ 夏のまんねん・芋 ２０度(宮崎)        720ml   1,188円 

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）               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。 

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

小牧醸造の「一尚」と小正醸造の蔵の師魂を独自の割合でブレンドした限定商品です。

ブレンド銘柄を公表しての商品化は非常にめずらしい唯一無二の逸品。アルコール度数

30 度。6月 7 日入荷予定。 

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。6月 17日入荷予定。 



※ 鳳凰美田・みかん(栃木)              720ml 1,620円       

1.8L 3,024円 

日本原産と言われる温州みかんを 100％使用しており、丁寧に処理、搾汁、そのまま使

用することで温州みかんの美味しさや粒質感をお届けします。果汁に加え、砂じょうと

呼ばれる粒々を全体の 10％以上使用しており高品質と独自性を提供できます。生で充

填している、未開封であっても品温が常温になりますと再発酵してしまいますので管理

は要冷蔵でお願い致します。 

※ 鶴梅・柚子                         ７２０㍉ １566円 

                               １，８㍑ 3132円 

とれたての柚子（和歌山県産）を使用した柚子酒です。柚子ならではの酸味と香りが濃

厚です。度数は 7.5度ですがお酒を感じさせません。風味を殺さないため手詰め、瓶燗

で大事に仕上げました。 

 

   

 

 

 

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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