
※ 新入荷・再入荷のご案内 ※ 

令和元年 9月吉日 

「ひやおろし・秋上がり酒」ご案内 

 春先にしぼられた新酒は、一度、火入れ（加熱処理）されたあと、暑い夏の間をひんやりとし

た蔵で眠って過ごし、熟成を深めます。やがて秋風が吹き始めたら、いよいよ目覚めのとき。ほ

どよく熟成されたお酒は、２度目の火入れをせずに生詰めして出荷されます。その昔、「冷や」

のまま貯蔵用の大桶から木桶に「移（おろ）」して樽詰めしたことから、このお酒は「冷移（ひや

おろし）」と呼ばれ、秋の酒として珍重されてきました。豊穣の秋にふさわしい、旨みたっぷりの、

まろやかでとろりとした円熟の味わいが魅力の＜ひやおろし＞。秋の深まりとともに‘夏越
な ご

し酒
ざけ

’

‘秋出
あ き だ

し一番酒’‘晩秋
ばんしゅう

旨酒
うまざけ

’と熟成もゆるやかに深まっていきます。 

※ 鳩正宗・ひやおろし 純米 華吹雪６０(青森)   720ml  1,242円 

                         1.8L  2,700円 

穏やかな香りと熟成されたコクのある味わい。日本酒度±0、酸度 1.6  

9 月 7 日入荷予定。 

※ 六根・純米吟醸タイガーアイ ひやおろし（青森）     720ｍｌ 1,620円 

                            1.8L 3,240円 

青森県の酒造好適米 “華吹雪” を 100％使用し、酵母 ・ 麹 ともに全て青森にこだわ

って醸された美酒です。派手な吟醸香はないものの、優しく穏やかな心地よい香りが漂い

ます。ひと口含むとグンと広がるコクと抜群の旨味、そして爽やかな透明感がありながら、

ひと夏熟成させた大人な味わいも演出します。9月上旬入荷予定。 

※ 六根・特別純米 無濾過原酒ひやおろし（青森）     1.8L 2,916円 

通年人気商品の六根純米の冷卸です。。9月上旬入荷予定。 

※ 月の輪・純米ひやおろし（岩手）              1.8L  2,430円 

月の輪の人気商品純米酒のひやおろしです。半年間の熟成期間を経て発売です。酸度の

高い酒質は常温、ぬる燗、上燗がオススメ。9月 11日入荷予定。 

※ まんさくの花・純米ひやおろし 限定瓶囲い（秋田）   1.8L  2,786円 

  元々秋田県内限定販売でした。細身で繊細な酒質が、夏を越えて円みを帯びました。9

月 4日入荷予定。 

※ まんさくの花・うまからまんさく ひやおろし（秋田）     ７２０ml 1,404円 



1.8L 2,808円 

  辛さだけではなく、旨みを兼ね備えたうまからまんさくの限定品。飲みごたえを体感

できるお酒になっております。原料米：吟の精 9 月 4 日入荷予定。 

※ 角右衛門・特別純米 ひやおろし（秋田）       ７２０ml 1,296円 

                         1.8L 2,592円 

温度帯が5度前後の冷温貯蔵庫にて熟成させた瓶燗火入れの特別純米です。    

精米歩合：55％ 日本酒度：+1.7 酸度：1.5 9 月 11 日入荷予定。 

※ 南部美人・純米吟醸ひやおろし生詰原酒無濾過（岩手） 720ml 2,052円 

                          1.8L  3,780円 

５度の冷蔵庫で低温貯蔵した、その年の呑み切りで最も評価の高かった純

米吟醸の原酒を選びそのまま瓶に生詰しました。無濾過原酒ならではのコ

クのある味わいと、秋までじっくりと熟成したまろやかな味わいを、お楽

しみ下さい。9 月 11 日入荷予定。 

※ AKABU・純米ひやおろし(岩手)              ７２０ml  1,404円 

                              1.8L  2,808円 

テーマは「癒しの食中酒」美味しく食事を召し上がるためドライ、かつ爽やかな酸、キ

レを追求しました。発売中。 

※ 一ノ蔵・特別純米 ひやおろし（宮城）      ７２０ml  1,426円 

                        1.8L   2,930円 

純米酒の旨味がより一層磨かれ、まるみやなめらかさを増した味わいを

お楽しみいただけます。9月 7日入荷予定。 

※ 浦霞・ひやおろし特別純米生詰（宮城）      ７２０ml  1,512円 

                        1.8L   3,046円 

穏やかでふくよかな香り、まろやかでふくらみのある豊かな味わいは、まさに秋の旬

の味わい。9 月 10 日入荷予定。 

※ 日高見・純米山田錦 ひやおろし（宮城）        1.8L  3,024円 

ほどよい酸が爽やかで飲み飽きしないすっきり純米。酒造好適米に山田錦を使用して

仕込んだ為上品な味で、さすがに米の良さが感じられる酒。 

※ 乾坤一・純米吟醸山田錦ひやおろし（宮城）      ７２０ｍｌ 1,728円 

1.8L 3,456円 

酒造好適米「山田錦」５０％精米の純米吟醸生詰。吟醸香ほのかに、含み香

はしっかりあり柔らかい味が、この蔵の個性を物語っている。9 月 10 日頃



入荷予定。 

※ 伯楽星・特別純米 冷卸（宮城）              ７２０ml 1,404円 

                              1.8L  2,700円 

飲み飽きしない力強さと、心地よい後味で、芯のしっかりとした清潔感あふれる一本。

兵庫産山田錦 65％精米の米の旨みと柔らかな口当たりの純米酒。通常の伯楽星特別

純米と並行しての販売です。ご注文の際は必ず冷卸とお伝えください。冷卸

とのご連絡が無い場合は通年の伯楽星を販売いたします。 

※ 伯楽星・純米吟醸 冷卸（宮城）               ７２０ml 1,620円 

                              1.8L  2,992円 

ほのかに米の味わいが広がり、パッと消えていく女性の繊細さと芯の強さを兼ね備え

た一本。「究極の食中酒」と言わしめた伯楽星の代表する酒。宮城県産「蔵の華」55％

精米の飲むほどに酒が進んでゆく純米吟醸酒。通常の伯楽星純米吟醸と並行して

の販売です。ご注文の際は必ず冷卸とお伝えください。冷卸とのご連絡が無

い場合は通年の伯楽星を販売いたします。 

※ あたごのまつ・特別純米 冷卸 ひより（宮城）      1.8L  2,624円 

 宮城県酒造好適米「ひより」を使用したリーズナブルな純米酒を冷卸限定で発売です。

軽快な口当たりに、バナナを思わせる香味が広がり、最後は爽やかな酸味と共にキレて

いきます。 

※ 山和・純米吟醸ひやおろし 夜長 (宮城)      ７２０ml 1,620円 

1.8L 3,240円 

爽やかな透明感のある酒質となっています。ほどよい熟成の中でバラン

スのとれた味わいが楽しめます。今期も長野県産美山錦、宮城酵母使用

しています。9月 4日入荷予定。 

※ 阿部勘・純米吟醸原酒 秋上がり(宮城)      720ml  1,636円 

 1.8L  3,271円 

2 月に上槽されたお酒を、瓶詰、火入れのち低温熟成させていました。辛口      

に仕込まれた純吟はひと夏超えて円やかになっていることでしょう。9 月 5

日入荷予定。 

※ 墨廼江・特別純米 ひやおろし（宮城）           ７２０ｍｌ 1,350円 

1.8L 2,700円 

控えめながら上品さを感じる香りと、ひと夏低温で熟成されたしっかりした旨み、さら



にスッキリとした酸味が絶妙に調和した味わいに仕上がりました。9 月 8 日入荷予定。 

※ 黄金澤・山廃純米原酒 ひやおろし(宮城)      ７２０ml 1,378円 

1.8L 2,756円 

  熟成を経て円みを帯び、まさに飲み頃。軽快なキレの良いタイプです。 

※ 蒼天伝・美禄 純米吟醸ひやおろし（宮城）     ７２０ml 1,944円 

1.8L 3,780円 

  雄町 100％、米の旨味を活かしながらゆっくりと低温で発酵させた春の新酒は、夏を越

してゆっくり熟成、秋上がりを感じます。 

※ 出羽桜・山廃 特別純米ひやおろし（山形）     ７２０ml 1,458円 

                         1.8L  2,916円 

  出羽桜が初のひやおろしを発売いたします。出羽桜の山廃仕込みの新境地

を切り拓くべく、五味豊かな複雑な味わいと出羽桜らしい美しいキレ味を表

現しています。秋の夜長にピッタリな感じです。9 月 8日入荷予定。 

※ 出羽桜・冷卸 蔵涼み（山形）            ７２０ml  1,188円 

                           1.8L   2,376円 

  熟成によって生み出された、なめらかで優しい飲み口を 2 回の火入れで（都合 1 回火

入れです）乱すことなく、飲んで頂けます。9月下旬入荷予定。 

※ 別誂・雅山流特別純米秋あがり(山形)      ７２０ml 1,944円 

雄町の持つ豊かな味わい・香り華やか落ち着きのある芳醇さを持ち合わせたスペシャル

な商品。この商品は個人消費者へ目線をシフトさせてます。 

※ 上喜元・特別純米 美郷錦 ひやおろし（山形）   ７２０ml    1,404円 

                           1.8L    2,808円 

   全国でも希少な酒米、美郷錦の特別純米が夏を越え、今まさに飲み頃！といえる 

  味に仕上がりました。爽快感と旨みがバランス良く感じられる、イチオシの一本。 

  9月 4入荷予定。 

※ 上喜元・純米吟醸 おりがらみ 中秋
なかあき

の風花
かざはな

（山形）    ７２０ml 1,458円 

                           1.8L  2,916円 

満月の夜「中秋」に一夜だけ降る奇跡の雪「風花」秋の夜長は秋上がりのおりがらみ

で楽しいひと時を。9月 5日入荷予定。 

※ 菊勇
きくいさみ

・三十六人衆純米吟醸ひやおろし（山形）     720ml    1,474円 

                           1.8L    2,835円 



美山錦を 55％精白した純米吟醸。辛口で奥深い味わいのあるお酒を、しぼって最初に

とった部分のみを瓶詰した。 

※ 楯野川・源流
げんりゅう

 冷卸 純米大吟醸（山形）      720ml   1,782円 

1.8L    3,348円 

  瓶火入れ後、低温にてじっくりと熟成させた純米の中で、一番旨味の乗った状態のタ

ンクを選抜しての出荷。穏やかで心地よい香りと、旨味、酸味のバランスが整った日

本酒好みの純米酒。秋刀魚の塩焼きや芋煮などのこれから旬の秋の一品と共にお楽し

み下さい。 

※ 白露垂珠・出羽の里ひやおろし(山形)      ７２０ml 1,296円 

1.8L 2,592円 

  出羽の里の中ではかなり磨き上げた 77％精米にチャレンジしました。吞み切りで良好な

評価を得て、発売となります。9月 12日入荷予定。 

※ 末廣・ひやおろし 純米吟醸原酒（福島）         ７２０ml 1,404円 

1.8L 2,808円 

通常は 1 年くらい蔵の中で熟成させてから瓶詰するわけですが、この酒は半年くらい熟

成の酒です。春先に搾られた「純米吟醸」を、会津盆地の暑い夏を越して熟成させて瓶

詰したのがこの酒です。ちょっと大人になりたてのそんな雰囲気を持った酒です。9月 9

日入荷予定。  

※ 奈良萬・純米ひやおろし（福島）           ７２０ml 1,404円 

1.8L 2,808円 

純米酒らしい柔らかな米の香りのする、旨味の乗った酒。食中酒にはもっ

てこいのクイクイいける、飲み飽きしない純米酒。9 月 11 日入荷予定。 

※ 国権・純米吟醸 秋上がり（福島）          ７２０ml   1,836円 

                           1.8L    3,564円 

  地元産の五百万石使用。しかも全て低農薬の契約栽培米。５０％精米。純米大吟醸の

味わいです。國権らしい華やかな香りが特徴の純米吟醸。酵母は福島県にて新しく開

発された「煌（きらめき）酵母」を使用しました。9 月 8 日入荷予定。 

※ あぶくま・純吟無濾過びん燗火入れ ひやおろし（福島）   1.8L 2,970円 

麹米山田錦５０％精米・掛米五百万石５５％精米の純米吟醸で±〇℃瓶貯蔵酒。米の

やわらかい香りが漂い、すっきりと辛口で締まった、飲みあきしない純米吟醸酒。 

※ 十
と

ロ
ろ

万
まん

・純米吟醸１回火入れ（福島）         ７２０ml 1,865円 



1.8L  3,525円 

  この蔵のひやおろし商品になります。一ロ万・七ロ万そして、十ロ万（とろまん）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）使用寒仕込みの末、

蔵で静かに秋を待つ大自然の紅葉と共に秋の旬で心を癒す柔らかな心地よい一品です。9

月 8日入荷予定。 

※ 天青
てんせい

・吟望 秋 純米おりがらみ（神奈川）          720ml 1,620円 

 1.8L 2,916円 

   純米らしい濃醇さをもちながら、切れ味のある純米酒です。1 回火入れの原酒となり、

若干の‘おり’があります。酒としては強いので、しばらく常温で放置すると、更に

味わいが乗り、燗も十分に楽しんで頂けると思います。日本酒度＋4  

※ いづみ橋・秋とんぼ生もと 山田錦（神奈川）     ７２０ml 1,728円 

                           1.8L 3,240円 

  約半年の熟成を経て、秋とんぼが発売となります。日本酒度＋9 酸度 2.0 と

いう超辛口純米はぜひお燗でお楽しみください。燗映えが最高です♪ 

※ いづみ橋・秋とんぼ生もと 雄町（神奈川）         ７２０ml 1,890円 

  日本酒度＋6 酸度 1.6 精米歩合 65％ 

※ 天狗舞・山廃純米ひやおろし (石川)        ７２０ml 1,512円 

                         1.8L  3,024円 

天狗舞の定番商品、山廃純米のひやおろしです。一回のみの蔵出しの限

定商品です。使用米：五百万石 精米歩合：60％ 日本酒度：＋３ 9 月 16 日入荷予

定。 

※ 菊姫・純米ひやおろし（石川）           ７２０ml 1,944円 

1.8L 3,888円 

  山廃銘酒蔵の菊姫ですが、山廃ではなく、速醸酛で仕込まれた純米酒で

す。柔らかく上品な旨みが感じられます。よく冷やして、またはロック

で飲んでいただくのがオススメです。いつもと違う菊姫をお楽しみください。9 月 11

日入荷予定。 

※ 手取川・秋 純米 辛口（石川）             ７２０ml  1,404円 

                             1.8L   2,916円 

  麹米に山田錦を使った贅沢な純米酒です。今回は夏を超え絶妙の貯蔵をみせるお酒を

そのまま頂くため、生詰での提供となります。柔らかな味わいが口の中いっぱいに広



がります。 

※ 手取川・山廃純米ひやおろし(石川)           ７２０ｍｌ 1,566円 

1.8L  3,132円 

穏やかな甘みと酸味が調和し旨味を伴った心地よいコクが、お肉料理などに

良く合い杯が進みます。芳醇で味わい深い辛口酒。9月 8日入荷予定。 

※ 満寿泉・純米吟醸ひやおろし（富山）           ７２０ml 1,944円 

  ひと夏を越しバランス良く伸びやかで味乗りも良くなった純米吟醸。9 月 12 日入荷予

定。 

※ 達磨正宗・淡
うす

墨
ずみ

桜
ざくら

 純米酒 生詰原酒(岐阜)        ７２０ml 1,131円 

                              1.8L 2,365円 

岐阜の米「ハツシモ」、岐阜の特別栽培米として大切に安全に育てられているお米で造

りました。落ち着いた旨味があり味わいにも幅を感じます。9 月 15 日前後入荷予定。 

※ 出雲富士・純米ひやおろし 秋雲（島根）     ７２０ml  1,420円 

                        1.8L   2,664円 

  出雲の夕焼けの雲のように哀愁深くしっとり飲んで欲しいお酒。ほど良い     

熟成感は食中でさらに映えます。発売中 

※ 雨後の月・純米吟醸八反 ひやおろし（広島）       1.8L 3,456円 

広島が誇る酒造好適米「八反」で仕込みじっくり夏を超えました。旨みにインパクト

を感じ、米の持つ特徴を最大限引き出しています。9月 7日入荷予定。 

★ 新入荷 ぞくぞくです！！ ☆ 

※ 善知鳥
う と う

・大吟醸 百四拾（青森）         ７２０ml   3,040円 

 「大吟醸 百四拾 善知鳥」の原料米「華思い」は、大吟醸酒を醸造するため

４０％精米に耐え得る青森県酒造組合、弘前地域技術研究所（旧工業試験場）、

青森県農林総合研究センター（旧農業試験場）が三位一体となって開発した悲

願の米です。程よい吟醸香と柔らかさが特徴の「田酒」の蔵の大吟醸。 

※ 外ヶ濱・Micro
マ イ ク ロ

 Bubble
バ ブ ル

(青森)          720ml  1,850円 

田酒の西田酒造店の別ブランド「外ヶ濱」白麹仕込みの純米吟醸にガスを充填した爽快

感のあるスパークリング清酒です。 

※ 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 10,826円 

現在酒造好適米の最高峰といわれる「山田錦」の両親であります、父親にあたる米の

「短稈渡船」、母親にあたる「山田穂」を使用して酒造りをしてきました。双方共に米を



４０％まで精米し、同じ条件で低温により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・純米吟醸 古城錦(青森)             720ml  1,960円 

蔵人が栽培した古城錦で仕込んだ純米吟醸酒。柔らかく口当たりの良い味わい。 

※ 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 ＭＯＵＮＴＡＩＮ(岩手)         ７２０ml 1,836円 

  先月発売のＳＥＡ、海の次は山でした。奥行深く、深くがテーマ。 

※ 山本・純米大吟醸 神力（秋田）           1.8L   3,800円 

  熊本県産酒米「神力」使用。明治 10年稲穂 3本から始まった米。限定入荷。9 月 12日

入荷予定。 

※ 秀よし・山田錦純米原酒 一度火入れ（秋田）      ７２０ml  1,620円 

                           1.8L   3,240円 

以前販売していました山田錦純米原酒の復刻販売です。口の含むと広がる吟醸香と奥行

のある旨味、飲み口も良好。 

※ 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 

※ 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!?  

※ 裏雅山流・芳華(山形)                 720ml 1,222円 

1.8L 2,410円 

  裏雅山流の季節標品。岡山県産雄町を使用し、適度に香りが華やかでバランス良く雄

町特有の味の豊かさを表現しています。完成度高し。 

※ くどき上手・純米大吟醸 Jr. ショコラ（山形）        1.8L  3,780円 

搾ったばかりのフレッシュなお酒を生酒状態で 50 日間完全低温貯蔵して、ジュニアの

求める味と人間の錯覚を利用して酒米と微生物が造る上品なチョコレートの甘みを表

現しています。上品な甘みに観点を置いて造られたお酒です。9月 9日入荷予定。 

※ 上喜元・純米大吟醸 辨慶
べんけい

（山形）          720ml  2,052円 

1.8L   4,104円 

  １９１９年に愛媛で開発された酒造好適米で、今年はじめての米で挑戦しました。爽

やかな吟醸香とバランスの良い味わいの逸品です。 

※ 洌・純米吟醸雄町（山形）              ７２０ml  1,836円 

                           1.8L   3,564円 

  熟した果実を思わせる雄町らしい旨味。辛口でキレが良い。 

※ 会津娘・純米吟醸 醸 花坂境
はなさかさかい

22  (福島)          720ml  2,200円 

  蔵で所有する農地の内、南に位置する圃場名「花坂境」で収穫された五百万石を選定

しました。単一圃場限定の会津娘です。「土産土法」の酒造りをこれまで以上に深化させ、

会津風土の薫りを酒質に表現していきます。 

※ 天明・純米大吟醸 赤磐雄町(福島)        ７２０ml  2,075円 

                         1.8L   4,150円 

雄町の特徴を最大限引き出しつつ、ダレ易い特性もある部分を最小限に抑     

えている非常に秀逸なお酒になりました。とにかく是非飲んで欲しい 1 本

です。 

※ 天明・亀の尾 65 2回火入れ（福島）           1.8L  3,300円 

  一回目は熱交換器で素早く火入れして冷やす。翌日瓶火入れし、急冷しています。9月

15 日入荷予定。 

※ 天明・純米吟醸生 美山錦 55(福島)        ７２０ml 1,650円 

1.8L 3,300円 

  美山錦らしい優美さにアクセントとなる酸味が加わっています。約 3 度の      



サーマルタンクにて貯蔵、程よい熟成をおびています。9月 15日入荷予定。 

※ 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。 

※ 山の井 60ピンク(福島)                ７２０ml 1,404円 

1.8L  2,808円 

山の井シリーズ定番酒。飽きずにずっと飲んでいられてほっとできる酒。軽い香りがあ

り、やわらかくまるい中で、甘み、酸味、苦み、渋み、旨みのバランスがとれています。

五百万石 60%精米 

※ 山の井 70緑(福島)                 ７２０ml 1,188円 

1.8L  2,376円 

低精白の酒にありがちな香りがなく雑味のある浮いた味わいの酒のイメージを払しょ

くし、吟醸酒にも負けない酒質ができました。八反錦 70%精米 

※ 山の井・黒(福島)                    720ml 1,620円 

 1.8L 3,240円 

  福島県酒造好適米夢の香 60％を軸に、純米大吟醸・純米吟醸・純米酒を独自にブレンド

した商品です。複雑で面白い味わいの日本酒に仕上がりました。9月 4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・芳 PREMIUM 2018（栃木）      ７２０ml 19,940円 

有機農法の革命的存在である藤田芳さんにより手塩にかけて造られた「富の香」と言う

酒米使用しています。生酛造りにて酒米の力をそのまま感じていただければと思います。

専用カートン、冊子付 9月下旬入荷予定。 

※ 鳳凰美田・純米大吟醸 亀
きっ

粋
すい

（栃木）         720ml   2,160円 

  1.8L   3,888円 



 吟醸香華やか、米の旨味がしっかり味わえる酒。味わいの膨らみ、雅な質感など日本酒

にしかない感覚の酒。山形県高畠産「亀粋」５０％精米。アルコール度１６度以上１７

度未満。日本酒度：±0 酸度：1.6 

※ モダン仙禽 無垢(栃木)               720ml 1,571円       

1.8L 2,946円 

  仙禽の定番シリーズですが精米歩合は 50％以下、使用は中取りと純米大吟醸クラスで

す。ジューシーかつ穏やかで繊細な酸味と甘みが存分に体感できる 1 本になっていま

す。お買い得な価格帯ですが、スペックが高いのでリッチな晩酌酒としていかがでし

ょうか？ 

※ クラシック仙禽 無垢(栃木)               720ml 1,571円       

1.8L 2,946円 

  モダン無垢と並ぶ仙禽の核となるお酒。蔵の水と同じ水脈上で栽培された山田錦を使

用し、テロワールにこだわります。「無垢」はまじりっけがないという意。 

※ モダン仙禽・亀ノ尾（栃木）              ７２０ml  1,768円 

                           1.8L   3,535円 

今回は亀ノ尾の新酒のご案内です。昨年末に上槽し２カ月間低温熟成していました。

今シーズンより使用酵母の変更、繊細で精密な麹を造り上げることにこだわりました。

甘味と酸味を強調する事に変わりはありません。しかし、ただ「あまずっぱい」が取

り柄の仙禽ではないという事を証明できる１本です。 

※ 手取川・U Yoshidagura 山廃純米(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）        720ml 2,095円  

 1.8L 4,191円 

  人気の「醸し人九平次」の通年純米大吟醸酒です。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。 

※ 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。 

●  こだわりの本格焼酎  ● 

※ 山田錦・千本桜(宮崎)                1.8L   2,850円 

宮崎県産山田錦を麹米に使用しました。芋はコガネセンガン、芋の香ばしい香りが高く、

スッキリとした後口の芋焼酎に仕上がっています。 

※ 伊勢吉どん・令和元年新酒 芋（鹿児島）          720ml 1,151円 

1.8L 2,036円 

今年蒸留した新酒になります。特有の甘味を帯び、貯蔵によってまたさらに美味しくな

るような雰囲気を漂わせています。通常商品は一か月程度寝かせてから瓶詰を行います

が、今回の商品は割り水後あまり日数を置かずに瓶詰したものですので、新酒の荒々し

さは多少味わいには出てくるかと思いますが、普通はあまり商品化されないタイミング

でのお酒ですので、是非お試し下さい。9 月中旬入荷予定。 

※ CRAFT GIN 尽 Tsukusu(鹿児島)   720ml  4,320円 

西酒造がクラフトジンを製造。「ジントニック」最高に合うジンを目指しました。24 種

のボタニカルを絶妙なバランスで整え、爽やかで繊細な味わいに仕上げました。 

 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」》 

※ 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。 

※ Tenbumai Mead 蜂蜜酒(石川)             500ml  1,728円 

アカシア蜂蜜の上質な甘さと酸味が調和した新しい味わい。アルコール度数 14度。 

 

 

 


