
※ 新入荷・再入荷のご案内 ※ 

令和２月年 1 月吉日 

あけましておめでとうございます。本年もカネタケ青

木商店を宜しくお願い致します(__) 

新酒・しぼりたてまだまだいきます！！ 
※ 鳩正宗・特別純米 直汲みブルー(青森)         720ml  1,375円 

                            1.8L    2,970円 

フルーティな香りとフレッシュ感あふれる味わい。 

※ 六根・純米吟醸 タイガーアイ生酒（青森）       720ml   1,650円 

                            1.8L    3,300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、新酒特有の味わいもお楽しみください 

※ 月の輪・純米生原酒 新米新酒（岩手）         ７２０ml    1,419円 

                            1.8L      2,827円 

手間暇はかかりますが、限りなく自然に近いお酒にやさしい状態で仕上がります。 

※ AKABU・F NEWBORN(岩手)           1.8L    2,640円 

精米歩合 60%の吟醸酒です。日々美味しく召し上がれる清酒を醸そうと想いを込めて醸

しました。「あなたのために・・」が For youを略して「F」です。究極の切れを求めて

日々醸しています。飲みやすく非常に優しい吟醸酒です。 

※ AKABU・純米酒 NEWBORN(岩手)        ７２０ml   1,540円 

                          1.8L    3,080円 

NEWBORN は新酒の時にのみ命名されます。槽から流れた中取りの生酒をそのまま瓶詰し

ました。ガス感があり爽やかで、切れもありあります。1月 8日以降再入荷予定 

※ 山本・純米 ど（秋田）           ７２０ml  1,257円 

                       1.8L   2,515円 

白瀑の大ヒット商品「どぶ」が名前を「ど」１文字に変えましたが、

本物の「どぶろく」です。本格にごり酒は、秋田純米酵母が醸す華やかな香りと、濃い



わりにはスッキリとした口当たり。 

 吹き出しの問題で一切の地方発送を停止にしています。大変申し訳ありませんが、店

頭販売のみとなりますのでご了承ください。 

※ 天の戸・特別純米 美稲すっぴんささにごり（秋田）   ７２０ml   1,650円 

                             1.8L     3,025円 

   新酒の爽やかな香りとふくらみがある。12月 14 日入荷予定 

※ 一
いっ

白
ぱ く

水成
すいせい

・特別純米 ささにごり生酒（秋田）   1.8L 2,530円 

口に含むと酸がからんだ締まった味わいで、その後に柔らかで、ふくらみ      

のある米の旨味たっぷりの特別純米酒。新酒です。 

※ 一白水成・純米吟醸槽垂れ原酒生酒（秋田）   720ml 1,540円 

 1.8L  3,080円 

 吟醸香華やかで口に含むと、トロリとした舌ざわりで柔らかい酒質。。きりたん    

ぽ鍋、いぶりがっこ等と一緒にどうぞ。 

※ 角右衛門・しぼりたて直汲み(秋田)           ７２０ml 1,375円 

1.8L 2,750円 

槽場で直接瓶詰めし、ガス感を残したままお届けいたします。詰め作業が特殊な為少

量しかとれません。華やかな香りと爽快感が楽しめるお酒です。直汲みは直接詰める

という性質上１本１本時間差が生じて味わいが多少変化しております。 

※ 一ノ蔵・しぼりたて特別純米生原酒（宮城）     ７２０ml  1,496円 

                         1.8L   3,279円 

今秋収穫した新米を、吟醸酒並みの精米歩合５５％まで磨き上げて醸し

た、冬季限定の酒。しぼりたてのお酒を火入れせずにそのまま瓶詰めす

るため、新鮮な風味をお楽しみ頂けます。純米ならではのフレッシュでフルーティな

香味が特徴。 

※ 浦霞・しぼりたて純米生酒(宮城)         720ml 1,474円 

                         1.8L  3,036円 

秋に収穫された宮城県産まなむすめを使用し、自家酵母を用いて醸したお

酒です。厳寒期に造られたしぼりたて特有のフレッシュ感と純米ならでは

のコク、程良い酸味と旨味が至福の時をもたらすでしょう。1 月 25 日入荷予定。 

※ 日高見・吟醸うすにごり生原酒（宮城）       1.8L 3,630円 

昨年、皆さんから非常に評判の高かった「吟醸うすにごり生原酒」を今年も



発売いたします。吟醸香高く原酒にも拘わらず、スッキリした飲み口が人気となって

おります。１月中旬入荷予定。 

※ 栗駒山・特別本醸造しぼりたて原酒（宮城）       1.8L  2,530円 

新酒の香り高く辛口で雑味なく、スッキリあじのしぼりたて生原酒。「ひとめぼれ」６

０％精白の旨い酒。１月中旬入荷予定。 

※ 栗駒山・特別純米無加圧中取り無濾過生原酒（宮城）   1.8L 2,970円 

特別純米のモロミを加圧しないで滴りおちた酒のみを瓶詰めしたもの。柔

らかでバランスが良く、口中に広がる味のふくらみが心地よい酒。原料米 サ

サニシキ ５５％精米 宮城酵母 アルコール分１７～１８度１月19日入荷

予定。 

※ 山和・純米吟醸 無濾過生原酒（宮城）         ７２０ml 1,650円                                                               

                          1.8L 3,300円 

今期も美山錦と宮城酵母の組み合わせで仕込んでいます。例年より気温の高い

中での造りで、酒母モロミでの温度管理は非常に神経を使っており山和らしい爽やかな

香りと米の旨味のバランス良い酒質になるよう現在仕込んでおります。 

※ 伯楽星・純米吟醸おりがらみ 生酒（宮城）        ７２０ml 1,650円 

1.8L  3,190円 

宮城県産「蔵の華」５５％精米の今年の新酒です。「究極の食中酒」を意識し、一層食

材を引き立てる事、綺麗で爽やかなキレを演出する事を大切にしています。繊細なが

らも芯のある味わいをお楽しみ下さい。 

※ 墨廼江・特別純米 ささにごり(宮城)           ７２０ml 1,375円                                                               

                           1.8L  2,750円 

新酒生酒。控えめな香りとピチピチと弾けんばかりのフレッシュな味わいのうすにごり。 

※ 墨廼江・純米吟醸 BY１号生酒（宮城）           720ml  1,485円 

1.8L  2,970円 

  純米吟醸の初しぼりの本生。宮城酵母特有の上品な香りとフレッシュで爽やかな味わ

いをお楽しみください。 

※ 勝山・特別純米 戦勝
せんしょう

政宗 うすにごり生酒（宮城） 1.8L  3,300円 

酒質は濃醇旨口のどごしキレイ系。お米本来のしっかりした旨味が高純度で感   

じられる上に、雑味のないキレイなのどごしのスムーズさとアフターテイストの

余韻が相まって、料理の旨味を更に美味しくするので盃も料理もどんどん進みま



す。今回は搾ったばかりの本生なので炭酸ガスを含んでフレッシュ感が心地良い。 

※ 阿部勘・純米吟醸発泡にごり酒（宮城）       ５００ml  1,540円   

搾る直前のモロミをあらごしした、やや辛口な発泡性のにごり酒です。アル     

コールも高めなのでドライな発泡酒としてお楽しみください。噴き出す可能

性がありますので開封時はゆっくりと丁寧にお願いいたします。 

※ 阿部勘・純米吟醸 かすみ生酒(宮城)      ７２０ml  1,760円 

                        1.8L   3,520円 

華やかでフレッシュな味わいのうすにごり純米吟醸です。今期は吊るし

と圧搾機のブレンドした商品です。両方の特色が現れたおり是非お試しい

ただきたいお酒です。 

※ 蔵王・初しぼり直汲み 特別純米生原酒 K 寒来(宮城)  ７２０ml 1,458円 

                            1.8L  2,915円 

  蔵王「K」シリーズの初しぼりです。寒来(サムライ)と命名されています。名の通り切

れ味があり、直汲みですので爽快感もあります。 

※ 蔵王・純米にごり酒 発泡性生酒（宮城）    720ml  1,320円 

爽快な口当たりと微発泡の中にもトロリとした味わいを表現。1月 10日入荷予定。 

※ 黄金澤・山廃純米 初しぼり生原酒(宮城)       ７２０ml 1,404円                                                               

                          1.8L 2,807円 

 今期の仕込みの一号を原酒で生のまま詰めました。柔らかな口当たりで、爽やかな甘味

と旨味のある。新酒らしい清々しさを感じられます。 

※ 宮寒梅・純米吟醸 45％ おりがらみ(宮城)       ７２０ml 1,650円                                                               

                          1.8L  3,036円 

令和元年酒造年度新米新酒。瑞々しく香り立つ搾りたての極上の生酒。オリの旨味が

贅沢に踊ります。蔵元欠品中、1月 7日以降入荷予定。 

※ 萩の鶴・純米吟醸生原酒（宮城）             1.8L  3,300円 

  華やかな香りと上品な甘さが特長のにごり酒です。オリを絡めることによって炭酸ガ

スを増やし、生ヒネと甘ダレをある程度防ぐことが出来ます。 

※ 出羽桜・純米出羽の里 しぼりたて生原酒(山形)      720ml 1,512円 

 1.8L 3,080円 

  英国で開催される品評会「IWC」の SAKE 部門の最高賞「チャンピオン・サケ」を昨年

受賞したお酒です。しぼりたては現在のみの少量出荷です。 

※ 裏雅山流・祥華(山形)               1.8L 2,445円  



香華をベースとした裏雅山流シリーズです。スッキリとした口当たりと華やかな香り。美山

錦使用。                                                                  

※ 出羽桜・純米吟醸出羽燦々無濾過生原酒（山形）    720ml   1,705円  

                            1.8L   3,410円 

「出羽桜・純米吟醸出羽燦々」の搾ったばかりで全く手を加えていない生原酒。麹の香

りを含んだ高い香り、馥郁たる味、青ざえの色。今しか飲めない純米吟醸。 

※ 三十六人衆・純米出羽の里しぼりたて生(山形)    1.8L  2,310円 

  低精白でも出来栄え良く仕上がる出羽の里の 68%精米の純米酒です。アルコール 15 度

台で飲みやすいながらも新酒ならではのフレッシュさも出ています。 

※ 三十六人衆・純米吟醸 無濾過(山形)       1.8L  3,036円 

  販売店限定の純米吟醸。最近の酒質向上が目覚ましいです。 

※ 白露
は く ろ

垂
すい

珠
し ゅ

・純米吟醸 初しぼり 美山錦（山形）   1.8L    2,970円 

 この蔵の杜氏本木勝美氏が米糠農法で栽培した羽黒型特別栽培酒米「美山錦」100％で醸

した酒。さわやか風味で透明感豊かで、芳醇な旨味が口中に広がりきれいに引いていき

ます。12 月 28 日発売予定。 

※ 楯野川・純米大吟醸 無我ブラックボトル(山形)  720ml 2,695円 

                         1.8L  3,985円 

  無圧採り、無濾過、無加水、泡立て無い充填、無加熱、で無我夢中に仕込んだ 6 つの

「無」からなる新商品です。 1月 18日頃入荷予定。 

※ 奈良萬・純米吟醸 酒未来生酒(福島)          720ml 1,980円    

1.8L  3,630円 

奈良萬 酒未来は、現在の多種多様な商品が流通している酒市場でこのまま五百万石に

こだわった酒造りを続けていて良いのだろうかと悩んで来た東海林社長が思いきって高

木酒造高社長に相談してみたところ、歳月を要し開発した酒米 『酒未来』を特別に譲り

受ける事となり、醸された超限定商品です。精米歩合 53％ 1月中旬入荷予定。 

※ 奈良萬・中垂れ純米生酒（福島）           ７２０ml  1,430円 

                       1.8L  2,860円  

モロミを搾る時にタンクの中の１番旨い部分を圧をかけないで、手間暇を

おしまず詰めた純米酒。甘辛酸のバランスが良く、味にふくらみがある。 

※ 奈良萬・純米生酒おりがらみ（福島）       ７２０ml  1,430円 

                         1.8L  2,860円 



爽やかな生酒独特の香りが漂い、口に含むと炭酸と雑味のない味わいがスムーズにの

どごしを通って、飲み飽きしない旨酒。 

※ 会津娘・雪がすみの郷
さと

純米本生うすにごり（福島） ７２０ml  1,320円 

                        1.8L  2,640円 

口に含むと澄んだきれいな味で、さわりなく飲みやすい酒。軽い料理に

合わせて飲むと旨味がさらに増します。1 月 9 日入荷予定。 

※ 國権・純米生 てふ（福島）           1.8L    3,080円 

掛米には長野県産美山錦を、麹米には兵庫県産山田錦を使用しております。精米歩合

６０％まで磨くことによる軽快さと低温で熟成することによるマイルドさを併せ持った、

爽快感のあるちょっと甘めのお酒です。食べながら楽しむと食が美味しく進むこと請け

合い。  

※ 一ロ万・純米大吟醸 生原酒(福島)        ７２０ml  2,800円 

                          1.8L  5,100円 

  ロ万シリーズの冬の純米大吟醸です。柔らかな口当たりを堪能しましょう。 

※ 花泉・純米にごり酒（福島）            1.8L 2,830円 

  新酒となる純米にごり酒です。かなりのオリの量で飲みごたえ抜群。コク

のあるタイプの料理と相性○。活性ではないタイプのにごり酒となります。 

※ 花泉・活性純米にごり酒(福島)           1.8L  3,150円 

上記の商品の活性タイプのお酒こちらもオリたっぷり、飲みごたえ抜群なにごり酒。

くどいように思えますが、ガスっ気が残っていてスパッ！と切ってくれますよ。オスス

メです。 

※ 花泉・上げ桶直詰め 純米無濾過生原酒（福島）   ７２０ml  1,599円 

                            1.8L 3,200円  

花泉はロ万のもう一つの銘柄です。名称の「上げ桶」とはお酒を搾ってすぐ

に 溜めておくタンクのことで そのタンク上部の炭酸ガスの強い部分を「直に

汲んで詰めた」スペシャルなお酒です。 シュワッとする微炭酸を舌に感じつつ、すぐにグ

レープフルーツ系の酸味と甘味が軽快に広がります。1 月 18 日入荷予定。 

※ 天明・新酒中取り弐号(福島)              ７２０ml 1,535円 

                            1.8L  3,070円 

今回の新酒は「ドライ＆ライト、香る旨辛」です。ドライな部分と旨味の融合にチャ

レンジしました。おおらかな柔らかさを求めてアミノ酸を抑え、透明感を際立させて

います。1月 12日入荷予定。 



※ 山の井・白 おりがらみ生(福島)            ７２０ml 1,485円 

                            1.8L  2,970円 

五百万石 60%。甘味を程よく抑え、柔らかさ口当たりは残しつつ輪郭のあるお酒になり

ました。  

※ 八海山・純米大吟醸しぼりたて原酒越後で候 赤（新潟）  ７２０ml  2,178円 

                             1.8L  4,378円 

生原酒ならではのフレッシュでフルーティな香味のしぼりたて。精米歩合を 50％→

45%に変更して純米大吟醸にリニューアル。 

※ 真澄・純米吟醸うすにごり（長野）            ７２０ml 1,980円 

                            1.8L  2,970円 

  1月下旬入荷予定。 

※ みやさか・美山錦 しぼりたて生(長野)       ７２０ml   1,848円 

                        1.8L    3,080円 

  しぼりたてのフレッシュな果汁を思わせる味わいと香り。洋食との相性も抜群です。 

※ 天狗舞・しぼりたて生酒原酒(石川)          ７２０ml  990円              

                           1.8L   2,200円 

芳醇な香り新鮮な味のすこぶる美味しい寒中のみ味わえる、しぼったままの原酒で酒蔵

の味ともいうべき酒。 

※ 菊姫・山廃純米生原酒（石川）           ７２０ml    1,980円 

                           1.8L    3,740円 

  文字通り山廃純米の原酒で、その若さ、荒々しさ、米本来の旨みを味わうことのでき

る男酒こそ「山廃純米原酒」です。 

※ 手取川・しぼりたて純米生原酒（石川）         ７２０ml 1,430円 

                           1.8L  2,860円 

  手取川の新時代の幕開けをコンセプトに取り組んだ 1 本。まるでしぼりあってのジュ

ースを飲んだかのようなフレッシュ＆ジューシーな口当たり。よく冷やしてお飲み下さ

い。 

※ 満寿泉
ま すいずみ

・純米無濾過生原酒（富山）         ７２０ml   1,540円 

                           1.8L   2,750円 

満寿泉がこだわります。お米の味わいを直球勝負の無濾過生原酒でお届けします。深 

い味わいと若々しい香りの本生が体感できます。 

※ 天青
てんせい

・風露
ふ う ろ

にごり（神奈川）             1.8L   2,750円 



 天青初のにごり酒の誕生です。天青らしさをにごり酒にも求めました。瓶燗火入れを

致しますので品質的にも安定感のあるにごりになります。 

※ 天青
てんせい

・風露
ふ う ろ

活性にごり（神奈川）             720ml   1,430円 

  開栓時瓶から吹かない程度の発泡感がり爽やかなタイプ。 

※ 出雲富士・純米吟醸超辛口 青ラベルしぼりたて生原酒(島根)  720ml 1,640円 

                              1.8L  3,180円 

  クールでドライな辛さ、の意味の超辛口です。甘味でマスキングするとなんとなく甘

さが際立つのですが、辛口はそうはいきません。ごまかしの効かない技術力が必要とさ

れます。辛さがコンセプトなので一見ビギナーには抵抗がありそうですが、そんなこと

は無く自然と喉を通っていきます。絶妙なポイントで造られた質の高いスーパードライ

です。これはおすすめです。 

※ 出雲富士・純米吟醸無濾過生原酒五百万石（島根）  720ml 1,635円 

1.8L 3,123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・辛口純米 無濾過生原酒 八反錦（広島）  1.8L 2,640円 

  八反錦のやさしさと柔らかさ、生のフレッシュ感、原酒の力強さを感じていただける酒に

仕上がりました。無濾過生原酒。オススメ。 

※ 雨後の月・純米吟醸生酒中汲み（広島）      ７２０ml 1,540円 

                         1.8L  3,080円 

１本のタンクの一番美味しいところを絞って、酸味と軽快な味を熱望さ      

れる「雨後の月」愛好家の声に応えるべく仕込んだ酒。含むとまず９号

酵母独自の瑞々しい梨のような香味が広がります。徐々に酸味を感じ、

包み込まれた軽快なキレ味が口全体に広がります。 

※ 雨後の月・Ｂlack Ｍoon 生酒  （広島）     1.8L   3,960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。この時期限定の本生です。 

※ 貴・特別純米 直汲（山口）            ７２０ml    1,540円 

                           1.8L    3,080円 



新酒ならではの力強い炭酸ガスがシャンパンのような刺激を舌にあたえ、食欲をそそ

ります。貴ならではの優しい旨味と、スパッといさぎよく切れる後味を形成する酸味

が、新春を迎えるにふさわしい味わいになっております。搾った後直ちに瓶詰めして

おります。 

※ 貴・純米吟醸山田錦 55%（山口）          ７２０ml    1,650円 

                           1.8L    3,300円 

  キレイな味わいと食中酒としてのバランスの良い味わいに仕上げました。1 月 10 日入

荷予定。 

★ 新入荷 ぞくぞくです！！ ☆ 

※ 喜久泉・大吟醸斗瓶取り（青森）          1.8L    11,200円 

  酒造好適米「山田錦」を４０％以下まで精米し、醪を袋吊りし、滴り落ちた雫を斗瓶

に取り貯蔵した酒。全国又は仙台局への鑑評会出品酒。今秋の東北鑑評会では金賞を

獲得しました。季節限定商品。12 月頃入荷。 

※ 喜久泉・大吟醸善知鳥
う と う

（青森）          1.8L     10,000円 

おまたせしました。田酒の蔵の最高峰である「大吟醸善知鳥」の季節がやってきまし

た。今年の酒は吟醸香高く味も充分にのっており、これぞ大吟醸の手本というべき旨

酒。酒袋による槽の中取りの逸品。やや辛口で、きれいな酒質の中にも旨味・厚みが

あり上品な吟醸香と洗練された深い味わいの酒。 

※ 田酒・山廃純米大吟醸（青森）           1.8L    11,800円   

気品のある吟醸香と吟醸らしい味わいの部分と、山廃らしい厚み幅のある味の部分が

渾然一体となったバランスの良さが際立つ手造りの銘品。限定品です。  

※ 田酒・純米酒セット（青森）            720ml×3本  4,991円 

美山錦・秋田酒こまち・華吹雪を 67・68・69％の精米で磨いた純米酒のセットです。あ

えて磨かない酒米を使用したチャレンジ商品。 

※ 日高見・純米大吟醸 ブルーボトル（宮城）      ７２０ml  3,850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 

※ 墨廼江・純米大吟醸 谷風(宮城)           ７２０ｍｌ   2,750円 



１，８L     5,500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。 

※ 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 

※ 荷札酒・純米大吟醸 生詰原酒(新潟)        ７２０ｍｌ  1,628円 

                          1.8L   3,278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。 

※ 天狗舞・純米吟醸原酒 冬吟(石川)            ７２０ml  1,760円 

                              1.8L  3,520円 

 上品ですっきりとした香味と心地よい酸味が各種お料理にもマッチングする純米吟醸酒。 

※ 醸し人九平次・純米大吟醸山田錦５０（愛知）        720ml 2,095円  

 1.8L 4,269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。 

● 燗酒のススメ ● 

※ 乾坤一・純米酒 愛国（宮城）            1.8L  2,530円 

蔵が地元農家に頼んで明治時代の米「愛国」を復活させました。精米歩合６

０％の野趣あふれる味の純米酒です。香りやさしく雑味なし、それで辛口の

冷やで良し、燗で良しのお買い得な酒。 

※ 山和・燗純米（宮城）                      1.8L  2,530円 

宮城県産ひとめぼれで仕込んだお燗用純米酒です。強い熟成感がでないよう

貯蔵し山和らしい爽やかな味わいで幅広い料理と合わせられるようになっ



ております。お薦めの温度は４０～４５度くらいです。 

※ 宮寒梅・純米吟醸 冬咲き燗(宮城)         1.8L  2,730円 

  日本酒本来のバランスを燗酒専用として独自で研究し、宮寒梅らしい燗酒専用純米吟

醸を醸造しました。温めることで広がる、米の旨味、味わいをお楽しみください。 

※ 醸し人九平次・純米大吟醸 火と月の間
はざま

に(愛知)     1.8L  4,003円 

純米吟醸でありながら燗酒として醸したお酒です。お燗をつけることにより酸が美味

さへと変貌していきます。山田錦 50％ ネーミングですが、「燗」という字は門の中が

日ではなく月だというところから着想しました。 

●  こだわりの本格焼酎  ● 

※ 山田錦・千本桜(宮崎)                1.8L   2,902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。 

※ 佐藤・新原酒 白麹 あらあらざけ２０１9（鹿児島）      ７２０ml 4,040円 

蒸留し直ぐに瓶詰した新酒です。無濾過の新酒は新酒の特徴であるインパクトと清涼

感を持ち、その特徴をできるだけ蒸留直後の姿そのままで製品化しています。 

※ 佐藤・新原酒 黒麹 あらあらざけ２０19（鹿児島）      ７２０ml 4,040円 

蒸留し直ぐに瓶詰した新酒です。無濾過の新酒は新酒の特徴であるインパクトと清涼

感を持ち、その特徴をできるだけ蒸留直後の姿そのままで製品化しています。 

※ SATORAZ・モヒート・ペリーラ(鹿児島)   500ml 各 2,400円 

  ミントと紫蘇を原材料としたスピリッツです。非常に豊かなフレーバーが楽しめます。

アルコール度数 40% 

※ 無濾過 旭萬年・雪（宮崎）               720ml 1,650円 

 1.8L  3,300円 

自家栽培黄金千貫とヒノヒカリで仕込みました。白麹ながら度数は２８度無濾過なの

で味わい深くお湯割り美味しく召し上がれます。 

※ 麦焼酎・ミヤザキハダカ 駒（宮崎）             ７２０ml 1,100円 

                              1.8L  2,200円 

ミヤザキハダカは古くから宮崎全域に自生していた、まったく品種改良されていない裸

麦です。ピーク時は宮崎の麦の代表格でもありましたが、価格の安い外国産の麦に押さ

れる形で減少の一途をたどり、昭和の終わりとともに姿を消しました。今回その麦を復

活させることに成功して減圧蒸留で仕込みました。柳田酒造の既存の麦焼酎とはまた異



なる、個性的な酒質になっております。 

※ 長雲・山田川 2017(鹿児島)                1.8L  5,007円 

自家栽培したサトウキビで作った黒糖と、米麹に使用した「自家栽培 100％」が実現し

た最初の山田川です。2 年間の熟成を経て、手作りの黒糖と国産米による綺麗な味わい

に仕上がりました。12 月 6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・ゆず酒（宮城）             720ml    1,980円  

  純米酒をベースに亘理町産ゆずの果汁を使用。爽やかな香りが特徴。1月下旬入荷予定。 

※ 超特濃ジャージヨーグルト酒 ６度（宮城）    720ml    1,870円    

1.8L    3,520円 

 宮城県産限定、大崎市田尻産ハートフルジャージー牛乳をふんだんに利用したヨーグ

ルトでリキュールにしました。味は濃厚にて旨味たっぷりの酒が飲めない方でも美味し

く飲めるお酒です。是非お試しください。 

※ 宮寒梅・陽のしずく いちご酒（宮城）            ７２０ｍｌ 1,980円 

                               1.8L 3,300円 

宮寒梅のリキュール「陽のしずく」山元町の名産いちご。濃厚な甘味、上品な酸味。

アルコール度数 6度。イチゴ酒ではめずらしい通年商品です。 
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