
※ 新入荷・再入荷のご案内 ※ 

令和２年 2 月吉日 

※ 八甲田おろし・大吟醸 華吹雪 荒走ばしり（青森）    ７２０ml   1,705円 

 1.8L   3,520円 

  八甲田の厳しい寒風が吹き下ろす環境のもと、青森県産酒造好適米「華吹雪」を使用

し、奥入瀬川の伏流水で仕込みました。日本酒本来の旨みをそこなわないように大切

に仕上げたお酒です。華やかな香りと爽やかでキレの良い旨みが特徴です。2 月上旬入

荷予定。 

※ 南部美人・純米吟醸無濾過生原酒 カルメン(岩手)   720ml  2,035円 

                           1.8L  3,740円 

  レギュラー純米吟醸の生原酒タイプ。新酒の若々しさと原酒の力強さ。 

※ 南部美人・特別純米無濾過生原酒 プリマ(岩手)   720ml  1,760円 

                           1.8L  3,300円 

  舞うような華やかでフレッシュな香り。好適米ぎんおとめの優しい味わい。 

※ AKABU・純米大吟醸結の香 生酒(岩手)       ７２０ml   3,850円 

                           1.8L    7,700円 

  岩手県の酒造好適米、結の香を 40%まで磨き上げた AKABU の純米大吟醸。 強い麹、

純粋な酒母、穏やかなモロミ、五感を駆使しゆっくり丁寧に醸しました。上品な香りと

結の香のふくらみある味わいをお楽しみください。ひと時の癒しをお約束いたします。 

※ AKABU・純米大吟醸生酒 山田錦(岩手)    720ml 3,850円 

1.8L 7,700円 

  強い麹、純粋な酒母、穏やかなモロミ、五感を駆使しゆっくり丁寧に醸しました。上

品な香りと綺麗な味わいをお楽しみください。こちらは兵庫県産山田錦精米歩合 40％

です。 

※ 月の輪・滓酒（岩手）                900ml 1,397円     

   昔ながらの槽での搾りを行っている当蔵。「あらばしり」「中取り」「責め」と垂れ口

よりお酒になる部分での違いがありますが、最初の部分「あらばしり」は布袋の布目を

通った酒粕の微粒子部分で淡く濁っています。そのお酒を容器に入れて沈殿したにごり

部分が滓（おり）です。この滓の部分をさまざまな仕込みタンクから集めたものが滓酒

です。純米や本醸造などのブレンド酒の美味さを醸し出しているので、複雑美味な味わ

い。２月上旬入荷予定。 



※ AKABU・純米吟醸 愛山 NEW BORN(岩手)     720ml 2,200円 

                          1.8L  4,400円 

愛山使用の純米吟醸。NEW BORNなので生酒での出荷です。2月 16日入荷予定。 

※ 山本・純米大吟醸 ロイヤルストレートフラッシュ(秋田)   ７２０ｍｌ  2,500円 

酒母、麹米、添、仲、留にそれぞれ秋田県産の酒こまち、吟の精、美郷錦、改良信交、

美山錦を使用。酵母も秋田5種を同時使用。ロイヤルストレートフラッシュの完成です。

複雑ながら纏まりがある印象です。2月中に入荷予定、詳細は未定です。 

※ 山本・純米吟醸うすにごり うきうき山本（秋田）   ７２０ml 1,690円 

                         1.8L 3,380円 

 蔵つきの酵母「ゴージャス山本（仮）」を使用しています。柔らかな口当たり     

と、穏やかで膨らみのある香りが特徴の春向けの限定酒。2月中に入荷予定、

詳細は未定です。 

※ 角右衛門・純米吟醸無圧上槽 中汲み（秋田）      720ml 1,540円 

                          1.8L  3,080円 

圧を掛けずに搾り、中取りの部分だけを荒濾過して瓶詰しました。豊かな香りとクリア

な味わいが楽しめます。 

※ まんさくの花・純米生原酒しぼりたて(秋田)      720ml 1,430円 

                          1.8L  2,640円 

  穏やかながらも美しい香りと透明感のある酒質です。 

※ 秀よし・純米原酒 練り上げにごり酒とろとろと（秋田）  ７２０ml   1,348円 

                           1.8L     2,805円 

   なめらかな食感が新しい、‘とろとろ’とした「純米練り上げにごり酒」。昔なつか

しい味わいです。2 月下旬入荷予定。 

※ 浦霞・特別純米しぼりたて（宮城）       ７２０ml 1,626円 

                       1.8L  3,278円 

宮城県産ササニシキを原料米として、フレッシュでやや甘みのある香り、

若々しさと米の旨味がバランスよく広がる。 

※ 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。 



※ 浦霞・純米吟醸春 酣
はるたけなわ

（宮城）               ７２０ml  2,277円 

純米吟醸酒らしい米の旨みと果実のような香り、生酒のフレッシュな味わい

が同時に楽しめます。この蔵の代表銘柄‘禅’の生原酒でこの値段は一献の価

値あり。2月 22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。 

※ 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。 

※ 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 

※ 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。 

※ 阿部勘・KAERU aromatic NOUVEAU2020（宮城）  720ml 1,705円 

                           1.8L  3,410円 

  阿部勘らしく
、、、

ない
、、

、お酒を造るコンセプトに昨年 3 種類試験醸造しました。「経験に勝

る知識はない」という事で異なった造りをすることで得た知識で、通常商品の品質を上

げたいという思いがあります。今回は華やかなカプロン酸系の香り（メロン様）のタイ

プの酵母を使用したお酒です。香りが崩れやすい酒質の為、火入れしてあります。いつ

もと違う阿部勘をお楽しみください。2 月 15 日頃入荷予定。 

※ 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。 



※ 伯楽星・純米大吟醸おりがらみ本生 雪
せっ

華
か

（宮城）      ７２０ml 3,080円 

                           1.8L  6,600円 

 「究極の食中酒」に徹底したバナナのほのかに香るシャープな味わい。より軽快な味わ

い。使用米 雄町４０％精米 日本酒度：＋５ 酸度：１．５ アミノ酸度：１．０ 

今年より「雪華」と改名しました。雪の結晶や雪の降る様子華にたとえた季語です 

※ 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。 

※ 墨廼江・特別純米 中汲み(宮城)      1.8L  2,750円  

特別純米の中垂れのみを汲み上げました。爽やかな香りと果実系の酸味、透     

明感のあるクリアな味わいをお楽しみ下さい。福井県産五百万石使用。2 月上

旬頃に入荷予定。 

※ 蔵王・インスピレーション 蔵の華 特別純米酒生（宮城） ７２０ml 1,540円 

                            1.8L  3,080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。2月 7日入荷予定。 

※ 黄金澤・山廃純米 うすにごり生原酒(宮城)   ７２０ml   1,404円 

                        1.8L    2,807円 

  穏やかな香りと米の旨味が淡雪のようにきめ細かに広がり、ほのかな余韻が心地よい。 

※ 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。 

※ 宮寒梅・純米大吟醸 自社栽培山田錦(宮城)     720ml 2,420円       

1.8L 4,400円 

 会長自ら栽培した山田錦を使用した純米大吟醸です。ふっくら綺麗に旨味が広がります。

2月 8日入荷予定。 

※ 萩の鶴・純米吟醸生原酒こたつ猫(宮城)         ７２０ml   1,650円 

                            1.8L    3,300円 

  カプロン酸エチル系の華やかな香りと上品な甘さが特長の、フレッシュなしぼりたて



です。 

※ 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。 

※ 出羽桜・純米大吟醸 雪女神四割八分(山形)       ７２０ml   1,815円 

                            1.8L    3,630円 

  大吟醸仕込に適した専用米「雪女神」濃密でフルーティな香り、しなやかで透明感の

ある味わいです。2月 17日入荷予定。 

※ 富久鶴・雅山流・新影の伝説〈攻〉（山形）        720ml   2,090円 

1.8L    4,180円 

毎年開催される日本国内外での鑑評会クラスに仕込まれたお酒の、‘せめ’です。極限

までチューニングされた車の如く、繊細で極上な酒質を表現しつつ、‘せめ’らしい味

わいの豊かさを 持つ、癖なく香り華やかなタイプの純米大吟醸です。専務作曲作詞

の楽譜がラベルになってます。2 月上旬入荷予定。 

※ 裏雅山流・瑠華（山形）               ７２０ml  2,420円 

                            1.8L 4,840円 

  山形県最新の酒米「雪女神」を使用し、鑑評会出品専用のもろみとして仕込まれた数

量の少ない特別なお酒です。高次元での香味バランスを追求して醸された、クセ無く

香り華やかでハイクオリティなお洒落なお酒になりました。 

※ くどき上手・超辛口吟醸・生ばくれん亀の尾（山形）   1.8L   2,530円 

ばくれんは通常火入れ後約一年半〇℃で貯蔵、適熟をきき酒後に充填出荷

の手順を踏む商品です。定番商品は酒米「美山錦」５５％精白、日本酒度

＋２０の酒ですが生酒専用の「ばくれん」として酒米「亀の尾」５５％精

白、日本酒度＋２０の酒を醸しました。浪漫の酒米「亀の尾」、硬質米の特徴がプラス

αに作用し、辛口の極みの酒を角度を変えて味わって下さい。2 月 5 日入荷予定。 

※ 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。 

※ 楯野川・純米大吟醸 無我ブラックボトル(山形)  720ml 2,035円 



                         1.8L  3,850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。 

※ 楯野川・純米大吟醸 無我クリアボトル生酒(山形)  720ml  2,090円 

                          1.8L  3,960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。こちらは山田錦 50%精米 2 月 10 日入荷予定。 

※ 洌・純米 無濾過生原酒(山形)          720ml  1,430円 

                          1.8L  2,640円 

  新酒フレッシュ感と無濾過生原酒のボリューム感があり、ほのかな麹香も感じられる。 

※ 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。 

※ 会津娘・芳醇純米生酒（福島）         ７２０ml  1,650円 

                         1.8L 3,300円 

新酒らしい麹のかおりが漂い、口に含むと旨味がたっぷりあるが、心地



よい酸があって最後に辛口でキレがあるので飲み飽きしない酒。2 月 10 日入荷予定。 

※ 国権・純米吟醸うすにごり酒（福島）             1.8L 3,410円 

  マッコリよりもコクがあり、どぶろくよりも飲みやすい。マイルドな口当たりです。

冷や、常温でどうぞ。 

※ 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。 

※ 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。 

※ かすみロ万・純米吟醸うすにごり生原酒（福島）   ７２０ml 1,650円 

1.8L 3,249円 

  福島県開発の好適米「夢の香」を使用した、もち米四段仕込みのにごり酒

（生原酒）を「かすみロ万」として今年始めに発売し、そのお酒をサーマル

タンクで半年間マイナス６度で貯蔵したお酒です。ほんのり甘酸っぱいが上

品な香り。ロ万ならではの優しい甘味に、コクのある旨味と、それを調和す

る酸味。結構呑み応えのある味わいです。濃厚な味わいなが花泉同様微炭酸によってキ



レも良いバランスのとれたお酒です。2月 7日入荷予定。 

※ 鳳凰美田・黒判 Ｂｌａｃｋ phoenix（栃木）      720ml  2,200円 

1.8L  3,960円 

愛山５５％の純米吟醸生酒です。辛すぎず、飲みやすく、愛山使用ですが価格帯も魅

力です。 

※ 仙禽・オーガニックナチュール(栃木)           ７２０ml  2,800円 

酵母を添加しない天然蔵付き酵母、完全無添加の超自然派「生酛」です。精米歩合も 90％

以上と元来のスタイル。 

※ 不動・出羽燦々 滓がらみ純米吟醸生原酒（千葉）  720ml 1,500円       

1.8L 2,998円 

  山形産の出羽燦々を使用して、フレッシュで吟醸香の高い酒質です。ガス感が強く、

爽やかなオリ酒となっています。2月 10日入荷予定。 

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

                            1.5L  2,970円 

  滓がらみの純米吟醸。1.5Lサイズです。 

※ 天狗舞・五凛
ご り ん

 純米山田錦生酒（石川）      ７２０ml  1,430円 

                        1.8L   2,860円 

酒米日本一の兵庫産特Ａ地区山田錦を６０％精米して醸した入魂逸品。口当た  

り柔らかく味も適度にのっており、スムーズな飲み心地で盃が進む純米酒。２月

上旬入荷予定。 

※ 天狗舞・五凛
ご り ん

 純米大吟醸生酒（石川）      ７２０ml  2,200円 

                        1.8L   4,400円 

酒米日本一の兵庫産特Ａ地区山田錦を 45％精米して醸した入魂逸品。純米よりもさら

に綺麗に仕上がっています。２月上旬入荷予定。 

※ 天狗舞・純米大吟醸 50生酒おりがらみ(石川)         1.8L 3,740円 

  爽やかな甘味を感じるふくらみの中にきめ細かな酸味が調和しています。オリを絡ま

せシルキーさと発泡感をプラスしました。 

※ 手取川・春 純米辛口うすにごり(石川)       720ml 1,430円 

                          1.8L  2,970円 

  伸びやかなスッキリとした辛口の中にも上品な甘みが感じ割れる生酒。2 月 22 日入荷

予定。 



※ 達磨正宗・淡
うす

墨
ずみ

桜
ざくら

 純米酒 生原酒(岐阜)       ７２０ml 1,430円 

                            1.8L 2,750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。旨味があり味わいにも幅を感じます。搾ってそのまますぐに瓶詰めしていま

すので、きき酒をするようなフレッシュさが味わえます。2 月下旬入荷予定。 

※ 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。 

※ 出雲富士・純米山田錦 本生（島根）        720ml  1,420円 

                        1.8Ｌ   2,728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。 

※ うごのつき・純米大吟醸無濾過生原酒雄町（広島）  ７２０ml 1,980円 

                         1.8L  3,850円 

雄町は幻の酒米といわれ、山田錦に比べて柔らかな旨味を出す米として知

られています。今年は、より芳醇な旨味をひき出すように醸しました。やや

香りを伴った第一印象のあと柔らかな旨味が広がり、最後に酸が後押しします。この季

節ならではの牡蠣やナマコなどと共にお楽しみ下さい。2 月 15 日入荷予定。 

※ うごのつき・純米第吟醸 無濾過生原酒山田錦（広島）  ７２０ml  1,980円 

                           １，８L   3,850円 

    究極の酒米「山田錦」を５０％に精米して、低温でじっくり醸しました。フルーティ

な香りと辛さの中に潜む山田錦独特のコクを伴った旨味をご賞味下さい。 

※ 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。 

※ 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。 

※ 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。 

●  こだわりの本格焼酎  ● 

※ 栃栗毛・MIZANARA(宮崎)              720ml  2,500円 

  ミズナラを使用した新樽、常圧、減圧で蒸留した麦焼酎を別々に貯蔵しました。今回は減

圧で蒸留した方を詰めた商品です。香りは穏やかで、洋梨やバニラを連想させます。きめ細

かく優しい後口です。アルコール 41度。2月中旬以降入荷予定。 

※ 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・ （宮崎）                  1.8L  3,300円 

自家栽培黄金千貫、甘みの強い宮崎 52 号で麹を造りました。柔らかな甘みが目立つ焼



酎。 

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。 

※ 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。 

※ 高橋篤子さんのいぶりがっこ(秋田)                1本  970円 

  いぶりんピック初代チャンピオンの高橋篤子さんが漬けた化学調味料不使用のいぶり

がっこです。1 本約 300 グラム。 
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