
※ 新入荷・再入荷のご案内 ※ 
令和 2 年４月吉日 

4 月 8 日(水)22 日(水)は店休日となります。よろ

しくお願い致します。 

※ 田酒・純米吟醸 百四拾 火入れ （青森）        ７２０ml    2,030円 

  柔らかな口当たりの中に、原料米「華想い」の味がよく出ており喉越し滑らかな本当に飲

み飽きしない逸品。原料米「華想い」 ALL 精米５０％アルコール度数１６度 

※ 田酒・純米大吟醸 秋田酒こまち(青森)        720ml  3,300円 

秋田酒こまちを 40％精米した純米大吟醸です。柔らかな、優しい旨味が広がります。 

※ 田酒・純米吟醸山田錦生酒(青森)           720ml  2,750円 

  山田錦精米歩合 50％純吟生です。出荷まで極力お酒にストレス掛けずにしております。 

※ 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。 

※ 陸奥男山・超辛口純米(青森)                ７２０ml  1,650円 

 1.8L   3,080円 

陸奥八仙でおなじみの八戸酒造の超辛口純米酒。辛口ながら深みが有って幅広いシーンで

楽しめます。 

※ 南部美人・大吟醸しぼりたて生原酒(岩手)         720ml 3,465円 

 1.8L  6,930円 

しぼりたてならではのフレッシュな味わい、柑橘系を思わせる心地よい香り、原酒が持つ

力強さを兼ねたバランスが上手に仕上がっています。 

※ 南部美人・美山錦純米おりがらみ原酒（岩手）          1.8L  2,860円 

  南部美人「美山錦 純米酒」は、食中酒として手軽に楽しめる純米酒を造りたいという思

いから生まれたお酒です。必ず料理と楽しんでいただきたく、そのために麹を強めに造り、



辛口でなくきちんと発酵させた純米に仕上げました。そのために冷やして飲んでもインパク

トは少ないですが、燗をして味が更に引き立つ出来となりました。これから熟成と共にまと

まっていく味の奥深さが分かる純米酒です。南部美人の古くて新しい酒質を味わって下さい。

4 月中旬入荷予定。 

※ 南部美人・純米雄町生原酒（岩手）            1.8L  2,860円 

超辛口、酸度、アミノ酸高めのまさにお燗向けの酒質。ぬる燗、上燗で是非お楽

しみください。焼き物、揚げ物などとの相性抜群。昨年非常に人気でした。4 月中

旬入荷予定。 

※ 山本・和韻
わ い ん

(秋田)                 ７２０ml  1,690円 

                          1.8L  3,380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。4 月中旬頃入荷予定。入荷有無は当店までご連絡くださいませ。 

※ 角右衛門・純米吟醸無濾過 五百万石（秋田）     720ml   1,650円 

                           1.8L    3,300円 

  五百万石を１００％使用し、同じ北陸地方の酵母で醸しました。酒の味わいを残す為、酒

の醪を濾した（上層）後、無濾過（炭素などで色などを取る作業をしない）で瓶詰めしてい

ます。柔らかな果実香と、まろやかな口当たり、しっかりとしたボディが楽しめます。 

※ 角右衛門・純米吟醸生原酒 直汲み（秋田）     ７２０ｍｌ 1,618円 

                          1.8Ｌ  3,237円 

  槽場で直接瓶詰しガス感を残したままお届けします。豊かな香りと爽快感が楽

しめます。４月 9 日入荷予定。 

※ 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。 

※ 一ノ蔵・特別純米生酒 ふゆみずたんぽ(宮城)      ７２０ｍｌ 1,700円 

                             1.8Ｌ 3,400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。4月 12日入荷予定。 

※ 浦霞・純米生酒（宮城）             720ml 1,474円 

                         1.8L 3,014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。4 月 24 日入荷予定。 

※ 浦霞・山田錦純米大吟醸本生うすにごり（宮城）    1.8Ｌ  5,500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。４月上旬入荷予定。 

※ 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。 

◆  日高見 短稈渡船、山田穂 純米 発売 ◆ 

日高見でお馴染み平孝酒造ですが、純米大吟醸で仕込んでいた短稈渡船、山田穂を今回は純米酒

で仕込みました。まだ硬さのあった春先でしたが、ひと夏を越して円やかさが増して美味しく仕

上がっております。4月 20日以降入荷予定。 

※ 日高見・純米 短稈渡船(宮城)              1.8L 3,080円 

  端麗でスッキリした飲み飽きしない旨酒。白身の刺身・おひたし・山菜等に抜群。 

 精米歩合：６０％ 日本酒度：＋3 酸度：1.8  

※ 日高見・純米 山田穂(宮城)               1.8L 3,080円 



  酒質が柔らかで、ふくらみがあり、口当たりスムーズな純米酒。魚の煮つけ・さばの味噌煮

などに合います。精米歩合：６０％ 日本酒度：＋4 酸度：1.9 

※ 日高見・吟のいろは純米吟醸生酒 Daccha(宮城)     720ml 1,650円 

宮城県新酒米「吟のいろは」使用。今回は純米吟醸だっちゃの生酒として使用しました。 

※ 日高見・純米大吟醸しぼりたて生酒(宮城)        1.8L  3,850円 

  東条、吉川産の特等山田錦を使用した新商品です。寿司に特化した助六江戸桜とはまた違

う、酒造メーカー平孝としての逸品に仕上がっております。 

※ 山和 純米吟醸 Spring(宮城)               720ml 1,650円 

１．８Ｌ  3,300円 

爽やかな香りと味わいの新酒純米吟醸別仕込です。山和らしい優しく飲みやすい質感に祖

上がっています。 

※ 不二正宗・純米吟醸原酒 山田錦生(宮城)     ７２０ml  1,980円 

                          1.8L  3,520円 

  大沼酒造店が創業から明治まで使用していた銘柄「不二正宗」宮城県内限定で

復刻しました。300 年の歴史の中で 150 年以上使われてきた銘柄です。村田町と

姉妹都市である兵庫県多可町産の山田錦を使用しています。数量限定です。 

※ 山和・純米吟醸 吟のいろは(宮城)            1.8L  3,300円 

宮城県新酒米「吟のいろは」と宮城 F 酵母で仕込みました。 

※ 墨廼江・純米吟醸 八反錦（宮城）        1.8L 3,080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：1.6 

※ 蔵王・純米大吟醸ｋ 荒走り 生酒(宮城)        720ml  2,970円 

                            1.8L   5,940円 

  ラベルを新しく刷新。酒質も変更します。爽やかな吟醸香を主体とする酵母へ変更。綺麗

な余韻が残る。 

※ 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。 

◆◇  宮寒梅 通年商品リニューアル ◇◆ 

 通年の宮寒梅が純米吟醸 1種、純米大吟醸 2種になります。以下 3種類が変更商品です。 

 4 月順次入荷予定です。 

※ 宮寒梅・純米吟醸(宮城)               ７２０ml 1,650円 

                            1.8L  2,970円 

  リニューアル商品。澄んだ甘味の奥に、完熟した米の旨味を感じる。高貴な香りと切れも

良いです。 

※ 宮寒梅・純米大吟醸(宮城)               ７２０ml 1760円 

                            1.8L  3,300円 

 リニューアル商品。豊かな香りとふんだんな旨味が広がります。後味良し。 

※ 宮寒梅・純米大吟醸 贅撰
ぜいせん

(宮城)           ７２０ml 1,980円 

                            1.8L  3,850円 

  リニューアル商品。絶妙に引き締まりながら、芳醇至極。繊細さはもちろんボディ感もし

っかり感じます 

※ 宮寒梅・純米大吟醸 醇
じゅん

麓
れい

純香
じゅんか

(宮城)          1.8L  5,500円 

  熟れた果実の様な芳醇、濃密な味わい。精米歩合 35％箱付きは破格と言えるでしょう。 

※ 宮寒梅・純米大吟醸斗瓶おりがらみ(宮城)        720ml  2,310円 

                            1.8L   4,400円 

  旨味だけを抽出した斗瓶取り。オリのまろみを加え、至福の味わいに。美山錦の精米歩合

35％でこの価格帯。宮城県内限定酒。 

※ 宮寒梅・純米 金のいぶき(宮城)           720ml  2,970円 

  東北福祉大学生と教授によって栽培された「金のいぶき」と言う米を、食と共に健康に良

い玄米に近い状態(精米 90%)で仕込みました。うす濁りの火入れ。 

※ 鶯
おう

咲
さき

・純米辛口(宮城)               1.8L  2,547円 

寒梅酒造の別ブランド「鶯咲」フレッシュで搾りたての上品な香り、辛口仕上げでキレの

あるスッキリした味わい。「大崎市」より「鶯咲」を醸す。 

※ 萩の鶴・純米吟醸別仕込生原酒さくら猫(宮城)    720ml  1,650円       



1.8L  3,300円 

瓶内二次発酵によりフレッシュに楽しめるうすにごり生原酒。 

※ 日輪田・山廃純米(宮城)              720ml 1,430円       

1.8L  2,860円 

  しっかり酒質のスタンダードな辛口山廃。オールラウンドで楽しめます。 

※ 蒼天伝・美禄 特純春しぼり滓がらみ(宮城)         720ml 1,705円 

 1.8L  3,300円 

しぼりたて生原酒を力強くフレッシュな味わいで表現しました。 

※ 出羽桜・桜花吟醸 40周年記念酒(山形)        720ml   1,375円 

                          1.8L   2,640円 

 桜花吟醸誕生 40 年、感謝の気持ちを込めて発売当時の「中吟」を想わせる記念酒を発売し

ます。吟醸酒を多く広めた桜花吟醸をリーズナブルな価格で提供します。 

※ 出羽桜・純米吟醸雄町無濾過生原酒（山形）           1.8L  3,960円 

酒造好適米雄町は誕
う

まれながら優れた酒米の特性をもつ為、各地で新品種開発の交配種と

して使用され、「山田錦」「出羽燦々」など現存する酒米の半数以上にその血統が流れていま

す。まさに、現代の日本酒を築き上げた酒米の原種です。米の栽培、酒の仕込みは共に困難

を極めますが、できあがる酒は独特の優しい味わいに満ちています。冬までゆっくりと大切

に熟成させてきた、まろやかな「雄町」独特の味わいをお試し下さい。3 月 14 日入荷予定。 

※ 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。 

※ 裏・雅山流 怜華(山形)               720ml 1,350円 

1.8L 2,500円 

  兵庫県産好適米「夢錦」を使用し、しぼりたて生酒専用として仕込まれました。4 月上旬

入荷予定。 

※ 三十六人衆・純米吟醸限定品（山形）        1.8L   2,888円 

  この蔵の純米大吟醸（山田錦１００使用）と純米吟醸（美山錦１００％使用）をそれぞれ

50％と 55％の比率でブレンドし、価格は純米吟醸と同じの非常にお買い得な酒。 



※ 別誂雅山流・純米吟醸 薄桜(山形)         720ml  1,980円 

  蔵人栽培の出羽燦々を使用し、大吟醸用として開発された新山形酵母をベースに仕込んだ

うすにごり酒。リッチな味わいを楽しめます。 

※ くどき上手・純米大吟醸出羽燦々３３生酒（山形）     1.8L 3,666円 

山形県産酒造好適米「出羽燦々」33％精白の純米大吟醸。穏やかな香りで、膨

らみがあり味わい深い酒。上品で飲み飽きしない味。飲んでお買い得な酒。 

※ くどき上手・純米大吟醸亀
かめ

仙人
せんにん

生詰（山形）     1.8L   4,400円 

変則に段仕込みで醸された「亀の尾」42％精白の純米大吟醸。小仕込み  

のタンクで丁寧に醸した酒。微妙な表現力をする、味にふくらみのある旨  

酒。今年の酒は良い酸もしっかりあって、飲み応えのある店主お勧め商品。 

※ くどき上手・Jr Yellow旨甘口(山形)      1.8L 3,850円 

  専務の醸す酒くどき上手ジュニア。赤、黒、白ときましてお次はイエロー。

今年は出羽燦々44％、日本酒度は－10 という極、旨甘口な純米大吟醸酒で

す。皆様飲んでのお楽しみです。 

※ 上喜元・純米吟醸 無濾過生原酒 53号(山形)    ７２０ml    1,450円 

                           1.8L    2,900円 

 蔵屈指の 1本に仕上がった逸品。白玉と言う兵庫県産の酒米使用。 

※ 東光・純米吟醸洌 発泡にごり酒（山形）      720ml  1,760円 

今回は発泡性のにごり酒で通常の洌同様辛口の発泡酒です。山田錦 50％精米でにごり濃い

め、ガス圧高めの発泡酒です。ドライで引き締まった質感。4 月 5 日入荷予定。 

※ 会津娘・純米吟醸生酒花さくら（福島）       ７２０ml    1,650円 

                          1.8L    3,350円 

  こうじの香りが口の中で広がり、甘さと辛さが入り混じったキレのある‘おり絡み’の純

米吟醸酒。 

※ 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％ 

※ 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。 

※ 奈良萬・純米大吟醸生酒 中垂れ／おりがらみ(福島)   720ml  3,300円 

1.8L   6,600円 

純米大吟醸の生酒の中垂れとおりがらみの二種類の販売です。 

※ 奈良萬・中垂れ純米吟醸生酒 (福島)      ７２０ml 1,980円 

                          1.8L 3,630円  

  中垂れの純米吟醸バージョンです。この商品は頒布会の専用商品ですが今

回限定発売となります。純米生酒の旨さに味の繊細さと発酵のガスが加わり、

切れの良い酒が出来上がってます。 

※ ロ万・純米火入れ だぢゅー（福島）          ７２０ml  1,510円 

                            1.8L   2,995円 

『民俗の郷』福島県南会津町南郷地域に脈々と受け継がれてきた土着言葉親しみを込めた強

調語です。『 この酒 （さげぇ） 飲んみゃれ、うんめえ だぢゅー 』「 人 」 と 「 郷 」が

醸し出す本当の味郷土愛にあふれるお酒が「からだぢゅー」に浸みわたります。花泉酒造の

４月の季節限定商品です。優しい甘味が口中に広がります。オススメ。4 月 8 日入荷予定。 

※ 花泉酒造・2020年限定醸造酒(福島)     720ml  2,020円 

  県産への強い想いから、うつくしま夢酵母と南会津産米を使用。華やかながらも果物の様

な香り、その良さを再認識できるような 1本。 

※ 天明・新米新酒 純米中取り四号(福島)           720ml 1,700円      

 1.8L 3,400円 

岡山県産赤磐雄町を使用しています。槽しぼりと貯蔵が織りなす季節感を演出しているま

す。貯蔵日数、火入れ生酒などの違いを表現したのが四号です。新酒らしさ「苦み渋み」



それをしっかりした旨酸でとる、全体的なバランスを考えています。65%精米に今年より

変更されました。 

※ 天明・ちょいリッチ 47 山田錦×亀の尾（福島）      ７２０ml 1,980円 

                             1.8L  3,950円 

  ちょいリッチシリーズは普段気軽に飲むお酒よりも少しリッチなお酒がコンセプト。純米

大吟醸、麹は山田錦 40%、掛米は亀の尾 47% 豊かな個性、旨味や甘み、酸味そして天明らし

さを表現します。今回は亀の尾らしい旨味、山田錦が織りなすバランスが特徴です。 

※ 天明・新米新酒アンカー 中取り伍号(福島)       720ml 1,500円 

1.8L 2,990円 

地元産米「夢の香」を使用。五百万石より優れた品種を開発しようとしており、心白を活

かしつつ同等の大粒米であり、吸水性が高い米です。立香は穏やかですが、しっかりとし

た甘みがあり、特徴的な酸がまとわりを持たせます。4 月 19 日入荷予定。 

※ 山の井・50 純米大吟醸 生酒（福島）       720ml  1,980円       

1.8L  4,180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。 

※ 爽醸・久保田 雪峰(新潟)             500ml  3,410円 

スノーピークとのコラボ商品「雪峰」の新商品です。春の訪れと息吹をお楽しみいただく

ため、厳冬の寒造りによる低温発酵と氷温貯蔵を行いました。4月 6日入荷予定。 

※ 鳳凰美田・純米大吟醸 夢ささら本生(栃木)      1.8L  3,740円 

 栃木県で開発された「夢ささら」を使用した純米大吟醸。県内酒蔵使用のみで県外には出し

ていません。主に大吟醸を造るのにむいていますので 40％精米での特別な 1本です。 

※ モダン仙禽 無垢(栃木)                1.8L 3,000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)                1.8L  3,000円 

仙禽の特徴である「甘味」を上品に控えめにまとめています。香りは穏やか味わいはスマ



ートなまさに「クラシック」な味わい。 

※ 菊姫 鶴乃里生酒(石川)              ７２０ml  2,200円 

                            1.8L   4,400円 

兵庫県吉川町産（特 A 地区）特上クラスの山田錦を贅沢に使用し、総米１ｔ仕込みで「超吟」

レベルの手間と、きめ細やかな管理のもと丁寧に醸し出し、低温管理によりじっくり熟成さ

せた純米酒です。世界最大級の規模を誇る国際的ワインコンクール「インターナショナル・

ワイン・チャレンジ」（ＩＷＣ）に、2007 年初めて日本酒を対象とする「ＳＡＫＥ部門」が

本格的に設けられ、初代最優秀賞として鶴乃里が「チャンピオン・サケ」として世界一の称

号を得ました。 

※ 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。 

※ 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。 

※ 手取川・純米大吟醸 特醸あらばしり生酒（石川）   ７２０ml 2,035円 

                          1.8L  3,960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。4 月中旬入

荷予定。 

※ 満寿
ま す

泉
いずみ

・特撰大吟醸生酒（富山）           １．８L   3,850円 

当店が例年蔵元より特別貰っています店主お気に入りの生酒が入荷しました。大

吟醸でこの旨さは酒造好適米「山田錦」 

※ 出雲富士・純米吟醸 赤ラベルしぼりたて生原酒(島根)    720ml 1,716円 

1.8L 3,278円 

純米吟醸山田錦の生原酒ヴァージョン。 



※ 雨後の月・Ｂ
ぶ

lack
ら っ く

 Ｍ
む

oon
ー ん

 火入れ  （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。 

※ 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。 

※ 雨後の月・純米吟醸無濾過生原酒千本錦（広島）    ７２０ml 1,980円 

                           1.8L  3,850円 

  山田錦を父に持つ千本錦は、山田錦を超える広島ブランドの酒米です。平成１

５年度全国新酒鑑評会金賞受賞酒も、この千本錦を使用した酒でした。柔らかで

透明感のある酒は口に含むと、まず華麗な甘味が広がり、ビロードのようなのど

越しでスルスル飲めます。９号酵母を使用したため、今までの雨後の月に酸味や深い旨味が

加わり絶品に仕上がりました。じゃこ・イクラの大根おろし添えなどと一緒に飲んでいただ

けると最高です。 

●  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。 

※ 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。 



※ 宝山・天使の誘惑秘蔵酒 いも４０度（鹿児島）      ７２０ml   3,405円 

芋の可能性を、熟成という方向へひろげた一本。長い月日が造り上げた重厚な味わいと熟

成香は、通常の芋焼酎とは一線を画すイメージ。後から静かに芋の旨味が浮かび上がりま

す。 

※ 富乃宝山・黄麹いも２５度（鹿児島）         ７２０ml   1,571円 

                           1.8L   3,102円 

  冬にお湯割り、夏にロックと万能な芋焼酎。二次原料の黄金千貫を丹念に磨き、低温で発

酵させました。柑橘系のさわやかな香りを持ち、口当たりはなめらかでキレがあります。 

※ 吉兆宝山・黒麹いも２５度（鹿児島）          ７２０ml   1,571円 

                            1.8L   3,102円 

  黒麹を使用し、一次・二次ともにカメを用いて仕込まれている。ボディがしっかりしてい

て、甘い香りと深い味わいを持つ。お湯割りにすると最高です。富乃宝山に比べ味が濃厚

なタイプ。   

※ 朗らかに醸す TRY2019(宮崎)          1.5L  3,300円 

Web 投票によって選ばれた甘藷を自家栽培し仕込んだ芋焼酎です。40 種ほどから選ばれる

ためどの品種が選ばれても栽培・加工・醸造・蒸留全ての工程が未体験となります。今回

は「紫娘」と言う品種。お湯割りで香ばしい芋の香りとやや蜜っぽい麹感が味わえます。 

 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・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。 

※ 鶴梅・柚子                        ７２０ml 1,591円 

                               1.8L  3,190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。 

※ 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。 

※ 天明・日本酒ベースヨーグルトリキュール Snowdrop(福島)  360ml 950円 

７２０ml 1,800円 

1.8L  3,500円 

日本酒の違う入り口を考えたときに生まれたのがスノードロップです。日本酒ベースでこ

んな飲みやすいお酒ができるということ、そしてそこから天明というお酒に興味を持って

もらうことに観点を置いてますが、このリキュールはその考えを超越するほど単体での美

味しさ、口当たり、バランスがあります。一度お試しになってみてください。アルコール

度数 5％ 4月 11日入荷予定。 

※ 田酒・酒粕飴(青森)                   １袋  540円 

西田酒造店『田酒』の酒粕を、京都老舗和菓子店『京月待庵』熟練の職人の手で、丁寧に

心を込めて飴に練り込み、素材とじっくり『手』で話し合いながら、おいしいお菓子に仕

上がりました。”最高の飴“に”最高の酒粕“を練り込んだ飴を一度ご賞味ください。 

※ 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しています。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。 
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