
※ 新入荷・再入荷のご案内 ※ 
令和元年 5 月吉日 

5 月 13 日(水)27 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(青森)            720ml  2,750円 

  山田錦精米歩合 50％純吟です。火入れされた落ち着いた味わい。 

※ 澄熟
ちょうじゅく

吟醸・外ヶ濱（青森）               1.8Ｌ 3,680円 

極低温（〇度前後）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。 

※ 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。 



※ 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。 

※ 南部美人・夏酒 Breezy（岩手）          1.8L  2,750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。5月中旬入荷予定。 

※ AKABU・Natu Kasumi 純米夏霞(岩手)       ７２０ml  1,430円 

1.8L  2,860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。5月 16日入荷予定。 

※ 山本・和韻
わ い ん

(秋田)                   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。 

※ 一白水成・純米吟醸 酒未来(秋田)          720ml   1,848円 

  この時期は吟の精の純米が入荷しておりましたが、今期より酒未来の純米吟醸となります。

米の性質からやや固めの酒質での出荷となっております。 

※ まんさくの花・純米大吟醸 超限定（秋田）       ７２０ml 1,848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。 

※ まんさくの花・杜氏選抜 ピンクラベル(秋田)       ７２０ml 1,485円 

杜氏が選んだおすすめの搾りたて原酒を、自ら監修のもと瓶詰を行い手書きラベルで販売

します。氷温貯蔵でひと夏超えた秋の熟成生原酒です。生原酒ですが落ち着きと透明感が

強くそれでいて力強い味わいになっています。 

※ 裏福小町・大吟醸原酒生酒 責め切り（秋田）      1.8L   3,960円 

この蔵では大吟醸（山田錦 精米歩合４０％）を６００キロタンクで６本造りますが、そ

の搾りの攻めの部分を特別瓶詰めしたこの時期のみの限定品。雑味なくきれいに仕上がって

おりバランスのとれた非常にお買い得な大吟醸です。この蔵の通常大吟醸価格が 10,000 円の



酒の攻め（搾りの最後の方）です。限定品。 

※ 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。 

※ 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。 

※ 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。 

※ 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・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。 

※ 乾坤一・特別純米 ヘブン&アース(宮城)        ７２０ml  1,650円 

  特別純米辛口と全く同じの使用ですが、味わいは全然違います。こちらは甘味、酸味高め

で「らしくなさ」を感じてみて下さい。 

※ 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。 

※ 阿部勘・純米吟醸 金魚（宮城）             1.8L 3,025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。5 月

下旬入荷予定。 

※ 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。 

※ 山和・特別純米 中取り原酒 Rock（宮城）     720ml 1,485円 

                          1.8L  2,970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。 

※ 蔵王・飲食店限定応援酒（宮城）             180ml  330円 

                             1.8L  2,640円 

  特別純米蔵の華を 1.8Lと 180mlに瓶詰めし、飲食店様へのテイクアウト用としての需要へ

の対応です。飲食店限定酒。 

※ 蔵王・純米吟醸 雄町（宮城）              720ml 1,925円 



1.8L  3,850円 

爽やかな吟醸香に柔らかく膨らみのあるボディ感。5月下旬入荷予定。 

※ 黄金澤・夏限定純米吟醸 HITOMEBORE(宮城)   ７２０ml 1,681円 

1.8L 3,072円 

華やかな香りでお米の甘みがやわらかく、綺麗味わいのお酒に仕上がりました。

冷やして飲んで頂き、爽やかさと喉越しを楽しんでください。 

※ 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・高濃度アルコール MIYACLEAN58（宮城）    300ml  880円 

高濃度アルコール商品。4.5倍に薄めて飲むと 10%程度のアルコール飲料として楽しめます。

消毒液として代用の場合はそのまま使用してください。 

※ 宮寒梅・飲食店応援酒 一助の酔い（宮城）        1.8L  2,420円 

「一助の酔い」（いちじょのよい）おつまみ等お持ち帰りが多くなっております。お酒はカ

ップに注いで持ち帰るのは OK。（現在期限付酒類小売免許の付与のお話もでております）

1.8L1 本に対してオリジナルプラカップ、テイクアウト用カップホルダー付きの純米酒とな

ります。美味しい「お料理」と「日本酒」のテイクアウトいかがでしょうか？飲食店限定酒。 

※ 宮寒梅・純米大吟醸 ササニシキ 33％（宮城）    720ml  1,980円 

  ササニシキを 33％まで精米、一粒の奥の奥から旨味を出しています。宮城県内限定酒。 

※ 宮寒梅・純米吟醸夏酒Mr. Summer Time（宮城）  ７２０ml  1,650円 

1.8L   2,995円 

  当店は初ですが、毎年人気の夏酒。華やかな香りとほのかな酸味。 この夏の思い出の日に

ご一緒したいお酒です。 過ぎ去る夜を惜しむように、ゆっくりご堪能ください。 一杯で旨

い酒。咲き満ちる、あでやかな香り。 奥深い米の旨味と爽快なキレ。5月 15日入荷予定。 

※ 萩の鶴・特別純米 生メガネ専用（宮城）      720ml  1,650円 

                          1.8L  3,190円 



萩の鶴秋のメガネのうすにごり生原酒バージョンです。冷やしてすぐに飲んで欲しいです。

一応、コンタクト、裸眼の方でも飲める仕様になっておりますのでご安心を。 

※ 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。 

※ 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。 

※ 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。 

※ くどき上手・純米吟醸 酒未来生詰（山形）      1.8L   2,970円 

「十四代」高木会長が１８年の歳月をかけて研究開発した山田錦交配種をこの蔵元が依頼

されて醸した 50％精白の純米吟醸生酒。香り高く味に幅のある締まった酒。今が飲みごろで

す。 

※ くどき上手・Jr Black Beauty（山形）         1.8L   4,620円 

出羽の里の 29％の純米大吟醸、高精白の極み。 

※ 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。 

※ くどき上手・Jrの愛山 33（山形）         720ml  2,200円 

  12月に出す予定の 720mlを急遽発売。5月中旬入荷予定。 

※ 楯野川・純米大吟醸 爽辛（山形）         1.8L  3,300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。 

※ 皐
さつき

ロ万・純米大吟醸一回火入れ(福島)         720ml 2,120円 



1.8L  4,150円 

  ロ万シリーズの純米大吟醸を試験的に発売しました。南会津産契約農家の米を４５％精米

で仕込んでいます。この蔵の特徴である 4 段仕込みは変わらず、クリアな甘みが楽しめるお

酒です。5月 5日入荷予定。 

※ 天明・初夏の生セメ BLEND夢×雄×亀(福島)         900ml 1,700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。5月 11日入荷

予定。 

※ 天明・ちょいリッチ 47シリーズ 山田錦×夢の香(福島)      720ml 1,975円 

純米大吟醸で麹は山田錦 40％、掛米は 47％ 夢の香らしい優しい味わい、山田錦が織り

なすバランスが特徴です。杜氏は今期の搾りでもお気に入り上位との事。5 月 11 日入荷予

定。 

※ 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。 

※ 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。 

※ 荷札酒・純米大吟醸 播州愛山（新潟）          720ml  2,178円 

愛山の特徴を活かしているが、甘口系統で飲みやすい酒質。 

※ 鳳凰美田・WineCell(栃木)                720ml  1,980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。5 月中

入荷予定。詳細は未定。 

※ 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。 

※ 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。 

※ 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。 

※ 貴・蔵開き限定酒（山口）                 720ml  1,650円 

4 月 21 日に搾った生酒をうすにごり状態で蔵開きだけに使用する機械栓を使用した特別な

瓶に詰めて販売します。蔵開きが中止になった事で今回販売となりました。 

※ 雨後の月・Ｂlack Ｍoon   （広島）        1.8L    3,850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。 

 

●  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。 

※ 夏の小牧・芋（鹿児島）               720ml  1,430円 

1.8L  2,860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。 

※ 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。 

※ 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」》 

★☆ リキュール「超」シリーズ ☆★ 

新澤醸造店のコストパフォーマンスに特化したリキュール。試作開発を重ね、自信を持っての

発売です。アルコール 12度。5月 9日入荷予定。 

※ 超シリーズ・超梅                    1.8L 1,999円  



濃厚な梅の風味と酸味、更に上品な甘みが絶妙にマッチした味わいになっています。ソー

ダ割りで食中、ロックで食後など様々な飲み方で楽しめます。 

※ 超シリーズ・超ライチ                    1.8L 2,499円 

フレッシュなライチ本来の華やかな香りをお楽しみいただけます。ソーダ割りを前提に甘

味、香りを調整。ロックの場合は氷を多めにして飲んでください。 

※ 超シリーズ・超檸檬                    1.8L 2,799円 

鮮烈なレモンの酸味と蜂蜜の円やかな甘みがマッチしています。ソーダ割りでさらに爽や

かに風味を楽しめます。 

※ 超シリーズ・超柚子                     1.8L 2,999円 

こちらもソーダ割りにすることにより、さらに爽やかなゆずの香りを楽しめます。 

※ 小牧の梅酒（鹿児島）                 720ml  1,760円 

小牧醸造の梅酒です。 

※ 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。 

※ 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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