
※ 新入荷・再入荷のご案内 ※ 
令和 2年 12 月吉日 

早期完売商品もあるかと思います、ご容赦ください。 

 

☆彡 しぼりたての季節がやってきました ☆彡 

12 月に入り酒造りも各蔵本格化しています。江戸時代には年に５回酒造りを行っていました。

その５期の造りの酒の中で寒造り（冬季）に仕込んだものが抜群に美味しかったことから冬季

のみでの仕込みが始まりました。今年もぞくぞくと入荷してくるので、冷蔵庫整理がもう大変

です。しかし、各蔵今年も美味しく仕上げてきています。しぼりたて、新酒是非お楽しみくだ

さい。 

※ 南部美人・純米しぼりたて生原酒(岩手)         720ml  1,540円 

                            1.8L     2,860 円 

しぼりたて吟醸より純米酒へ酒質を変更して新発売。原酒ならではの力強い旨味をぜひお楽

しみください。12月上旬入荷予定。 

※ 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。12月 4日

入荷予定。 

※ AKABU・SNOW Xmas 純米生酒(岩手)   720ml  1,980円 

アルコール 13度台の純米生酒。12月 5日入荷予定。 

※ 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。 

※ AKABU・純米大吟醸 40(岩手)         720ml     2,750円 

口のそばにグラスを運ぶと穏やかな心地よい香り。 含んだ瞬間、“ふわっ“と広がる涼んだ

果実味。 その後、一瞬で消えていく・・・。 究極の癒しを楽しんでください｡12月 10日入

荷予定。 

※ AKABU・純米大吟醸 極上ノ斬生酒（岩手）  720ml  5,500 円 



1.8L  11,000円 

  岩手最高級酒米「結の香」を三割五分まで磨き超低温でゆっくり醸しました。絶妙のタイミ

ングで-1 度の氷温で搾りを行い、丁寧に仕上げることにより心地よい旨味と極上の斬れを生

み出しました。 

※ AKABU・大吟醸魂ノ大業 35％(岩手)      720ml    5,500円 

                          1.8L     11,000円 

  岩手県産「結の香」35％の大吟醸酒。最高峰のまさに「たましいのおおわざ」12 月 25 日入

荷予定。 

※ 山本・純米 ど（秋田）           720ml  1,290円 

                        1.8L   2,580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。12 月上旬頃入荷予定。詳細は未定です。 

 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。 

※ 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。12 月中入荷予定。 

※ 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 

  モロミの槽垂れバージョンです。12月に入荷予定。 

※ 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。12月 12日入荷予定。少数入荷。 

※ 一ノ蔵・しぼりたて特別純米生原酒（宮城）   720ml  1,500 円 

                         1.8L   3,298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。 

※ 日高見・純米初しぼり（宮城）             720ml 1,430 円 

 1.8L   2,860円 

  上品な膨らみが特徴のお酒に仕上がっています。酒母の米はひとめぼれですので全量吟風



ではありません。１ランク上の日高見純米酒しばしお待ちくださいませ。 

※ 乾坤一・純米うすにごり本生（宮城）          720ml  1,265 円 

1.8L  2,530円 

より多くの人に飲んでもらえるようにと、この純米酒は飲みやすさを重視し、

納得のいく酒質を目指しました。新酒らしいフレッシュでフルーティな香りが口

の中に広がり、やさしい甘味と柔らかな酸味がササニシキらしさを表現していま

す。キレが良く度数も１６度台となっているため非常に飲みやすくなっていま

す。12 月上頃入荷予定。 

※ 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。 12 月 8 日入荷予定。 

※ 勝山・特別純米 縁 生酒（宮城）     720ml  1,815 円 

1.8L   3,300円 

  精緻な造りがもたらす心地よい香りとお米の旨味が楽しめる、仙台のお米と水とで伊達家

御用蔵が醸した仙台生粋の酒です。12月 9日入荷予定。 

※ 勝山・純米吟醸 献生酒(宮城)   720ml  2,750 円 

                 1.8L   5,500 円 

しぼりたて献の生酒、限定品です。12月 21日入荷予定。 

※ 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。12 月中旬頃入荷予定。 

※ 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。12 月 18 日頃入荷予定。 



※ 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。12 月 4 日入荷予定。 

※ 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。12 月上旬入荷予定。 

※ 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。12月上旬入荷予定。 

※ 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。12月 12日頃入荷予定。 

※ 美禄 特別純米 瑞
ずい

雪
せつ

の雪あかり(宮城)   720ml  1,815円 

                     1.8L   3,520円 

化学肥料不使用栽培ササニシキを使用し、詰め時に一度火入れした商品。ほのかに香る果実

香、優しい甘さとふくよかな味わい。12月中旬入荷予定。 

※ 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。12月 8日入荷予定。 

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

                          1.8L  2,998円 

令和 2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 40％無濾過中取り（宮城）   720ml 1,980円                                                               

                          1.8L 3,850円 

  最も旨味の美しい中取りを無濾過でそのまま瓶詰めした、特別な純米大吟醸。深く、濃く、

しかしながら染み渡ります。12月 3日入荷予定。 



※ 萩の鶴・純米原酒 しぼりたて(宮城)       720ml  1,540円 

                          1.8L   2,970円 

  甘さを抑えたしぼりたてのフレッシュ＆ジューシーなうすにごり。12月 12日頃入荷予定。 

※ 出羽桜・しぼりたて生原酒出羽の里       1.8L  3,080円 

出羽の里 60％の純米しぼりたて。 

※ 出羽桜・純米吟醸出羽燦々無濾過生原酒（山形）    720ml  1,760円  

                            1.8L   3,520 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。12 月上旬入荷予定。 

※ 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。    

※ 富久鶴
ふ く つ る

・雅山流
がさんりゅう

彩月搾りたて純米吟醸生原酒（山形）  720ml 2,035 円 

                            1.8L  4,070円 

吟醸香とこうじ香が混和した良い香りがする、味も吟醸味がしっかりあって、辛口

の旨味たっぷりの純米吟醸生原酒。山形県産「出羽燦々」６０％精白のバランスのと

れた米の特性をうまく使った酒。 

※ くどき上手・純米大吟醸しぼりたて（山形）   720ml 1,650円 

                         1.8L  3,300円 

出羽の里４８％精米の純米大吟醸しぼりたて、昨年よりの規格変更です。

しぼりたてで純米大吟醸は贅沢かと思いきや、コストパフォーマンスの良

さが相も変わらず際立っております。「美味い」「旨い」「はずれなし」で決まりです。12 月

8 日頃入荷予定。 

※ 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。12月中旬入荷予定。 

※ 上喜元・特別純米 仕込第一号生酒(山形)      720ml 1,375円 

                           1.8L   2,750円 

  令和元年初しぼりとなる仕込第一号。新酒らしいフレッシュな味わいと、ふくよかな旨味

を味わえる一本。12月 7日入荷予定。 

※ 上喜元・特別純米 にごり酒(山形)         720ml  1,375円 

                           1.8L   2,750円 

  酵母が造り出すにごり酒特有の微発泡を感じる。濃旬でいて後味がクリアな沢や中甘味。

12月 7日入荷予定。 



※ 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。 

※ 東光・洌  純米吟醸 出羽燦々 生原酒（山形）     720ml 1,760 円 

1.8L  3,410円 

山田錦は晩生なのに対して出羽燦々は早生の品種らしく繊細で軽い味わいが特徴です。この

品種特有の酸味、かすかに残る渋味がありますので、ただ軽いだけではない適度に引き締ま

った質感のお酒に仕上げたいと考えています。こうご期待。 

※ 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。12 月中旬

入荷予定。 

※ 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％ 

※ 國権・純米生原酒 垂れ口（福島）         720ml  1,650円 

                           1.8L   3,190円 

  新酒の持つ粗々しさと、無濾過生原酒の骨太の味わいです。垂れ口とは、酒をしぼる機械

（通称ふね）から垂れてくる酒のことを言いますが、本製品はそのしぼりたてそのままの風

味を生かして瓶詰めしました。いわゆる「ふなくち」と同義のフレッシュな酒です。生酒の

フレッシュ感と甘みと酸のバランスをご堪能下さい。 

※ 天明・新酒中取り壱号(福島)           720ml  1,470円 

                          1.8L  2,960円  

  天明新酒第 2 弾です。今回のコンセプトは「スタンダード天明」中取りはここからスタート

していた天明シリーズ。さらに上を目指すべくレベルアップさせています。フレッシュで瑞々



しい優しい立香、程よい甘味。透明感のある酒質と天明らしい酸味が出ています。 

 佐瀬式の槽で優しくしぼり、無濾過のまま瓶詰します。 

※ ZE ロ万純米吟醸生酒（福島）          720ml 1,495円 

1.8L  2,990円 

ロ万のしぼりたて生原酒が発売。こちらは今年の新酒で加水タイプのア      

ルコール度数１５度無濾過生酒ですしっかり味を出す基本的な酒質とはまた違う

雰囲気があります。12 月 12 日入荷予定。 

※ 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。12月 19日入荷

予定。 

※ 山の井・白 おりがらみ生(福島)            720ml 1,540 円 

                            1.8L  3,080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・しぼりたて原酒 越後で 候
そうろう

 青バージョン    720ml 1,287 円 

                              1.8L  2,684 円 

  毎年１２月に発売していた越後で候ですが、今回大幅なリニューアルいたしました。精米

歩合６０％のアルコール添加の吟醸酒です。１０－３月の冬季期間中のみの発売で期間中い

つでも新鮮な原酒をお楽しみいただけます。荒々しい飲み口とフレッシュな味わいが特徴で

す。 

※ 八海山・純米大吟醸しぼりたて原酒越後で候 赤（新潟）  720ml  2,170円 

                               1.8L  4,358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。12 月 4 日入荷予定。 

※ 天狗舞・山廃にごり(石川)               720ml 990円 

  ほのかな甘味とシルキーな口当たりのにごり酒。山廃仕込みの豊かな味わいで、食事にも以

外と合わせ易いです。よく冷やしてお飲み下さい。アルコール：１３度 日本酒度：－１５ 

酸度：１．２   

※ 天狗舞・しぼりたて(石川)               1.8L 2,200円 

  搾りたての新鮮な香味が特徴の山廃仕込みの生酒。 

※ 菊姫・山廃純米呑切原酒（石川）       720ml  2,000円 

1.8L   3,740円 

米の旨味が凝縮され、濃醇で酸味の効いた力強くも、複雑なバランスが絶妙な山廃純米原酒。 



※ 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。12月中旬入荷予定。 

※ MIYASAKA・美山錦しぼりたて生原酒(長野)     720ml  1,848円 

                           1.8L   3,080円 

  中取りのみ使用の贅沢な造りで酒質は向上しております。12月上旬入荷予定。 

※ 不動・吟醸にごり生原酒（千葉）        720ml  1,550円 

                          1.8L  2,978円 

  千葉県産「ふさこがね」を使用し、低温長期熟成で製造。酵母が生きたままの状態で瓶詰

しているので、炭酸ガスが発生します。フレッシュな吟醸香と甘みを抑えた、辛口なにご

り酒です。 

※ いづみ橋・しぼりたて楽風
らくふう

舞
まい

 純米酒（神奈川）   720ml   1,650 円 

                           1.8L    3,190 円 

  楽風舞は酒造好適米の名前です。短稈の良食品種である「どんとこい」と「五百万石」を

交配した後代から育成された品種です。淡麗辛口でいづみ橋らしい味わい。 

※ いづみ橋・大雪にごり純米活性にごり酒（神奈川）      720ml 1,650 円 

1.8L  3,190円 

山田錦１００％の純米酒の微発泡性のにごり酒です。しぼりたてのピリッと感と、なめら

かな甘味、そして麹の香りがたまらない新酒です。お米の旨味が口の中にひろがります。  

※ 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。12 月 12 日入荷予定。 

※ 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。12

月 6 日入荷予定。 

※ 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・純米大吟醸斗瓶取り（青森）         1.8L   12,900円 

醪を袋吊りし滴り落ちた雫を斗瓶に取り貯蔵した酒。12 月中旬以降入荷。限定品です。 

※ 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・純米大吟醸（青森）            720ml  4,500円 

酒造好適米「山田錦」を 40％以下まで精米し槽により、醪を絞った手造り銘

品。気品のある円やかなふくらみ、厚みがありながら淡麗でキレの良さが際立

った名酒。限定品。 

※ 田酒・純米大吟醸 四割五分（青森）        1.8L  6,800円 

精米歩合が 45％であるゆえに、米の旨みのよくでた純米大吟醸酒。気品のあ

る円やかなふくらみ、厚みがありながら、キレの良さが際立つ手造りの銘

品。限定品。 

※ 田酒・本格焼酎(青森)                  720ml 1,800円 

田酒の酒粕を利用して減圧蒸留で製造しています。基本は水やお湯で割って飲みますが

綺麗ですっきりした味わいが特徴なので、炭酸水で割って飲んで頂くとより美味しさを

感じられます。アルコール度数は 30度です。 

※ 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 11,000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。 

※ 8000 DRT SPARKRING BRUT NATURE(青森)   750ml  6,600円 

  陸奥八仙の瓶内二次発酵酒。甘みのあるスパークリングではなく、ドライに仕上がってい

ます。アルコール 12％ 

※ 陸奥八仙・RICE ALE2019(青森)  700ml  3,300円 

  ホップで漬け込んでビールテイストに仕上げていますので後味の程よい苦み、米由来の旨

みが楽しめます。泡立ちがきめ細かい。アルコール 10％ 

※ 陸奥八仙・貴醸酒(青森)      720ml  2,750円 

  貴醸酒は 3 段仕込みの最後の仕込みを日本酒で仕込みます。通常甘みが強いものが多いの

ですが、こちらはすっきりとして飲みやすい甘さが特徴。こちら非情におすすめです。 

※ 陸奥男山・クラシック ヌーボー生(青森)  720ml  1,210 円 

                       1.8L   2,420円 

  陸奥男山の新酒シリーズ。本醸造規格ですがレベルは高い。 

※ 陸奥八仙・特別純米 ISARIBI（青森）        720ml   1,650円 

                          1.8L    3,080 円 

漁師さんの食中酒をイメージに醸した商品。すっきりとした後味、キレが抜群に良いで

す。港町ならではの定番酒。 

※ 陸奥八仙・特別純米 赤ラベル(青森)         720ml   1,760円 

                          1.8L    3,300 円 

いさり火とは違い味わい香味はモダンなタイプです。 

※ 陸奥八仙・Premium Hassen ハッセンブラージュ(青森) 720ml  11,000 円 

まっしぐら、レイメイ、吟烏帽子、華想い青森県産 4 種の米を調合しそれぞれの個性が絶妙

なバランスで引き立て合います。 

※ 一ノ蔵・純米大吟醸 蔵の華(宮城)       720ml  2,619 円 

  KURA MASTER2020純米大吟醸の部プラチナ賞受賞酒。なめらかで後に清々しい甘味を残す基

品ある味わい。輸出専用酒ですが特別限定販売です。 

※ 浦霞・別誂え木箱入り大吟醸（宮城）        １．８L   11,000 円 

果実の様な芳醇な吟香と落ち着いた、まろやかな味わいのバランスのとれた大吟醸。年一

回の限定販売。 

※ 浦霞・斗瓶囲い大吟醸（宮城）           1.8L   15,400円 

  酒造好適米「山田錦」を磨き上げ、自家酵母を用いて醸し上げた醪を酒袋に詰めて吊るし、

自然に滴り落ちる雫を集めた大吟醸酒です。低温貯蔵にて１年以上にわた静かに熟成させ

た、浦霞大吟醸のひとつの極致であります。使用しております瓶も中身にふさわしく、品



格のある重厚な質感のものを選び、高級感漂う仕上がりにいたしました。 

※ 日高見・純米大吟醸 弥助ひょうたんボトル(宮城)    720ml 8,800円 

  寿司に合うお酒としてご好評いただいております弥助。この度純米大吟醸ひょうたんボトル

の発売となりました。純米吟醸同様、酢酸イソアミルを主体とした穏やかな吟醸香です。繊細

な甘味を持った料理との相性をお楽しみ下さい。今期より瓢箪ボトルの強度と安全性極めて高

くなりました。 

※ 日高見・中取り純米大吟醸 赤箱（宮城）          720ml 5,500 円 

  東条特 A 地区の山田錦で醸された純米大吟醸の中取り部分のみを抽出しました。まさに平

孝酒造の最高峰の酒質。是非お試しください。 

※ 日高見・中取り大吟醸桐箱入り(宮城)       1.8L    11,000円 

 「山田錦」４０％精白のこの蔵最高峰の大吟醸。中取りとは搾った中でも特に良い所だけを

瓶詰めしたもの。今流行のきつい香りの吟醸香ではなく昔ながらの技法で自然に出るおだや

かな吟醸香。雑味のない膨らみのある、飲みあきしない大吟醸。 

※ 乾坤一・大吟醸斗瓶取り雫酒（宮城）        1.8L    9,900円 

鑑評会出品用山田錦４０％精米の雫酒大吟醸。吟醸香高く味トロリとした触感が素晴らし

い。年一遍のお楽しみ。 

※ 阿部勘・純米吟醸 13(宮城)              720ml 1,760円                                                               

                          1.8L  3,520円 

アルコール 13度台の「13」爽やかな仕上がりでほのかにブドウを思わせる余韻が特

徴。甘い香りや酸を楽しみタイプではないライトな仕上がりです。 

※ 伯楽星・純米大吟醸 東条秋津山田錦（宮城）  720ml 5,500円 

1.8L  11,000円 

  兵庫県の中でも特 A 地区に選ばれてる東条秋津産の山田錦使用。さらに

最 高ランクに格付けされた特上米です。２９％まで磨き上げ、発酵期間

４０ 日間で丁寧にじっくり発酵させました。伯楽星シリーズ最高峰の逸

品は桐箱での提供となりますので、ご贈答用でも非常に喜ばれるお酒だと思います。味わい

は滑らかで柔らかな口当たりの後、優しい果実香が広がります。最後はさすが伯楽星らしい

香りや味わいが綺麗に消えて透明感を演出します。 

※ 山和・mixture(宮城)                 720ml 1,815 円                                                               

                          1.8L  3,630円 

ここ数年ブレンド用で試験的に数本小仕込みしていたものをブレンドして商品化しました。

定番酒のブレンドではないこれからの可能性を感じる 1本。 

※ 伯楽星・特選 純米吟醸 雄町（宮城）       720ml   2,090 円 



                           1.8L    3,960 円 

  雄町の溶けやすい味わいを、伯楽星らしく上手に、綺麗に表現する。蔵人一丸となって表

現しました。ただべたつく広がりではなく、品位ある凝縮感、同時に爽やかな酸味、キレを

大切にしました。原酒でありながら、重たさを感じさせない軽快な仕上がり、雄町ながら重

過ぎる感無く、美味しいお料理をより一層引き立てる出来となっています。 

※ クラフトジン・欅(宮城)           720ml    4,389円 

                       1.8L    5,489円 

伯楽星・あたごのまつでお馴染みの新澤醸造店による東北初のクラフトジンとしてセ

リ、ゆずなど宮城県産中心の 8種のボタニカルを生かしたジン。ジントニックに特化し

たクラフトジンでより風味を楽しめます。おすすめ：欅 1：トニックウォーター3～4 

※ 墨廼江・純米吟醸 Assemblage Something Four(宮城)   720ml 1,485 円 

墨廼江の使用している酒米の異なる純米吟醸酒を独自の配合でアッサンブラージュ(ブ

レンド)した特別な商品。熟した梨を思わせる香りと舌触り滑らかな味わい。 

※ 墨廼江・純米大吟醸 PREMIUM365（宮城）       1.8L   11,000 円 

  兵庫県産特 A 地区山田錦 36.5％の純米大吟醸です。春先の上槽時のフレッシュでリッチな

味わいをマイナス冷蔵庫で封じ込め半年寝かせました。年に一度の贅沢な逸品。 

※ 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 29 福 FUKUFUKU（宮城）   720ml 2,200円                                                               

                            1.8L  4,290 円 

  新年の福運を祈願した季節商品。宮城県産「まなむすめ」を 29％まで贅沢に磨きました。

円熟味ある至福の味わいをお楽しみください。12月 16日入荷予定。 

※ 寒梅酒造・純米超辛口 寸鉄 SUNTETSU(宮城)    1.8L 1,980円 

  鶯咲純米辛口を大幅リニューアルです。２年の月日をかけて構想を練っておりました。ま

だ熟してない青肉系メロンのような香りとフレッシュで搾りたての上品な香りが特徴です。 

※ 萩の鶴×日輪田 HYBRID(宮城)              720ml 1,760 円                                                               

                            1.8L  3,300 円 

速醸の萩の鶴と山廃の日輪田の異なる個性を掛け合わせ。モダンとクラシックの融合酒 

※ くどき上手・大吟醸斗瓶囲い命
いのち

（山形）       1.8L  22,000円 

毎年春に繰り返し開催される醸造技術研賛のためのコンクール、全国新酒鑑評会に蔵の威

信をかけて出品したお酒です。通常は貯蔵びんを一括まとめ調合し均一な製品として出荷し

ますが、今回あえて貯蔵状態そのままで商品化してくれました。12 月 13 日入荷予定。 

※ くどき上手・全国新酒鑑評会出品酒（山形）   720ｍｌ   5,500円 



全国鑑評会出品タンクそのものの大吟醸。香味のバランス、日本酒の頂点であるレアな逸

品をじっくりと、お楽しみください。 

※ くどき上手・東北清酒鑑評会出品酒(山形)   1.8L  7,700円 

全国でもレベルが高いとされる東北地方の鑑評会純米部の出品酒です。12月上旬入荷予

定。 

※ くどき上手・超辛口吟醸 白ばくれん（山形）    1.8L    2,750 円 

この蔵の超人気商品「ばくれん」季節商品バージョンです。酒造好適米「山田穂」５５％

精米で日本酒度＋20 の超辛口です。吟香キレイ、香味バランスが良い。吟醸旨辛口を極め

る酒です。是非飲んで頂きたい酒です。 

※ 上喜元・純米吟醸 強力 60(山形)            720ml 1,650円                                                               

                            1.8L  3,190 円 

  兵庫県産「強力
ごうりき

」を使用。じっくり飲んでいただきたい 1本。お燗でも合います。 

※ 楯野川・2021 干支ボトル(山形)       720ml  1,980 円 

  2021 年干支の丑のイラストをあしらったプリントボトル。お酒はもちろん純米大吟醸です。

12月 7日入荷予定。 

※ 会津娘・純米吟醸 穣 片門(福島)    720ml  2,350円 

  蔵で所有する農地の内、南に位置する圃場名「片門」で収穫された夢の香を選定しました。

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。 

※ 写楽・特別限定 純米大吟醸(福島)     720ml  2,750 円 

  JAL 国際線用の限定酒。運航不可のため販売です。12 月上旬入荷予定。入荷数量確定し

ておりませんので、早期完売の可能性ございます。 

※ 天明・絆結(福島)                720ml  2,850円 

岩手、宮城、福島、熊本各県で収穫されたお米をブレンドし、復興創生への願いやこれまで

の支援に対する感謝の気持ちを込め誕生しました。1本から 100円が 4県に寄付されます。 

※ 鳳凰美田・White Phoenix 純米大吟醸生酒（栃木）      1.5L  11,000円 

  愛山の４５％精米の純米大吟醸です。上立香がふわっと、飲むひとを引きつけて、口に含

むと、やわらかい香りと味が一斉にひろがり、ゆっくりと喉奥へと消えて行く。そんな奥行

きのある、しっとりとした味わいになるよう醸しております。味同様ボトル、ラベルもセン

スがあり、プレゼントなどにもお使いいただける商品です。 

※ 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。 

※ 醸し人九平次・純米大吟醸山田錦（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。 

※ 出雲富士・Lacto(島根)        720ml  2,640円 

  45％佐香錦を生酛で仕込みました。生酛らしさはありつつフレッシュさも出すことを意識

しました。 

※ 雨後の月・大吟醸鑑評会入賞酒(広島)  720ml  5,500円 

  全国清酒鑑評会入賞酒です。12月上旬入荷予定。 

※ 貴・純米大吟醸 吉川・東条山田錦(山口)    720ml 各 2,750円 

東条と吉川産の山田錦を使用した純米大吟醸。しっかりとした米の旨みの吉川。エレガ

ントで長い余韻の東条。飲み比べると面白そうです。11月 8日入荷予定。セット販売で

はありません。 

● 燗酒のススメ ● 

※ 南部美人・純米美山錦(岩手)           1.8L  2,640円 

がっちり力強く男らしさを感じさせる純米酒。硬く、渋い酒質により熱々のお燗にする事で

更に旨味が倍増します。晩酌時の食中酒としてどうぞ。 

※ 南部美人・純米雄町（岩手）            1.8L  2,640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。オススメ商品！ 

※ 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６０％

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。 

※ 国権・山廃純米（福島）               1.8L  ２，889円 

美山錦６０％精米の純米酒を山廃で仕込みました。腰の強い酒で、山廃独特の風味を生か

すための最低限の熟成をさせ、あまりくどすぎない飲み味にしました。従来の山廃よりも

飲み易い、それでいてしっかりとした味わいの酒。 

※ 鳳凰美田・生酛仕込み 純米吟醸燗(栃木)       1.8L  3,740円 

  新酒の雫をそのままの姿で１本１本丁寧に瓶詰めし瓶燗にて火入れ、熟成貯蔵されており

ます。燗がオススメですが、冷やでも飲めるタイプのお酒で、グラスに注ぎ、ゆっくり空気

に触れさせますと味わいの膨らみ、日本酒独特の香り、甘味、質感などお伝えできるかと思

います。 

●  こだわりの本格焼酎  ● 

※ 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。 

※ 佐藤・新原酒 黒麹 あらあらざけ（鹿児島）      720ml 4,091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。 

※ 大麦焼酎・青
あお

鹿毛
か げ

 むぎ２５度（宮崎）       720ml   1,273 円 

                           1.8L    2,547 円 

  佐賀県産の二条大麦を使用し常圧蒸留した麦焼酎です。無濾過で３年間熟成させたこれぞ

「常圧の麦！」のインパクトあり。濃厚で香ばしい味わいは完全にくせになる焼酎です。無

濾過熟成の為白く濁っているのが特徴。年２回限定発売予定。 



※ 富乃宝山・黄麹いも２５度（鹿児島）         720ml  1,570円 

                            1.8L   3,100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。 

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」》 

※ 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。 

※ 寒梅酒造・オリジナル純米甘酒(宮城)            500ml  700円 

ノンアルコールの甘酒。冷やしても温めても美味しい、すっきりとした味わい。麹

100％で製造されており、ブドウ糖やアミノ酸がふんだんで栄養補給にもなります。 

※ 仙台弁こけし×寒梅酒造 ゆずのきもづ（宮城）    330ml 715円 

仙台弁こけしとコラボしたゆず酒スパークリング。馬路村産ゆずを贅沢に使用したゆず

酒にシュワっと弾ける爽やかな味わい。 

※ 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。 

※ 曙色桃酒(福島)          360ml  1,150 円 

福島県産桃を漬け込んだ桃酒。そのまま、ロック、炭酸割なんでも合います。12月 11日入

荷予定。 

※ 鶴梅・柚子(和歌山)                    720ml 1,595 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。 

 

★☆ 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。 

※ 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。 

※ 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いています。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。 

※ 田酒・酒粕飴(青森)                   １袋  524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。12

月中旬入荷予定。 

※ 田酒・板粕(青森)                500ｇ  330円 

田酒の板の酒粕です。 

   

 

 

 

銘酒専門 

㈱カネタケ青木商店 

〒９８２－００２３ 仙台市太白区鹿野一丁目７－１６ 

TEL     ０２２－２４７－４６２６ 

FAX    ０２２－２４９－０５９３ 

URL   https://kanetakeaoki.jp/ 

 

 

ホームページリニューアルしました！！ カネタケ青木商店 検索 

https://kanetakeaoki.jp/


 

 


