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8017 清酒 男山 純米酒 国芳乃名取酒＃ 瓶１．８ 1.8 L 6 18,000 北海道。赤穂義士が喉を鳴らしたというお酒にちなんだ、芳醇な大辛
口です。ラベルに歌川国芳筆の浮世絵を使用している。

日本 北海道

純米酒 3,000

1397 清酒 男山 木綿屋 特別純米＃     瓶１．８ 1.8 L 6 17,580 北海道。永い歴史に造りの技を重ね仕込まれた、キレがよく上品な香
りの傑作。

日本 北海道

特別純米酒 2,930

1541 清酒 男山 生ﾓﾄ 本醸造＃◇     瓶１．８ 1.8 L 6 12,306 北海道。大雪山の万年雪を源とする伏流水を用いた生もと造り。定温
発酵で仕込みました

日本 北海道

本醸造 2,051

1421 清酒 国士無双 純米酒      瓶１．８ 1.8 L 6 12,972 北海道。米の旨さを最大限引き出した、コクとキレのよい北海道の銘酒
です。

日本 北海道

純米酒 2,162

414 清酒 北の誉 辛口 赤ラベル＃　　 瓶１．８ 1.8 L 6 10,008 北海道。伝統の酒造りの技術が、生み出した辛口酒の逸品。さわやか
ですっきりとした喉越しと 軽快でキレのある味わいです。

日本・北海道

本醸造 1,668

4925 清酒 大雪乃蔵 本醸造      瓶１．８ 1.8 L 6 10,590 北海道。北海道の米と水で丹精込めて造り上げた酒。低麹歩合で仕込
んだ豊かな味わいと、ふくよかなコクを兼ね備える本醸造酒です。

日本・北海道

本醸造 1,765

8032 清酒 千歳鶴 淡麗 瓶１．８ 1.8 L 6 9,240 北海道。まろやかでソフトな口当りのお酒です。飲み心地のよさの中
に、旨さと芳醇な香りが広がっていきます。

日本 北海道

本醸造 1,540

2777 清酒 浦霞 純米吟醸 禅(箱なし)＃ 瓶７２０ 720 ML 6 12,960 宮城県。淡麗な中に上品な旨味と香りが溶け合う絶品。日本 宮城県

純米吟醸酒 2,160

5046 清酒 浦霞 特別純米 生一本＃　 　瓶１．８ 1.8 L 6 16,200 宮城県。宮城県産ササニシキのみを使った、膨らみのある豊かな味わ
いの特別純米酒です

日本 宮城県

特別純米酒 2,700

491 清酒 浦霞 純米酒＃      瓶１．８ 1.8 L 6 15,000 宮城県。宮城が生んだ銘酒。北国の米・風土・技が醸した、喉越しの良
い純米酒。

日本 宮城県

純米酒 2,500

5523 清酒 浦霞 純米酒＃      瓶７２０ 720 ML 12 14,400 宮城県。宮城が生んだ銘酒。北国の米・風土・技が醸した、喉越しの良
い純米酒。

日本 宮城県

純米酒 1,200

459 清酒 浦霞 本仕込＃      瓶１．８ 1.8 L 6 11,760 宮城県。気品を感じさせる柔らかな口当り。まろやかさが広がり、後味
に清涼感を感じる切れの良い清酒です。

日本 宮城県

本醸造 1,960

10626 清酒 一ノ蔵 大吟醸              瓶１．８ 1.8 L 6 30,288 宮城県。繊細で穏やかな吟醸香と、きわめてなめらかで気品ある味わ
いが、後で清々しい余韻を残します。

日本・宮城県

大吟醸酒 5,048
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3711 清酒 一ノ蔵 特別純米酒 超辛口＃ 瓶１．８ 1.8 L 6 13,722 宮城県。辛口がお家芸の「一ノ蔵」が醸した超辛口酒は凛として端正に
爽やかな味わい。

日本 宮城県

特別純米酒 2,287

1392 清酒 一ノ蔵 無鑑査 本醸造　辛口＃  瓶1.8 1.8 L 6 11,208 宮城県。南部杜氏の技と心が生きる、淡麗辛口タイプ。飲みあきしない
すっきりとした味わい。

日本 宮城県

本醸造 1,868

3573 清酒 一ノ蔵 無鑑査 本醸造 辛口＃瓶７２０ 720 ML 12 9,948 宮城県。南部杜氏の技と心が生きる、淡麗辛口タイプ。飲みあきしない
すっきりとした味わい。

日本 宮城県

本醸造酒 829

3822 清酒 一ノ蔵 無監査 超辛口＃ 　　瓶１．８ 1.8 L 6 11,208 宮城県。辛口にして伸びのある味わいは、造りの技の見事さを自ずと
語りだす。ドライな味わいが駆け抜けて爽快。

日本 宮城県

本醸造 1,868

6069 清酒 一ノ蔵 無鑑査 本醸造 超辛口＃ 瓶720 720 ML 12 9,948 宮城県。穏やかながら爽やかな香りと、ほろ苦味のあるドライな味わい
は、スッキリと口中を滑り、爽快な喉越しの後、凛とした余韻

日本 宮城県

本醸造 829

11159 清酒 天寿 米から育てた純米生酒  瓶７２０ 720 ML 6 9,120 秋田県。鳥海山から流れ来る柔らかな軟水仕込。華やかな香りと爽や
かな酸味の調和がとれたフレッシュな生酒をお楽しみ下さい。

日本 秋田県

純米酒 1,520

9945 清酒 高清水 地蔵田 純米吟醸     瓶１．８ 1.8 L 6 15,900 秋田県。御所野蔵で経験を積んだ蔵人が 秋田県産の酒米と酵母にこ
だわり昔ながらの手造りに挑み醸しあげた逸品。爽やかで香り高く、軽
やかな口当たり。

日本・秋田県

純米吟醸酒 2,650

3810 清酒 天の戸 美稲 純米酒∞     瓶１．８ 1.8 L 6 17,100 秋田県。蔵人の真心を込めて醸した、新世代芳醇純米酒。日本 秋田県

純米酒 2,850

3811 清酒 天の戸 醇辛 純米酒∞     瓶１．８ 1.8 L 6 16,500 秋田県。米の旨味を充分に引き出した、芳醇辛口の純米酒。日本 秋田県

純米酒 2,750

4076 清酒 天の戸 醇辛 純米酒∞     瓶７２０ 720 ML 12 18,000 秋田県。米の旨味を充分に引き出した、芳醇辛口の純米酒。日本 秋田県

純米酒 1,500

1316 清酒 天寿 旨口純米酒＃      瓶１．８ 1.8 L 6 11,880 米どころ秋田の米を100％使用し、今話題の 農大花酵母MR4で醸し
た、お値打ち純米酒で す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本・秋田県

純米酒 1,980

4974 清酒 高清水 精撰辛口      瓶１．８ 1.8 L 6 9,600 秋田県。日本酒本来の旨みを逃さずに甘味をおさえました。多くのファ
ンに愛されている、すっきりとした口当たりの辛口です。

日本・秋田県

本醸造 1,600

4089 清酒 羽前白梅 純米酒∞      瓶１．８ 1.8 L 6 18,900 山形県。飲みごたえのある純米酒。どっしりとした米のコクと旨味が
たっぷり。濃醇な純米。

日本 山形県

純米酒 3,150

3913 清酒 日本響 純米吟醸∞         瓶１．８ 1.8 L 6 19,200 山形県。厳選した酒造好適米を高精白し、上品でふくよかな香りと味わ
いを持つ、後切れのよい純米吟醸酒。

日本 山形県

純米吟醸酒 3,200
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4215 清酒 東光 純米吟醸 出羽燦々∞   瓶１．８ 1.8 L 6 17,460 山形県。スッキリした辛口。純米吟醸ならではの香りと米の旨味。出羽
燦々１００％使用

日本 山形県

純米吟醸酒 2,910

4216 清酒 東光 純米吟醸 出羽燦々　   瓶７２０ 720 ML 6 9,180 山形県。淡麗でスッキリ辛口。クセの無い澄んだ味わいが特徴。じっく
り旨味が出てくるタイプのお酒。

日本・山形県

純米吟醸酒 1,530

4996 清酒 出羽桜 桜花吟醸            瓶１．８ 1.8 L 6 16,500 山形県。フルーティーな吟醸香と、ふくよかな味わいが特徴。吟醸酒の
普及に貢献した、地酒界を代表する吟醸酒。

日本 山形県

吟醸酒 2,750

8590 清酒 大山 特別純米 十水(ﾄﾐｽﾞ)　 瓶１．８ 1.8 L 6 15,840 山形県。米と水を同じ割合で仕込む「十水仕込」で醸した特別純米酒で
す。穏やかで透明感のある吟醸香 厚みのあるしっかりとした濃醇な味
わい。

日本・山形県

特別純米 2,640

6340 清酒 初孫 魔斬り 純米本辛口　   瓶１．８ 1.8 L 6 15,600 山形県。独自の発酵技術を駆使し より深みのある味とキレ味 抜群の
スッキリとした辛口の純米酒です。寿司・刺身にピッタリです。

日本・山形県

純米酒 2,600

2746 清酒 大七 純米生もと　　　      瓶１．８ 1.8 L 6 15,162 福島県。大七の代表銘酒。五百万石のしっとりとした旨味がのり、熟成
した豊かなコクは燗をしてさらに花開く。

日本 福島県

純米酒 2,527

3574 清酒 大七 純米生もと＃      瓶７２０ 720 ML 12 15,168 福島県。大七の代表銘酒。五百万石のしっとりとした旨味がのり、熟成
した豊かなコクは燗をしてさらに花開く。

日本 福島県

純米酒 1,264

4980 清酒 榮川 純米酒      瓶１．８ 1.8 L 6 11,700 福島県。米の旨さと穏やかな酸味が調和し、まろやかで膨らみのある
味わい。地元会津産米使用。

日本・福島県

純米酒 1,950

3100 清酒 澤乃井 純米 大辛口      瓶１．８ 1.8 L 6 13,440 東京都。春の花、夏の緑、秋の紅葉、冬の静寂。きりりとキレ味鋭い大
辛口酒は、四季の表情と料理を生かす。

日本 東京都

純米酒 2,240

3155 清酒 北雪 純米大吟醸            瓶１．８ 1.8 L 6 22,800 新潟県。米だけで長期低温発酵させ醸しだした純米大吟譲です。純米
大吟譲ならではのバランスのよい芳香をお楽しみ下さい。

日本 新潟県

純米大吟醸 3,800

2315 清酒 北雪 大吟醸酒      瓶１．８ 1.8 L 6 22,200 新潟県。酒造りに適した大粒の酒米を高精米し、心を込めて造り上げ
た大吟醸。大吟醸ならではの芳香と繊細な味をお楽しみ下さい。

日本 新潟県

大吟醸酒 3,700

8658 清酒 北雪 純米吟醸 越後情話　　 瓶３００ 300 ML 30 16,500 新潟県。新潟出身の歌手 小林幸子さんが初めてプロデュースした日
本酒です。ほのかに薫る吟醸香と米の旨味 ｷﾚの良い後口をお楽しみ
下さい。

日本 新潟県

純米吟醸酒 550

1037 特撰 北雪 本醸造生貯蔵酒     瓶３００ 300 ML 30 14,940 新潟県。醸造アルコールを最小限におさえた秘めた辛口酒。日本酒ア
ワードで金賞も受賞。燗酒ｺﾝﾃｽﾄ お値打ち燗酒 ぬる燗部門でも金賞
受賞の酒。

日本・新潟県

本醸造 498

6100 清酒 白瀧 純米大吟醸 湊屋藤助＃ 瓶６３０ 630 ML 12 17,928 新潟県。良質な米と水で仕込んだ酸味の少なく含み、香の高い軽快な
味わいの初代当主の名を背負う純米大吟醸酒です。

日本 新潟県

純米大吟醸 1,494
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11095 清酒 白瀧 上善如水 純米吟醸＃　 瓶１．８ 1.8 L 6 17,400 新潟県。雪解け水のようにサラサラ飲める味わいの中に純米の旨味を
しっかり感じさせるスッキリとしたふくらみのある味わい。

日本 新潟県

純米吟醸酒 2,900

11096 清酒 白瀧 上善如水 純米吟醸＃   瓶７２０ 720 ML 12 17,400 新潟県。雪解け水のようにサラサラ飲める味わいの中に純米の旨味を
しっかり感じさせるスッキリとしたふくらみのある味わい。

日本 新潟県

純米吟醸酒 1,450

11098 清酒 白瀧 上善如水 純米吟醸　　 瓶３００ 300 ML 12 7,920 新潟県。雪解け水のようにサラサラ飲める味わいの中に純米の旨味を
しっかり感じさせるスッキリとしたふくらみのある味わい。

日本 新潟県

純米吟醸酒 660

3757 清酒 越後鶴亀 蔵元相伝 純米吟醸 瓶１．８ 1.8 L 6 17,400 新潟県。気品のある吟香があり、喉越し柔らかで味わいよく、キレのよ
いお酒です。

日本 新潟県

純米吟醸酒 2,900

9997 清酒　菊水 無冠帝 吟醸  　　　　瓶７２０ 720 ML 6 7,152 新潟県。冴えたｷﾚの中に程よい旨みを感じさせる味わいはまた1口と
杯が進みます。無冠帝がとりもつﾏﾘｱｰｼﾞｭがどんなｼｰﾝのﾃｰﾌﾞﾙもｽﾀｲ
ﾘｯｼｭに演出

日本・新潟県

吟醸酒 1,192

2838 清酒 菊水 本醸造 辛口      瓶１．８ 1.8 L 6 11,142 新潟県。辛口派の座右の酒。キリリと冴えわたる辛さに、飲みごたえの
ある旨味が立ちのぼる。

日本 新潟県

本醸造 1,857

3519 清酒 菊水 本醸造 辛口           瓶７２０ 720 ML 12 9,996 新潟県。辛口派の座右の酒。キリリと冴えわたる辛さに、飲みごたえの
ある旨味が立ちのぼる。

日本 新潟県

本醸造 833

4075 清酒 越の誉 清吟 吟醸＃      瓶７２０ 720 ML 12 11,832 新潟県。極上の吟香、透明感の中にまろやかで豊かな味わいが広が
る淡麗辛口酒。

日本 新潟県

吟醸酒 986

3071 清酒 根知男山 純米吟醸∞　      瓶１．８ 1.8 L 6 18,780 新潟県。根知男山を代表する酒です。米の味わいを柔らかく、香りよく
造り上げました。原酒は全て瓶に入れ低温貯蔵、熟成後に出荷

日本 新潟県

純米吟醸酒 3,130

3239 清酒 根知男山 純米吟醸∞        瓶７２０ 720 ML 12 19,680 新潟県。根知男山を代表する酒です。米の味わいを柔らかく、香りよく
造り上げました。原酒は全て瓶に入れ低温貯蔵、熟成後に出荷

日本 新潟県

純米吟醸酒 1,640

7138 清酒 根知男山 山廃純米∞        瓶１．８ 1.8 L 6 18,000 新潟県。原料米の産地・品種・品質（等級）がもたらす日本酒の新たな
か価値観を追求し地酒の真髄を体現する「nechi」ブランド。

日本 新潟県

純米酒 3,000

8008 清酒 根知男山 山廃純米∞   　   瓶７２０ 720 ML 12 19,200 新潟県。原料米の産地・品種・品質（等級）がもたらす日本酒の新たな
か価値観を追求し地酒の真髄を体現する「nechi」ブランド。

日本 新潟県

山廃純米 1,600

1031 清酒 根知男山 純米酒∞　　      瓶１．８ 1.8 L 6 15,780 新潟県。根知谷で契約栽培された原料米を全量使用して仕込、ぽった
りとしながらも滑るように喉を通っていく落ち着いたおいしさ

日本 新潟県

純米酒 2,630

2152 清酒 根知男山 純米酒∞　　      瓶７２０ 720 ML 12 16,080 新潟県。根知谷で契約栽培された原料米を全量使用して仕込、ぽった
りとしながらも滑るように喉を通っていく落ち着いたおいしさ

日本 新潟県

純米酒 1,340
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1268 清酒 根知男山 本醸造∞　　      瓶１．８ 1.8 L 6 13,380 新潟県。低温貯蔵にて少し寝かせ、香味バランスを整えたお酒。きめ
細やかな味わいの中にも、しっかりとした味わいが感じられる。

日本 新潟県

本醸造 2,230

10686 清酒 根知男山 根知谷産 五百万石19∞ 720 720 ML 12 29,400 新潟県。原料米の産地・品種・品質(等級)がもたらす日本酒の新たな
価値観を追求し地酒の真髄を体現する「nechｉ」ブランド。

日本・新潟県

2,4502019

10687 根知男山 根知谷産五百万石 壱等米 19∞
720

720 ML 12 35,760 新潟県。原料米の産地・品種・品質（等級）がもたらす日本酒の新たな
価値観を追求し地酒の真髄を体現する「ｎｅｃｈｉ」ブランド。

日本・新潟県

2,9802019

9923 根知谷産五百万石 特等 日ノ詰18(送料0)720 720 ML 6 60,000 新潟県。根知川右岸下流部にある東中地区は2018年産で特等米を多
く産出しました。中でも日ノ詰地区は最高品質の特等米でした。

日本・新潟県

純米吟醸酒 10,0002018

10689 根知男山 根知谷産 越淡麗 壱等米’19∞720 720 ML 12 42,000 新潟県。原料米の産地・品種・品質（等級）がもたらす日本酒の新たな
価値観を追求し地酒の真髄を体現する「ｎｅｃｈｉ」ブランド。

日本・新潟県

3,5002019

6617 清酒 立山 純米吟醸              瓶１．８ 1.8 L 6 20,400 富山県。厳選された良質の山田錦と五百万石を高精白にして醸した純
米吟醸。芳醇にして 爽快な旨口のお酒です。

日本・富山県

純米吟醸酒 3,400

7839 清酒 立山 特別本醸造      瓶１．８ 1.8 L 6 14,724 富山県。酒米に山田錦・五百万石をふんだんに使用。杜氏の技が冴え
る酒です。

日本 富山県

特別本醸造 2,454

3663 清酒 天狗舞 山廃仕込 純米     瓶１．８ 1.8 L 6 17,880 山廃特有の酸味と旨味が調和した個性豊かな辛口。日本 石川県

純米酒 2,980

3579 清酒 菊姫 山廃仕込純米酒＃　　　瓶１．８ 1.8 L 6 16,800 石川県。加賀の菊酒と賞される鶴来に生まれた銘酒。黄金色に輝く濃
厚な逸品。

日本 石川県

純米酒 2,800

3578 清酒 菊姫 山廃仕込純米酒＃　　　瓶７２０ 720 ML 20 28,000 石川県。加賀の菊酒と賞される鶴来に生まれた銘酒。黄金色に輝く濃
厚な逸品。

日本 石川県

山廃純米 1,400

11162 清酒 真澄 純米吟醸 生酒       　瓶１．５ 1.5 L 6 13,500 長野県。蔵元発祥の７号酵母で吟醸造りした生酒。後味スッキリでクセ
がなく、料理を引き立てる味わい。

日本・長野県

純米吟醸 2,250

1475 清酒 真澄 純吟 辛口生一本(箱なし)＃瓶1.8 1.8 L 6 15,420 長野県。透明感のある味わいを目指して改良を重ねた「黒ラベル」。穏
やかな吟香ただよい軽快でキレよく、なめらかな風味は絶妙。

日本 長野県

純米吟醸酒 2,700

9302 清酒 真澄 純吟 辛口生一本(箱なし)    720 720 ML 12 19,440 長野県。透明感のある味わいを目指して改良を重ねた｢黒ラベル｣。穏
やかな吟香ただよい軽快でキレよく なめらかな風味は絶妙！！

日本・長野県

純米吟醸酒 1,620

3092 清酒 真澄 純米酒 奥伝寒造り(箱なし)＃1.8 1.8 L 6 13,620 長野県。真澄オリジナルの７号酵母で仕込みました。落ち着いた穏や
かな香り、柔らかな後味。癒し系の純米酒。

日本 長野県

純米酒 2,400
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4459 清酒 瀧澤 純米吟醸      瓶１．８ 1.8 L 6 18,270 長野県。銀座のフレンチでも飲まれるキレ味抜群の高級食中酒。米本
来の旨味が充分に引き出されています。４年連続金賞受賞の実績

日本 長野県

純米吟醸酒 3,045

542 清酒 瀧澤 純米古(ｲﾆｼｴ)づくり∞  瓶１．８ 1.8 L 6 13,638 長野県。厚みのあるどっしりとした味わい。米の旨味を充分に引き出し
たお酒です。昔ながらの味わいある傑作。

日本 長野県

純米酒 2,273

543 清酒 瀧澤 特醸∞     　　　　　 瓶１．８ 1.8 L 6 12,270 長野県。昔造りの仕込みならではの逸品。キレのある芳醇旨口の特製
酒。

日本 長野県

本醸造 2,045

11253 恵那山ﾁｱｰｽﾞ純米大吟醸 山田錦∞    ７２０ 720 ML 12 16,200 岐阜県。穏やかで、軽やかなﾌﾙｰﾃｨな香り。米の甘旨味を出しながらも
スッと消えていくようなフィニッシュ。現品限りの【限定酒】！

日本 岐阜県

純米大吟醸 1,350

7885 清酒 恵那山 純米大吟醸∞     瓶７２０ 720 ML 12 36,000 岐阜県。2016年インターナショナルワインチャレンジ、純吟部門でシル
バーを受賞！米の丸み、甘み、旨味を持ちながら、清流の如し

日本 岐阜県

純米大吟醸 3,000

7886 清酒 恵那山 純米大吟醸∞     瓶１．８ 1.8 L 6 36,000 岐阜県。2016年インターナショナルワインチャレンジ、純吟部門でシル
バーを受賞！米の丸み、甘み、旨味を持ちながら、清流の如し

日本 岐阜県

純米大吟醸 6,000

7882 清酒 恵那山 純米吟醸 山田錦∞   瓶１．８ 1.8 L 6 18,000 岐阜県。2016年インターナショナルワインチャレンジ、純吟部門でシル
バーを受賞！米の丸み、甘み、旨味を持ちながら、清流の如し

日本 岐阜県

純米吟醸酒 3,000

7881 清酒 恵那山 純米吟醸 山田錦∞   瓶７２０ 720 ML 12 18,000 岐阜県。2016年インターナショナルワインチャレンジ、純吟部門でシル
バーを受賞！米の丸み、甘み、旨味を持ちながら、清流の如し

日本 岐阜県

純米吟醸酒 1,500

7879 清酒 恵那山 純米∞      瓶１．８ 1.8 L 6 16,200 岐阜県。2016年インターナショナルワインチャレンジ、純米部門でシル
バーを受賞！米の丸み、甘み、旨味を持ちながら、清流の如し

日本 岐阜県

純米酒 2,700

7880 清酒 恵那山 純米∞      瓶７２０ 720 ML 12 16,200 岐阜県。2016年インターナショナルワインチャレンジ、純米部門でシル
バーを受賞！米の丸み、甘み、旨味を持ちながら、清流の如し

日本 岐阜県

純米酒 1,350

7883 清酒 恵那山 純米吟醸ひだほまれ∞瓶１．８ 1.8 L 6 18,000 岐阜県。ひだほまれは酒造好適米で岐阜特産ふくよかで丸み、甘み、
旨味を持ちながら豊かな味わいが魅力。

日本 岐阜県

純米吟醸酒 3,000

7884 清酒 恵那山 純米吟醸ひだほまれ∞瓶７２０ 720 ML 12 18,000 岐阜県。ひだほまれは酒造好適米で岐阜特産ふくよかで丸み、甘み、
旨味を持ちながら豊かな味わいが魅力。

日本 岐阜県

純米吟醸酒 1,500

5573 清酒 開運 純米吟醸∞      瓶１．８ 1.8 L 6 21,900 静岡県。深い旨味と、すっきりキレのある、完成度の高いお酒です。日本 静岡県

純米吟醸酒 3,650

3452 清酒 開運 吟醸∞      瓶１．８ 1.8 L 6 18,900 静岡県。香り高くスッキリした味わい。能登杜氏の技と技術の賜物で
す。

日本 静岡県

吟醸酒 3,150

6/16 ページ



商品コード 商品名 容量 単位 入数     価格ケース  
価格バラ　 

コメント産地
色・タイプ        VT

おすすめ地酒一覧

株式会社　三和酒店

広島県福山市南手城町4-4-7
TEL：084-921-4864

2021/07/17

2516 清酒 開運 特別純米酒∞      瓶１．８ 1.8 L 6 16,500 静岡県。香味ともにしっかりバランスのとれたお酒です。完成度の高い
お酒です。

日本 静岡県

特別純米酒 2,750

7863 清酒 日本刀(かたな)純米吟醸 超辛口＃ 1.8 1.8 L 6 12,600 静岡県。南アルプス赤石系の山々から湧き出る水を仕込み水として使
用。スッキリ、キリッとした淡麗辛口タイプの純米吟醸酒。

日本・静岡県

純米吟醸酒 2,100

7999 清酒 宮の雪 純米酒　　　　      瓶１．８ 1.8 L 6 14,400 三重県。酒造好適米を高精白して極低温で醸しだした純米酒。きめ細
かい柔らかな舌触りで飲み心地の良い旨口のお酒。幅広い料理と好
相性です。

日本 三重県

純米酒 2,400

3091 清酒 月の桂 純米酒＃      瓶１．８ 1.8 L 6 15,600 京都府。京伏見にあって異彩を放つ名門蔵。柔らかな伏見酒の中で、
この蔵が醸す辛口酒は逸品。

日本 京都府

純米酒 2,600

3950 清酒 上撰 青松 白鷹      瓶１．８ 1.8 L 6 11,010 兵庫県。酸味・旨味のバランスのとれた旨さ。燗にすると一層引き立つ 
飲み飽きしないお酒です。さっぱりとした味わいで和食全般にマッチし
ます。

日本・兵庫県

本醸造 1,835

1315 上撰 白鹿 黒松 本醸造生貯     瓶１８０ 180 ML 30 6,390 兵庫県。低温熟成させ、瓶詰時に低温で瞬間殺菌したフレッシュな味
わいのお酒です。

日本・兵庫県

本醸造 213

11160 清酒 春鹿 純米吟醸 生酒       　瓶１．８ 1.8 L 6 16,800 奈良県。フレッシュで爽やかなのどごしの中に、やわらかな吟醸香があ
り、米の優しい甘味と旨味を楽しめます。

日本・奈良県

純米吟醸 2,800

11161 清酒 春鹿 純米吟醸 生酒       　瓶７２０ 720 ML 6 9,300 奈良県。フレッシュで爽やかなのどごしの中に、やわらかな吟醸香があ
り、米の優しい甘味と旨味を楽しめます。

日本・奈良県

純米吟醸 1,550

13 清酒 春鹿 純米 超辛口           瓶１．８ 1.8 L 6 16,320 奈良県。奈良流のつくりを辛口に求めたキレのある純米酒。日本 奈良県

純米酒 2,720

10 清酒 春鹿 純米 超辛口           瓶７２０ 720 ML 12 18,120 奈良県。奈良流のつくりを辛口に求めたキレのある純米酒。日本 奈良県

純米酒 1,510

1038 清酒 春鹿 純米 超辛口　　      瓶３００ 300 ML 12 6,720 奈良県。奈良流のつくりを辛口に求めたキレのある純米酒。日本 奈良県

純米酒 560

8358 清酒 春鹿 吟醸 超辛口　　　　　 瓶１．８ 1.8 L 6 13,680 奈良県。優しく上品な香りとまろやかな米の旨味。スッキリと後味に残
らぬキレの良さは、まさに超辛口の新定番。

日本・奈良県

吟醸酒 2,280

1244 清酒 春鹿 吟醸 超辛口　　　     瓶７２０ 720 ML 6 6,840 奈良県。＋８　香り良く、口当たりはスッキリと、辛口酒です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本・奈良県

吟醸酒 1,140

10880 清酒 春鹿 本醸造 極味           瓶７２０ 720 ML 12 12,720 奈良県。米の旨味、まろやかさがあり、冷やから燗まで幅広く楽しめ気
楽に毎日飲める旨口の本醸造。程よいコクと辛さが心をほぐしてくれ
る。

日本 奈良県

本醸造 1,060
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3011 清酒 鳳凰 羅生門      瓶１．８ 1.8 L 6 19,800 和歌山県。清冽な水と良質の酒米を使い、独自の伝統ある技術で醸
す。上品な吟醸香。

日本 和歌山県

吟醸酒 3,300

1402 清酒 喜平 本醸造      瓶１．８ 1.8 L 6 10,422 辛口のお酒です。冷から熱燗までバラエティに楽しめます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本・岡山県

本醸造 1,737

3571 清酒 喜平 本醸造      瓶７２０ 720 ML 6 4,800 岡山県。岡山県産のあけぼの米を ふんだんに使用。米本来の風味を 
引き出したお酒です。

日本・岡山県

本醸造 800

3835 清酒 上撰 将軍      瓶１．８ 1.8 L 6 10,182 岡山県。口当たりの良さと深い味わいが自慢の辛口酒です。日本・岡山県

本醸造 1,697

3570 清酒 上撰 新婚      瓶１．８ 1.8 L 6 10,182 岡山県。上質な香りと米のまろやかな味わい深さを感じるやや甘口の
本醸造酒です。淡麗さの中にもふくよかな味わいがあります。

日本・岡山県

本醸造酒 1,697

7790 清酒 秀作 新婚      瓶１．８ 1.8 L 6 9,960 岡山県。香りスッキリ、口当たりの良い飲み飽きしないスッキリしたのど
越しの清酒です。淡麗な味わいを楽しめます。

日本・岡山県

本醸造 1,660

7475 特撰 喜平 純米 生貯蔵酒      瓶３００ 300 ML 12 4,920 岡山県。米の旨みを十分にひきだした純米生貯蔵酒。酸度とアミノ酸
のバランスにより、深い味わいを引き出しています。

日本 岡山県

純米酒 410

1018 特撰 喜平 生貯蔵      瓶３００ 300 ML 20 7,780 岡山県。原料米 あけぼの１００％使用。旨味のある軽快なのどごしは、
味と香りのハーモニーから。

日本・岡山県

生貯蔵酒 389

10466 清酒 嘉美心 純米酒        瓶１．８ 1.8 L 6 15,600 岡山県。米の旨味の存在感が印象的な濃醇旨口酒。微発泡感を残し
た造りによって、重厚でありながらキレのよさも感じられる純米酒。

日本・岡山県

純米酒 2,600

10492 清酒 嘉美心 木陰の魚            瓶７２０ 720 ML 12 13,920 岡山県。杏の香りに似た甘酸っぱく爽やかな味わい。後味も良く食前
酒などに最適。

日本・岡山県

普通酒 1,160

7158 清酒 嘉美心 秘宝 本醸造　　     瓶１．８ 1.8 L 6 13,200 岡山県。2015年開催の ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾜｲﾝﾁｬﾚﾝｼﾞでｺﾞｰﾙﾄﾞﾒﾀﾞﾙ受賞。本
醸造部門で第一位。酒質のクオリティの高さを示す。

日本 岡山県

本醸造 2,200

6328 清酒 西條鶴 無濾過純米原酒∞　  瓶１．８ 1.8 L 6 15,240 広島県。華やかな立ち香、口に含んだ時の含み香、キリッとした酸味と
優しい米の旨みでキレのいいお酒です。

日本 広島県

純米酒 2,540

1051 特撰 西條鶴 純米生原酒  　　   瓶７２０ 720 ML 6 8,700 広島県。搾った後、香味が盛りを迎える厳寒期に瓶詰めをして冷蔵貯
蔵している酒です。芳醇な酒です。

日本 広島県

純米酒 1,450

1023 特撰 西條鶴 純米生原酒　　　　　瓶３００ 300 ML 12 7,200 広島県。香り、味のバランスを重視した爽やかで華やかな優しい立ち
香。キリッとした酸味と米の旨味。

日本・広島県

生貯蔵酒 600
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2447 清酒 西條鶴 純米酒 大地の風　   瓶１．８ 1.8 L 6 13,680 広島県。米は大地の恵み。西条盆地の土と風に育まれた、旨口の酒。日本 広島県

純米酒 2,280

3163 清酒 ゴールド西條鶴 吟醸   　  瓶７２０ 720 ML 6 9,900 広島県。爽やかな香りと、清涼感のある味わい。魚介類との相性は抜
群。２００１年モンドセレクション金賞。

日本 広島県

吟醸酒 1,650

677 清酒 亀齢 純米酒 万事酒盃中     瓶１．８ 1.8 L 6 12,600 この価格でこの味は最高と、今岡さんは言います。旨味だけが引き出
されている。と語る

日本 広島県

純米酒 2,100

10897 清酒 亀齢 純米 万事酒盃中 おりがらみ 1.8 1.8 L 6 12,600 広島県。香りは控えめ、味わいは新酒らしく硬さもあるが、おり由来の
柔らかさで優しい旨みを感じる。後半はしっかりとｷﾚがある辛口の仕上
がり。

日本 広島県

純米酒 2,100

674 清酒 亀齢 辛口純米 八拾(ﾊﾁｼﾞｭｳ) 瓶１．８ 1.8 L 6 10,800 広島県。お米の持つ旨みや力強さをこの1本に凝縮。冷やして良し、常
温で良し、燗にして良しのｵｰﾙﾗｳﾝﾄﾞﾌﾟﾚｲﾔｰ。飲食店さんにも人気の逸
品です。

日本・広島県

純米酒 1,800

1912 清酒 上撰 亀齢      瓶１．８ 1.8 L 6 10,236 広島県。辛口だが、淡麗ではなく、むしろ濃醇な酒でファンも多い。澄ん
だ味わいが魅力 独自の味にこだわり続けてきた 燗酒にすると絶品で
す。

日本・広島県

本醸造 1,706

1403 清酒 賀茂泉 緑泉本仕込 純米吟醸 瓶１．８ 1.8 L 6 14,472 広島県。ふくよかな味わい、ピリッとした爽快な喉越しを、お楽しみ下さ
い。

日本 広島県

純米吟醸酒 2,412

9713 清酒 賀茂泉 青泉 純米吟醸 生酒     瓶720 720 ML 12 16,800 広島県。早春にできあがった純米吟醸を熱処理せずそのまま瓶詰めし
ています。心地よい爽やかな香りと、ほんのり米の甘みを感じる生酒で
す。

日本・広島県

純米吟醸酒 1,400

7587 清酒 賀茂鶴 (新)純米吟醸酒 GP-A1瓶１．８ 1.8 L 6 17,010 広島県。米の旨味を最大限に引出し、フルーティーな香りと濃醇な味わ
いがマッチした純米吟醸酒です。

日本 広島県

純米吟醸酒 2,835

7582 清酒 賀茂鶴 (新)純米吟醸      瓶７２０ 720 ML 6 8,052 広島県。フルーティな香り、濃醇な味わいです。日本 広島県

純米吟醸酒 1,342

7588 清酒 賀茂鶴 (新)純米吟醸酒　　　瓶３００ 300 ML 12 5,292 広島県。フルーティな香り、濃醇な味わいです。日本 広島県

純米吟醸酒 441

2969 清酒 賀茂鶴 純米酒      瓶７２０ 720 ML 6 5,838 広島県。酒米の持つ旨味を引き出した純米酒です。日本 広島県

純米酒 973

2427 清酒 賀茂鶴 吟醸辛口 業務用     瓶１．８ 1.8 L 6 16,908 広島県。麗しい香り、淡麗ながら味のある辛口の吟醸酒です。日本 広島県

吟醸酒 2,818

2822 清酒 賀茂鶴 吟醸辛口      瓶７２０ 720 ML 6 8,562 広島県。麗しい香り、淡麗ながら味のある辛口の吟醸酒です。日本 広島県

吟醸酒 1,427
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3135 清酒 賀茂鶴 吟醸辛口      瓶３００ 300 ML 12 5,724 広島県。麗しい香り、淡麗ながら味のある辛口の吟醸酒です。日本 広島県

吟醸酒 477

9356 清酒 賀茂鶴 純米 広島錦         瓶３００ 300 ML 12 5,496 広島県。原点に立ち戻り 味わいを大切にした賀茂鶴らしい酒を求めて
幻の酒米「広島錦」を復活。旨みのある、料理に寄り添う純米酒。

日本・広島県

純米酒 458

2131 清酒 賀茂鶴 冷温囲い蔵生      瓶３００ 300 ML 12 4,236 広島県。新鮮な香り、繊細な味わいの生貯蔵酒です。日本 広島県

生貯蔵酒 353

988 超特撰 特等 賀茂鶴 特別本醸造   瓶１．８ 1.8 L 6 16,404 広島県。広島県北部高原の豊かな自然で育まれた こだわりの酒造好
適米だけを吟味し醸造。ふくよかな香り、芳醇な旨口の特別本醸造酒
です。

日本・広島県

特別本醸造 2,734

1636 清酒 特撰 幻 赤箱 純米大吟醸    瓶１．８ 1.8 L 6 51,180 広島産。誠鏡において、最高級の技で醸した吟醸酒だけに冠される「ま
ぼろし」の名を受けた銘酒です。　　　　　　　　　　　　　

日本・広島県

純米大吟醸 8,530

1640 清酒 特撰 幻 赤箱 純米大吟醸    瓶７２０ 720 ML 6 25,500 広島産。誠鏡において、最高級の技で醸した吟醸酒だけに冠される「ま
ぼろし」の名を受けた銘酒です。　　　　　　　　　　　　　

日本・広島県

純米大吟醸 4,250

1639 清酒 特撰 幻 白箱 大吟醸      瓶１．８ 1.8 L 6 30,000 広島産。丹精込めて造られた吟醸酒です。やや辛口で和風料理・洋風
料理どちらにもよく合います。大人気のお酒です。　　　　　　

日本・広島県

大吟醸酒 5,000

1611 清酒 特撰 幻 白箱 大吟醸      瓶７２０ 720 ML 6 14,400 広島産。丹精込めて造られた吟醸酒です。やや辛口で和風料理・洋風
料理どちらにもよく合います。大人気のお酒です。　　　　　　

日本・広島県

大吟醸酒 2,400

1015 清酒 特選 幻 吟醸      瓶３００ 300 ML 12 7,920 広島県。蔵伝承のリンゴ酵母で醸した、香りと味が高いレベルで調和し
た切れ味の良いお酒です。蔵吟醸酒の標準的存在。

日本・広島県

吟醸酒 660

2747 清酒 誠鏡 純米吟醸 幻      瓶１．８ 1.8 L 6 15,660 広島県。この蔵は極秘伝承の技を駆使して皇室新酒御用酒の栄を賜
りました。

日本 広島県

純米吟醸酒 2,610

2748 清酒 誠鏡 純米吟醸 幻      瓶７２０ 720 ML 6 8,220 竹原市。＋３　この蔵は、酒の原点を追求し素朴な中に奥深い味わい
を、秘めたお酒に仕上げました。　　　　　　　　　　　　　　

日本・広島県

純米吟醸酒 1,370

11153 清酒 誠鏡 吟醸辛口(ヨットラベル)瓶７２０ 720 ML 6 7,500 広島県。広島県産米「新千本」で醸した吟醸酒。やや辛口で柔らかな旨
みを持ちながらｷﾚも冴える、とても香味のバランスがとれたお酒です。

日本・広島県

吟醸酒 1,250

5210 清酒 誠鏡 純米たけはら      瓶１．８ 1.8 L 6 12,510 広島県。清酒鑑評会純米酒の部で優等賞を受賞。日本 広島県

純米酒 2,085

1407 清酒 酔心 純米吟醸 杜氏入魂　　 瓶１．８ 1.8 L 6 15,600 広島県。毎日でも飲み飽きしない吟醸酒にこだわり、香りは控えめであ
りますが、柔らかで味わい深い「味吟醸」に仕上げました。

日本 広島県

純米吟醸酒 2,600
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3480 清酒 酔心 広島流辛口 純米酒　 　瓶１．８ 1.8 L 6 13,800 広島県。業務用商材として開発。切れ味の良い後口が特徴の辛口純
米酒。辛口好みの方におすすめ！

日本 広島県

純米酒 2,300

2558 清酒 酔心ぶなのしずく本醸生　 　瓶３００ 300 ML 12 4,500 広島県。ぶなの原生林より湧き出る超軟水を100％使用して醸し上げ
た酒。自然風味豊かな旨さと生貯独特のﾌﾚｯｼｭ感のあるｽｯｷﾘとした味
わい。

日本・広島県

本醸造 375

7729 清酒 上撰 酔心 ぶなのしずく 白ﾗﾍﾞﾙ 瓶1.8 1.8 L 6 11,580 広島県。口当り柔らかく、スッキリとした辛口で幅広い料理と相性がよ
く、不思議と飲み飽きせず、盃がすすむお酒です。

日本 広島県

本醸造 1,930

6407 清酒 天寳一 ＳＰＩＣＹ夏潤(限定)∞１．８ 1.8 L 6 16,200 広島県。甘酸っぱさと後口が辛口にキレる味わいで初夏～真夏にかけ
て冷して飲んでいただきたいお酒です。

日本 広島県

純米酒 2,700

6437 清酒 天寳一 ＳＰＩＣＹ夏潤(限定)∞７２０ 720 ML 12 16,200 広島県。甘酸っぱさと後口が辛口にキレる味わいで初夏～真夏にかけ
て冷して飲んでいただきたいお酒です。

日本 広島県

純米酒 1,350

5002 天寶一 山田錦 辛口 純米大吟醸(限定)∞1.8 1.8 L 6 21,600 広島県。スッキリとした辛口の味わいの中にも、ほのかな甘みと酸味を
持ち、柔らかな旨味が感じられます。

日本 広島県

純米大吟醸 3,600

3367 天寶一 山田錦 辛口 純米大吟醸(限定)∞
720

720 ML 12 21,600 広島県。封を開けると上品で穏やかな吟醸香がふんわりと広がり、厚
みのある柔らかな旨味が口中にひろがります。

日本 広島県

純米大吟醸 1,800

10969 天寳一 超辛純米千本錦 匠直汲み∞  １．８ 1.8 L 6 17,400 広島県。千本錦低タンパク質米を使用。ボリューム感の後 クリアな味
わい、キレが特徴の純米酒です。

日本 広島県

純米酒 2,900

10970 清酒 天寳一 純米吟醸 ローズマインド  500 500 ML 12 15,600 広島県。バラ酵母で醸した新しい酒で皆様の大切な人に心寄せ合いな
がら穏やかな香りと余韻を楽しんでほしいという想いから生まれた純米
吟醸酒。

日本 広島県

純米吟醸酒 1,300

10820 天寶一 活性にごり純米生 ﾎﾜｲﾄﾊﾞｯﾄ∞ 瓶
720

720 ML 12 14,400 広島県。ｼﾞｭｰｼｰな酸味・甘味のﾊﾞﾗﾝｽが最高。にごり酒特有の強い発
泡性が喉越しよい口当たりとなり、最初の一口から弾ける清涼感を楽
しめます。

日本・広島県

純米酒 1,200

7916 天寶一 特別純米八反錦滓がらみ生(限
定)720

720 ML 12 16,200 広島県。フレッシュさ満点のうすにごりのお酒です。【季節限定酒】！日本・広島県

特別純米酒 1,350

8051 清酒 天寶一 純米 華風車(限定)　 瓶１．８ 1.8 L 6 16,800 広島県。協会６号酵母にて仕込み、イチゴの香りと味わいを春先に味
わっていただきたいお酒です。

日本・広島県

純米酒 2,800

9783 清酒 天寶一 純米 華風車(限定)∞   ７２０ 720 ML 12 16,800 広島県。協会６号酵母にて仕込み、イチゴの香りと味わいを春先に味
わっていただきたいお酒です。

日本・広島県

純米酒 1,400

3500 清酒 天寳一 中汲み 純米大吟醸40∞ 瓶 1.8 1.8 L 6 32,400 広島県。最高級の酒造好適米「山田錦」を40％に迄、磨き上げていま
す。落ち着いた穏やかな吟醸香とふくらみのある柔らかな旨味。

日本 広島県

純米大吟醸 5,400
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3515 清酒 天寳一 中汲み 純米大吟醸40∞ ７２０ 720 ML 12 32,400 広島県。最高級の酒造好適米「山田錦」を40%まで磨き上げ丁寧に仕
込む。後味のｷﾚも爽やかで、軽やかに膨らむ上品な香味。

日本 広島県

純米大吟醸 2,700

7482 天寶一 山田錦 純米吟醸 直汲み生原酒∞
1.8

1.8 L 6 18,000 神辺町。お酒の中汲みだけを、そのまま瓶詰をしました。山田錦純吟
生原酒に比べ、エキス分を大事に醸しました。

日本 広島県

純米吟醸酒 3,000

2834 天寶一 赤磐雄町 純吟 火入(限定) ∞ 瓶1.8 1.8 L 6 18,000 広島県。天宝一らしい透明感のある やわらかな口当たりの中に しっか
りとした赤磐雄町のコクを感じます。

日本・広島県

純米吟醸酒 3,000

4583 天寶一 純米吟醸 山田錦（火入れ)∞ 瓶 1.8 1.8 L 6 17,400 広島県。備後の幻の銘酒。酒造りには頑固な蔵元。米の旨味を引き出
した究極の食中酒。

日本 広島県

純米吟醸酒 2,900

5324 天寶一 純米吟醸 山田錦(火入れ)∞瓶７２０ 720 ML 12 17,400 広島県。備後の幻の銘酒。酒造りには頑固な蔵元。米の旨味を引き出
した究極の食中酒。

日本 広島県

純米吟醸酒 1,450

3289 清酒 天寶一 山田錦 純米吟醸∞　 瓶３００ 300 ML 12 6,000 広島県。備後の幻の銘酒。酒造りには頑固な蔵元。米の旨味を引き出
した究極の食中酒。

日本 広島県

純米吟醸酒 500

3151 清酒 天寶一 特別純米 八反錦∞ 　瓶１．８ 1.8 L 6 16,200 広島県。口当たりシャープで切れ味鋭いタイプのお酒です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本 広島県

特別純米酒 2,700

264 清酒 天寶一 特別純米 八反錦∞　 瓶７２０ 720 ML 12 16,200 福山市神辺町の酒蔵。あまりにも米を磨き過ぎて出来上がった逸品。
米の旨味・甘みを　充分出した味わいをお楽しみ下さい。　　　

日本 広島県

特別純米酒 1,350

10479 清酒 天寶一 特別純米 八反錦 判子   瓶300 300 ML 12 4,800 広島県。あまりにも米を磨きすぎて出来上がった逸品。米の旨味・甘み
を 充分引き出した味わいをお楽しみ下さい。

日本・広島県

特別純米酒 400

8020 清酒 天寳一 超辛純米千本錦(火入)∞１．８ 1.8 L 6 16,800 広島県。千本錦特有な味わいのあと、切れる辛さで存在感を残す！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本 広島県

純米酒 2,800

8021 清酒 天寳一 超辛純米千本錦(火入)∞７２０ 720 ML 12 16,800 広島県。千本錦特有な味わいのあと、切れる辛さで存在感を残す！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本 広島県

純米酒 1,400

8979 清酒 天寳一 山田錦 純米酒∞ 　  瓶１．８ 1.8 L 6 13,200 広島県。今までのお燗酒とは違い 冷や・常温・ぬる燗と幅広い温度帯
で楽しんでいただけます。季節ならではの味わいをお楽しみください。

日本 広島県

純米酒 2,200

9550 清酒 天寳一 山田錦 純米酒∞ 　  瓶７２０ 720 ML 12 13,200 広島県。今までのお燗酒とは違い冷や・常温・ぬる燗と幅広い温度帯
で楽しんでいただけます。季節ならではの味わいをお楽しみください。

日本 広島県

純米酒 1,100

10649 清酒 美和桜 本醸辛口  　　　　  瓶１．８ 1.8 L 6 10,800 広島県。辛口だが本醸造らしく しっかりとした味わい。燗でも冷やでも
１年中飽きない味わい。

日本・広島県

本醸造 1,800
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295 清酒 瑞冠 純米吟醸 亀の尾 こわっぱ１．８ 1.8 L 6 17,100 広島県。酒造りのお米の中でも、最高級のお米である、亀の尾と言う粒
の大きな米を、使用して最高の味を引き出してあります。旨い

日本 広島県

純米吟醸酒 2,850

5525 清酒 瑞冠 いい風 花 純米吟醸　　瓶１．８ 1.8 L 6 16,500 広島県。春風のごとく柔らかな口当たり、雄町特有の旨味。心地よい香
りで爽やかな余韻です。

日本 広島県

純米吟醸酒 2,750

4722 清酒 瑞冠 いい風 花 純米吟醸 　 瓶７２０ 720 ML 12 16,320 広島県。酒造好適米「雄町」を使用。酒は「雄町」特有の奥深い味わい
が楽しめます。酒名の通り 爽やかな風が通り過ぎるような 気持ちのい
い酒です。

日本 広島県

純米吟醸酒 1,360

7788 清酒 瑞冠 味わいの地酒      瓶１．８ 1.8 L 6 10,716 広島県甲奴郡。あの山岡酒造が世羅産新千本で造った糖類無添加の
普通酒。お値打ちの一本！！

日本 広島県

本醸造 1,786

1873 上撰 三吉正宗 光輝 本醸造     瓶１．８ 1.8 L 6 9,894 福山の酒蔵。やや甘めのお酒。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

日本 広島県

本醸造 1,649

2137 三吉正宗 昔物語仙酔郷      瓶３００ 300 ML 12 4,320 福岡県。福山の仙酔郷をイメージして造られたお酒。飲みやすく味わい
深い。

日本・福岡県

本醸造 360

4819 清酒 神雷 純米大吟醸      瓶１．８ 1.8 L 6 26,784 広島県。千本錦を長期低温もろみでじっくりと醸したお酒で、吟醸香と
深みのあるまろやかな味わいです。

日本・広島県

純米大吟醸 4,464

3988 清酒 神雷 特選純米大吟醸        瓶７２０ 720 ML 6 14,022 広島県。千本錦を長期低温もろみでじっくりと醸したお酒で、吟醸香と
深みのあるまろやかな味わいです。

日本 広島県

純米大吟醸 2,337

6013 清酒 神雷 純米酒（茶ラベル）　  瓶１．８ 1.8 L 6 13,914 広島県。原料米には、広島県産八反錦を使用雑味の少ない上品な吟
醸味を備え、味のバランスがよく、キリットした辛口の酒。

日本 広島県

純米酒 2,319

5213 清酒 神雷 特撰 大吟醸      瓶７２０ 720 ML 6 18,384 広島県。三輪酒造の技術の粋が集約された自慢の逸品。フルーティな
吟醸香とふくよかでキレの良い呑み口です。

日本 広島県

大吟醸酒 3,064

2019 清酒 神雷 本醸造 生貯蔵酒     瓶３００ 300 ML 20 7,460 広島県。適度な吟醸香と深みのある味わいは一度飲んだら後を引く旨
さ。千本錦で醸した酒はすっきり辛口ながら旨味を感じる酒。

日本・広島県

生貯蔵酒 373

4024 清酒 上撰 神雷      瓶１．８ 1.8 L 6 10,188 広島県。米の旨みがありつつ丹精な味わいを楽しめるお酒です。冷や
でも燗でもお手軽に美味しく楽しんでいただけます。

日本・広島県

本醸造 1,698

9892 清酒 五橋 純米生酒              瓶７２０ 720 ML 6 9,000 山口県。夏にすっきりと楽しめるようにガス感を残しています。軟水仕
込みのやわらかな酒質。バランスの良い味わいは様々な料理との相性
を発揮。

日本・山口県

純米酒 1,500

10355 清酒 五橋 純米酒 (新)           瓶１．８ 1.8 L 6 15,600 山口県。温暖な気候で育った山口県産米のみを使用して醸す純米酒。
柔らかな口当たりを、適度な酸が引き締めます。

日本 山口県

純米酒 2,600
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10348 清酒 五橋 特撰 本醸造           瓶１．８ 1.8 L 6 13,800 山口県。五橋伝統の味、本醸造。柔らかな甘味となめらかな酸味がバ
ランスよく調和。柔らかい旨味が心地よい。

日本 山口県

本醸造 2,300

1280 清酒 鳴門鯛 特別純米酒◇      瓶１．８ 1.8 L 6 13,800 徳島県。山廃仕込みの純米酒ならではのコクと旨み。飲むほどに良さ
が分かる酒。

日本・徳島県

特別純米酒 2,300

10325 清酒 綾菊 吟醸酒                瓶１．８ 1.8 L 6 13,800 香川県。お酒の真（ハート）で造る酒。華やかに広がる吟醸香と清澄な
のどごしは、料理との調和もピッタリ。

日本 香川県

吟醸酒 2,300

10326 清酒 綾菊 純米吟醸              瓶１．８ 1.8 L 6 14,400 香川県。爽やかな酸味と飲み飽きしない旨み、ほのかに広がる吟醸香
とやわらかなのどごしは四季折々の料理との調和もピッタリ。常温か少
し冷やが◎

日本 香川県

純米吟醸酒 2,400

5903 清酒 金陵 本醸造 生貯蔵酒      瓶３００ 300 ML 20 6,700 香川県。しぼりたての風味が味わえる。爽やかでふくよかな香り、ふくら
みのある味わい、スッキリとしたのど越し、爽快感を誘うお酒。

日本 香川県

本醸造 335

10673 清酒 仁喜多津(ﾆｷﾀﾂ)しずく媛 純米吟醸 1.8 1.8 L 6 15,600 愛媛県。愛媛県で開発された新品種の酒造好適米「しずく媛」を100％
使用して醸した酒。ﾌﾙｰﾃｨな香りと豊かな米の旨味・甘味が特徴のやさ
しい味わい

日本 愛媛県

純米吟醸酒 2,600

1563 清酒 梅錦 純米酒 杜氏の酒 　　　瓶１．８ 1.8 L 6 11,628 愛媛県。お米の旨味を最高に活かした、軽快でなめらかな味わいで
す。和食と合う淡麗辛口です。

日本 愛媛県

純米酒 1,938

1419 清酒 梅錦 酒一筋◇      瓶１．８ 1.8 L 6 16,098 愛媛県。この酒で真価を発揮したという梅錦の原点。濃厚な香りとなめ
らかな飲み口・コクのある逸品。

日本・愛媛県

普通酒 2,683

1393 上撰 梅錦 栄冠      瓶１．８ 1.8 L 6 11,208 愛媛県。冷やから燗まで対応。ほのかに甘さを感じる梅錦らしい飲み
口。自然で美しい旨味がひろがり、落ち着いた香りとﾊﾞﾗﾝｽのとれた飲
みごたえ。

日本・愛媛県

普通酒 1,868

10680 清酒 菊水 四万十川 純米吟醸     瓶１．８ 1.8 L 6 12,600 高知県。土佐淡麗仕込みの純米吟醸酒です。爽やかな吟醸香とすっき
りとしたのど越しで、とても心地よいお酒に仕上がっています。

日本・高知県

純米吟醸酒 2,100

10625 清酒 亀泉 純米酒　　　　　　　　瓶１．８ 1.8 L 6 15,900 高知県。米は土佐錦 酵母は高知酵母 水は蔵内の井戸水。全て高知
産で醸したバランスの良い本物の地酒。

日本・高知県

純米酒 2,650

10465 清酒 土佐鶴 特別本醸造 超辛口   瓶１．８ 1.8 L 6 14,526 高知県。辛口造りの伝統を誇る土佐鶴が醸した、爽やかな口当たりに
のど越し冴える超辛口の特別本醸造酒です。日本料理との相性は抜
群！

日本・高知県

特別本醸造 2,421

7554 清酒 土佐鶴 銘鶴 辛口純米吟醸◇　　瓶1.8 1.8 L 6 16,800 高知県。吟醸香と柔らかな純米の旨味、キレのある喉越しは 新鮮な刺
身 煮物 焼き物など素材の味をしっかりと引き立てます。

日本 高知県

純米吟醸酒 2,800

1400 上等 土佐鶴 純米酒      瓶１．８ 1.8 L 6 14,184 高知県。しっかりとしたコクと爽やかな酸味が生む、きりっと味わい。土
佐鶴ならではの旨い辛口。

日本 高知県

純米酒 2,364
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7759 清酒 土佐鶴 大吉祥 辛口吟醸     瓶７２０ 720 ML 6 7,278 高知県。華やかな香りにスッキリとした味わいの吟醸酒。料理の美味し
さを引き立てる辛口吟醸の絶妙な余韻をお楽しみ下さい。

日本 高知県

吟醸酒 1,213

4571 清酒 土佐鶴 本醸辛口◇      瓶１．８ 1.8 L 6 12,432 高知県。伝統の辛口造りと本醸造を巧みに調和。辛口特有のさわやか
な香りと本醸造の切れ味が旨さの秘密です。

日本・高知県

本醸造 2,072

10316 上撰 司牡丹 本醸造 金凰（ｷﾝｵｳ） 瓶１．８ 1.8 L 6 11,208 高知県。晴れやかな香りに爽やかなのどごしとさらりとした後味。飲み
飽きしない味わいは、土佐の淡麗辛口の代表酒。

日本 高知県

本醸造 1,868

11157 清酒 司牡丹 船中八策 零下生酒   瓶１．８ 1.8 L 6 18,720 高知県。酒母掛米・麹米に「山田錦」を使用。口中で味わいが膨らみ、
後口は爽やか。船中八策らしいシャープなキレ。

日本 高知県

純米酒 3,120

11158 清酒 司牡丹 船中八策 零下生酒   瓶７２０ 720 ML 6 10,560 高知県。酒母掛米・麹米に「山田錦」を使用。口中で味わいが膨らみ、
後口は爽やか。船中八策らしいシャープなキレ。

日本 高知県

純米酒 1,760

1578 清酒 司牡丹 純米超辛口 船中八策＃ 瓶 1.8 1.8 L 6 17,190 高知県・＋８　辛口の逸品。土佐の銘酒、　坂本竜馬が船中にて策を考
え出した事から、由来した、ロマン漂うお酒です。　　　　　

日本 高知県

純米酒 2,865

1539 清酒 司牡丹 純米超辛口 船中八策＃　瓶
720

720 ML 12 17,472 高知県・＋８　辛口の逸品。土佐の銘酒。　坂本竜馬が船中にて策を考
え出した事から、由来した、ロマン漂う逸品。　　　　　　　

日本 高知県

純米酒 1,456

7758 清酒 司牡丹 自由は土佐の山間より　 瓶500 500 ML 6 6,240 高知県。鮮烈で潔い土佐自由民権の闘志に似て、その味わい淡麗に
して超辛口。切れ味抜群の日本酒！料理の美味しさが倍増。

日本 高知県

特別純米酒 1,040

10312 清酒 酔鯨 特別本醸造　          瓶１．８ 1.8 L 6 12,480 高知県。ｽｯｷﾘ・さらりとした本醸造酒です。ほのかな吟醸香と酸味が味
わいに幅とｷﾚを持たせています。軽やかな味わいは料理を選ばず合
わせて頂けます。

日本・高知県

本醸造 2,080

288 清酒 酔鯨 特別純米酒◇          瓶１．８ 1.8 L 6 13,980 高知県。精米歩合は55％まで磨いています。麹造りは力強い麹を目指
して造り込み 鏡川の源流水とともに低温でじっくりと醸しています。

日本・高知県

特別純米酒 2,330

357 清酒 酔鯨 特別純米酒      瓶７２０ 720 ML 12 12,600 高知県。毎日の晩酌に合わせて頂ける食中酒香りは控えめ。味に幅
があるのにキレのある純米酒に仕上げました。

日本 高知県

特別純米酒 1,050

5768 清酒 蜻蛉(とんぼ）特別純米酒　  瓶３００ 300 ML 20 9,000 福岡県。とんぼのように酔々と・・・どこか懐かしい米の旨味を堪能でき
るお酒です。

日本 福岡県

特別純米酒 450

771 清酒 上撰 若波 辛口             瓶１．８ 1.8 L 6 11,010 福岡県。定番の上撰酒。飲み飽きしない、すっきり辛口。冷やからお燗
まで幅広く、お楽しみ頂けます。

日本 福岡県

本醸造 1,835

4422 清酒 瑞鷹(ずいよう)本醸造 超辛口＃１．８ 1.8 L 6 11,400 熊本県。辛口がお好きな日本酒通の方に、是非おすすめしたい超辛口
の本醸造酒。色々な肴とともに、冷やから燗まで幅広く楽しめる

日本 熊本県

本醸造 1,900
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3464 清酒 西の関 手造り純米　　　　　瓶１．８ 1.8 L 6 15,600 大分県。大分が誇る銘醸蔵元。芳醇無比な味と香りは酒徒垂涎の銘
酒と評価も高い。

日本 大分県

純米酒 2,600

作成日時点での価格（税別）です。以降、変更が生じている場合がございます。ご容赦お願いします。
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