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令和元年6月28日
株式会社横浜君嶋屋

横浜君嶋屋 ７月の厳選おすすめ焼酎のお知らせ
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

外税表示

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

南果（なんか）
白石酒造（鹿児島）
芋（隼人芋） 米麹 25％
720ml ￥1590
芋 無肥料で育てたハヤトイモを収穫後一ヶ月程貯蔵して完熟させ、南国の果実のような風味を想わせる
芳醇な風味をめざし造られた貴重な芋焼酎！※ハヤトイモはカロテンを多めに含む品種です。※7月8日頃入荷予定！

すずほっくり
白石酒造（鹿児島）
芋（スズホックリ） 米麹 30％
720ml ￥2500
芋 無肥料で育てたスズホックリという紅芋の品種を使用し、甘みが強く、紅芋系特有のフローラルな香りが特徴
です。今回は甘みの強い風味になったので、水割りや良く冷えた炭酸割りなどがおすすめです。※7月8日頃入荷予定！

晴耕雨讀 高龍（タカオカミ） 佐多宗二商店（鹿児島） 芋（小菜瑞貴） 米麹（黄） 30％ 1800ml ￥3238
芋 晴耕雨読プロトタイプ「龍」シリーズの第二弾。和菓子等に使用する品種『小菜瑞貴（こなみずき）』に
黄麹を用いて、低温発酵、低温蒸留で造られた芋焼酎！果実のような香りに上品で柔らかな甘みが特徴です。

一尚 blended 蔵の師魂
小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 30％
1800ml ￥3000
芋 小牧醸造の主力ブランド「一尚」と小正醸造の主力ブランド「蔵の師魂」から、それぞれが原酒を選び、
ウィスキーで定着しているブレンド文化を焼酎に取り入れて生まれたブレンデッド芋焼酎！

限定24本入荷！

京屋 雫ル - SHIZURU - 京屋酒造（宮崎）
芋 米麹 20％
750ml ￥5000
芋 創業天保五年(1834年)。高千穂産の酒米「はなかぐら」に白麹を用い、甘藷は「宮崎紅芋」を使用、使う原料を
全て宮崎産にこだわり、3年間の熟成期間を経て、軽やかで芳醇な芋焼酎に仕上がりました

※7月8日頃入荷予定！

赤山猪（あかやまじし）
すき酒造（宮崎）
芋 米麹 25％ 720ml ￥1364 1800ml ￥2667
芋 芋の香りが抜群に濃く味は力強い”豪傑”な芋焼酎「山猪」の限定バージョン【赤山猪】が入荷しました！！
紅紫芋を使用し、フルーティーというよりも濃厚で甘みとキレが抜群の個性が強い芋焼酎です。

限定18本入荷！

旭万年星
渡邊酒造場（宮崎）
麦 麦麹 25％
720ml ￥1250 1800ml ￥2500
麦 愛媛県産のはだか麦「マンネンボシ」を全量使用した季節限定麦焼酎。「故郷の麦で造りたい」という初代の想いを形
にした、香ばしくほろ苦いビターチョコのような、はだか麦が醸すさらに深い風味が楽しめます。※7月6日入荷予定！

クラフトマン多田 スリープオブザムーン杉 天盃（福岡） 麦 麦麹 25％
720ml ￥2000
麦 麦焼酎を日本酒に使用される「杉樽（吉野杉）」に貯蔵した逸品です。呑み方も日本酒のイメージで、ロックに少し
お水を足したり、ゆるいお湯で割ってみたりと醸造酒や蒸留酒の境を越えた、麦焼酎の新しい魅力を感じて下さい。

梅 小牧の梅酒

小牧醸造（鹿児島）

13％
720ml ￥1600
地元さつま町で育てられた最高級品種の南高梅を使用し、10年以上貯蔵していた米焼酎をメインに、風味付けの芋焼酎
酒 をブレンドし、通常の梅酒と比べると多くの梅肉を入れて丁寧に仕込んだ数量限定の梅酒です。※7月上旬入荷予定

梅酒
八海山の原酒で仕込んだ梅酒 日本酒「八海山」で仕込んだ梅酒、爽やかな酸味が心地よい！ 720ml
八海山の焼酎で仕込んだ梅酒 米焼酎「宜有千萬」で仕込んだ梅酒、バランス良い梅の果実味！720ml

梅まんさく
真澄 梅酒
山田十郎 梅酒
ちえびじん紅茶梅酒
梅の宿 梅酒
梅の宿 あらごし梅酒
文蔵 梅酒
豊後梅酒
山元 アロマ梅酒
角玉 梅酒
くだもん 福岡うめ

古木の梅の実と甘酒を使って仕込んだ優しい味わいの梅酒です
米焼酎ベースの梅酒で上品ですっきりとした味わいの梅酒です 720ml
山田錦を使用した日本酒に漬けて作った純米梅酒です
500ml
地元大分県杵築市の「杵築紅茶 べにふうき」を使用した逸品！720ml
日本酒ベースの梅酒で、みずみずしく爽やかな梅酒です
720ml
梅酒に梅の果肉をブレンドした、果肉感たっぷりの梅酒です
720ml
米焼酎”文蔵”に漬け込み、一定期間熟成させた梅酒です
本格焼酎に漬け込み、10年以上寝かせた熟成梅酒です
720ml
【田舎風自然造り】で、どこか懐かしい味わいの梅酒です
720ml
美味滋養の言葉と共に、1958年日本で最初に輸出した梅酒です 750ml
福岡県産南高梅を使用し梅酒の濃さはそのままに低アルコール！720ml

￥1300
￥1300
￥1560
￥1200
￥1200
￥1000
￥1400

1800ml ￥2700
1800ml ￥2700
1800ml ￥2600
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml

￥2800
￥2300
￥2000
￥2800
￥4100
￥2783

宇佐産にこだわった麦焼酎ベースの柚子リキュール｡甘さ抑え目。720ml ￥1250
常徳屋ゆず ALL usa
愛媛の柚子と自社の『特別本醸造」を使用し造られた柚子酒。 720ml ￥1100 1800ml
泉姫 ゆず酒
柚子の風味たっぷりで、上品な味わいの柚子酒です。
720ml ￥1400 1800ml
梅乃宿 ゆず酒
1800ml
地元の「天然ゆず」を手搾りで仕込んだ柚子リキュールです
大那
柚子
大分県産の柚子を贅沢に使用した爽やかな風味と優しい甘さ！
720ml
￥1450
1800ml
くだもん 大分ゆず
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￥2200
￥2800
￥2800
￥2900

￥1139
￥1200
￥1409 1800ml ￥2076
￥1350 1800ml ￥2700

ゆず酒

夏の赤鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 大麦麹 20％
720ml ￥926 1800ml ￥1852
麦 宮崎県で新しく開発された「平成宮崎酵母」を使用し、幾重にもわたる試行錯誤の末につくられた麦焼酎！
宮崎県では一般的なアルコール度数20度で、まろやかな口当たりと程良い麦の香ばしい余韻がたまりません！

ふんわり涼やか特蒸泰明
藤居醸造（大分）
麦 麦麹 19％
720ｍｌ ￥1150 1800ml ￥2300
麦 裏ラベルに金魚が泳ぐ様を描いた、見た目にも楽しめる夏限定麦焼酎。通常の特蒸泰明の中取りを無濾過のまま割水した
後、味をなじませるために半年以上タンクにて熟成させました。まろやかな麦の風味が楽しめる麦焼酎！※6月7日入荷！

紫尾の露 颯
軸屋酒造（鹿児島）
芋 米麹 20％
720ml ￥1047 1800ml ￥2000
芋 四代目杜氏の息子の名をとった夏酒「紫尾の露 颯」は、自社栽培の”安納芋”と”紅あずま”を白麹で丁寧に仕込み
ブレンドした逸品。香り高く余韻のある味わいと、喉ごしのスッキリ感が絶妙！

※入荷済み 夏季限定18本！

夏の潤平
小玉醸造(宮崎)
芋 米麹 20％
720ml ￥1150 1800ml ￥2300
芋 宮崎芋焼酎「杜氏潤平」の夏限定バージョン「夏の潤平」が入荷しました！原料に新品種「コガネマサリ」、麹に
新種麹菌「河内白麹エクセレント菌」を使用したフローラルな香りが特徴の柔らかい甘みが表現された芋焼酎！

夏の小牧
小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1300 1800ml ￥2600
芋 ジョイホワイトを白麹、紅さつまを黒麹で仕込み、それぞれの原酒を5対5の割合でブレンドし25°に割水しました。
夏の暑い日にはロックや水割りで呑んで美味しい焼酎を、と言う思いで誕生した小牧醸造夏季限定芋焼酎！！

山雀（やますずめ） 夏季限定 すき酒造（宮崎） 芋 米麹 25％
720ml \1200 1800ml ￥2278
芋 【山雀 夏季限定】は、白麹とシロユタカ芋の組み合わに、二次仕込の際に添え麹として黄麹を加えて仕上げました。
甘く・優しく・すっきりとした味わいの中に、ロックでも水割りでも優雅な呑み心地が楽しめます！※6月8日入荷予定！

泡 やまかわ甕フィニッシュ

山川酒造（沖縄）

米麹 30％

600ｍｌ \1250

1800ml \2950

盛 古酒の泡盛で有名な【やまかわ酒造】の限定商品。甕フィニッシュとは、蒸留した泡盛をタンクで貯蔵した後、
出荷まで熟成させることにより、柔らかな味わいと上品な香りを楽しめる特別な泡盛です。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

夏のまんねん
渡邊酒造場（宮崎）
芋 米麹 20％
720ml ￥1100 1800ml ￥2200
芋 自家栽培の原料芋「ダイチノユメ」と、麹米に宮崎県産の「夏の笑み」を使用、芋の甘みと山椒のようなスパイシー
さが感じられる夏向きの爽やかな仕上がり！ブルーのボトルは涼やかで、ペンギンorうさぎに見えるラベルが印象的！

池の露 紅はるか 原酒 天草酒造（熊本） 芋 米麹 39％
720ml ￥1713 1800ml ￥3426
芋 天草酒造より「紅はるか」を使用した芋焼酎の原酒が新入荷します！フルーティーで上品な甘味がある紅はるかを
夏向きに炭酸で割っても味わえるようにと39°の原酒で販売する事になりました。※本数限定で6月7日入荷予定！

晴耕雨讀 光龍（こうりゅう） 佐多宗二商店（鹿児島） 芋 米麹 30％
1800ml ￥3238
芋 佐多宗二商店より初めての黄麹を使用した芋焼酎「晴耕雨讀 光龍」が新発売しました。低温発酵、低温蒸留という新
しいチャレンジのもと生まれた焼酎は、南国果実のようなフルーティな香りとクリアな味わいが特徴！

麦麦 旭万年
渡邊酒造場（宮崎）
麦 麦麹 25％
720ml ￥1111 1800ml ￥2222
麦 宮崎県産の麦を使用し、常圧蒸留してから3年以上じっくりと寝かした麦焼酎。熟成による角のとれたまろやかな
麦の香ばしさ、「すっきりした麦では物足りない」という方にはもってこいの調度良いバランスだと思います。
リ
キ
ュ
ー
ル
リ
キ
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常徳屋かぼす （all oita）

常徳屋酒造場（大分）

本格麦焼酎・かぼす・果糖 10％

720ml ￥1250

かぼすの繊細な香りを活かすためにあえて減圧蒸留で仕込んだ麦焼酎をベースにし、かぼす特有のすっぱさを引き立たせ
るためにかぼす果汁を通常よりも1.5倍にした拘りの逸品！甘さを抑えた、さわやかな酸味が味わえるリキュール！

天草晩柑

天草酒造（熊本）

晩柑果汁 焼酎 糖類 クエン酸 8％

720ml ￥1435

1800ml ￥2870

和製グレープフルーツとも言われ、果汁が多くジューシーで爽やかな酸味と甘さが特徴の晩柑リキュールです。
晩柑果汁を60％も使用している天草が生んだ魂のリキュールを是非ご賞味ください。米焼酎と割っても美味です♪

梅 ちえびじん紅茶梅酒

中野酒造（大分）

紅茶 梅酒 ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ 糖類 7％

720ml ￥1200 1800ml ￥2300

地元大分県杵築市の「杵築紅茶 べにふうき」を、３年連続モンドセレクション最高金賞の深層地下天然水で水出しし、
酒 地元産南高梅で仕込んだ梅酒とブランデーをブレンドした逸品！ミルクやレモンを入れても美味しいです。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

松露 白麹赤芋仕込み 松露酒造（宮崎）
芋 米麹 20％
720ｍｌ ￥1100 1800ml ￥2200
芋 松露酒造の地元、宮崎県串間産の「宮崎紅」を使った、アルコール度数20°の芋焼酎！見た目にも涼しい

芋
ライトブルーのボトルで、軽快な飲み口ながら優しい芋の香りと甘い風味が綺麗な余韻で味わえます。

新焼酎 特蒸泰明 藤居醸造（大分） 麦 麦麹 25％
1800ml ￥2600
麦 独自の製法によりフレッシュな荒々しさがありつつ本来持っている濃厚な麦の風味がバランスよく調和した新焼酎。
普段は蔵人だけしか味わえない出来たての香りと味わいを是非ご賞味下さい。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

数量限定、絶賛発売中！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

超にごり麦汁
豊永酒造（熊本）
麦 麦麹 25％
720ｍｌ ￥1200 1800ml ￥2400
麦 豊永酒造の麦焼酎「麦汁」の季節限定バージョン！にごりの香り味わいを今まで以上に引き出し、無調整・無濾過で
瓶詰めしています。濃厚な香ばしい麦の香りと、とろみのある深い甘さが印象的な麦焼酎。

季節限定入荷！！

明治波濤歌 （めいじはとうか） 大和一酒造（熊本） 玄米 玄米麹 35％
720ｍｌ ￥3500
米 明治の文献を元に、当時の造りを可能な限り忠実に再現し現代に蘇らせた明治の球磨焼酎。原料に玄米を使用し
麹は黄麹、どんぶり仕込みに兜窯蒸留を用いた、古い造りであっても香りは芳醇で上品な甘さが感じられる味わい。

麦麦 旭万年
渡邊酒造場（宮崎）
麦 麦麹 25％
720ml ￥1111 1800ml ￥2222
麦 宮崎県産の麦を使用し、常圧蒸留してから3年以上じっくりと寝かした麦焼酎。熟成による角のとれたまろやかな
麦の香ばしさ、「すっきりした麦では物足りない」という方にはもってこいの調度良いバランスだと思います。

薩州宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
900ml ￥952 1800ml ￥1810
芋 西酒造のコストパフォーマンス抜群の芋焼酎【薩州宝山】。ゆっくりと三段仕込みでモロミ管理することにより、
透明感のある芳醇な香りながら、非常にキレのある芋焼酎。余韻が長く香ばしい芋の香りが広がります。

一尚（いっしょう） シルバー 小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 ２５％
720ml ￥1409
1800ml ￥2657
芋 小牧醸造の創業100周年を記念して、100年前から生き残る麹菌と酒母を用い、手すき濾過によって醸された【一尚】。
甕仕込み独特の香ばしい芋の甘さと、スモーキーな香りが広がり、キレのある味わい。落ち着いて呑める芋焼酎です。

暁

アカツキ酒造(宮崎)

米 米麹 25％

1800ml ￥2100

米 日本の焼酎蔵の中でも、生産量が非常に少ない”幻の米焼酎”です。常圧蒸留ならではのしっかりとした米の旨み、
風味豊かなコクが長い余韻を生み出します。呑み易い米焼酎とは違い、昔ながらのガツン！とした米焼酎です。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

麦山猪
すき酒造（宮崎）
麦 米麹 25％
1800ml ￥2204
麦 すき酒造の一世紀の時を超えた甕を使用し、全量和甕仕込みにし、通常長期貯蔵させる事で味わえる旨味や香りを、
一年半程の短い熟成期間で再現しました。黒麹の濃厚な味わいとともに楽しめる逸品です。※4月4日入荷予定！

松露 新（あらた） 2018
松露酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2400
芋 2018年、現杜氏である矢野治彦氏の最後の仕込みとなる焼酎を、杜氏への敬意と新焼酎を楽しむという考え方のもと
生み出された新酒の無濾過タイプの芋焼酎。造りたての独特のガス感と濃さが味わえる逸品！

季節限定入荷品！

きろく無濾過
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 25％
720ml ￥1417 1800ml ￥2824
芋 黒木本店が醸す冬季限定の芋焼酎。黒麹の【きろく】の原酒を無濾過・無調整のままアルコール分25°まで割り水した
新酒です。新酒独特の複雑な香りと旨味が荒々しく野生的な全体像に仕上がっています。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

大人気！発売中

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

権助 gonsuke
軸屋酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1222 1800ml ￥2122
芋 権助という銘柄は軸屋酒造の初代からとった名前で、銘柄の響きとはギャップのあるパンダのラベルが特徴の芋焼酎。
白麹と黒麹で仕込んだ原酒を絶妙にブレンドし、それぞれの特徴を生かした贅沢な味わい！

数量限定品！

山猫 黄金まさり
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 25％
720ｍｌ ￥1269 1800ml ￥2529
芋 通常の山猫は『ジョイホワイト』という原料芋で仕込まれますが、こちらは農業法人「甦る大地の会」の農場で試験
栽培した『黄金まさり』で仕込んだ限定版。華やかな香りに上品な甘みが加わりキレも良い、優等生的な仕上がりです。

耶馬美人 麦
旭酒造（大分）
麦 麦麹
25％
720ｍｌ ￥1574 1800ml ￥3056
麦 年間生産量６００石の少量生産でこだわりの焼酎を造る蔵『旭酒造』。麹と掛けをともに麦100％で醸す製法を業界で
始めて開発し「大分麦焼酎の元祖」と呼ばれ、バランスの取れた心地よい飲み口、伸びのある麦の風味はさすがです。

Coloｒful （カラフル） 松露酒造（宮崎）
芋 米麹 30％
1800ml ￥3241
芋 松露酒造の白麹仕込みの玉茜と黒麹仕込みの宮崎紅の古酒原酒をブレンドし、アルコール度数30°に仕上げた芋焼酎。
ソーダ割りや水割りにすると特徴のある香りと華やかさが楽しめると思います。

梅 ちえびじん 紅茶梅酒

中野酒造（大分）

地元大分県杵築市の「杵築紅茶

紅茶 梅酒 ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ 糖類 7％

720ml ￥1200 1800ml ￥2300

べにふうき」を、３年連続モンドセレクション最高金賞の深層地下天然水で水出しし、

酒 地元産南高梅で仕込んだ梅酒とブランデーをブレンドした逸品！ミルクやレモンを入れたり、ホットもおすすめです！
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
芋

霞（かすみ）千本桜

柳田酒造（宮崎）

季節限定商品
芋 米麹 25％

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
1800ml ￥2407

霞（かすみ）千本桜
柳田酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2407
芋 麦焼酎蔵として有名な柳田酒造の芋焼酎「千本桜」の限定バージョン「霞 千本桜」が入荷しました！黒麹特有のコク
と香り、甘味と旨味が強く感じられナッツのような香ばしさもあり、ロック、お湯割り共に楽しめる逸品！

春の天狗櫻
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1278 1800ml ￥2248
芋 天狗櫻の春限定バージョン！通常の天狗櫻よりもフレッシュでフルーティな香りがあり、キレのある旨味も健在。
余韻が長く味わい深い仕上がりになっております。少量入荷のため売り切れ御免の商品です。限定36本ずつ 入荷！

金峰 荒濾過
宇都酒造（鹿児島） 芋 米麹 25％
1800ml ￥2250
芋 霊峰・金峰山の麓で創業以来の銘柄「金峰」を造り続ける宇都酒造。発酵過程の最高温度を高めにし、力強いもろみ
の状態で醸されており、「バランスの良い、飲み疲れしない味」を追求した宇都酒造四代目入魂の芋焼酎です。

無濾過 旭萬年
渡邊酒造場（宮崎）
芋 米麹 28％
1800ml ￥3000
芋 蔵元自家栽培の”黄金千貫”と麹米に宮崎市産”み系358”を使用し、黒麹で醸した冬季限定芋焼酎が入荷しました！
今年の原料の芋は全体的に小さかったことで、より芋らしい味わいに仕上がっています。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

季節限定30本入荷！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新焼酎 特蒸泰明 藤居醸造（大分） 麦 麦麹 25％
1800ml ￥2600
麦 独自の製法によりフレッシュな荒々しさがありつつ本来持っている濃厚な麦の風味がバランスよく調和した新焼酎。
普段は蔵人だけしか味わえない出来たての香りと味わいを是非ご賞味下さい。

数量限定、絶賛発売中！

黒
くまごま 黒胡麻酒
豊永酒造（熊本） 本格米焼酎 黒胡麻 １２％
375ml ￥1350
胡
麻 豊永酒造より球磨焼酎（米焼酎）で黒ごまのエキスを抽出した新しい商品、39,000粒分の黒胡麻を使用しています。
酒 香ばしい黒胡麻の香りが楽しめます。普通に飲んでも良し、バニラアイスにかけて食べても美味しいです。

クラフトマン多田 スリープオブザムーン
天盃（福岡）
麦 麦麹 28％
720ml ￥3000
麦 麦焼酎しか造らない職人が、木樽貯蔵による香味の表現に挑んだ逸品！貯蔵用に特別に造られた焼酎の原酒を、日本
酒蔵で「貴醸酒」に使用した複数のオーク樽にて貯蔵熟成させました。リッチな香りと豊かな風味がたまりません！

天使の誘惑
西酒造(鹿児島)
芋 米麹 40％
720ml ￥3096
芋 厳選された黄金千貫を使用、専用の樫樽で貯蔵・熟成させた逸品。長期熟成によるピュアで深い芋の香りと、
上品な甘味、ブランデーを想わせる芳醇でトロリとした独特の口当たりが特徴の長期熟成芋焼酎！

耶馬美人 極蒸
旭酒造（大分）
米 米麹
25％
720ｍｌ ￥6944
米 『耶馬美人 極蒸』は､「吟醸 耶馬美人」･「秘蔵古酒 げってん」に於ける旭酒造独自の吟醸純米焼酎醸造技術の
融合により生まれた作品で、「吟醸

耶馬美人」とは又一味違った"極上の味と香り"が楽しめる逸品です。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ぼ
ん
ぼ
ん

薩摩の宝

焼酎ボンボンショコラ

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

西酒造(鹿児島)

４個入り

￥1300

鹿児島を中心に活躍されている洋菓子店「Patisserie YANAGIMURA」様より宝山シリーズで焼酎ボンボンを作りたいと
要望があり、実現したコラボ商品です。特製チョコレートと宝山焼酎の違いを同時に味わえる至極の一品です。

新焼酎 特蒸泰明 藤居醸造（大分） 麦 麦麹 25％
1800ml ￥2600
麦 独自の製法によりフレッシュな荒々しさがありつつ本来持っている濃厚な麦の風味がバランスよく調和した新焼酎。
普段は蔵人だけしか味わえない出来たての香りと味わいを是非ご賞味下さい。2/5（火）入荷予定

30本限定入荷

爆弾ハナタレ
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 44％
360ml ￥2287
芋 黒木本店が醸す季節限定の芋焼酎。【ハナタレ】とは蒸留の際、最初に垂れてくる出端の初留取り。アルコール度数
44°の強烈な逸品。冷凍庫に入れてキンキンに冷やして飲めば爽快感がたまらない癖になる芋焼酎です。季節限定品！

松露 新（あらた） 2018
松露酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2400
芋 2018年、現杜氏である矢野治彦氏の最後の仕込みとなる焼酎を、杜氏への敬意と新焼酎を楽しむという考え方のもと
生み出された新酒の無濾過タイプの芋焼酎。造りたての独特のガス感と濃さが味わえる逸品！
季節限定入荷品！
レ
梅の宿 あらごしれもん 梅の宿酒造（奈良県） レモン浸漬酒・砂糖・レモン果汁他 10％ 720ml ￥1500 1800ml ￥3000
モ
大好評あらごしシリーズから数量限定の「あらごしれもん」が入荷しました！国産レモンの果汁を使用し、レモンミン
ン
酒 チ、国産蜂蜜を加えることで本格的な香りとコクのある濃厚な味わいに仕上がりました。
数量限定品！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

無濾過 旭萬年
渡邊酒造場（宮崎）
芋 米麹 28％
1800ml ￥3000
芋 蔵元自家栽培の”黄金千貫”と麹米に宮崎市産”み系358”を使用し、黒麹で醸した冬季限定芋焼酎が入荷しました！
今年の原料の芋は全体的に小さかったことで、より芋らしい味わいに仕上がっています。

季節限定30本入荷！

謳歌（おうか）
黒木本店(宮崎) 芋 米麹 25％
720ｍｌ ￥1500 1800ml ￥3000
芋 黒木本店から新商品「謳歌-おうか-」が発売されました。以前に試験仕込みをしていたタマアカネの改良版、謳歌という
喜びを分かち合うという意味合いの言葉が示す通り温暖な宮崎の気候を表しているような華やかで豊かな香りと味わい。

無濾過 自我田
豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
720ml ￥1429 1800ml ￥3000
米 田植えから稲刈り、そして焼酎の製造まで一貫して蔵人の手で作り上げた豊永酒造渾身の有機米のみで仕込んだ米焼酎！
無濾過の深くて香ばしい香り、まろやかでお米本来の甘く、奥深い味わいが楽しめる逸品です。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

池の露 湯島
天草酒造（熊本）
芋 米麹 30％
720ml ￥2685
芋 天草諸島と長崎島原半島の中間に位置する湯島は、四方を海で囲まれており海風の影響から収穫される芋は甘く"湯島芋"
と呼ばれています。一作年度より少量ずつ仕込み去年は熊本県内限定で販売され、今回少量分けていただいた逸品です。

宝山ペリーラ
西酒造（鹿児島） 薩摩芋 米麹 紫蘇
20％
500ml ￥1000
芋 芋焼酎の二次もろみに鮮やかな紫色の紫蘇を加えて蒸留し仕上げた新感覚焼酎！アルコール度数20％なのでそのまま
飲んでも美味しいですが、お湯で割ると、甘酸っぱい紫蘇の香りが広がるホットペリーラになります。冬季限定品！

晴耕雨讀 光龍（こうりゅう） 佐多宗二商店（鹿児島） 芋 米麹 30％
1800ml ￥3238
芋 佐多宗二商店より初めての黄麹を使用した芋焼酎「晴耕雨讀 光龍」が新発売しました。低温発酵、低温蒸留という新
しいチャレンジのもと生まれた焼酎は、南国果実のようなフルーティな香りとクリアな味わいが特徴！

甘えんぼう やきいも焼酎 すき酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2556
芋 密芋と呼ばれる「紅はるか」の焼き芋を使った甘み抜群の芋焼酎が入荷しました！香ばしい焼き芋の香味と、ふっくらと
した甘味のある味わい。お湯割りにするとよりいっそう芋の芳醇な風味が引き立ちます。

年一回限定18本入荷！

Coloｒful （カラフル） 松露酒造（宮崎）
芋 米麹 30％
1800ml ￥3241
芋 松露酒造より新商品の入荷です！白麹仕込みの玉茜と黒麹仕込みの宮崎紅の古酒原酒をブレンドし、アルコール度数30°
に仕上げた芋焼酎。ソーダや水割りにすると華やかな香りが楽しめ、お湯割りにするとふっくらした甘みが味わえます。

きろく無濾過
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 25％
720ml ￥1417 1800ml ￥2824
芋 黒木本店が醸す冬季限定の芋焼酎。黒麹の【きろく】の原酒を無濾過・無調整のままアルコール分25°まで割り水した
新酒です。新酒独特の複雑な香りと旨味が荒々しく野生的な全体像に仕上がっています。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

大人気！発売中

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

麦山猪
すき酒造（宮崎）
麦 米麹 25％
1800ml ￥2204
麦 すき酒造の一世紀の時を超えた甕を使用し、全量和甕仕込みにし、通常長期貯蔵させる事で味わえる旨味や香りを、
一年半程の短い熟成期間で再現しました。黒麹の濃厚な味わいとともに楽しめる逸品です。限定本数12本入荷！

天狗櫻 新酒
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1278 1800ml ￥2248
芋 一次・二次仕込み共に甕壺仕込み、木樽とホーローの蒸留器からの原酒をブレンドし造られる天狗櫻の新酒が入荷しま
した！通常の天狗櫻よりも力強い芋の凝縮感、新酒なのにまろやかさを合わせ持つ年1回限定出荷 の芋焼酎！

ひとり歩き 黒傳
古澤酒造（宮崎）
芋 米麹（黒麹） ２５％
1800ml ￥2577
芋 ひとり歩きに黒麹を使って醸された季節限定バージョンが入荷しました。白麹で醸されている通常のひとり歩きの味わい
よりも落ち着いた黒麹ならではのコクが加わり、芋の風味をより感じられる逸品になっております。限定本数24本入荷！

爆弾ハナタレ
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 44％
360ml ￥2287
芋 黒木本店が醸す季節限定の芋焼酎。【ハナタレ】とは蒸留の際、最初に垂れてくる出端の初留取り。アルコール度数
44°の強烈な逸品。冷凍庫に入れてキンキンに冷やして飲めば爽快感がたまらない癖になる芋焼酎です。季節限定品！

松露 新（あらた） 2018
松露酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2400
芋 松露酒造より新商品の入荷です！2018年、現杜氏である矢野治彦氏の最後の仕込みとなる焼酎を、杜氏への敬意と
新焼酎を楽しむという考え方のもと新発売することとなりました。造りたての独特のガス感と濃さが味わえる逸品！

あらあらざけ黒麹2018
佐藤酒造（鹿児島）
芋 米麹 38％
720ml ￥3664
芋 佐藤酒造の「あらあらざけ黒麹」が入荷しました！蒸留直後の原酒をそのまま詰めた新焼酎で、パンチのある芋の風味が
風味が広がります。瓶の裏ラベルに6000本限定シリアルナンバー付きですのでお買い求めはお早めに。入荷済み！

杜氏潤平 新酒
小玉醸造(宮崎)
芋 米麹 25％
720ml ￥1700 1800ml ￥3100
芋 通常の杜氏潤平が蒸留後1年ほど貯蔵をしてから出荷されるのに対し、新酒はその年の最初の蒸留したものを検定後
すぐに加水し無濾過で瓶詰めしました。華やかな香り、無濾過ならではの旨味が詰まった味わい！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

在庫少量お早目に！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

無濾過 旭萬年・雪 渡邊酒造場（宮崎）
芋 米麹 28％
720ml ￥1500 1800ml ￥3000
芋 蔵元自家栽培の”黄金千貫”と麹米に宮崎県産”夏の笑み”を使用した、純宮崎県産冬季限定芋焼酎が新入荷しました！
無濾過ならではの乳白色に濁っており、アルコール分28度という旨味の詰まった逸品。少し高めのお湯割りでどうぞ。

そげんわけもん
すき酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2167
芋 「そげん」は”そんなに、特別”、「わけもん」は”若い、若者”という意味の方言で、蒸留仕立ての甘く、しっかり
とした味、フルーティーな味わいが楽しめます。最初はロックで、口開け後少したってからのお湯割りもおすすめです！

隠礼里（かくれさと） 大和一酒造元（熊本） 玄米 玄米麹 25％
720ml ￥1400 1800ml ￥2800
米 球磨焼酎の伝統の造りである玄米焼酎、文献を参考に試行錯誤し完成させた『隠礼里』が新入荷しました！香ばしい風味
のしっかりとした味わい、キレも良いので特にお肉料理との相性は抜群、氷を入れない水割りがおすすめです。

きろく無濾過
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 25％
720ml ￥1417 1800ml ￥2824
芋 黒木本店が醸す冬季限定の芋焼酎。黒麹の【きろく】の原酒を無濾過・無調整のままアルコール分25°まで割り水した
大人気！発売中

新酒です。新酒独特の複雑な香りと旨味が荒々しく野生的な全体像に仕上がっています。

蕾 千本桜
柳田酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2407
芋 柳田酒造の35年ぶりに復活した芋焼酎「千本桜」。今年度の新酒は黒麹で仕込まれており、香ばしさ際立つ仕上がり！
詰めたてそのままのにごりと芋臭いパンチがありながら、お湯割りのふっくらした風味が最高です。30本限定入荷済！

開墾畑の天狗櫻
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1389 1800ml ￥2593
芋 蔵元自らが放棄された畑を開墾し、無農薬、無肥料で育てたサツマイモを使用した限定芋焼酎。今年は「佐保井地区」産
のさつま芋を使用し、収穫後熟成処理を行うことで、皮由来の白い花のような香りが酒質に表ています。48本入荷済み！

杜氏潤平 新酒
小玉醸造(宮崎)
芋 米麹 25％
720ml ￥1700 1800ml ￥3100
芋 通常の杜氏潤平が蒸留後1年ほど貯蔵をしてから出荷されるのに対し、新酒はその年の最初の蒸留したものを検定後
すぐに加水し無濾過で瓶詰めしました。華やかな香り、無濾過ならではの旨味が詰まった味わい！

在庫少量お早目に！

あらあらざけ白麹2018
佐藤酒造（鹿児島）
芋 米麹 38％
720ml ￥3664
芋 佐藤酒造の新原酒「あらあらざけ」が今年も入荷します！蒸留直後の原酒をそのまま詰めた新焼酎で、パンチのある芋の
風味が広がります。裏ラベルに3000本限定シリアルナンバー付きですのでお買い求めはお早めに。36本限定入荷済！

鶴見 白濁無濾過
大石酒造（鹿児島）
芋 米麹
25％
900ml ￥1380
1800ml ￥2380
芋 大石酒造のレギュラー酒「鶴見」の特別限定バージョン【白濁無濾過】。日本一芋臭い焼酎で、初めて芋焼酎を飲む方
には不向きですのでご遠慮下さい。はまってしまうと抜け出せない個性溢れる美味しさ。

大人気！発売中

ひとり歩き 熟成古酒
古澤醸造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2800
芋 古澤醸造より年に一度の限定品、ひとり歩きの熟成古酒が入荷致しました！3年以上熟成させたひとり歩きを蔵元秘伝
のブレンドによって瓶詰めした貴重な逸品。穏やかな芋の風味とまろやかな舌触りの芋焼酎!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

限定品18本入荷！！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

松露 新（あらた） 2018
松露酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2400
芋 松露酒造より新商品の入荷です！2018年、現杜氏である矢野治彦氏の最後の仕込みとなる焼酎を、杜氏への敬意と
新焼酎を楽しむという考え方のもと新発売することとなりました。造りたての独特のガス感と濃さが味わえる逸品！
リ
キ
ュ
ー
ル

AKAYANE アブサン クスシキ 2018

佐多宗二商店（鹿児島）

53％

500ml ￥4800

佐多宗二商店より薬草系リキュールの１つ”アブサン”が新入荷。ニガヨモギ・スターアニスを中心に39のボタニカルを
を使った神秘的なアブサン！水で希釈する以外に、コカコーラと混ぜたアブサンコーラもおススメです。※11月1日入荷

鶴見 白濁無濾過
大石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
900ml \1390 1800ml ￥2380
芋 大石酒造のレギュラー酒「鶴見」の特別限定バージョン【白濁無濾過】。日本一芋臭い焼酎で、初めて芋焼酎を飲む方
には不向きですのでご遠慮下さい。はまってしまうと抜け出せない個性溢れる美味しさ。

今期分入荷しました！

伊勢吉どん 新酒
小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥1885
芋 小牧醸造会長の名前「伊勢吉」から銘々された芋焼酎。蒸留直後の新焼酎の味を楽しんでいただくために蒸留後あまり時
を置かず、濾過もしていない状態で瓶詰めした焼酎です。見た目にも白濁しており芋の旨味がたっぷり詰まった逸品です。

2013年製 天狗櫻
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1574 1800ml ￥3000
芋 2013年に蒸留した天狗櫻の原酒を、甕とホーロータンクでそれぞれ貯蔵しブレンドした天狗櫻の熟成酒バージョン！
熟成することによりでてくる香りや落ちついた深い味わいが楽しめます。

少量入荷のためお早目に！

クラフトマン多田 スリープオブザムーン
天盃（福岡）
麦 麦麹 28％
720ml ￥3000
麦 麦焼酎しか造らない職人が、木樽貯蔵による香味の表現に挑んだ逸品！貯蔵用に特別に造られた焼酎の原酒を、日本
酒蔵で「貴醸酒」に使用した複数のオーク樽にて貯蔵熟成させました。リッチな香りと豊かな風味がたまりません！

試製弐号（しせいにごう） 豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
700ｍｌ ￥1650
米 豊永酒造より製造方法は秘密の限定米焼酎【試製弐号】が入荷します！【試製初号】に続き、豊永酒造の新しい挑戦
として、何の先入観もなく感性で味わう焼酎という事で、色々想像をめぐらせながら飲んでください。残り僅かお早目

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Coloｒful （カラフル） 松露酒造（宮崎）
芋 米麹 30％
1800ml ￥3241
芋 松露酒造より新商品の入荷です！白麹仕込みの玉茜と黒麹仕込みの宮崎紅の古酒原酒をブレンドし、アルコール度数30°
に仕上げた芋焼酎。ソーダ割りや水割りにすると特徴のある香りと華やかさが楽しめると思います。限定30本入荷済

芋

黒麹 旭萬年

渡邊酒造場（宮崎）

芋 米麹

25％

720ml ￥1296 1800ml ￥2593

黒麹 旭萬年
渡邊酒造場（宮崎）
芋 米麹 25％
720ml ￥1296 1800ml ￥2593
芋 新規取扱い蔵元【渡邊酒造場】！原料である芋から自社で栽培し、地元の風土を活かしながら焼酎造りをしています。
飲みやすいタイプが多い宮崎県内でもその濃厚さは「珍しい」と言われる黒麹の芋焼酎！ロックにするとシャープな旨味。

白麹 旭萬年
渡邊酒造場（宮崎）
芋 米麹 25％
720ml ￥1204 1800ml ￥2407
芋 白麹ならではの、ふくよかな甘みとコク。ボディがありながらも、じっくりと腰を落ち着けて飲める調和した風味。
原料芋「黄金千貫」の素材感を味わえる渡邊酒造場の定番品！お湯割りにすると、上品な甘味が楽しめます。

麦麦 旭万年
渡邊酒造場（宮崎）
麦 麦麹 25％
720ml ￥1111 1800ml ￥2222
麦 宮崎県産の麦を使用し、常圧蒸留してから3年以上じっくりと寝かした麦焼酎。熟成による角のとれたまろやかな
麦の香ばしさ、「すっきりした麦では物足りない」という方にはもってこいの調度良いバランスだと思います。

2013年製 天狗櫻
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1574 1800ml ￥3000
芋 2013年に蒸留した天狗櫻の原酒を、甕とホーロータンクでそれぞれ貯蔵しブレンドした天狗櫻の熟成酒バージョン！
熟成することによりでてくる香りや落ちついた深い味わいが楽しめます。

少量入荷のためお早目に！

晴耕雨讀 光龍（こうりゅう） 佐多宗二商店（鹿児島） 芋 米麹 30％
1800ml ￥3238
芋 佐多宗二商店より初めての黄麹を使用した芋焼酎「晴耕雨讀 光龍」が新発売しました。低温発酵、低温蒸留という新
しいチャレンジのもと生まれた焼酎は、南国果実のようなフルーティな香りとクリアな味わいが特徴！※限定24本入荷！

白天宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2819
芋 宝山シリーズで限定出荷の『白麹』を使用し醸された白天宝山。ふくよかな芋の甘い香り、白麹らしい
穏やかな口当たりの中で柔らかな芋の甘味と、キレの良さが同居する味わい。優しく綺麗な芋の余韻が心地よい。

松露 黒麦 平成十六年蒸留長期貯蔵原酒
松露酒造（宮崎）
麦 麦麹 43％
720ml ￥3700
麦 平成16年の蒸留を経てホーロータンクに貯蔵しゆっくりと熟成させました。13年の時を経てまろやかで豊かな麦の香り
濃密で深みのある味わいに仕上がりました。麦焼酎本来の熟成感を存分に楽しめる逸品です。

※大好評販売中！

無濾過 自我田
豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
720ml ￥1429 1800ml ￥3000
米 田植えから稲刈り、そして焼酎の製造まで一貫して蔵人の手で作り上げた豊永酒造渾身の有機米のみで仕込んだ米焼酎！
無濾過の深くて香ばしい香り、まろやかでお米本来の甘く、奥深い味わいが楽しめる逸品です。9月7日入荷予定！

泡 やまかわ甕フィニッシュ

山川酒造（沖縄）

米麹 30％

600ｍｌ \1250

盛 古酒の泡盛で有名な【やまかわ酒造】の限定商品。甕フィニッシュとは、蒸留した泡盛をタンクで貯蔵した後、
出荷まで熟成させることにより、柔らかな味わいと上品な香りを楽しめる特別な泡盛です。 ※大好評販売中！
泡 桜山川 長期熟成古酒 限定秘蔵酒

山川酒造（沖縄） 米麹 43％
720ｍｌ \5000
「古酒の山川」で有名な山川酒造が大事に守ってきた貯蔵年数5～15年までのヴィンテージ泡盛を各10％ずつブレンドし、
盛 その後貴重な『シャム南蛮壺』にて2か月貯蔵し、造られた珠玉の逸品！圧倒的な甘い熟成香が魅力的です。限定40本！
リ
キ
ュ
ー
ル

UMENOYADO LAB. ストロベリー

梅の宿酒造（奈良県）いちご・糖類・醸造アルコール・他 5°

1800ml ￥3000

日本酒蔵梅乃宿が厳選を重ねたイチゴのお酒が出ました！真っ赤なイチゴの贅沢な甘みと、ふんわりと優しいイチゴの
香りが口いっぱいに溢れます。絶品スイーツを食べているかのような味わいをお楽しみ下さい。※季節限定12本！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

試製弐号（しせいにごう） 豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
700ｍｌ ￥1650
米 豊永酒造より製造方法は秘密の限定米焼酎【試製弐号】が入荷します！【試製初号】に続き、豊永酒造の新しい挑戦
として、何の先入観もなく感性で味わう焼酎という事で、色々想像をめぐらせながら飲んでください。9月7日入荷予定！

ちんぐ 夏上々
重家酒造（長崎）
大麦 米麹 19％
720ｍｌ ￥1000 1800ml ￥1886
麦 厳選した壱岐産二条大麦と、壱岐産米で仕込み、特殊な酵母を使い、夏を感じさせる味わいに仕上げました。
フルーティで優しい香り、まろやかな麦の甘み、焼酎にひと夏の恋をしてもらいたいとの蔵元の想い溢れる麦焼酎。

夏の赤鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 大麦麹 20％
720ml ￥926 1800ml ￥1852
麦 宮崎県で新しく開発された「平成宮崎酵母」を使用し、幾重にもわたる試行錯誤の末につくられた麦焼酎！
宮崎県では一般的なアルコール度数20度で、まろやかな口当たりと程良い麦の香ばしい余韻がたまりません！

晴耕雨讀 光龍（こうりゅう） 佐多宗二商店（鹿児島） 芋 米麹 30％
1800ml ￥3238
芋 佐多宗二商店より初めての黄麹を使用した芋焼酎「晴耕雨讀 光龍」が新発売しました。低温発酵、低温蒸留という新
しいチャレンジのもと生まれた焼酎は、南国果実のようなフルーティな香りとクリアな味わいが特徴！※限定36本入荷！

池の露 むらさき芋
天草酒造（熊本）
芋 米麹 25％
720ml ￥1257 1800ml ￥2524
芋 大人気！池の露に芋の品種別シリーズ《むらさき芋》が再入荷しました。年一回の限定生産品のため
入荷数わずかですが、むらさき芋の特徴を生かしたフルーティでまろやかな芋の甘みをご堪能ください。

白天宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2819
芋 宝山シリーズで限定出荷の『白麹』を使用し醸された白天宝山。ふくよかな芋の甘い香り、白麹らしい
穏やかな口当たりの中で柔らかな芋の甘味と、キレの良さが同居する味わい。優しく綺麗な芋の余韻が心地よい。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

南果（なんか）
白石酒造（鹿児島）
芋（隼人芋） 米麹 25％
720ml ￥1590 1800ml ￥3180
芋 無肥料で育てたハヤトイモを収穫後一ヶ月程貯蔵して完熟させ、南国の果実のような風味を想わせる芳醇な風味をめざ
し造られた貴重な芋焼酎！今回は2016年(黄麹)と2017年(黒麹)のブレンドで､味わい深い仕上がり！数量限定24本！

いもDEリカー
すき酒造（宮崎）
芋 米麹 37％
1800ml ￥2759
芋 贅沢な果実酒を造るべく考案された果実酒専用芋焼酎が新入荷しました！厳選した芋焼酎の10年古酒が素材の
味わいをより引き出します。もちろんそのまま割って呑んでも十分美味しい芋焼酎です。

数量限定12本！

クラフトマン多田 スリープオブザムーン
天盃（福岡）
麦 麦麹 28％
720ml ￥3000
麦 麦焼酎しか造らない職人が、木樽貯蔵による香味の表現に挑んだ逸品！貯蔵用に特別に造られた焼酎の原酒を、日本
酒蔵で「貴醸酒」に使用した複数のオーク樽にて貯蔵熟成させました。リッチな香りと豊かな風味がたまりません！

雪洲 40°
重家酒造（長崎）
大麦 米麹 40％
1800ml ￥2743
麦 伝統的な製法でかめ壷仕込みし、貯蔵熟成した麦焼酎。度数が高いので、米の甘味がよく感じられます。
食前酒として、ロックアイスを一つ落として溶かしながら飲むと最高!暑い夏はソーダ割りでも楽しめます！

泡 翠古 夏限

忠孝酒造（沖縄）

泡 やまかわ甕フィニッシュ

山川酒造（沖縄）

米麹 19％
1800ｍｌ \2000
古式泡盛製法（シー汁浸漬法）によって仕込まれた「翠古」の夏限定バージョン!無濾過に近い状態で
盛 仕上げているので19度でも旨味がありつつ、爽やかで軽快に楽しめる逸品となっております。 ※残り僅か！
米麹 30％

600ｍｌ \1250

盛 古酒の泡盛で有名な【やまかわ酒造】の限定商品。甕フィニッシュとは、蒸留した泡盛をタンクで貯蔵した後、
出荷まで熟成させることにより、柔らかな味わいと上品な香りを楽しめる特別な泡盛です。 ※大好評販売中！

ちんぐ 夏上々
重家酒造（長崎）
大麦 米麹 19％
720ｍｌ ￥1000 1800ml ￥1886
麦 厳選した壱岐産二条大麦と、壱岐産米で仕込み、特殊な酵母を使い、夏を感じさせる味わいに仕上げました。
フルーティで優しい香り、まろやかな麦の甘み、焼酎にひと夏の恋をしてもらいたいとの蔵元の想い溢れる麦焼酎。

夏の赤鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 大麦麹 20％
720ml ￥926 1800ml ￥1852
麦 宮崎県で新しく開発された「平成宮崎酵母」を使用し、幾重にもわたる試行錯誤の末につくられた麦焼酎！
宮崎県では一般的なアルコール度数20度で、まろやかな口当たりと程良い麦の香ばしい余韻がたまりません！

ふんわり涼やか特蒸泰明
藤居醸造（大分）
麦 麦麹 19％
720ｍｌ ￥1150 1800ml ￥2300
麦 裏ラベルに金魚が泳ぐ様を描いた、見た目にも楽しめる夏限定麦焼酎。通常の特蒸泰明の中取りを無濾過のまま割水した
後、味をなじませるために半年以上タンクにて熟成させました。まろやかな麦の風味がありスイスイ呑める麦焼酎！

紫尾の露 颯
軸屋酒造（鹿児島）
芋 米麹 20％
720ml ￥1047 1800ml ￥2000
芋 四代目杜氏の息子の名をとった夏酒「紫尾の露 颯」は、自社栽培の”安納芋”と”紅あずま”を白麹で丁寧に仕込み
ブレンドした逸品。香り高く余韻のある味わいと、喉ごしのスッキリ感が絶妙！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
リ
キ
ュ
ー
ル

UMENOYADO LAB. ストロベリー

新入荷商品

※入荷済み 夏季限定18本！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

梅の宿酒造（奈良県）いちご・糖類・醸造アルコール・他 5°720ｍｌ ￥1500 1800ml ￥3000

日本酒蔵梅乃宿が厳選を重ねたイチゴのお酒が出ました！真っ赤なイチゴの贅沢な甘みと、ふんわりと優しいイチゴの
香りが口いっぱいに溢れます。絶品スイーツを食べているかのような味わいをお楽しみ下さい。※季節限定18本！

謳歌（おうか）
黒木本店(宮崎) 芋 米麹 25％
720ｍｌ ￥1500 1800ml ￥3000
芋 黒木本店から新商品「謳歌-おうか-」が発売されました。以前に試験仕込みをしていたタマアカネの改良版、謳歌という
喜びを分かち合うという意味合いの言葉が示す通り温暖な宮崎の気候を表しているような華やかで豊かな香りと味わい。

晴耕雨讀 光龍（こうりゅう） 佐多宗二商店（鹿児島） 芋 米麹 30％
1800ml ￥3238
芋 佐多宗二商店より初めての黄麹を使用した芋焼酎「晴耕雨讀 光龍」が新発売しました。低温発酵、低温蒸留という新
しいチャレンジのもと生まれた焼酎は、南国果実のようなフルーティな香りとクリアな味わいが特徴！※限定36本入荷！

松露 白麹赤芋仕込み 松露酒造（宮崎）
芋 米麹 20％
720ｍｌ ￥1100 1800ml ￥2200
芋 松露酒造の地元、宮崎県串間産の「宮崎紅」を使った、アルコール度数20°の芋焼酎！見た目にも涼しい
ライトブルーのボトルで、軽快な飲み口ながら優しい芋の香りと甘い風味が綺麗な余韻で味わえます。

夏の潤平
小玉醸造(宮崎)
芋 米麹 20％
720ml ￥1150 1800ml ￥2300
芋 宮崎芋焼酎「杜氏潤平」の夏限定バージョン「夏の潤平」が入荷しました！原料に新品種「コガネマサリ」、麹に
新種麹菌「河内白麹エクセレント菌」を使用したフローラルな香りが特徴の柔らかい甘みが表現された芋焼酎！

夏の小牧
小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1300 1800ml ￥2600
芋 ジョイホワイトを白麹、紅さつまを黒麹で仕込み、それぞれの原酒を5対5の割合でブレンドし25°に割水しました。
夏の暑い日にはロックや水割りで呑んで美味しい焼酎を、と言う思いで誕生した小牧醸造夏季限定芋焼酎！！

芋

紫尾の露 颯

軸屋酒造（鹿児島）

芋 米麹 20％

720ml ￥1047 1800ml ￥2000

紫尾の露 颯
軸屋酒造（鹿児島）
芋 米麹 20％
720ml ￥1047 1800ml ￥2000
芋 四代目当時の息子の名をとった夏酒「紫尾の露 颯」は、自社栽培の”安納芋”と”紅あずま”を白麹で丁寧に仕込み
ブレンドした逸品。香り高く余韻のある味わいと、喉ごしのスッキリ感が絶妙！

※入荷済み 18本限定！

夏の赤鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 大麦麹 20％
720ml ￥926 1800ml ￥1852
麦 宮崎県で新しく開発された「平成宮崎酵母」を使用し、幾重にもわたる試行錯誤の末につくられた麦焼酎！
宮崎県では一般的なアルコール度数20度で、まろやかな口当たりと程良い麦の香ばしい余韻がたまりません！

泡 翠古 夏限

忠孝酒造（沖縄）

米麹 19％

1800ｍｌ \2000

古式泡盛製法（シー汁浸漬法）によって仕込まれた「翠古」の夏限定バージョン!無濾過に近い状態で

盛 仕上げているので19度でも旨味がありつつ、爽やかで軽快に楽しめる逸品となっております。
泡 やまかわ甕フィニッシュ

山川酒造（沖縄）

米麹 30％

600ｍｌ \1250

盛 古酒の泡盛で有名な【やまかわ酒造】の限定商品。甕フィニッシュとは、蒸留した泡盛をタンクで貯蔵した後、
出荷まで熟成させることにより、柔らかな味わいと上品な香りを楽しめる特別な泡盛です。

リ
キ
ュ
ー
ル

ちえびじん レモンティーリキュール 中野酒造（大分）

醸造ｱﾙｺｰﾙ･ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ･紅茶･ﾚﾓﾝ果汁 他

11％ 720ml ￥1300 1800ml ￥2500

地元杵築紅茶で紅茶を精製し、国産レモンを生搾りしたリキュール｡今季から地元レモンも使用する事になりました。
おすすめの呑み方はソーダ割りで、是非この夏に「ちえびじん レモンティ サワー」をどうぞ。※6月7日入荷予定！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

山雀（やますずめ） 夏季限定 すき酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2278 ※6月5日入荷予定！
芋 【山雀 夏季限定】は、白麹とシロユタカ芋の組み合わに、二次仕込の際に添え麹として黄麹を加えて仕上げました。
これにより、甘く・優しく・すっきりとした味わいの中に、ロックでも水割りでも優雅な呑み心地が楽しめます！

富乃宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹
25％
720ml ￥1429
1800ml ￥2819
芋 西酒造の黄麹仕込みの芋焼酎。黄麹独特のフルーティーな柑橘系な香りの中に芋の風味が溶け込んでいて、今までの
芋焼酎の感覚とは一味違う芋焼酎です。芋焼酎が苦手な方にもオススメしたい逸品です。ソーダ割りが最高におすすめ！

麦冠 情け嶋
八丈興発（東京）
麦 麦麹 25°
700ml ￥950
1800ml ￥1900
麦 八丈島で造られた麦焼酎「麦冠情け嶋」。麹にも国産麦を使用した常圧麦焼酎です。しっかりとした穀物感、
心地よく広がる香ばしさ。焼き魚や焼肉などの焦げた旨みのある料理との相性抜群です。

裸の麦をつかまえて 桜うづまき酒造（愛媛） はだか麦 はだか麦麹 25％ 720ml ￥1200 1800ml ￥2400
麦 裸麦の生産量が日本一の愛媛県の麦焼酎。裸麦はほとんどが日本産で、生産量も極端に少なく「幻の麦」と称される
ほど。クセのある裸麦の個性をうまく引きだし華やかな香りとコクのある味わいの風味豊かな麦焼酎！

み 梅の宿 あらごしみかん酒
梅の宿酒造（奈良県） 温州みかん・日本酒 等 7° 720ｍｌ ￥1400 1800ml ￥2800
か 原料である温州みかんの優しく爽やかな甘みと、果肉のツブツブ感あふれる食感がたまらない、くせになる味わい。
ん ロック、ソーダ割りなどお好みで、凍らせても美味しいデザート感覚のみかんリキュールです。※冷蔵で保管して下さい。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

超にごり麦汁
豊永酒造（熊本）
麦 麦麹 25％
720ｍｌ ￥1200 1800ml ￥2400
米 豊永酒造の麦焼酎「麦汁」の季節限定バージョン！にごりの香り味わいを今まで以上に引き出し、無調整・無濾過で
12本限定入荷！！

瓶詰めしています。濃厚な香ばしい麦の香りと、とろみのある深い甘さが印象的な麦焼酎。

試製初号（しせいしょごう） 豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
700ｍｌ ￥1650
米 豊永酒造より製造方法は秘密の限定米焼酎【試製初号】が入荷します！2018年、豊永酒造の新しい挑戦として、
何の先入観もなく感性で味わう焼酎という事で、色々想像をめぐらせながら飲んでください。

絶賛発売中！

新焼酎 特蒸泰明 藤居醸造（大分） 麦 麦麹 25％
1800ml ￥2600
麦 独自の製法によりフレッシュな荒々しさがありつつ本来持っている濃厚な麦の風味がバランスよく調和した新焼酎。
普段は蔵人だけしか味わえない出来たての香りと味わいを是非ご賞味下さい。残りわずかですのでお早めに！

甕雫 玄
京屋酒造（宮崎）
芋 米麹 20％
900ml ￥3869
1800ml ￥6081
芋 創業天保五年(1834年)。原料には農薬を使用せず、有機肥料で子会社農園で栽培した「紫芋」と「寿芋」を使用。
黒麹と白麹の原酒を絶妙にブレンドした、豊潤さと軽快さを兼ね備えた絶妙な味わい。※

限定18本 入荷済み！

霞（かすみ）千本桜
柳田酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2407
芋 麦焼酎蔵として有名な柳田酒造の芋焼酎「千本桜」の限定バージョン「霞 千本桜」が入荷しました！黒麹特有のコク
と香り、甘味と旨味が強く感じられナッツのような香ばしさもありロック、お湯割り共に楽しめる逸品！

残り僅か！

豊乃都鶴 十二年貯蔵酒
豊永酒造（熊本） 米 米麹 25％
1800ml ￥3700
米 豊永酒造創業百二十周年記念焼酎。手造り常圧蒸留焼酎を瓶詰め後、地下貯蔵庫で十二年間熟成させました。
タンクに一度戻した際に、空気に触れさせることで芳醇な味わいと香りを十分に引き出した魅力溢れる逸品。

芋

金峰

紅

宇都酒造(鹿児島)

芋 米麹 25％

1800ml ￥2481

芋 蔵で取り組んでいる焼酎の「なめらかさ」、「柔らかさ」を意識した仕上がりになっており、濃いめのお湯割りに
※18本限定入荷！

すると紅芋特有の華やかさと甘さが広がった後、一瞬で切れる面白さを持っています。

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

山猪（やまじし）
すき酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2200 ※値上がりしました。
芋 蔵の地元、須木の山奥の猪は通常の猪よりも、険しく奥深い山を駆け巡るために「山猪」と呼ばれています。この焼酎は
まるでその山猪が猪突猛進しているかの如く、芋の香りが抜群に濃く味は力強い”豪傑”な芋焼酎となっております。

池の露 安納芋
天草酒造（熊本）
芋 米麹 25％
720ml ￥1257 1800ml ￥2524
芋 【安納芋】という食べても甘く、別名"蜜芋"とも言われる原料芋で仕込まれた池の露シリーズの芋焼酎。
安納芋の独特の柑橘系っぽい蜜のような香りを感じ、優しい甘みが口の中に広がります。

※限定本数30本入荷！

霞（かすみ）千本桜
柳田酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2407
芋 麦焼酎蔵として有名な柳田酒造の芋焼酎「千本桜」の限定バージョン「霞 千本桜」が入荷しました！黒麹特有のコク
と香り、甘味と旨味が強く感じられナッツのような香ばしさもあり,ロック、お湯割り共に楽しめる逸品！

春の天狗櫻
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1278 1800ml ￥2248
芋 天狗櫻の春限定バージョン！通常の天狗櫻よりもフレッシュでフルーティな香りがあり、キレのある旨味も健在。
余韻が長く味わい深い仕上がりになっております。少量入荷のため売り切れ御免の商品です。

数量限定入荷！！

新焼酎 特蒸泰明 藤居醸造（大分） 麦 麦麹 25％
1800ml ￥2600
麦 独自の製法によりフレッシュな荒々しさがありつつ本来持っている濃厚な麦の風味がバランスよく調和した新焼酎。
冬季限定 16本在庫！

普段は蔵人だけしか味わえない出来たての香りと味わいを是非ご賞味下さい。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

軸屋シルクスイート
軸屋酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2611
芋 東京農業大学微生物学研究室が大切に保存していた鹿児島天然酵母で仕込んだ初の芋焼酎！原料のシルクスイートは
新しい芋の品種で上品な甘さとシルクのような食感が特徴で、後味綺麗な芋の甘みが楽しめます。限定18本入荷済み

試製初号（しせいしょごう） 豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
700ｍｌ ￥1650
米 豊永酒造より製造方法は秘密の限定米焼酎【試製初号】が入荷します！2018年、豊永酒造の新しい挑戦として、
何の先入観もなく感性で味わう焼酎という事で、色々想像をめぐらせながら飲んでください。

4月3日入荷予定！

宝山ペリーラ
西酒造（鹿児島） 薩摩芋 米麹 紫蘇
20％
500ml ￥1000
芋 芋焼酎の二次もろみに鮮やかな紫色の紫蘇を加えて蒸留し仕上げた新感覚焼酎！アルコール度数20％なのでそのまま
飲んでも美味しいですが、お湯で割ると、甘酸っぱい紫蘇の香りが広がるホットペリーラになります。冬季限定品！

霞（かすみ）千本桜
柳田酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2407 ※3月6日頃入荷！
芋 麦焼酎蔵として有名な柳田酒造の芋焼酎「千本桜」の限定バージョン「霞 千本桜」が入荷しました！黒麹特有のコク
と香り、甘味と旨味が強く感じられナッツのような香ばしさもあり,ロック、お湯割り共に楽しめる逸品！

春の天狗櫻
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1278 1800ml ￥2248
芋 天狗櫻の春限定バージョン！通常の天狗櫻よりもフレッシュでフルーティな香りがあり、キレのある旨味も健在。
余韻が長く味わい深い仕上がりになっております。少量入荷のため売り切れ御免の商品です。限定36本ずつ 入荷！

新焼酎 特蒸泰明 藤居醸造（大分） 麦 麦麹 25％
1800ml ￥2600
麦 独自の製法によりフレッシュな荒々しさがありつつ本来持っている濃厚な麦の風味がバランスよく調和した新焼酎。
冬季限定 24本在庫！

普段は蔵人だけしか味わえない出来たての香りと味わいを是非ご賞味下さい。
ぼ
ん
ぼ
ん

薩摩の宝 焼酎ボンボンショコラ
西酒造(鹿児島)
８個入り ￥2200 / ４個入り ￥1200
鹿児島を中心に活躍されている洋菓子店「Patisserie YANAGIMURA」様より宝山シリーズで焼酎ボンボンを作りたいと
要望があり、実現したコラボ商品です。特製チョコレートと宝山焼酎の違いを同時に味わえる至極の一品です。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

CANGOXINA（カンゴシナ） 佐多宗二商店（鹿児島） 芋 米麹（白麹） 28％
500ml ￥1852
芋 「NHK大河ドラマ西郷どん」の放送で『CANGOXINA』という言葉が度々出たこともあり、休売していた本格焼酎CANGOXINA
の中身とデザインをリニューアルし復活発売することになりました！不二才のもろみを間接加熱蒸留した芋焼酎です。

一尚 Challenge ドラゴンフライ
小牧蒸留所（鹿児島） 芋 米麹 25％
720ml ￥1250
芋 米自体に香りが付いている香り米を”麹米”に使用し、レギュラー商品「伊勢吉どん」のスペックで造った芋焼酎！
キャラメルポップコーンのような甘い香り、すっきりとした味わいに甘みも感じます。

一尚 Challenge クリケットソング 小牧蒸留所（鹿児島） 芋 米麹 25％
720ml ￥1250
芋 「伊勢吉どん」と同じスペックですが、原料の芋に初めて”栗黄金”を使用し、麹米に国産の長粒米を使うことに
より、味の特徴を表現した芋焼酎。華やかな香り、柔らかな味わいで、心地の良い芋の甘みが特徴です。

芋

一尚 Challenge パッション

小牧蒸留所（鹿児島） 芋 米麹

25％

720ml ￥1250

一尚 Challenge パッション
小牧蒸留所（鹿児島） 芋 米麹 25％
720ml ￥1250
芋 原料の芋に”栗黄金”を使用し「一尚シルバー」と同じスペックで仕込んだ芋焼酎。ウイスキーを想わせる様な
スモーキーな香りのニュアンス、濃醇でしっかりとした芋の特徴も出ていて、複雑な甘みも感じられます。

蕾 千本桜
柳田酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2407
芋 柳田酒造の35年ぶりに復活した芋焼酎「千本桜」。今年度の新酒を詰めた限定品「蕾千本桜」が入荷しています！
詰めたてそのままのにごりと芋臭いパンチがありながら、お湯割りのふっくらした風味が最高です。※残り少量

赤山猪（あかやまじし）
すき酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2667
芋 芋の香りが抜群に濃く味は力強い”豪傑”な芋焼酎「山猪」の限定バージョン【赤山猪】が再入荷しました！！
紅紫芋を使用し、フルーティーというよりも濃厚で甘みとキレが抜群の個性が強い芋焼酎です。※1/31（水）再入荷！

爆弾ハナタレ
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 44％
360ml ￥2287
芋 黒木本店が醸す季節限定の芋焼酎。【ハナタレ】とは蒸留の際、最初に垂れてくる出端の初留取り。アルコール度数
44°の強烈な逸品。冷凍庫に入れてキンキンに冷やして飲めば爽快感がたまらない癖になる芋焼酎です。季節限定品！

新焼酎 特蒸泰明 藤居醸造（大分） 麦 麦麹 25％
1800ml ￥2600
麦 独自の製法によりフレッシュな荒々しさがありつつ本来持っている濃厚な麦の風味がバランスよく調和した新焼酎。
普段は蔵人だけしか味わえない出来たての香りと味わいを是非ご賞味下さい。2/6（火）入荷予定

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

30本限定入荷

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

山美華（さんびか）
すき酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2286
芋 新木造蔵の「すき酒造」ならではの「優木香」の淡い香り、手造り白麹と和甕の長期熟成によるまろやかな風味、
"あまく・やさしく・深く・味わいのある"上品な芋焼酎に仕上がっています。1/31（水）入荷予定

18本限定入荷

磯街道（いそかいどう）
相良酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2080
芋 相良酒造ゆかりの道「磯街道」から命名した黒麹仕込みの荒濾過焼酎。貯蔵タンク表面の油のみ取り除いて瓶詰め
された凝縮感のある芋の旨味が楽しめます！お湯割りにすると芋の風味が引き立ちます。限定本数
ぼ
ん
ぼ
ん

薩摩の宝

焼酎ボンボンショコラ

西酒造(鹿児島)

８個入り ￥2200

/

18本入荷！

４個入り

￥1200

鹿児島を中心に活躍されている洋菓子店「Patisserie YANAGIMURA」様より宝山シリーズで焼酎ボンボンを作りたいと
要望があり、実現したコラボ商品です。特製チョコレートと宝山焼酎の違いを同時に味わえる至極の一品です。

耶馬美人 吟醸
旭酒造（大分）
米 米麹
25％
720ｍｌ ￥3889
米 厳選した原料にて、旭酒造独自の吟醸純米焼酎醸造技術を駆使し、その年ごとに「最高の造りと認めた吟醸酒」を、
さらに十余年の歳月をかけてゆっくりと熟成させた米焼酎。独特のまろやな風味をお楽しみいただけます。

耶馬美人 極蒸
旭酒造（大分）
米 米麹
25％
720ｍｌ ￥6944
米 『耶馬美人 極蒸』は､「吟醸 耶馬美人」･「秘蔵古酒 げってん」に於ける旭酒造独自の吟醸純米焼酎醸造技術の
融合により生まれた作品で、「吟醸

耶馬美人」とは又一味違った"極上の味と香り"が楽しめる逸品です。

鶴見 白濁無濾過
大石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2330
芋 大石酒造のレギュラー酒「鶴見」の特別限定バージョン【白濁無濾過】。日本一芋臭い焼酎で、初めて芋焼酎を飲む方
には不向きですのでご遠慮下さい。はまってしまうと抜け出せない個性溢れる美味しさ。

30本再入荷しました！

天狗櫻 新酒
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1278 1800ml ￥2248
芋 一次・二次仕込み共に甕壺仕込み、木樽とホーローの蒸留器からの原酒をブレンドし造られる天狗櫻の新酒が入荷しま
した！通常の天狗櫻よりも力強い芋の凝縮感、新酒なのにまろやかさを合わせ持つ年1回限定出荷 の芋焼酎！

宝山ペリーラ
西酒造（鹿児島） 薩摩芋 米麹 紫蘇
20％
500ml ￥1000
芋 芋焼酎の二次もろみに鮮やかな紫色の紫蘇を加えて蒸留し仕上げた新感覚焼酎！アルコール度数20％なのでそのまま
飲んでも美味しいですが、お湯で割ると、甘酸っぱい紫蘇の香りが広がるホットペリーラになります。冬季限定品！

泡 桜山川 長期熟成古酒 限定秘蔵酒

山川酒造（沖縄）

米麹 43％
720ｍｌ \5000
「古酒の山川」で有名な山川酒造が大事に守ってきた貯蔵年数5～15年までのヴィンテージ泡盛を各10％ずつブレンドし、
盛 その後貴重な『シャム南蛮壺』にて2か月貯蔵し、造られた珠玉の逸品！圧倒的な甘い熟成香が魅力的です。限定40本！

焼酎屋のぼんぼん

黒木本店(宮崎)

ぼ
ん
ぼ
ん

1箱
￥1500
黒木本店の人気銘柄、「百年の孤独」を使用して作った「焼酎屋のぼんぼん」。ウイスキーに似た香りを持つ
「百年の孤独」はチョコレートにも見事に合います。桐箱の入れ物に8個入り、冬季のみの限定販売です。

レ
モ
ン

梅の宿 あらごしれもん 梅の宿酒造（奈良県）

レモン浸漬酒・砂糖・レモン果汁他 10％

720ml ￥1500 1800ml ￥3000

レ
モ
ン 大好評あらごしシリーズから数量限定の「あらごしれもん」が誕生しました！国産レモンの果汁を使用し、レモンミン
酒 チ、国産蜂蜜を加えることで本格的な香りとコクのある濃厚な味わいに仕上がりました。
数量限定 再入荷！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

山雀（やますずめ）
すき酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2278
※限定30本のみ！
芋 黄金千貫芋を原料に白麹菌、エクセレント菌で醸し、さらに黄麹を添え麹として仕上げたこだわりの芋焼酎。贅沢にも
三種類の麹菌を使用し絶妙なブレンドにより、優しい甘さとすっきりとした味わいの中にも華やかな余韻が残る逸品！

耶馬美人 麦
旭酒造（大分）
麦 麦麹
25％
720ｍｌ ￥1574 1800ml ￥3056
麦 年間生産量６００石の少量生産でこだわりの焼酎を造る蔵『旭酒造』。麹と掛けをともに麦100％で醸す製法を業界で
始めて開発し「大分麦焼酎の元祖」と呼ばれ、バランスの取れた心地よい飲み口、伸びのある麦の風味はさすがです。

耶馬美人 米
旭酒造（大分）
米 米麹
25％
720ｍｌ ￥1574 1800ml ￥3056
米 原料となる米を厳選し一年で一番寒い時期に仕込み、低温発酵した後ゆっくりと蒸留し、さらに熟成を重ねた純米
本格米焼酎。キメの細かいまろやかな風味、米の味わい優しく丸味を帯びた米焼酎。蔵元のおすすめはストレートで！

米

耶馬美人 吟醸

旭酒造（福岡）

米 米麹

25％

720ｍｌ ￥1500

香り柔らかく甘みや旨味、深みのあるシルキーな味わい。濃厚な味の料理に、お湯割り、前割り燗、ロックがおすすめ！

米

耶馬美人 極蒸

旭酒造（福岡）

米 米麹

25％

720ｍｌ ￥1500

天狗櫻 新酒
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1278 1800ml ￥2248
芋 一次・二次仕込み共に甕壺仕込み、木樽とホーローの蒸留器からの原酒をブレンドし造られる天狗櫻の新酒が入荷しま
した！通常の天狗櫻よりも力強い芋の凝縮感、新酒なのにまろやかさを合わせ持つ年1回限定出荷 の芋焼酎！

ひとり歩き 黒傳
古澤酒造（宮崎）
芋 米麹（黒麹） ２５％
1800ml ￥2577
芋 ひとり歩きに黒麹を使って醸された季節限定バージョンが入荷しました。白麹で醸されている通常のひとり歩きの味わい
よりも落ち着いた黒麹ならではのコクが加わり、芋の風味をより感じられる逸品になっております。限定本数24本入荷！

金峰 荒濾過
宇都酒造（鹿児島） 芋 米麹 25％
720ml ￥1215 1800ml ￥2250
芋 霊峰・金峰山の麓で創業以来の銘柄「金峰」を造り続ける宇都酒造。発酵過程の最高温度を高めにし、力強いもろみ
の状態で醸されており、「バランスの良い、飲み疲れしない味」を追求した宇都酒造四代目入魂の芋焼酎です。

山猪（やまじし）
すき酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2000 ※限定24本のみ！
芋 蔵の地元、須木の山奥の猪は通常の猪よりも、険しく奥深い山を駆け巡るために「山猪」と呼ばれています。この焼酎は
まるでその山猪が猪突猛進しているかの如く、芋の香りが抜群に濃く味は力強い”豪傑”な芋焼酎となっております。

蕾 千本桜
柳田酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2407
芋 柳田酒造の35年ぶりに復活した芋焼酎「千本桜」。今年度の新酒を詰めた限定品「蕾千本桜」が今年も入荷します！
詰めたてそのままのにごりと芋臭いパンチがありながら、お湯割りのふっくらした風味が最高です。入荷済み！発売中

爆弾ハナタレ
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 44％
360ml ￥2287
芋 黒木本店が醸す季節限定の芋焼酎。【ハナタレ】とは蒸留の際、最初に垂れてくる出端の初留取り。アルコール度数
44°の強烈な逸品。冷凍庫に入れてキンキンに冷やして飲めば爽快感がたまらない癖になる芋焼酎です。季節限定品！

あらあらざけ黒麹2017
佐藤酒造（鹿児島）
芋 米麹 38％
720ml ￥3664
芋 佐藤酒造の「あらあらざけ黒麹」が入荷します！蒸留直後の原酒をそのまま詰めた新焼酎で、パンチのある芋の風味が
広がります。瓶の裏ラベルに6000本限定シリアルナンバー付きですのでお買い求めはお早めに。入荷済み！残り僅か！

宝山ペリーラ
西酒造（鹿児島） 薩摩芋 米麹 紫蘇
20％
500ml ￥1000
芋 芋焼酎の二次もろみに鮮やかな紫色の紫蘇を加えて蒸留し仕上げた新感覚焼酎！アルコール度数20％なのでそのまま
飲んでも美味しいですが、お湯で割ると、甘酸っぱい紫蘇の香りが広がるホットペリーラになります。冬季限定品！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

甘えんぼう やきいも焼酎 すき酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
720ml ￥1286 1800ml ￥2556
芋 密芋と呼ばれる「紅はるか」の焼き芋を使った甘み抜群の芋焼酎が入荷しました！香ばしい焼き芋の香味と、ふっくらと
した甘味のある味わい。お湯割りにするとよりいっそう芋の芳醇な風味が引き立ちます。

年一回限定18本入荷！

開墾畑の天狗櫻
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％ 720ml ￥1389 1800ml ￥2593 10月7日入荷予定。
芋 蔵元自らが放棄された畑を開墾し、無農薬、無肥料で育てたサツマイモを使用した限定芋焼酎。今年は「鍋ヶ城跡地区」
産のさつま芋で仕込まれ、木桶蒸留器を通常のものよりも多く使用しているため、口当たりの柔らかい仕上がりです。

杜氏潤平 新酒
小玉醸造(宮崎)
芋 米麹 25％
1800ml ￥3100
芋 通常の杜氏潤平が蒸留後1年ほど貯蔵をしてから出荷されるのに対し、新酒はその年の最初の蒸留したものを検定後
すぐに加水し無濾過で瓶詰めしました。華やかな香り、無濾過ならではの旨味が詰まった味わい！

10月7日入荷予定。

伊勢吉どん 新酒
小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥1885
芋 小牧醸造会長の名前「伊勢吉」から銘々された芋焼酎。蒸留直後の新焼酎の味を楽しんでいただくために蒸留後あまり時
を置かず、濾過もしていない状態で瓶詰めした焼酎です。見た目にも白濁しており芋の旨味がたっぷり詰まった逸品です。

鶴見 白濁無濾過
大石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2330
芋 大石酒造のレギュラー酒「鶴見」の特別限定バージョン【白濁無濾過】。日本一芋臭い焼酎で、初めて芋焼酎を飲む方
には不向きですのでご遠慮下さい。はまってしまうと抜け出せない個性溢れる美味しさ。

10月3日入荷予定！

あらあらざけ白麹2017
佐藤酒造（鹿児島）
芋 米麹 38％
720ml ￥3664
芋 佐藤酒造の新原酒「あらあらざけ」が今年も入荷します！蒸留直後の原酒をそのまま詰めた新焼酎で、パンチのある芋の
風味が広がります。裏ラベルに3000本限定シリアルナンバー付きですのでお買い求めはお早めに。10月20日入荷予定！

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

松露 黒麦 平成十六年蒸留長期貯蔵原酒
松露酒造（宮崎）
麦 麦麹 43％
720ml ￥3700
麦 平成16年の蒸留を経てホーロータンクに貯蔵しゆっくりと熟成させました。13年の時を経てまろやかで豊かな麦の香り
濃密で深みのある味わいに仕上がりました。麦焼酎本来の熟成感を存分に楽しめる逸品です。

10月10日入荷予定！

SAGARA柑橘系フレーバー
相良酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2200
芋 少量生産の希少な原料「サツママサリ」芋を100％使用した芋焼酎。芋焼酎用のサツマイモとして生み出された品種で、
柑橘系の香りとされるリナロールが多く含まれているのが特徴。柑橘系の香りと余韻に芋の甘みがしっかり残ります。

泡 桜山川 長期熟成古酒 限定秘蔵酒
山川酒造（沖縄） 米麹 43％
720ｍｌ \5000
「古酒の山川」で有名な山川酒造が大事に守ってきた貯蔵年数5～15年までのヴィンテージ泡盛を各10％ずつブレンドし、
盛 その後貴重な『シャム南蛮壺』にて2か月貯蔵し、造られた珠玉の逸品！圧倒的な甘い熟成香が魅力的です。限定40本！
レ
梅の宿 あらごしれもん 梅の宿酒造（奈良県） レモン浸漬酒・砂糖・レモン果汁他 10％ 720ml ￥1500 1800ml ￥3000
モ 大好評あらごしシリーズから数量限定の「あらごしれもん」が誕生しました！国産レモンの果汁を使用し、レモンミン
ン チ、国産蜂蜜を加えることで本格的な香りとコクのある濃厚な味わいに仕上がりました。数量限定 10月7日入荷予定！

芋

ヤマトザクラヒカリ

大和桜酒造（鹿児島）

天盃（福岡）

中野酒造（大分）

720ｍｌ ￥1250 1800ml ￥2500

大麦 大麦麹 25％

720ｍｌ ￥1500 1800ml ￥3000

紅茶 梅酒 ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ 糖類 7％

720ml ￥1200 1800ml ￥2300

地元大分県杵築市の「杵築紅茶 べにふうき」を、３年連続モンドセレクション最高金賞の深層地下天然水で水出しし、
地元産南高梅で仕込んだ梅酒とブランデーをブレンドした逸品！ミルクやレモンを入れても美味しいです。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

芋

大麦 大麦麹 25％

麦焼酎しか造らない職人が「食」と「和」を追求した焼酎「クラフトマン多田」を創りました。キャンティブラウンは
香り柔らかく甘みや旨味、深みのあるシルキーな味わい。濃厚な味の料理に、お湯割り、前割り燗、ロックがおすすめ！

梅 ちえびじん紅茶梅酒
酒

天盃（福岡）

麦焼酎しか造らない職人が「食」と「和」を追求した焼酎「クラフトマン多田」を創りました。スパニッシュオレンジは
甘い香りとスムースな口当たり、なめらかでリッチな味わい。軽い味の料理とロック、ソーダ割り、水割りがおすすめ！

クラフトマン多田 キャンティブラウン
麦

720ml ￥1410 1800ml ￥2571

麹米にコシヒカリ（又はヒノヒカリ）を使用し、一年間の歳月を懸けて熟成貯蔵した本格手造り芋焼酎です。
ふくよかな芋の香りと、しっかりとした滑らかで芳醇な味わい、まろやかな旨味をご堪能いただけます。

クラフトマン多田 スパニッシュオレンジ
麦

芋 米麹 25％

松露 白麹赤芋仕込み 松露酒造（宮崎）

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

芋 米麹 20％

1800ml ￥2200

松露酒造の地元、宮崎県串間産の「宮崎紅」を使った、アルコール度数20°の芋焼酎！見た目にも涼しい
ライトブルーのボトルで、軽快な飲み口ながら優しい芋の香りと甘い風味が綺麗な余韻で味わえます。18本再入荷！！

夏の潤平
小玉醸造(宮崎)
芋 米麹 20％
720ml ￥1150 1800ml ￥2300
芋 宮崎芋焼酎「杜氏潤平」の夏限定バージョン「夏の潤平」が入荷しました！原料に新品種「コガネマサリ」、麹に
新種麹菌「河内白麹エクセレント菌」を使用したフローラルな香りが特徴の柔らかい甘みが表現された芋焼酎！

芋

晴耕雨讀 甕壷仕込み（黒麹）

佐多宗二商店（鹿児島） 芋 米麹（黒麹）

25％

1800ml ￥2743

芋 季節限定の晴耕雨讀 甕壷仕込み（黒麹）が入荷しました！一次・二次仕込み共に甕壺で仕込み、蒸留後も甕壺で

貯蔵します。黒麹特有の香りと、甕壷仕込みのまろやかな味わいで、お湯割・ロックどちらでも楽しめる芋焼酎です。

泡 翠古 夏限
忠孝酒造（沖縄）
米麹 19％
1800ｍｌ \2000
古式泡盛製法（シー汁浸漬法）によって仕込まれた「翠古」の夏限定バージョン!無濾過に近い状態で仕上げているので
盛 19度でも旨味がありつつ、爽やかで軽快に楽しめる逸品となっております。ギンギンに冷やして楽しんでください。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
芋

紅小牧

新入荷商品

小牧醸造（鹿児島）

芋 米麹

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
３０％

1800ml ￥4611

女性にも焼酎を飲んでもらいたいとの思いで平成13年から造り始めたのがこの「紅小牧」です。青果用の紅さつま芋を
原料にし、甘くフルーティな味わいを目指し度数も25度から30度に変えより濃い味わいが楽しめる芋焼酎になりました！

梅酒
八海山の原酒で仕込んだ梅酒 日本酒「八海山」で仕込んだ梅酒、爽やかな酸味が心地よい！ 720ml
八海山の焼酎で仕込んだ梅酒 米焼酎「宜有千萬」で仕込んだ梅酒、バランス良い梅の果実味！720ml

梅まんさく
真澄 梅酒
山田十郎 梅酒
紅茶梅酒
梅の宿 梅酒
梅の宿 あらごし梅酒
豊後梅酒
文蔵 梅酒
山元 アロマ梅酒
角玉 梅酒
くだもん 福岡うめ

古木の梅の実と甘酒を使って仕込んだ優しい味わいの梅酒です
米焼酎ベースの梅酒で上品ですっきりとした味わいの梅酒です 720ml
山田錦を使用した日本酒に漬けて作った純米梅酒です
500ml
地元大分県杵築市の「杵築紅茶 べにふうき」を使用した逸品！720ml
日本酒ベースの梅酒で、みずみずしく爽やかな梅酒です
720ml
梅酒に梅の果肉をブレンドした、果肉感たっぷりの梅酒です
720ml
本格焼酎に漬け込み、10年以上寝かせた熟成梅酒です
720ml
米焼酎”文蔵”に漬け込み、一定期間熟成させた梅酒です
【田舎風自然造り】で、どこか懐かしい味わいの梅酒です
720ml
美味滋養の言葉と共に、1958年日本で最初に輸出した梅酒です 750ml
福岡県産南高梅を使用し梅酒の濃さはそのままに低アルコール！720ml

泉姫 ゆず酒
梅乃宿 ゆず酒
大那
柚子
くだもん 大分ゆず

愛媛の柚子と自社の『特別本醸造」を使用し造られた柚子酒。 720ml
柚子の風味たっぷりで、上品な味わいの柚子酒です。
720ml
地元の「天然ゆず」を手搾りで仕込んだ柚子リキュールです
大分県産の柚子を贅沢に使用した爽やかな風味と優しい甘さ！ 720ml

ゆず酒

￥1300
￥1300
￥1560
￥1200
￥1200
￥1000
￥1400
￥1139

1800ml ￥2700
1800ml ￥2700
1800ml ￥2600
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml

￥2800
￥2300
￥2000
￥2800
￥2783
￥4100

￥1200
￥1409 1800ml ￥2076
￥1350 1800ml ￥2700
￥1100
￥1400
￥1450

1800ml
1800ml
1800ml
1800ml

￥2200
￥2800
￥2800
￥2900

夏の潤平
小玉醸造(宮崎)
芋 米麹 20％
720ml ￥1150 1800ml ￥2300
芋 宮崎芋焼酎「杜氏潤平」の夏限定バージョン「夏の潤平」が入荷しました！原料に新品種「コガネマサリ」、麹に
新種麹菌「河内白麹エクセレント菌」を使用したフローラルな香りが特徴の柔らかい甘みが表現された芋焼酎！

紫尾の露 颯
軸屋酒造（鹿児島）
芋 米麹 20％
1800ml ￥2000
芋 四代目当時の息子の名をとった夏酒「紫尾の露 颯」は、自社栽培の”安納芋”と”紅あずま”を白麹で丁寧に仕込み
ブレンドした逸品。香り高く余韻のある味わいと、喉ごしのスッキリ感が絶妙！

※8/3頃入荷予定です。

芋 相良十代目 3年古酒

相良酒造（鹿児島）
芋 米麹（白・黄） 27％
1800ml ￥2500
相良酒造「相良博信氏」の十代目就任を記念して造られた限定本数1250本の芋焼酎が新入荷しました！白麹と黄麹を
絶妙にコントロールし芳醇でふくよかな香りを、三年熟成が織りなす滑らかさを楽しめます! 限定本数30本入荷！

芋 2012年製 天狗櫻

白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1574 1800ml ￥3000
2012年に蒸留した天狗櫻の原酒を、甕とホーロータンクでそれぞれ貯蔵しブレンドした天狗櫻の熟成酒バージョン！
熟成することによりでてくる香りや落ちついた深い味わいが楽しめます。
少量入荷のためお早目に！

芋

池の露 安納芋

天草酒造（熊本）

芋 米麹 25％

720ml ￥1257

1800ml ￥2524

【安納芋】という食べても甘く、別名"蜜芋"とも言われる原料芋で仕込まれた池の露シリーズの芋焼酎。
安納芋の独特の柑橘系っぽい蜜のような香りを感じ、優しい甘みが口の中に広がります。 ※限定本数30本入荷！

泡 翠古 夏限

忠孝酒造（沖縄）
米麹 19％
1800ｍｌ \2000
古式泡盛製法（シー汁浸漬法）によって仕込まれた「翠古」の夏限定バージョン!無濾過に近い状態で仕上げているので
盛 19度でも旨味がありつつ、爽やかで軽快に楽しめる逸品となっております。ギンギンに冷やして楽しんでください。
泡 やまかわ甕フィニッシュ2014
山川酒造（沖縄）
米麹 30％
600ｍｌ \1250 1800ｍｌ \2950
やまかわ酒造の限定商品が今年も入荷しました。甕フィニッシュとは、蒸留した泡盛をタンクで貯蔵した後、
盛 出荷まで熟成させることにより、柔らかな味わいと上品な香りを楽しめる限定生産の特別な泡盛です。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
芋

赤山猪（あかやまじし）

新入荷商品

すき酒造（宮崎）

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

芋 米麹 25％

1800ml ￥2667

芋の香りが抜群に濃く味は力強い”豪傑”な芋焼酎「山猪」の限定バージョン【赤山猪】が入荷しました！！

芋
紅紫芋を使用し、フルーティーというよりも濃厚で甘みとキレが抜群の個性が強い芋焼酎です。※限定本数30本のみ！

梅 山形正宗とろとろ梅酒 水戸部酒造（山形）

梅・日本酒・糖類・醸造アルコール 20％ 720ml ￥1500 1800ml ￥3000
天満天神梅酒大会で何度も入賞経験のある水戸部酒造が造る梅酒の特別バージョン！通常の梅酒にペーストした
酒 梅の果実を加えた、とろとろとした果肉がたっぷりの濃厚な梅酒です。ヨーグルトやアイスにかけても楽しめます♪

芋

富乃宝山

西酒造（鹿児島）

芋 米麹

25％

720ml

￥1429

1800ml ￥2819

西酒造の黄麹仕込みの芋焼酎。黄麹独特のフルーティーな柑橘系な香りの中に芋の風味が溶け込んでいて、今までの
芋焼酎の感覚とは一味違う芋焼酎です。芋焼酎が苦手な方にもオススメしたい逸品です。ソーダ割りが最高におすすめ！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

ふんわり涼やか特蒸泰明
藤居醸造（大分）
麦 麦麹 19％
720ｍｌ ￥1150 1800ml ￥2300
麦 裏ラベルに金魚が泳ぐ様を描いた、見た目にも楽しめる夏限定麦焼酎。通常の特蒸泰明の中取りを無濾過のまま割水した
後、味をなじませるために半年以上タンクにて熟成させました。まろやかな麦の風味がありスイスイ呑める麦焼酎！

ちんぐ 夏上々
重家酒造（長崎）
大麦 米麹 19％
720ｍｌ ￥1000 1800ml ￥1886
麦 厳選した壱岐産二条大麦と、壱岐産米で仕込み、特殊な酵母を使い、夏を感じさせる味わいに仕上げました。
フルーティで優しい香り、まろやかな麦の甘み、焼酎にひと夏の恋をしてもらいたいとの蔵元の想い溢れる麦焼酎。

夏の小牧
小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1300 1800ml ￥2600
芋 ジョイホワイトを白麹、紅さつまを黒麹で仕込み、それぞれの原酒を5対5の割合でブレンドし25°に割水しました。
夏の暑い日にはロックや水割りで呑んで美味しい焼酎を、と言う思いで誕生した小牧醸造夏季限定芋焼酎！！

泡 翠古 夏限
忠孝酒造（沖縄）
米麹 19％
1800ｍｌ \2000
古式泡盛製法（シー汁浸漬法）によって仕込まれた「翠古」の夏限定バージョン!無濾過に近い状態で仕上げているので
盛 19度でも旨味がありつつ、爽やかで軽快に楽しめる逸品となっております。ギンギンに冷やして楽しんでください。

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
泡 春雨 GR25°

宮里酒造（沖縄）

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
米麹 25％

1800ｍｌ \2370

レギュラーシリーズ春雨のアルコール30度よりも低く設定された新発売の春雨25度。食中酒としての泡盛をコンセプトに

盛 開発されていて、熟成感というよりは優しい香りと甘みが特徴です。酒の肴とともにロック、水割りでどうぞ。
ル

リ
キ
ュ
ー

常徳屋かぼす （all oita）
常徳屋酒造場（大分） 本格麦焼酎・かぼす・果糖 10％
720ml ￥1250
かぼすの繊細な香りを活かすためにあえて減圧蒸留で仕込んだ麦焼酎をベースにし、かぼす特有のすっぱさを引き立たせ
るためにかぼす果汁を通常よりも1.5倍にした拘りの逸品！甘さを抑えた、さわやかな酸味が味わえるリキュール！

松露 白麹赤芋仕込み 松露酒造（宮崎）
芋 米麹 20％
720ｍｌ ￥1100 1800ml ￥2200
芋 松露酒造の地元、宮崎県串間産の「宮崎紅」を使った、アルコール度数20°の芋焼酎！見た目にも涼しい
ライトブルーのボトルで、軽快な飲み口ながら優しい芋の香りと甘い風味が綺麗な余韻で味わえます。

夏の潤平
小玉醸造(宮崎)
芋 米麹 20％
720ml ￥1150 1800ml ￥2300
芋 宮崎芋焼酎「杜氏潤平」の夏限定バージョン「夏の潤平」が入荷しました！原料に新品種「コガネマサリ」、麹に
新種麹菌「河内白麹エクセレント菌」を使用したフローラルな香りが特徴の柔らかい甘みが表現された芋焼酎！

夏の小牧
小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1300 1800ml ￥2600
芋 ジョイホワイトを白麹、紅さつまを黒麹で仕込み、それぞれの原酒を5対5の割合でブレンドし25°に割水しました。
夏の暑い日にはロックや水割りで呑んで美味しい焼酎を、と言う思いで誕生した小牧醸造夏季限定芋焼酎！！

ちんぐ 夏上々
重家酒造（長崎）
大麦 米麹 19％
720ｍｌ ￥1000 1800ml ￥1886
麦 厳選した壱岐産二条大麦と、壱岐産米で仕込み、特殊な酵母を使い、夏を感じさせる味わいに仕上げました。
フルーティで優しい香り、まろやかな麦の甘み、焼酎にひと夏の恋をしてもらいたいとの蔵元の想い溢れる麦焼酎。

夏の赤鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 大麦麹 20％
720ml ￥926 1800ml ￥1852
麦 宮崎県で新しく開発された「平成宮崎酵母」を使用し、幾重にもわたる試行錯誤の末につくられた麦焼酎！
宮崎県では一般的なアルコール度数20度で、まろやかな口当たりと程良い麦の香ばしい余韻がたまりません！

泡 翠古 夏限
忠孝酒造（沖縄）
米麹 19％
1800ｍｌ \2000
古式泡盛製法（シー汁浸漬法）によって仕込まれた「翠古」の夏限定バージョン!無濾過に近い状態で
盛 仕上げているので19度でも旨味がありつつ、爽やかで軽快に楽しめる逸品となっております。
泡 やまかわ甕フィニッシュ

山川酒造（沖縄）

米麹 30％

600ｍｌ \1250

1800ｍｌ \2950

盛 古酒の泡盛で有名な【やまかわ酒造】の限定商品。甕フィニッシュとは、蒸留した泡盛をタンクで貯蔵した後、
出荷まで熟成させることにより、柔らかな味わいと上品な香りを楽しめる特別な泡盛です。
芋

宝山モヒート

西酒造（鹿児島）

薩摩芋 米麹 ミント

20％

500ml ￥1000

※数量限定品！

芋焼酎の二次もろみにミントの葉を加えて発酵させ蒸留し仕上げた暑い夏にぴったりの爽快リキュール！
軽快な旨みと爽やかなミントの香り、そのままロック、水割り、ソーダで割るなど幅広くお楽しみいただけます！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

ちえびじん

キ
レモンティーリキュール 中野酒造（大分） 醸造ｱﾙｺｰﾙ･ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ･紅茶･ﾚﾓﾝ果汁 他 11％ 720ml ￥1300 1800ml ￥2500
ルュ リ
ー 地元杵築紅茶で紅茶を精製し、国産レモンを生搾りしたリキュール｡昨年よりも新鮮なレモンを使用し苦味が綺麗になり

レモンリキュールでもなければ紅茶リキュールでもない､レモンティーリキュールだ!!との想いを込めて出来ました｡
宝山 白豊印
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1410 1800ml ￥2781
芋 宝山蒸撰シリーズ【白豊】の25°加水バージョン！ふっくらした芋の香り、まろやかなで甘みのある味わい、
呑んだ後に残る余韻も長く、水割り、お湯割り、ロックと幅広く楽しめる逸品です。720ml 12本、1800ml 36本！限定

きろく
黒木本店(宮崎) 芋 米麹 25％
720ｍｌ ￥1152 1800ml ￥2219
芋 黒木本店の『くろき』の反対読みから名付けられた芋焼酎【きろく】。名前は遊び心に溢れていますが味わいは
骨格がしっかりしており凝縮感のある芋の風味で、王道にふさわしい黒木本店を代表する芋焼酎！

黒 龍宮 蔵和水十五度

富田酒造（鹿児島） 黒糖 米麹 15％

720ml ￥950 1800ml ￥1600

糖 潮風の風味の沖縄黒糖と国産米で造られ、蔵で十五度に和水してあります。黒糖のさわやかなコクと呑み口が軽く
グイグイ呑める、割らずにそのまま温めて呑める黒糖焼酎です。寒い冬にピッタリの優しい味わいです。
泡 春雨カリー

宮里酒造（沖縄）
米麹 30％
720ｍｌ \1250 1800ｍｌ \2240
春雨の"春"は【希望】を､雨は【恵み】という想いが込められています。カリーとは沖縄方言で「おめでたい」を意味する
盛 言葉で、お祝いごとで使われます。バニラの様な甘い香りが次第に出てくる複雑で濃厚な香りのクセになる味わい。
梅 ちえびじん紅茶梅酒
中野酒造（大分）
紅茶 梅酒 ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ 糖類 7％
720ml ￥1200 1800ml ￥2300
地元大分県杵築市の「杵築紅茶 べにふうき」を、３年連続モンドセレクション最高金賞の深層地下天然水で水出しし、
酒 地元産南高梅で仕込んだ梅酒とブランデーをブレンドした逸品！ミルクやレモンを入れても美味しいです。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
芋

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

松露 白麹赤芋仕込み 松露酒造（宮崎）
芋 米麹 20％
720ｍｌ ￥1100 1800ml ￥2200
松露酒造の地元、宮崎県串間産の「宮崎紅」を使った、アルコール度数20°の芋焼酎！見た目にも涼しい
ライトブルーのボトルで、軽快な飲み口ながら優しい芋の香りと甘い風味が綺麗な余韻で味わえます。

芋 復刻版 兵六

相良酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥1844 ※限定24本のみ！
相良酒造9代目当主「相良榮二」は太平洋戦争突入と同時に「相良どんの地酒」にピリオドを打つ。この時に生まれ
たのが芋焼酎「兵六」。9代目監修の元、ここに「復刻版兵六」が完成。創業284年の奥深い歴史の味を堪能下さい。

霞（かすみ）千本桜
柳田酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2407 ※限定18本のみ！
芋 麦焼酎蔵として有名な柳田酒造の芋焼酎「千本桜」の限定バージョン「霞 千本桜」が入荷しました！黒麹特有のコク
と香り、甘味と旨味が強く感じられナッツのような香ばしさもありロック、お湯割り共に楽しめる逸品！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

芋 軸屋 紅はるか

軸屋酒造（鹿児島）
芋 米麹 ２５％
1800ml ￥2520 ※限定18本のみ！
軸屋酒造から、自社畑で栽培した紅はるかを黒麹で仕込み、長期甕貯蔵した新シリーズが入荷しました！
甕熟成による上品でまろやかな口当たり、紅はるかの特有の華やかさと甘みが楽しめる限定生産の芋焼酎。

裸の麦をつかまえて 桜うづまき酒造（愛媛） はだか麦 はだか麦麹 25％ 720ml ￥1200 1800ml ￥2400
麦 裸麦の生産量が日本一の愛媛県の麦焼酎。裸麦はほとんどが日本産で、生産量も極端に少なく「幻の麦」と称される
ほど。クセのある裸麦の個性をうまく引きだし華やかな香りとコクのある味わいの風味豊かな麦焼酎！

麦

芋

青鹿毛（あおかげ）

柳田酒造（宮崎）

大麦 米麹 25％

720ｍｌ ￥1157

1800ml ￥2315

二条大麦がもつ、芳ばしい香りがダイレクトに伝わる本格麦焼酎。甘く柔らかな香りと余韻の長い濃厚な味わいが特徴。
ロックではビターな余韻を、お湯割りや燗冷ましにすると、なめらかな甘さと奥行きのある舌触りが楽しめます。

朝掘り

小玉醸造(宮崎)

芋 米麹 25％

1800ml ￥2100

城下町の小さな蒸留所『小玉醸造』より、朝一番に掘り起こした新鮮甘露で仕込む【朝掘り】が入荷しました。
紅芋を原料に常圧で仕込んだ原酒に、黄金千貫を減圧で仕込んだ原酒をブレンドした爽やかな甘味の芋焼酎。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

復刻版 兵六
相良酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥1844 ※限定30本のみ！
芋 相良酒造9代目当主「相良榮二」は太平洋戦争突入と同時に「相良どんの地酒」にピリオドを打つ。この時に生まれ
たのが芋焼酎「兵六」。9代目監修の元、ここに「復刻版兵六」が完成。創業284年の奥深い歴史の味を堪能下さい。

芋

霞（かすみ）千本桜

柳田酒造（宮崎）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2407 ※限定30本のみ！

芋

芋

芋

霞（かすみ）千本桜

柳田酒造（宮崎）

1800ml ￥2407 ※限定30本のみ！

芋 米麹 25％

麦焼酎蔵として有名な柳田酒造の芋焼酎「千本桜」の限定バージョン「霞 千本桜」が入荷しました！黒麹特有のコク
と香り、甘味と旨味が強く感じられナッツのような香ばしさもありロック、お湯割り共に楽しめる逸品！

甕雫 玄

京屋酒造（宮崎）

芋 米麹 20％

900ml ￥3869

1800ml ￥6081

創業天保五年(1834年)。原料には農薬を使用せず、有機肥料で子会社農園で栽培した「紫芋」と「寿芋」を使用。
黒麹と白麹の原酒を絶妙にブレンドした、豊潤さと軽快さを兼ね備えた絶妙な味わい。※ 限定18本 入荷済み！

きろく無濾過

黒木本店(宮崎)

芋 米麹 25％

1800ml ￥2824

黒木本店が醸す冬季限定の芋焼酎。黒麹の【きろく】の原酒を無濾過・無調整のままアルコール分25°まで割り水した
新酒です。ラベルも今年から新しく変わり、旨み＆香りが荒々しく野生的な全体像に仕上がっています。大人気！発売中

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

山猪（やまじし）
すき酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2000 ※限定30本のみ！
芋 蔵の地元、須木の山奥の猪は通常の猪よりも、険しく奥深い山を駆け巡るために「山猪」と呼ばれています。この焼酎は
まるでその山猪が猪突猛進しているかの如く、芋の香りが抜群に濃く味は力強い”豪傑”な芋焼酎となっております。

ル

リ
キ
ュ
ー

FRUTAS ブラッドオレンジ 梅乃宿酒造（奈良）

ブラッドオレンジ・醸造アルコール・日本酒 他 5％

1800ml ￥2800

イタリア地中海地域原産で、真っ赤な果肉が特徴のブラッドオレンジを使用したジュースのようなリキュールが入荷しま
した。そのまま食べてもおいしい果実を、最後まで絞りきらずにやさしく搾汁することで、味と香りを生かしています。

大和桜
大和桜酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1200 1800ml ￥2190
芋 大和桜酒造の代表銘柄『大和桜』。芋には黄金千貫、麹米には国産米、良質な地下水を使用し、手造りの麹と
全量甕壺仕込みというこだわりのある逸品。やさしく甘い口当たりに爽やかな芋の旨味が楽しめます。

芋 球（きゅう）

黒木本店（宮崎）
芋 米麹（白・黒） 14％
720ml ￥1600
黒木本店からの新商品、球体のようなバランスの焼酎を目指して造られたアルコール度数14％の芋焼酎！樽貯蔵した原酒
や仕込の違う原酒をブレンドし蔵の水で割っています。色んな風味が球の中に包まれています。※少量入荷！お早目に

梅 ちえびじん紅茶梅酒

中野酒造（大分）
紅茶 梅酒 ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ 糖類 7％
720ml ￥1200 1800ml ￥2300
地元大分県杵築市の「杵築紅茶 べにふうき」を、３年連続モンドセレクション最高金賞の深層地下天然水で水出しし、
酒 地元産南高梅で仕込んだ梅酒とブランデーをブレンドした逸品！ミルクやレモンを入れても美味しいです。

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

春の天狗櫻
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1278 1800ml ￥2248
芋 天狗櫻の春限定バージョン！通常の天狗櫻よりもフレッシュでフルーティな香りがあり、キレのある旨味も健在。
余韻が長く味わい深い仕上がりになっております。少量入荷のため売り切れ御免の商品です。限定36本ずつ 入荷！

きろく無濾過
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 25％
720ml ￥1417 1800ml ￥2824
芋 黒木本店が醸す冬季限定の芋焼酎。黒麹の【きろく】の原酒を無濾過・無調整のままアルコール分25°まで割り水した

新酒です。ラベルも今年から新しく変わり、旨み＆香りが荒々しく野生的な全体像に仕上がっています。大人気！発売中

宝山 芋麹全量 綾紫
西酒造（鹿児島）
芋 芋麹 28％
1800ml ￥3667
芋 宝山芋麹全量シリーズの黒麹を使用した【綾紫】限定バージョン!綾紫独特のワインのような香り、透明感が
ある飲み口で、後から黒麹らしいしっかりとしたコクのある味わいが広がります。少量 入荷！お早目に

麦 新焼酎 特蒸泰明

藤居醸造（大分） 麦 麦麹 25％
1800ml ￥2600
独自の製法によりフレッシュな荒々しさがありつつ本来持っている濃厚な麦の風味がバランスよく調和した新焼酎。
普段は蔵人だけしか味わえない出来たての香りと味わいを是非ご賞味下さい。※在庫あと僅かお早目に！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

池の露 ムラサキマサリ
天草酒造（熊本）
芋 米麹 25％
720ml ￥1278 1800ml ￥2248
芋 大人気！池の露に芋の品種別シリーズで新しく《ムラサキマサリ》が入荷しました。年一回の限定生産品のため
入荷数わずかですが、むらさき芋の特徴を生かしたフルーティでまろやかな芋の甘みをご堪能ください。※3/10入荷予定
リ
キ
ュ
ー
ル

FRUTAS マンゴー 梅乃宿酒造（奈良）

マンゴー・日本酒・パッションフルーツ他 5％

720ml ￥1400

1800ml ￥2800

マンゴーの王様と呼ばれるアルフォンソマンゴーをたっぷり使用し、香り高いフルーツリキュール！アクセントに
パッションフルーツをブレンドすることで、濃厚な甘味の中に爽やかな酸味を加え、華やかさも演出しています。
天狗櫻 新酒
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1278 1800ml ￥2248
芋 一次・二次仕込み共に甕壺仕込み、木樽とホーローの蒸留器からの原酒をブレンドし造られる天狗櫻の新酒がでます！
通常の天狗櫻よりも力強い芋の凝縮感、新酒なのにまろやかさを合わせ持つ年1回限定出荷 の芋焼酎！

爆弾ハナタレ
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 44％
360ml ￥2287
芋 黒木本店が醸す季節限定の芋焼酎。【ハナタレ】とは蒸留の際、最初に垂れてくる出端の初留取り。アルコール度数
44°の強烈な逸品。冷凍庫に入れてキンキンに冷やして飲めば爽快感がたまらない癖になる芋焼酎です。

芋
ぼ
ん
ぼ
ん

蕾 千本桜

柳田酒造（宮崎）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2407

麦焼酎蔵として有名な柳田酒造の35年ぶりに復活した芋焼酎「千本桜」の新酒を詰めた季節限定品「蕾千本桜」が今年
も入荷しました！詰めたてそのままのにごりと芋臭いパンチがありながら、お湯割りのふっくらした風味がたまらない。

焼酎屋のぼんぼん

黒木本店(宮崎)

1箱

￥1500

黒木本店の人気銘柄、「百年の孤独」を使用して作った「焼酎屋のぼんぼん」。ウイスキーに似た香りを持つ
「百年の孤独」はチョコレートにも見事に合います。桐箱の入れ物に8個入り、冬季のみの限定販売です。

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

池の露 湯島
天草酒造（熊本）
芋 米麹 30％
720ml ￥2639
芋 天草諸島と長崎島原半島の中間に位置する湯島は、四方を海で囲まれており海風の影響から収穫される芋は甘く"湯島芋"
と呼ばれています。一作年度より少量ずつ仕込み去年は熊本県内限定で販売され、今回少量分けていただいた逸品です。

黒 朝日 10年熟成秘蔵古酒
朝日酒造（鹿児島）
黒糖 米麹 43％
720ml ￥4165
平成18年8月2日に蒸留した原酒を、濾過を一切かけず無濾過無調整のままタンクにて10年間貯蔵熟成させました。
糖 10年の歳月が生みだした濃厚な甘い香りと深いコク。朝日酒造100周年記念にふさわしい芳醇無比な極上の黒糖焼酎です。
泡 春雨カリー
宮里酒造（沖縄）
米麹 30％
720ｍｌ \1250 1800ｍｌ \2240
春雨の"春"は【希望】を､雨は【恵み】という想いが込められています。カリーとは沖縄方言で「おめでたい」を意味する
盛 言葉で、お祝いごとで使われます。バニラの様な甘い香りが次第に出てくる複雑で濃厚な香りのクセになる味わい。
泡 春雨ラメ
宮里酒造（沖縄）
米麹 43％
720ｍｌ \4480
クースのような味わいを気軽に楽しんでほしいとのコンセプトのもと生まれた「春雨ラメ」。 老麹を使用し、独自の
盛 製法によって古酒のような上品でふくよかな香りと濃厚な味わいがラメ色の輝きを思わせることから名付けられました。
泡 春雨GRｂ

宮里酒造（沖縄）
米麹 15％
500ｍｌ \1050
15度でも春雨ならではの味わいや香りをしっかり楽しめる用に造られた春雨グリーンボトル！食事に合わせやすい透明
盛 感のある味わいと、優しい香りと甘みが特徴です。そのまま冷やしても温めても美味しい気軽に楽しめる泡盛です！

球（きゅう）
黒木本店（宮崎）
芋 米麹（白・黒） 14％
720ml ￥1600
芋 黒木本店からの新商品、球体のようなバランスの焼酎を目指して造られたアルコール度数14％の芋焼酎！樽貯蔵した原酒
や仕込の違う原酒をブレンドし蔵の水で割っています。色んな風味が球の中に包まれています。※少量入荷品お早目に

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
芋

芋

きろく無濾過

季節限定商品

黒木本店(宮崎)

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

芋 米麹 25％

720ml ￥1417 1800ml ￥2824

黒木本店が醸す冬季限定の芋焼酎。黒麹の【きろく】の原酒を無濾過・無調整のままアルコール分25°まで割り水した
新酒です。ラベルも今年から新しく変わり、旨み＆香りが荒々しく野生的な全体像に仕上がっています。

ひとり歩き

黒傳

古澤酒造（宮崎）

芋 米麹（黒麹）

２５％

1800ml ￥2577

ひとり歩きに黒麹を使って醸された季節限定バージョンが入荷しました。白麹で醸されている通常のひとり歩きの味わい
よりも落ち着いた黒麹ならではのコクが加わり、芋の風味をより感じられる逸品になっております。限定本数24本入荷！

天狗櫻 新酒
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1278 1800ml ￥2248
芋 一次・二次仕込み共に甕壺仕込み、木樽とホーローの蒸留器からの原酒をブレンドし造られる天狗櫻の新酒がでます！
通常の天狗櫻よりも力強い芋の凝縮感、新酒なのにまろやかさを合わせ持つ年1回限定出荷 の芋焼酎！

紫尾の露 紫月(しづき) 新酒
軸屋酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥1800
芋 軸屋酒造から新酒100％の【紫尾の露 紫月】が入荷しました！去年までは新酒を多めにブレンドした物を出してい
ましたが、今年からは新酒100％の粗々しい芋の味わいをロックとお湯割りそれぞれで個性の違う味を楽しめま

あらあらざけ黒麹2016
佐藤酒造（鹿児島）
芋 米麹 38％
720ml ￥3664
芋 佐藤酒造の「あらあらざけ黒麹」が入荷しました！蒸留直後の原酒をそのまま詰めた新焼酎で、パンチのある芋の
風味が広がります。瓶の裏ラベルに6000本限定シリアルナンバー付き ですのでお買い求めはお早めに。

蕾 千本桜

柳田酒造（宮崎）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2407

芋 麦焼酎蔵として有名な柳田酒造の35年ぶりに復活した芋焼酎「千本桜」の新酒を詰めた季節限定品「蕾千本桜」が今年
も入荷しました！詰めたてそのままのにごりと芋臭いパンチがありながら、お湯割りのふっくらした風味がたまらない。

ほんのりお湯割り特蒸泰明（金箔入り） 藤居醸造（大分） 麦 麦麹 22％ 720ｍｌ ￥1700 1800ml ￥2800
麦 麦の味と香りをしっかり味わえる焼酎を造り続ける藤居醸造から、冬限定のお湯割り向けの麦焼酎が入荷しました！
刀

蔵元のおすすめは6（焼酎）：4（お湯）で割ると一番おいしく召し上がれるとの事。数量限定品！12/6頃入荷予定
角玉梅酒を蒸留し、さらに青梅を漬け込んで出来た梅酒です
500ml ￥3619
リキュール梅酒

新焼酎 野海棠
祁答院蒸留（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1429 1800ml ￥2838
芋 蔵人しか飲むことが出来なかった野海棠の新酒が入荷しました！通常の野海棠は熟成による上品な味わいが特徴的
ですが、新酒も蒸留したてとは思えないほど飲みやすく柔らかい味わいで新鮮な風味を楽しめます。少量入荷！！

鶴見 白濁無濾過
大石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2330
芋 大石酒造のレギュラー酒「鶴見」の特別限定バージョン【白濁無濾過】。日本一芋臭い焼酎で、初めて芋焼酎を飲む方
絶賛販売中！！

には不向きですのでご遠慮下さい。はまってしまうと抜け出せない個性溢れる美味しさ。

蕾 千本桜
柳田酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2407
芋 柳田酒造の35年ぶりに復活した芋焼酎「千本桜」。今年度初めて新酒を詰めた限定品「蕾千本桜」ができました！

詰めたてそのままのにごりと芋臭いパンチがありながら、お湯割りのふっくらした風味が最高です。少量入荷品！！

芋

2011年製 天狗櫻

白石酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

720ml ￥1574

1800ml ￥3000

2011年に蒸留した天狗櫻の原酒を、甕とホーロータンクでそれぞれ貯蔵しブレンドした天狗櫻の熟成酒バージョン！
熟成することによりでてくる香りや、落ちついた深い味わいが楽しめます。
少量入荷のためお早目に！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

杜氏潤平 新酒
小玉醸造(宮崎)
芋 米麹 25％
1800ml ￥3100
芋 通常の杜氏潤平が蒸留後1年ほど貯蔵をしてから出荷されるのに対し、新酒はその年の最初の蒸留したものを検定後
すぐに加水し無濾過で瓶詰めしたものになります。華やかな香り、無濾過ならではの旨味が詰まった味わい！

薩摩優
相良酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2200
芋 「さつままさり」の名称は、焼酎用のサツマイモとして特に優れている鹿児島の品種を意味し、鹿児島県酒造組合が
商標登録しています。甘くフルーティな香りとスッキリした味わいが特徴の芋焼酎です。年一回限定品、少量入荷！

ひとり歩き 熟成古酒
古澤醸造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2800
芋 古澤醸造より年に一度の限定品、ひとり歩きの熟成古酒が新入荷致しました！3年以上熟成させたひとり歩きを蔵元秘伝
限定品18本入荷！！

のブレンドによって瓶詰めした貴重な逸品。穏やかな芋の風味とまろやかな舌触りの芋焼酎!

池の露 チンタラ ときまさり 天草酒造（熊本）
芋 米麹 30％
720ml ￥2524 1800ml ￥5524
芋 芋焼酎【池の露】の品種別シリーズ《ときまさり》。昔ながらの蒸留器でゆっくりと蒸留した30度の限定バージョン！
ときまさり独特の香り高く、芋の甘い風味も優しく感じる30度を感じさせない芋焼酎！

限定18本入荷 お早目に！

復刻版 兵六
相良酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥1844
芋 相良酒造9代目当主「相良榮二」は太平洋戦争突入と同時に「相良どんの地酒」にピリオドを打つ。この時に生まれ
たのが芋焼酎「兵六」。9代目監修の元、ここに「復刻版兵六」が完成。創業284年の奥深い歴史の味を堪能下さい。

無濾過 自我田
豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
720ｍｌ ￥1429
1800ml ￥3000
米 豊永酒造で初めて「自家田」で栽培したオーガニック協会認証米だけで仕込んだ、少量生産の希少な米焼酎です。
無濾過の深くて香ばしい香り、まろやかでお米本来の甘く、奥深い味わいが楽しめます。

数量限定 少量入荷！

青鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 米麹 25％
720ｍｌ ￥1157
1800ml ￥2315
麦 常圧蒸留ならではの濃く厚みのある香り、飲み口は柔らかくほのかな麦の甘みとローストしたような香ばしい風味が
たまらない麦焼酎の逸品です！年二回のみの限定出荷ですのでお早めにどうぞ。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

開墾畑の天狗櫻
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1389 1800ml ￥2593
芋 蔵元自らが放棄された畑を開墾し、無農薬、無肥料で育てたサツマイモを使用した限定芋焼酎。宇都地区は山風が吹き
下ろす山の麓に畑があります。今年はサツマイモ由来の果物を感じさせる独特の風味が特徴です。 数量限定

少量入

伊勢吉どん 新酒
小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥1885
芋 小牧醸造会長の名前「伊勢吉」から銘々された芋焼酎。蒸留直後の新焼酎の味を楽しんでいただくために蒸留後あまり時
を置かず、濾過もしていない状態で瓶詰めした焼酎です。見た目にも白濁しており芋の旨味もたっぷり詰まった逸品です。

鶴見 白濁無濾過
大石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2330
芋 大石酒造のレギュラー酒「鶴見」の特別限定バージョン【白濁無濾過】。日本一芋臭い焼酎で、初めて芋焼酎を飲む方
には不向きですのでご遠慮下さい。はまってしまうと抜け出せない個性溢れる美味しさ。10月7日入荷予定！数量限定！

あらあらざけ白麹2016
佐藤酒造（鹿児島）
芋 米麹 38％
720ml ￥3664
芋 佐藤酒造の新原酒「あらあらざけ」が今年も入荷します！蒸留直後の原酒をそのまま詰めた新焼酎で、パンチのある芋の
風味が広がります。瓶の裏ラベルに6000本限定シリアルナンバー付きですのでお買い求めはお早めに。10月15日入荷予

海中文珠
リ
キ
ュ
ー
ル

シェリー樽十二年貯蔵古酒

豊永酒造（熊本）

本格米焼酎 食物繊維

42％

720ml ￥8000

樽貯蔵の旨さを追求して、12年の長期に渡り熟成させた逸品。長期貯蔵により大変美しく濃い琥珀色が出ています。

リ
キ
ュ
ー
ル

そのため酒税法上「本格焼酎」としての光度を上回り、食物繊維を2％加えることにより「リキュール」として発売！！

ふんわり涼やか特蒸泰明
藤居醸造（大分）
麦 麦麹 19％
720ｍｌ ￥1150 1800ml ￥2300
麦 裏ラベルに金魚が泳ぐ様を描いた、見た目にも楽しめる夏限定麦焼酎。通常の特蒸泰明の中取りを無濾過のまま割水した
後、味をなじませるために半年以上タンクにて熟成させ、麦の柔らかい風味がより楽しめる逸品です。

残り少量！

泡 翠古 夏限
忠孝酒造（沖縄）
米麹 19％
1800ｍｌ \2000
古式泡盛製法（シー汁浸漬法）によって仕込まれた「翠古」の夏限定バージョンが入荷しました。
盛 無濾過に近い状態で仕上げているので19度でも旨味がありつつ、爽やかで軽快に楽しめる逸品となっております。
泡 やまかわ甕フィニッシュ2013
山川酒造（沖縄）
米麹 30％
600ｍｌ \1250 1800ｍｌ \2950
やまかわ酒造の限定商品が今年も入荷しました。甕フィニッシュとは、蒸留した泡盛をタンクで貯蔵した後、
盛 出荷まで熟成させることにより、柔らかな味わいと上品な香りを楽しめる限定生産の特別な泡盛です。

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
芋

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

復刻版 兵六
相良酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥1844
相良酒造9代目当主「相良榮二」は太平洋戦争突入と同時に「相良どんの地酒」にピリオドを打つ。この時に生まれ
た当時の「兵六」を9代目監修の元「復刻版」として再現。創業284年の奥深い歴史の味を堪能下さい。※9/5入荷！

南果（なんか）
白石酒造（鹿児島）
芋（隼人芋） 米麹 25％
720ml ￥1583
芋 無肥料で育てたハヤトイモを収穫後一ヶ月程貯蔵して完熟させ、南国の果実のような風味を想わせる
芳醇な風味をめざし造られた貴重な芋焼酎！※ハヤトイモはカロテンを多めに含む品種です。数量限定12本！

松濤（しょうとう）
白石酒造（鹿児島）
芋（黄金千貫） 米麹 25％
720ml ￥1583
芋 通常蒸して原料処理するさつま芋に、焼き芋の風味を酒質に活かせないかと考え、蒸した後に焼く処理を
加えた、独特の燻製風味が特徴の芋焼酎！※燃料の木材には松の葉や木を使用しました。

数量限定36本！

球（きゅう）
黒木本店（宮崎）
芋 米麹（白・黒） 14％
720ml ￥1600
芋 黒木本店からの新商品、球体のようなバランスの焼酎を目指して造られたアルコール度数14％の芋焼酎！樽貯蔵した原酒
や仕込の違う原酒をブレンドし蔵の水で割っています。色んな風味が球の中に包まれています。※9/6発売開始！

風媒花（ふうばいか）
八海醸造（新潟）
米 米麹 清酒粕 40％
720ml ￥3100
米 清酒酵母と黄麹を使った三段仕込で醸造したもろみを蒸留し、オーク樽で熟成させた本格米焼酎です。
繊細で奥深い香り。【※風媒花とは、風の力だけで受粉する花のこと】

少量生産品に付きお早目に！

小牧 古酒
小牧醸造(宮崎)
芋 米麹 27.22％
1800ml ￥3500
芋 2006年7月の鹿児島県北部豪雨災害の直後に造ったもので、10年目の節目の年に出荷される事になった
数量限定4本入荷！

思いが詰まった10年古酒です。900本限定生産。

池の露 白豊
天草酒造（熊本）
芋 米麹 25％
720ml ￥1257 1800ml ￥2524
芋 白豊という原料芋で仕込まれた池の露シリーズの芋焼酎。気になるその味わいは、上品で透明感のある香り、口に含ん
で一瞬の間をおいてからジワジワ～と優しい旨味が広がる池の露ならではの味わい。ラベルも味わいも秀逸な芋焼酎！

池の露ちんたら 紅はるか
天草酒造（熊本）
芋 米麹 30％
720ml \2524 1800ml \5524
芋 天草酒造より種子島生まれの新品種「紅はるか」を使用した独特の個性ある芋焼酎！上品で透明感さえ漂う
香りと、ほのかにフルーティで甘みのある芋の風味でアルコール度数30％とは思えない繊細な味わいです。

夏の赤鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 大麦麹 20％
720ml ￥926 1800ml ￥1852
麦 宮崎県で新しく開発された「平成宮崎酵母」を使用し、幾重にもわたる試行錯誤の末につくられた麦焼酎！
宮崎県では一般的なアルコール度数20度で、まろやかな口当たりと程良い麦の香ばしい余韻がたまりません！

泡 翠古 夏限

忠孝酒造（沖縄）

米麹 19％
1800ｍｌ \2000
古式泡盛製法（シー汁浸漬法）によって仕込まれた「翠古」の夏限定バージョンが入荷しました。
盛 無濾過に近い状態で仕上げているので19度でも旨味がありつつ、爽やかで軽快に楽しめる逸品となっております。
リ
キ
ュ
ー
ル

宝山モヒート

西酒造（鹿児島）

薩摩芋 米麹 ミント

20％

500ml ￥1000

※数量限定品！

芋焼酎の二次もろみにミントの葉を加えて発酵させ蒸留し仕上げた暑い夏にぴったりのリキュールが誕生しました！
軽快な旨みと爽やかなミントの香り、そのままロック、水割り、ソーダで割るなど幅広くお楽しみいただけます！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

2011年製 天狗櫻
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1574 1800ml ￥3000
芋 2011年に蒸留した天狗櫻の原酒を、甕とホーロータンクでそれぞれ貯蔵しブレンドした天狗櫻の熟成酒バージョン！

芋
熟成することによりでてくる香りや落ちついた深い味わいが楽しめます。少量入荷のためお早目に！

ぬばたま
大石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2750
芋 万葉集の枕詞で知られる「ぬばたま」はヒオウギ（檜扇）というアヤメ科の多年草の種子のことで、黒い実の
イメージ通りのラベルデザイン。二種類の芋の原酒をブレンドしており濃厚でなめらかな芋の風味。

潤の醇 麦
小玉醸造(宮崎)
麦 米麹 25％
720ml ￥1350 1800ml ￥2400
麦 芋焼酎「杜氏潤平」で有名な小玉醸造から杜氏の名前一文字を取って命名された麦焼酎【潤の醇】が入荷しました！
芋焼酎同様の手造り麹で、原料に裸麦を使用し香りは穏やかながら割っても崩れない芯のある味わいの麦焼酎。

黒 龍宮 蔵和水十五度
富田酒造（鹿児島）
黒糖 米麹 15％
720ml ￥950 1800ml ￥1600
潮風の風味の沖縄黒糖と国産米で造られ、蔵で十五度に和水してあります。黒糖のさわやかなコクと呑み口が軽く
糖 グイグイ呑める、割らずにそのまま冷やしたり温めて呑める黒糖焼酎です。
泡 翠古 夏限
忠孝酒造（沖縄）
米麹 19％
1800ｍｌ \2000
古式泡盛製法（シー汁浸漬法）によって仕込まれた「翠古」の夏限定バージョンが入荷しました。
盛 無濾過に近い状態で仕上げているので19度でも旨味がありつつ、爽やかで軽快に楽しめる逸品となっております。

夏の赤鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 大麦麹 20％
720ml ￥926 1800ml ￥1852
麦 宮崎県で新しく開発された「平成宮崎酵母」を使用し、幾重にもわたる試行錯誤の末につくられた麦焼酎！
宮崎県では一般的なアルコール度数20度で、まろやかな口当たりと程良い麦の香ばしい余韻がたまりません！

ふんわり涼やか特蒸泰明
藤居醸造（大分）
麦 麦麹 19％
720ｍｌ ￥1150 1800ml ￥2300
麦 裏ラベルに金魚が泳ぐ様を描いた、見た目にも楽しめる夏限定麦焼酎。通常の特蒸泰明の中取りを無濾過のまま割水した
後、味をなじませるために半年以上タンクにて熟成させ、麦の柔らかい風味がより楽しめる逸品です。

池の露 紅はるか
天草酒造（熊本）
芋 米麹 25％
720ml \1257
1800ml \2524
芋 天草酒造より種子島生まれの新品種「紅はるか」を使用した独特の個性ある芋焼酎！上品で透明感さえ漂う
香りと、ほのかにフルーティで甘みのある芋の風味がたまらない少量入荷、売り切れ御免の商品です。

ル

リ
キ
ュ
ー

天草晩柑

天草酒造（熊本）

晩柑果汁 焼酎 糖類 クエン酸 8％

720ml ￥1435

1800ml ￥2870

和製グレープフルーツとも言われ、果汁が多くジューシーで爽やかな酸味と甘さが特徴の晩柑リキュールです。
晩柑果汁を60％も使用している天草が生んだ魂のリキュールを是非ご賞味ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

朝掘り
小玉醸造(宮崎)
芋 米麹 25％
1800ml ￥2100
芋 城下町の小さな蒸留所『小玉醸造』より、朝一番に掘り起こした新鮮甘露で仕込む【朝掘り】が新入荷しました。
紅芋を原料に常圧で仕込んだ原酒に、黄金千貫を減圧で仕込んだ原酒をブレンドした爽やかな甘味の芋焼酎。

蛍流（ほたる）
ぶんご銘醸（大分）
麦 麦麹 25%
1800ｍｌ
麦 蔵の近くの「番匠川の里」にはホタルが生息しており、その優しいイメージを願い命名された【蛍流】。
地元で造られた二条大麦だけを使用し、常圧蒸留の長期熟成酒をブレンドさせたこだわりの麦焼酎。

￥2000

7/1入荷予定！

松露 白麹赤芋仕込み 松露酒造（宮崎）
芋 米麹 20％
720ｍｌ ￥1100 1800ml ￥2200
芋 松露酒造の地元、宮崎県串間産の「宮崎紅」を使った、アルコール度数20°の芋焼酎！見た目にも涼しい
ライトブルーのボトルで、軽快な飲み口ながら優しい芋の香りと甘い風味が綺麗な余韻で味わえます。

夏の潤平
小玉醸造(宮崎)
芋 米麹 20％
720ml ￥1150 1800ml ￥2300
芋 宮崎芋焼酎「杜氏潤平」の夏限定バージョン「夏の潤平」が入荷しました！原料に新品種「コガネマサリ」、麹に
新種麹菌「河内白麹エクセレント菌」を使用したフローラルな香りが特徴の柔らかい甘みが表現された芋焼酎！

にごり麦汁
豊永酒造（熊本）
麦 麦麹 25％
720ｍｌ ￥1200 1800ml ￥2400
麦 豊永酒造の麦焼酎「麦汁」の季節限定バージョン！にごりの香り味わいを今まで以上に引き出し、無調整・無濾過で
瓶詰めしています。濃厚な香ばしい麦の香りと、とろみのある深い甘さが印象的な麦焼酎。

麦

夏の赤鹿毛

柳田酒造（宮崎）

大麦 大麦麹 20％

720ml ￥926

6月2日入荷予定！
1800ml ￥1852

宮崎県で新しく開発された「平成宮崎酵母」を使用し、幾重にもわたる試行錯誤の末につくられた麦焼酎！
宮崎県では一般的なアルコール度数20度で、まろやかな口当たりと程良い麦の香ばしい余韻がたまりません！

泡 翠古 夏限

忠孝酒造（沖縄）

米麹 19％

1800ｍｌ \2000

盛 古式泡盛製法（シー汁浸漬法）によって仕込まれた「翠古」の夏限定バージョンが入荷しました。
無濾過に近い状態で仕上げているので19度でも旨味がありつつ、爽やかで軽快に楽しめる逸品となっております。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新入荷商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

野海棠 赤
祁答院蒸留所(鹿児島)
芋 米麹 25％
720ml ￥1500 1800ml ￥2963
芋 南薩摩の頴娃（えい）地区のみ栽培される希少品種エイムラサキを黒麹で丹念に仕込み、まろやかで上品な甘味と
果実を思わせる華やかな香りが特徴の芋焼酎が生まれました！通常の野海棠と飲み比べても面白い新商品です。

ル

リ
キ
ュ
ー

宝山モヒート
西酒造（鹿児島） 薩摩芋 米麹 ミント 20％
500ml ￥1000 ※数量限定品！
芋焼酎の二次もろみにミントの葉を加えて発酵させ蒸留し仕上げた暑い夏にぴったりのリキュールが誕生しました！
軽快な旨みと爽やかなミントの香り、そのままロック、水割り、ソーダで割るなど幅広くお楽しみいただけます！

梅 鶴梅 完熟
平和酒造(和歌山) 梅、日本酒、糖類、醸造アルコール 10％ 720ml ￥1000 1800ml ￥2000
完熟梅の持つ甘酸っぱさを引き出すため、通常よりも大粒の完熟梅をたっぷりと使用した贅沢な梅酒。
酒 完熟梅ならではのまろやかで、濃いだけではないジューシーな甘味が楽しめるフルーティーな梅酒になっております。
酸 西酒造より、綾紫芋ならではの甘みと鮮やかな紫色を楽しめるカクテル用の炭酸飲料が入荷しました！そのままでも
飲 美味しく頂けますが、蒸撰綾紫・綾紫印と合わせると、情熱の綾紫カクテル「AYA PASSION」が完成します。
料 ～蔵元おすすめの呑み方「AYA PASSION：綾パッション」の造り方～ 綾紫印とSWEET AYAMURASAKIを1:3で割ると

「爽やかタイプ」に、蒸撰綾紫で1:3で割ると「コク旨タイプ」に、いずれも鮮やかな紫色のカクテルとなります。

春の天狗櫻
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1278 1800ml ￥2248
芋 天狗櫻の春限定バージョン！通常の天狗櫻よりもフレッシュでフルーティな香りがあり、キレのある旨味も健在。
余韻が長く味わい深い仕上がりになっております。少量入荷のため売り切れ御免の商品です。残り僅かです！！

宝山 蒸撰 綾紫
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 34％
1800ml ￥3553
芋 宝山蒸撰シリーズ【綾紫】バージョン！アントシアニンやポリフェノールを多く含む「綾紫芋」はワインのような
豊潤で華やかな香りが特徴。34度を感じさせない上品な甘さを感じる西酒造の情熱が詰まった芋焼酎！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

杜氏潤平
小玉醸造(宮崎)
芋 米麹 25％
720ml ￥1650 1800ml ￥3000
芋 「じっくり少量」「丁寧な造り」をコンセプトに、蔵の杜氏である金丸潤平氏の名前を冠した代表銘柄【杜氏潤平】。

原料に地採れ甘藷「宮崎紅」を使用、優しい香りと甘い味わいのバランスの良さを楽しめる紅芋焼酎！待望の初入荷！

霞（かすみ）千本桜
柳田酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2407
芋 麦焼酎蔵として有名な柳田酒造の芋焼酎「千本桜」の限定バージョン「霞 千本桜」が入荷しました！黒麹特有の
コクと香り、甘味と旨味が強く感じられナッツのような香ばしさもありロック、お湯割り共に楽しめる逸品！

復刻版 兵六
相良酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥1844
芋 相良酒造9代目当主「相良榮二」は太平洋戦争突入と同時に「相良どんの地酒」にピリオドを打つ。この時に生まれ
たのが芋焼酎「兵六」。9代目監修の元、ここに「復刻版兵六」が完成。創業284年の奥深い歴史の味を堪能下さい。

甕雫 玄
京屋酒造（鹿児島）
芋 米麹 20％
900ml ￥3869
1800ml ￥6081
芋 創業天保五年(1834年)。原料には農薬を使用せず、有機肥料で子会社農園で栽培した「紫芋」と「寿芋」を使用。
黒麹と白麹の原酒を絶妙にブレンドした、豊潤さと軽快さを兼ね備えた絶妙な味わい。※

4/4（月）頃入荷予定！

金峰 紅
宇都酒造(鹿児島)
芋 米麹 25％
1800ml ￥2481
芋 蔵で取り組んでいる焼酎の「なめらかさ」、「柔らかさ」を意識した仕上がりになっており、濃いめのお湯割りに
すると紅芋特有の華やかさと甘さが広がった後、一瞬で切れる面白さを持っています。※

SWEET AYAMURASAKI 西酒造（鹿児島）

4/6（水）頃入荷予定！

芋もろみエキス、紫さつまいもシロップ、砂糖、りんご果汁

0％ 375ml ￥380

炭
酸 西酒造より、綾紫芋ならではの甘みと鮮やかな紫色を楽しめるカクテル用の炭酸飲料が入荷しました！そのままでも
飲 美味しく頂けますが、蒸撰綾紫・綾紫印と合わせると、情熱の綾紫カクテル「AYA PASSION」が完成します。
料 ～蔵元おすすめの呑み方「AYA PASSION：綾パッション」の造り方～ 綾紫印とSWEET AYAMURASAKIを1:3で割ると

「爽やかタイプ」に、蒸撰綾紫で1:3で割ると「コク旨タイプ」に、いずれも鮮やかな紫色のカクテルとなります。

芋

芋

春の天狗櫻

白石酒造（鹿児島）

芋

芋

720ml ￥1278

1800ml ￥2248

天狗櫻の春限定バージョン！通常の天狗櫻よりもフレッシュでフルーティな香りがあり、キレのある旨味も健在。
余韻が長く味わい深い仕上がりになっております。少量入荷のため売り切れ御免の商品です。残り僅かです！！

宝山 蒸撰 綾紫

西酒造（鹿児島）

芋 米麹 34％

1800ml ￥3553

宝山蒸撰シリーズ【綾紫】バージョン！アントシアニンやポリフェノールを多く含む「綾紫芋」はワインのような
豊潤で華やかな香りが特徴。34度を感じさせない上品な甘さを感じる西酒造の情熱が詰まった芋焼酎！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
芋

芋 米麹 25％

杜氏潤平

小玉醸造(宮崎)

新入荷商品
芋 米麹 25％

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
720ml ￥1650 1800ml ￥3000

「じっくり少量」「丁寧な造り」をコンセプトに、蔵の杜氏である金丸潤平氏の名前を冠した代表銘柄【杜氏潤平】。
原料に地採れ甘藷「宮崎紅」を使用、優しい香りと甘い味わいのバランスの良さを楽しめる紅芋焼酎！待望の初入荷！

霞（かすみ）千本桜

柳田酒造（宮崎）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2407

麦焼酎蔵として有名な柳田酒造の芋焼酎「千本桜」の限定バージョン「霞 千本桜」が入荷しました！黒麹特有の
コクと香り、甘味と旨味が強く感じられナッツのような香ばしさもありロック、お湯割り共に楽しめる逸品！

復刻版 兵六

相良酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥1844

芋

芋

相良酒造9代目当主「相良榮二」は太平洋戦争突入と同時に「相良どんの地酒」にピリオドを打つ。この時に生まれ
たのが芋焼酎「兵六」。9代目監修の元、ここに「復刻版兵六」が完成。創業284年の奥深い歴史の味を堪能下さい。

甕雫 玄

京屋酒造（鹿児島）

芋 米麹 20％

900ml ￥3869

1800ml ￥6081

創業天保五年(1834年)。原料には農薬を使用せず、有機肥料で子会社農園で栽培した「紫芋」と「寿芋」を使用。
黒麹と白麹の原酒を絶妙にブレンドした、豊潤さと軽快さを兼ね備えた絶妙な味わい。※ 4/4（月）頃入荷予定！

金峰 紅
宇都酒造(鹿児島)
芋 米麹 25％
1800ml ￥2481
芋 蔵で取り組んでいる焼酎の「なめらかさ」、「柔らかさ」を意識した仕上がりになっており、濃いめのお湯割りに
すると紅芋特有の華やかさと甘さが広がった後、一瞬で切れる面白さを持っています。※

SWEET AYAMURASAKI 西酒造（鹿児島）

4/6（水）頃入荷予定！

芋もろみエキス、紫さつまいもシロップ、砂糖、りんご果汁

0％ 375ml ￥380

炭
酸 西酒造より、綾紫芋ならではの甘みと鮮やかな紫色を楽しめるカクテル用の炭酸飲料が入荷しました！そのままでも
飲 美味しく頂けますが、蒸撰綾紫・綾紫印と合わせると、情熱の綾紫カクテル「AYA PASSION」が完成します。
料 ～蔵元おすすめの呑み方「AYA PASSION：綾パッション」の造り方～ 綾紫印とSWEET AYAMURASAKIを1:3で割ると

「爽やかタイプ」に、蒸撰綾紫で1:3で割ると「コク旨タイプ」に、いずれも鮮やかな紫色のカクテルとなります。
高知県産のゆずと、蜂蜜の程よい甘さのバランスが絶妙！
720ml ￥1581
ゆず酒

美丈夫
麦

麦遼山（むぎりょうざん）

豊永酒造（熊本）

麦 麦麹

25％

720ｍｌ ￥900

1800ml ￥1800

豊永酒造の新銘柄で麦焼酎の新しいスタイルを目指して造られた『麦遼山』！ほのかな吟醸香を感じ、
割ることによって爽やかな麦の香りと甘みが広がる心地よい清涼感にひたれる麦焼酎。

梅 ちえびじん紅茶梅酒

中野酒造（大分）

紅茶 梅酒 ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ 糖類 7％

720ml ￥1200 1800ml ￥2300

べにふうき」を、３年連続モンドセレクション最高金賞の深層地下天然水で水出しし、
酒 地元大分県杵築市の「杵築紅茶
地元産南高梅で仕込んだ梅酒とブランデーをブレンドした逸品！ミルクやレモンを入れても美味しいです。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

春の天狗櫻
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1278 1800ml ￥2248
芋 天狗櫻の春限定バージョン！通常の天狗櫻よりもフレッシュでフルーティな香りがあり、キレのある旨味も健在。
余韻が長く味わい深い仕上がりになっております。少量入荷のため売り切れ御免の商品です。限定36本ずつ 入荷！

池の露 チンタラ 安納 天草酒造（熊本）
芋 米麹 30％
720ml ￥2524 1800ml ￥5524
芋 芋焼酎【池の露】の品種別シリーズ《安納》の昔ながらの蒸留器でゆっくりと蒸留した30度の限定バージョン！
甘い安納芋の独特な柑橘系の香りと蜜のような風味が楽しめる上品な甘さの芋焼酎！限定12本ずつ入荷

お早目に！

白天宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2819
芋 宝山シリーズで限定出荷の『白麹』を使用し醸された白天宝山。ふくよかな芋の甘い香り、白麹らしい
穏やかな口当たりの中で柔らかな芋の甘味と、キレの良さが同居する味わい。季節限定品のためお早目に！

宝山 芋麹全量 綾紫
西酒造（鹿児島）
芋 芋麹 28％
1800ml ￥3667
芋 宝山芋麹全量シリーズの黒麹を使用した【綾紫】限定バージョン!綾紫独特のワインのような香り、透明感が
ある飲み口で、後から黒麹らしいしっかりとしたコクのある味わいが広がります。少量 入荷！お早目に

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

裸の麦をつかまえて 桜うづまき酒造（愛媛） はだか麦 はだか麦麹 25％ 720ml ￥1200 1800ml ￥2400
麦 裸麦の生産量が日本一の愛媛県の麦焼酎。裸麦はほとんどが日本産で、生産量も極端に少なく「幻の麦」と称される
ほど。クセのある裸麦の個性をうまく引きだし華やかな香りとコクのある味わいの風味豊かな麦焼酎！

泰明ここから 2016
藤居醸造（大分）
麦 麦麹 42％
720ml ￥4000 ※3月4日入荷予定
麦 藤居醸造から【泰明 ここから】という新しい麦焼酎が誕生しました。仕込には通常の倍時間をかけ、その年に
一番良いと思える材料を使い、長期間保存して美味しくなるようこだわりました。記念品や贈り物にも最適です。

新焼酎 特蒸泰明 藤居醸造（大分） 麦 麦麹 25％
1800ml ￥2600
麦 独自の製法によりフレッシュな荒々しさがありつつ本来持っている濃厚な麦の風味がバランスよく調和した新焼酎。
普段は蔵人だけしか味わえない出来たての香りと味わいを是非ご賞味下さい。2/5（金）入荷予定

36本限定入荷

ひとり歩き 黒傳
古澤酒造（宮崎）
芋 米麹（黒麹） ２５％
1800ml ￥2577
芋 ひとり歩きに黒麹を使って醸された季節限定バージョンが入荷しました。白麹で醸されている通常のひとり歩きの味わい

よりも落ち着いた黒麹ならではのコクが加わり、芋の風味をより感じられる逸品になっております。限定本数30本入荷！

芋

芋

きろく無濾過

黒木本店(宮崎)

芋 米麹 25％

720ml ￥1417 1800ml ￥2824

黒木本店が醸す冬季限定の芋焼酎。黒麹の【きろく】の原酒を無濾過・無調整のままアルコール分25°まで割り水した
新酒です。ラベルも今年から新しく変わり、旨み＆香りが荒々しく野生的な全体像に仕上がっています。大好評販売中！

あらあらざけ黒麹2015

佐藤酒造（鹿児島）

芋 米麹

38％

720ml ￥3664

佐藤酒造の「あらあらざけ黒麹」が入荷しました！蒸留直後の原酒をそのまま詰めた新焼酎で、パンチのある芋の
風味が広がります。瓶の裏ラベルに6000本限定シリアルナンバー付きですのでお買い求めはお早めに。残り少量！

芋
ぼ
ん
ぼ
ん

蕾 千本桜

柳田酒造（宮崎）

リ
キ
ュ
ー
ル

1800ml ￥2407

麦焼酎蔵として有名な柳田酒造の35年ぶりに復活した芋焼酎「千本桜」の新酒を詰めた季節限定品！詰めたてそのままの
にごりと芋臭いパンチがありながら、お湯割りのふっくらした風味がたまらない。大好評販売中！ 残り18本限定！

焼酎屋のぼんぼん
黒木本店(宮崎)
1箱
￥1500
黒木本店の人気銘柄、「百年の孤独」を使用して作った「焼酎屋のぼんぼん」。ウイスキーに似た香りを持つ
「百年の孤独」はチョコレートにも見事に合います。桐箱の入れ物に8個入り、冬季のみの限定販売です。

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
芋

芋 米麹 25％

相良十代目 3年古酒 相良酒造（鹿児島）

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

芋 米麹（白・黄） 27％

1800ml ￥2500

相良酒造「相良博信氏」の十代目就任を記念して造られた限定本数1250本の芋焼酎が新入荷しました！白麹と黄麹を
絶妙にコントロールし芳醇でふくよかな香りを、三年熟成が織りなす滑らかさを楽しめます! 限定本数30本入荷！

CELLO THE LIQUEUR（チェッロ

ザ リキュール）佐多宗二商店（鹿児島） 芋焼酎 グレープフルーツ ライム 糖類 30％

チェッロ・ザ・リキュールはヨーロッパでフルーツブランデーやグラッパを蒸留する時に使用する間接加熱蒸留器で蒸留
した芋焼酎をベースに、鹿児島の南さつまで採れた完全無農薬、無肥料のグレープフルーツとライムを用いて造られた
和リキュール。ストレート、ロック、ソーダ割りなど幅広く楽しめます！ 250ml瓶 ￥1380
500ml瓶 ￥2600

松露くろむぎ
松露酒造(宮崎)
麦 麦麹
25％
720ml ￥1110
1800ml ￥2220
麦 黒麹仕込み、常圧蒸留、そして３年熟成。香ばしい麦の香りと、まろやかで豊かな風味と、熟成した旨みがゆっくり
と時間をかけて広がります。蔵元の真摯な姿勢が感じられる素晴らしい味わいの麦焼酎です。

寿福絹子
寿福酒造（熊本）
麦 麦麹
25％
720ml ￥1350 1800ml ￥2350
麦 蔵元兼杜氏である『寿福絹子』さんの名前を付けた麦焼酎。常圧蒸留ひとすじ手造りの少量生産の蔵。
常圧蒸留による厚みのある芳醇な麦の味わいがあり、熟成焼酎の甘みと香ばしさを感じられる麦焼酎！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

宝山 蒸撰 綾紫
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 34％
1800ml ￥3553
芋 宝山蒸撰シリーズ【綾紫】バージョン！アントシアニンやポリフェノールを多く含む「綾紫芋」はワインのような
豊潤で華やかな香りが特徴。34度を感じさせない上品な甘さを感じる西酒造の情熱が詰まった芋焼酎！

芋 ひとり歩き

黒傳
古澤醸造（宮崎）
芋 米麹（黒麹） 25％
1800ml ￥2577
ひとり歩きに黒麹を使って醸された季節限定バージョンが入荷しました。白麹で醸されている通常のひとり歩きの味わい
よりも落ち着いた黒麹ならではのコクが加わり、芋の風味をより感じられる逸品になっております。※数量限定品です。

芋

爆弾ハナタレ
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 44％
360ml ￥2287
黒木本店が醸す季節限定の芋焼酎。【ハナタレ】とは蒸留の際、最初に垂れてくる出端の初留取り。アルコール度数
44度の強烈な逸品。冷凍庫に入れてキンキンに冷やして飲めば爽快感がたまらない癖になる芋焼酎です。

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

池の露 チンタラ ときまさり 天草酒造（熊本）
芋 米麹 30％
720ml ￥2524 1800ml ￥5524
芋 芋焼酎【池の露】の品種別シリーズ《ときまさり》。昔ながらの蒸留器でゆっくりと蒸留した30度の限定バージョン！
ときまさり独特の香り高く、芋の甘い風味も優しく感じる30度を感じさせない芋焼酎！

限定12本入荷 お早目に！

金峰 荒濾過 蒸留したて原酒 宇都酒造（鹿児島） 芋 米麹 36.9％
1800ml ￥3435
芋 年4回発売の限定品【金峰 荒濾過】の原酒が今回初めて入荷致しました。36.9度という原酒ならではのパンチが
ありますが余韻は綺麗で芋の風味を強く感じる逸品！限定18本入荷のため早いもの勝ち！

芋

宝山 Grand Cru 酒酒楽楽 【赤】 2015

西酒造（鹿児島）

芋 米麹（山田錦） 35％

720ml ￥12000

西酒造の自社農場で最も土質と日当りの良い畑（Grand Cru/特級畑）で育った黄金千貫と、専用の麹米＝山田錦だけを
原料に用い、芳醇な香りと深い芋の味わいは芋焼酎の芸術品です。(専用化粧箱、専用グラス付き) 限定12本入荷！

米 豊乃都鶴 十二年貯蔵酒

豊永酒造（熊本） 米 米麹 25％
720ml ￥2500 1800ml ￥3700
豊永酒造創業百二十周年記念焼酎。手造り常圧蒸留焼酎を瓶詰め後、地下貯蔵庫で十二年間熟成させました。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

爆弾ハナタレ
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 44％
360ml ￥2287
芋 黒木本店が醸す季節限定の芋焼酎。【ハナタレ】とは蒸留の際、最初に垂れてくる出端の初留取り。アルコール度数
44°の強烈な逸品。冷凍庫に入れてキンキンに冷やして飲めば爽快感がたまらない癖になる芋焼酎です。

きろく無濾過
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 25％
720ml ￥1417 1800ml ￥2824
芋 黒木本店が醸す冬季限定の芋焼酎。黒麹の【きろく】の原酒を無濾過・無調整のままアルコール分25°まで割り水した
新酒です。ラベルも今年から新しく変わり、旨み＆香りが荒々しく野生的な全体像に仕上がっています。

あらあらざけ黒麹2015
佐藤酒造（鹿児島）
芋 米麹 38％
720ml ￥3664
芋 佐藤酒造の「あらあらざけ黒麹」が入荷しました！蒸留直後の原酒をそのまま詰めた新焼酎で、パンチのある芋の
風味が広がります。瓶の裏ラベルに6000本限定シリアルナンバー付きですのでお買い求めはお早めに。

天狗櫻 新酒
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1278 1800ml ￥2248
芋 一次・二次仕込み共に甕壺仕込み、木樽とホーローの蒸留器からの原酒をブレンドし造られる天狗櫻の新酒がでます！
通常の天狗櫻よりも力強い芋の凝縮感、新酒なのにまろやかさを合わせ持つ年1回限定出荷の芋焼酎！

芋 ひとり歩き

黒傳
古澤酒造（宮崎）
芋 米麹（黒麹） ２５％
1800ml ￥2577
ひとり歩きに黒麹を使って醸された季節限定バージョンが入荷しました。白麹で醸されている通常のひとり歩きの味わい
よりも落ち着いた黒麹ならではのコクが加わり、芋の風味をより感じられる逸品になっております。※数量限定品です。

芋

蕾 千本桜
柳田酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2407
麦焼酎蔵として有名な柳田酒造の35年ぶりに復活した芋焼酎「千本桜」の新酒を詰めた季節限定品「蕾千本桜」が今年
も入荷しました！詰めたてそのままのにごりと芋臭いパンチがありながら、お湯割りのふっくらした風味がたまらない。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
芋

池の露 ときまさり

天草酒造（熊本）

新入荷商品
芋 米麹

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

25％

720ml ￥1257

1800ml ￥2524

大人気！池の露に芋の品種別シリーズで新しく《ときまさり》が入荷しました。季節ごとの限定生産品のため
入荷数わずかですが、香り高い芋の香ばしい風味。優しい口当たりで軽快な芋の甘みが広がるコクのある芋焼酎。

ヤマトザクラヒカリ
大和桜酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1410 1800ml ￥2571
芋 麹米にコシヒカリ（又はヒノヒカリ）を使用し、一年間の歳月を懸けて熟成貯蔵した本格手造り芋焼酎です。
ふくよかな芋の香りと、しっかりとした滑らかで芳醇な味わい、まろやかな旨味をご堪能いただけます。

陶眠中々
黒木本店(宮崎)
麦 麦麹 28％
720ml ￥2287
麦 百年の孤独と同じ原酒を使用している事でも知られる麦焼酎【中々】を陶器に入れ約2年間熟成させた逸品。
アルコール度数28度という絶妙なアルコール度数でまろやかな麦の甘みとコクのある味わいが楽しめます。

無濾過 自我田
豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
1800ml ￥2858
米 豊永酒造で初めて「自家田」で栽培したオーガニック協会認証米だけで仕込んだ、少量生産の希少な米焼酎です。
無濾過の深くて香ばしい香り、まろやかでお米本来の甘く、奥深い味わいが楽しめます。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

鶴見 白濁無濾過
大石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2330
芋 大石酒造のレギュラー酒「鶴見」の特別限定バージョン【白濁無濾過】。日本一芋臭い焼酎で、初めて芋焼酎を飲む方
には不向きですのでご遠慮下さい。はまってしまうと抜け出せない個性溢れる美味しさ。季節限定品

30本入荷！

芋 金峰

荒濾過
宇都酒造（鹿児島） 芋 米麹 25％
1800ml ￥2250
霊峰・金峰山の麓で創業以来の銘柄「金峰」を造り続ける宇都酒造。発酵過程の最高温度を高めにし、力強いもろみ
の状態で醸されており、「バランスの良い、飲み疲れしない味」を追求した宇都酒造四代目入魂の芋焼酎です。

麦 ミヤザキハダカ駒

柳田酒造（宮崎） ﾊﾀﾞｶ麦 ﾊﾀﾞｶ麦麹 25％
1800ml ￥2000
戦前に宮崎県でもっとも生産されていた在来品種「ミヤザキハダカ麦」、昭和の終わりとともに姿を消したこの幻の麦を
3年がかりで復活させ醸した逸品｡歴史と伝統を味わう､素朴で純粋な麦焼酎です｡ 年1回 秋限定商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

開墾畑の天狗櫻
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1389 1800ml ￥2593
芋 蔵元自らが放棄された畑を開墾し、無農薬、無肥料で育てたサツマイモを使用した限定芋焼酎。堀地区という海の近くの
ミネラル分を多く含んだ土壌で栽培され、芋の風味が強く体に浸透しやすい独特な味わい。 数量限定

少量入荷！

無農薬自然麦
藤居醸造（大分）
麦 麦麹 25％
1800ml ￥2200
麦 蔵元自らが地元の農家と協力し無農薬、無肥料で栽培した二条大麦「ニシノチカラ」を使用した麦焼酎。原料の旨味を
十分に生かした香ばしい麦の風味と、やわらかい穀物感のある甘みがじんわり広がる逸品！少量入荷品のためお早目に
宝山 芋麹全量
西酒造（鹿児島）
芋 芋麹 28％
1800ml ￥3667
芋 宝山シリーズで有名な西酒造から出る季節限定出荷の芋焼酎。 麹にも芋を用い、100％芋（黄金千貫）だけで
仕込んだ贅沢な逸品です。バニラを想わせる上品な甘みが、心地よく口の中に広がる香り高い芋焼酎！

宝山 芋麹全量 綾紫
西酒造（鹿児島）
芋 芋麹 28％
1800ml ￥3667
芋 宝山芋麹全量シリーズの黒麹を使用した【綾紫】限定バージョン!綾紫独特のワインのような香り、透明感が
ある飲み口で、後から黒麹らしいしっかりとしたコクのある味わいが広がります。

芋

白天宝山

西酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2819

宝山シリーズで限定出荷の『白麹』を使用し醸された白天宝山。ふくよかな芋の甘い香り、白麹らしい
穏やかな口当たりの中で柔らかな芋の甘味と、キレの良さが同居する味わい。季節限定品のためお早目に！

麦

麦

麦遼山（むぎりょうざん）

豊永酒造（熊本）

芋

25％

720ｍｌ ￥900

1800ml ￥1800

豊永酒造の新銘柄で麦焼酎の新しいスタイルを目指して造られた『麦遼山』！ほのかな吟醸香を感じ、
割ることによって爽やかな麦の香りと甘みが広がる心地よい清涼感にひたれる麦焼酎。9月3日（木）入荷予定

にごり麦汁

豊永酒造（熊本）

麦 麦麹

25％

720ｍｌ ￥1204 1800ml ￥2398

豊永酒造の麦焼酎「麦汁」の季節限定バージョン！にごりの香り味わいを今まで以上に引き出し、無調整・無濾過で
瓶詰めしています。濃厚な香ばしい麦の香りと、とろみのある深い甘さが印象的な麦焼酎。残り少量のためお早目に。

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
芋

麦 麦麹

一里山 （いちりやま）

錦灘酒造（鹿児島）

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

芋 米麹 25％

720ml ￥2200

横浜市旭区で採れたサツマイモを鹿児島の錦灘酒造で無濾過の芋焼酎に仕上げました。黄金金時、山川紫、紅東という
3種類の芋をその年ごとに比率を変え混ぜ芋で作っているため製造量も少なく他にはない香りと味わいが楽しめます。

Y20°（わいにじゅうど）

錦灘酒造（鹿児島）

芋 米麹 20％

500ml ￥1440

一里山を加水しアルコール分20度にした横浜産の芋の旨みがぎゅっとつまった無濾過の芋焼酎。水で割らずに
ストレートがおすすめ！肉料理にあわせて常温で赤ワインのように飲むと、肉の甘みが引き立ちます。

千鶴 紅さつま 黒麹
神酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2300
芋 化学肥料や農薬は栽培基準値以下で生産された紅さつまを使用し黒麹で仕込んだ逸品！黒麹で仕込むことにより
紅さつまの甘さを極限まで引き立たせた濃厚な香りと力強い甘みが特徴の芋焼酎。9月3日（木）入荷予定

米

華吟

豊永酒造（熊本）

米 米麹

25％

1800ml ￥2096

清酒に使われる吟醸酵母をしようして醸された米焼酎。インパクトのある華やかな吟醸香が印象深いが、穏やかで
ふっくらした米の風味と調和し、キレのある豊永酒造らしい味わいに仕上がっています。ロックもしくは水割りで。

黒 龍宮 30°

冨田酒造場（鹿児島）

黒糖 米麹 30％

900ml ￥1430

1800ml ￥ 2650

糖 キメ細かな味わいと、人の体温のような柔らかで温かみのある黒糖の甘み。ロックでも、お湯割りでも崩れない
確固とした骨格を持った味わい。奄美の雄大な自然と生産者の思いが、この龍宮に詰まっています。
黒 天下一

新納酒造場（鹿児島）

黒糖 米麹 30％

720ml ￥1727

1800ml ￥ 2306

糖 沖永良部島で伝統的な常圧蒸留の造りを守り続ける新納酒造。ミネラル分が豊富な水を仕込と割り水に使用し、
黒糖の使用割合が米麹の2倍という多さにより、香り豊かでさわやかな後味の黒糖焼酎が生まれます。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

2010年製 天狗櫻
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1574 1800ml ￥3000
芋 天狗櫻の2010年貯蔵した原酒をブレンドし天狗櫻の熟成酒バージョン！甕とホーロータンクで貯蔵したものをブレンド
させた魅力溢れる逸品。熟成することにより落ちついた深い味わいが楽しめます。少量入荷のためお早目に！

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

白天宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2819
芋 宝山シリーズで限定出荷の『白麹』を使用し醸された白天宝山。ふくよかな芋の甘い香り、白麹らしい
穏やかな口当たりの中で柔らかな芋の甘味と、キレの良さが同居する味わい。季節限定品のためお早目に！

泡 やまかわ甕フィニッシュ2013
山川酒造（沖縄）
米麹 30％
600ｍｌ \1250 1800ｍｌ \2950
古酒のやまかわ酒造より今年も甕フィニッシュが入荷しました。甕フィニッシュとは、蒸留した泡盛をタンクで貯蔵
盛 した後、出荷まで熟成させることにより、柔らかな味わいと上品な香りを楽しめる限定生産の特別な泡盛です。
泡 翠古 夏限
忠孝酒造（沖縄）
米麹 19％
1800ｍｌ \2000
古式泡盛製法（シー汁浸漬法）によって仕込まれた「翠古」の夏限定バージョンが入荷しました。
盛 無濾過に近い状態で仕上げているので19度でも旨味がありつつ、爽やかで軽快に楽しめる逸品となっております。

夏の赤鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 大麦麹 20％
720ml ￥926 1800ml ￥1852
麦 宮崎県で新しく開発された「平成宮崎酵母」を使用し、幾重にもわたる試行錯誤の末につくられた麦焼酎！
宮崎県では一般的なアルコール度数20度で、まろやかな口当たりと程良い麦の香ばしい余韻がたまりません！

白天宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2819
芋 宝山シリーズで限定出荷の『白麹』を使用し醸された白天宝山。ふくよかな芋の甘い香り、白麹らしい
穏やかな口当たりの中で柔らかな芋の甘味と、キレの良さが同居する味わい。優しく綺麗な芋の余韻が心地よい。

黒 朝日

飛乃流
朝日酒造（鹿児島）
黒糖 米麹 25％
720ｍｌ ￥1380 1800ml ￥2666
麹米に国産米を使用、低温仕込の白麹黒糖焼酎。柔らかく、マイルドな甘みが感じられ、全体として丸みのある
糖 味わい。お湯割りやロック、水割りでも美味しい順応性のあるバランスの取れた逸品です。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

にごり麦汁
豊永酒造（熊本）
麦 麦麹 25％
720ｍｌ ￥1204 1800ml ￥2398
麦 豊永酒造の麦焼酎「麦汁」の夏季限定バージョン！にごりの香り味わいを今まで以上に引き出し、無調整・無濾過で

瓶詰めしています。濃厚な香ばしい麦の香りと、とろみのある深い甘さが印象的な麦焼酎。少量入荷のためお早目に。

麦遼山（むぎりょうざん） 豊永酒造（熊本） 麦 麦麹 25％
720ｍｌ ￥900 1800ml ￥1800
麦 豊永酒造の新銘柄で麦焼酎の新しいスタイルを目指して造られた『麦遼山』！ほのかな吟醸香を感じ、
割ることによって爽やかな麦の香りと甘みが広がる心地よい清涼感にひたれる麦焼酎。少量入荷のためお早目に。

池の露 むらさき芋
天草酒造（熊本）
芋 米麹 25％
720ml ￥1257 1800ml ￥2524
芋 大人気！池の露に芋の品種別シリーズで新しく《むらさき芋》が入荷しました。季節ごとの限定生産品のため
入荷数わずかですが、むらさき芋の特徴を生かしたフルーティでまろやかな芋の甘みをご堪能ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

夏の赤鹿毛
柳田酒造（宮崎） 大麦 大麦麹 20％
720ml ￥926 1800ml ￥1852
麦 宮崎県で新しく開発された「平成宮崎酵母」を使用し、幾重にもわたる試行錯誤の末につくられた麦焼酎！
宮崎県では一般的なアルコール度数20度で、まろやかな口当たりと程良い麦の香ばしい余韻がたまりません！

ふんわり涼やか特蒸泰明
藤居醸造（大分）
麦 麦麹 19％
720ｍｌ ￥1150 1800ml ￥2300
麦 裏ラベルに金魚が泳ぐ様を描いた、見た目にも楽しめる夏限定麦焼酎。通常の特蒸泰明の中取りを無濾過のまま割水した
後、味をなじませるために半年以上タンクにて熟成させ、麦の柔らかい風味がより楽しめる逸品です。

泡 やまかわ甕フィニッシュ2013
山川酒造（沖縄）
米麹 30％
600ｍｌ \1250 1800ｍｌ \2950
古酒のやまかわ酒造より今年も甕フィニッシュが入荷しました。甕フィニッシュとは、蒸留した泡盛をタンクで貯蔵
盛 した後、出荷まで熟成させることにより、柔らかな味わいと上品な香りを楽しめる限定生産の特別な泡盛です。
芋

芋

小さな蔵

櫻井酒造（鹿児島） 芋 米麹 25％

720ｍｌ ￥1181

1800ml ￥2162

芋焼酎「櫻井」を造る櫻井酒造の「小さな蔵」という名の別ブランドの芋焼酎。白麹で仕込んだ原酒に、黒麹の
原酒をブレンドしており、すっきりした甘みの中身にも芋の濃い味わいが楽しめる逸品です。

野海棠

祁答院蒸留（鹿児島）

芋 米麹 25％

720ml ￥1429

1800ml ￥2838

モロブタによる手造り麹、木槽によるもろみ発酵、木樽による常圧蒸留、洞窟貯蔵での熟成、ほのぼのとした芋の
香りとかすかな木の香り、やさしく、すっきりとした甘み。『野海棠』は世界でただ一カ所、霧島で咲く花です。

黒 龍宮 蔵和水十五度
富田酒造（鹿児島）
黒糖 米麹 15％
720ml ￥950 1800ml ￥1600
潮風の風味の沖縄黒糖と国産米で造られ、蔵で十五度に和水してあります。黒糖のさわやかなコクと呑み口が軽く
糖 グイグイ呑める、割らずにそのまま冷やしたり温めて呑める黒糖焼酎です。
み 梅の宿 あらごしみかん酒 梅の宿酒造（奈良県） 温州みかん・日本酒・糖類 7％ 720ml ￥1400 1800ml ￥2800
か 原料である温州みかんの優しく爽やかな甘みと、果肉のツブツブ感あふれる食感がたまらない、くせになる味わい。
ん ロック、ソーダ割りなどお好みで、凍らせても美味しいデザート感覚のみかんリキュールです。※冷蔵で保管して下さい。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

夏の赤鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 大麦麹 20％
720ml ￥926 1800ml ￥1852
麦 宮崎県で新しく開発された「平成宮崎酵母」を使用し、幾重にもわたる試行錯誤の末につくられた麦焼酎！
宮崎県では一般的なアルコール度数20度で、まろやかな口当たりと程良い麦の香ばしい余韻がたまりません！

ふんわり涼やか特蒸泰明
藤居醸造（大分）
麦 麦麹 19％
720ｍｌ ￥1150 1800ml ￥2300
麦 裏ラベルに金魚が泳ぐ様を描いた、見た目にも楽しめる夏限定麦焼酎。通常の特蒸泰明の中取りを無濾過のまま割水した
後、味をなじませるために半年以上タンクにて熟成させました。

芋

松露 白麹赤芋仕込み 松露酒造（宮崎）

6月3日入荷予定です。

芋 米麹 20％

720ｍｌ ￥1100

1800ml ￥2200

松露酒造の地元、宮崎県串間産の「宮崎紅」を使った、アルコール度数20°の夏向け芋焼酎！見た目にも涼しい
ライトブルーのボトルで、軽快な飲み口ながら優しい芋の香りと甘い風味が綺麗な余韻で味わえます。6月2日入荷予定！

泡 翠古 夏限
忠孝酒造（沖縄）
米麹 19％
1800ｍｌ \2000
古式泡盛製法（シー汁浸漬法）によって仕込まれた「翠古」の夏限定バージョンが入荷しました。
盛 無濾過に近い状態で仕上げているので19度でも旨味がありつつ、爽やかで軽快に楽しめる逸品となっております。

野海棠 麦
祁答院蒸留（鹿児島）
麦 麦麹 25％
720ml ￥1352 1800ml ￥2667
麦 日本初の木槽仕込み麦焼酎が新入荷致しました！2007年から2年に一回少量のみ仕込みを行い、ついに出荷可能となった
幻の麦焼酎！現在は2007年と2009年をブレンドしており、まろやかでコクのある麦の柔らかい風味が特徴です。

大和桜
大和桜酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1200 1800ml ￥2190
芋 大和桜酒造の代表銘柄『大和桜』。芋には黄金千貫、麹米には国産米、良質な地下水を使用し手造りの麹と
全量甕壺仕込みというこだわりのある逸品。やさしく甘い口当たりに爽やかな芋の旨味が楽しめます。

春の天狗櫻
芋

リ
キ
ュ
ー
ル

白石酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2248

天狗櫻の春限定バージョン！通常の天狗櫻よりもフレッシュでフルーティな香りがあり、キレのある旨味も健在。
余韻が長く味わい深い仕上がりになっております。少量入荷のため売り切れ御免の商品です。 残り僅かです！

天草晩柑

天草酒造（熊本）

晩柑果汁 焼酎 糖類 クエン酸 8％

720ml ￥1435

1800ml ￥2870

和製グレープフルーツとも言われ、果汁が多くジューシーで爽やかな酸味と甘さが特徴の晩柑リキュールです。
晩柑果汁を60％も使用している天草が生んだ魂のリキュールを是非ご賞味ください。1800mlが新入荷しました！

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

麦

720ml ￥1278

青鹿毛

柳田酒造（宮崎）

大麦 麦麹 25％

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

720ｍｌ ￥1157

1800ml ￥2315

常圧蒸留ならではの濃く厚みのある香り、飲み口は柔らかくほのかな麦の甘みとローストしたような香ばしい風味が
たまらない麦焼酎の逸品です！年二回のみの限定出荷ですのでお早めにどうぞ。
4月28日入荷済み！

池の露ちんたら 紅はるか
天草酒造（熊本）
芋 米麹 30％
720ml \2524 1800ml \5524
芋 天草酒造より種子島生まれの新品種「紅はるか」を使用した独特の個性ある芋焼酎！上品で透明感さえ漂う
香りと、ほのかにフルーティで甘みのある芋の風味でアルコール度数30％とは思えない繊細な味わいです。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

金峰 「紅」
宇都酒造（鹿児島）
芋 米麹 30％
1800ml ￥2593
芋 宇都酒造より芋焼酎【金峰】の新しい試みとして紅芋を使用した新たな芋焼酎が誕生しました！上品で紅芋特有の
フルーティな香りと、アルコール度数30度とはおもえない柔らかさが特徴の逸品。

限定18本入荷済み！

XX（ﾀﾞﾌﾞﾙｴｯｸｽ）晴耕雨讀
佐多宗二商店（鹿児島） 芋 米麹 25％
1800ml ￥2700
芋 佐多宗二商店より晴耕雨讀の新しいバージョンが誕生しました！通常の晴耕雨讀との違いは間接加熱蒸留した米焼酎
を20％配合しており、香りは穏やか、口当たりなめらかで芋の風味がキメ細かく感じる芋焼酎！

5月8日入荷予定！

◆厳選別格おすすめ焼酎一覧◆

外税表示

千鶴 紫芋
神酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2240
麦 南薩摩の頴娃地区で少量栽培される、「頴娃紫」（エイムラサキ）という紫芋を原料に、伝承甕にて丁寧に仕込まれ
た芋焼酎 。紫芋特有のフルーティーな香りと上品な芋の甘みが特徴。少量生産品なので売り切れ御免の商品です。

相良丹娯（さがらたんご）
相良酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1380 1800ml ￥2400
芋 相良酒造の歴史の中で初めて酵母に着目し、数年の時をかけて自ら培養した酵母で仕込んだ芋焼酎。柔らかい芋の
香りの中に華やかな香りも感じることができ、飲むごとに甘み、心地よい余韻が続きます。残り僅かです。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

季節限定商品

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新焼酎 特蒸泰明 藤居醸造（大分） 麦 麦麹 25％
1800ml ￥2600
麦 独自の製法によりフレッシュな荒々しさがありつつ本来持っている濃厚な麦の風味がバランスよく調和した新焼酎。
普段は蔵人だけしか味わえない出来たての香りと味わいを是非ご賞味下さい。残り30本ですのでお早めに！

芋 春の天狗櫻

白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1278 1800ml ￥2248
天狗櫻の春限定バージョン！通常の天狗櫻よりもフレッシュでフルーティな香りがあり、キレのある旨味も健在。
余韻が長く味わい深い仕上がりになっております。少量入荷のため売り切れ御免の商品です。限定54本入荷！

紅櫻井
芋

櫻井酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2450

櫻井酒造から去年に続き紅芋仕込みの芋焼酎！焼き芋のように甘く香ばしい香り、呑んだ瞬間からボリュームの
あるふくよかな甘みが口いっぱいに広がり香ばしい余韻が続きます。数量限定のため売り切れ御免の商品です。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

泰明「ここから」2014 藤居醸造（大分） 麦 麦麹 42％
720ml ￥4000
麦 藤居醸造から【泰明 ここから】という新しい麦焼酎が誕生しました。仕込には通常の倍時間をかけ、その年に
一番良いと思える材料を使い、長期間保存して美味しくなるようこだわりました。記念品や贈り物にも最適です。

芋

ぬばたま

大石酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2750

芋

芋

ぬばたま

大石酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2750

万葉集の枕詞で知られる「ぬばたま」はヒオウギ（檜扇）というアヤメ科の多年草の種子のことで、黒い実の
イメージ通りのラベルデザイン。二種類の芋の原酒をブレンドしており濃厚でなめらかな芋の風味。限定24本入荷！！

ＬＸＸ (70)

佐多宗二商店（鹿児島）

芋 麦麹 25％

720ml ￥1900 1800ｍｌ ￥3426

名前の数字【70】とは、佐多宗二商店の芋焼酎「不二才」と同じもろみを70％の量、間接加熱蒸留したもので構成
された芋焼酎。和食はもちろんの事、イタリアンにも合わせれられる幅の広い味わい！1800mlも新発売しました。

米

豊永蔵 超にごり

豊永酒造（熊本）

米 米麹

25％

720ｍｌ ￥1352 1800ml ￥2700

豊永酒造より季節限定の無濾過で仕上げた常圧米焼酎です。濃厚な米の旨味が口いっぱいにひろがり、余韻も長く
米焼酎と思えないくらいの香りと密度があります。にごりの奥深い味わいを是非一度どうぞ！極少量入荷！

梅酒
八海山の原酒で仕込んだ梅酒 日本酒「八海山」で仕込んだ梅酒、爽やかな酸味が心地よい！ 720ml
八海山の焼酎で仕込んだ梅酒 米焼酎「宜有千萬」で仕込んだ梅酒、バランス良い梅の果実味！ 720ml

￥1300
￥1300

1800ml
1800ml
1800ml
720ml
720ml
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml
720ml
1800ml
500ml
1800ml

￥2700
￥2700
￥2600
￥2500
￥1560
￥2800
￥2200
￥2000
￥2800
￥2783
￥4000
￥1200
￥2076
￥3619
￥2700

500ml
720ml
720ml
720ml
720ml

￥1200
￥1200
￥1000
￥1400
￥1139

750ml

￥1409

720ml

￥1350

愛媛の柚子と自社の『特別本醸造」を使用し造られた柚子酒。 720ml ￥1100 1800ml
泉姫 ゆず酒
柚子の風味たっぷりで、上品な味わいの柚子酒です。
750ml ￥1400 1800ml
梅乃宿 ゆず酒
1800ml
地元の「天然ゆず」を手搾りで仕込んだ柚子リキュールです
大那
柚子
高知県産のゆずと、蜂蜜の程よい甘さのバランスが絶妙！
720ml
美丈夫 ゆず酒
大分県産の柚子を贅沢に使用した爽やかな風味と優しい甘さ！ 720ml ￥1450 1800ml
くだもん 大分ゆず
㈱横浜君嶋屋 TEL 045-251-6880 FAX 045-251-6850 URL：http://ｗｗｗ.kimijimaya.co.jp

￥2200
￥2800
￥2800
￥1581
￥2900

梅まんさく
長期熟成梅酒
真澄 梅酒
山田十郎 梅酒
紅茶梅酒
梅の宿 梅酒
梅の宿 あらごし梅酒
豊後梅酒
文蔵 梅酒
山元 アロマ梅酒
角玉 梅酒
刀 リキュール梅酒
くだもん 福岡うめ

古木の梅の実と甘酒を使って仕込んだ優しい味わいの梅酒です
40年貯蔵の梅酒と3年熟成の梅酒をブレンドした古酒梅酒です
米焼酎ベースの梅酒で上品ですっきりとした味わいの梅酒です
山田錦を使用した日本酒に漬けて作った純米梅酒です
地元大分県杵築市の「杵築紅茶 べにふうき」を使用した逸品！
日本酒ベースの梅酒で、みずみずしく爽やかな梅酒です
梅酒に梅の果肉をブレンドした、果肉感たっぷりの梅酒です
本格焼酎に漬け込み、10年以上寝かせた熟成梅酒です
米焼酎”文蔵”に漬け込み、一定期間熟成させた梅酒です
【田舎風自然造り】で、どこか懐かしい味わいの梅酒です
美味滋養の言葉と共に、1958年日本で最初に輸出した梅酒です
角玉梅酒を蒸留し、さらに青梅を漬け込んで出来た梅酒です
福岡県産南高梅を使用し梅酒の濃さはそのままに低アルコール！

ゆず酒

麦冠 情け嶋
八丈興発（東京）
麦 麦麹 25°
700ml ￥950
1800ml ￥1900
麦 八丈島で造られた麦焼酎「麦冠情け嶋」。麹にも国産麦を使用した常圧麦焼酎です。しっかりとした穀物感、
心地よく広がる香ばしさ。焼き魚や焼肉などの焦げた旨みのある料理との相性抜群です。

きろく無濾過
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 25％
720ml ￥1417 1800ml ￥2824
芋 黒麹の【きろく】の原酒を無濾過・無調整のままアルコール分25°まで割り水した新酒です。旨み＆香りが荒々しく
野生的な全体像に仕上がっています。黒木本店が醸す冬季限定の芋焼酎、残り本数が少なめなのでお早めに。

芋

別撰・野海棠

祁答院蒸留（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2838

木槽発酵、木樽蒸留で優しく柔らかい味わいが特徴の「野海棠」の別バージョン、「別撰・野海棠」が再入荷。
木樽ではなくステンレス製単式蒸留機で蒸留することにより、力強くコシのある味わいに仕上がっております。

池の露
古酒（白麹）
天草酒造（熊本）
芋 米麹 25％
720ml \1333
1800ml \2667
芋 池の露【古酒】の新ロットが入荷しました。綺麗な芋の風味が優しく古酒ならではの余韻の長さや
深みのある味わいはそのままに、じわじわと体に沁み込んでいく心地よい余韻が特徴の芋焼酎！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
麦

季節限定商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新焼酎 特蒸泰明 藤居醸造（大分） 麦 麦麹 25％
1800ml ￥2600
独自の製法によりフレッシュな荒々しさがありつつ本来持っている濃厚な麦の風味がバランスよく調和した新焼酎。
普段は蔵人だけしか味わえない出来たての香りと味わいを是非ご賞味下さい。60本限定ですのでお早めに！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

相良丹娯（さがらたんご）
相良酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1380 1800ml ￥2400
芋 相良酒造の歴史の中で初めて酵母に着目し、数年の時をかけて自ら培養した酵母で仕込んだ芋焼酎。
柔らかい芋の香りの中に華やかな香りも感じることができ、飲むごとに甘み、心地よい余韻が続きます。

京屋きよやす 京屋酒造（宮崎）
芋 米麹 20％
720ml ￥1419
芋 創業天保五年(1834年)。農薬を使用せず有機肥料を用いて栽培した「宮崎県紅寿芋」を原料に、男性的な「豪」の
芋焼酎とは対照的な「柔」を印象とする繊細で綺麗な余韻、割らずに呑めるまろやかさが特徴の芋焼酎です。
リ
キ
ュ
ー
ル

くだもん 大分由布ヨーグルトン 若波酒造（福岡）乳酸品乳酸菌飲料（殺菌）・日本酒・レモン果汁

など

5％ 720ｍｌ ￥1350

九州で昔から親しまれている乳酸菌飲料「ヨーグルトン」と若波酒造がコラボレーションしてできた和リキュール！

ュ
ー
ル

アルコール分5％と低めながら、爽やかな甘みと酸味がたまらないゴクゴク呑めてしまう軽快リキュールです。

苺 くだもん 博多あまおう

若波酒造（福岡）日本酒・いちご・あまおう紅茶・クエン酸 など
5％
720ｍｌ ￥1250
九州のフルーツの魅力を伝える若波酒造のやわらか和リキュールQdamon(くだもん)の苺バージョン！
酒 苺ジュースを想わせるキュートな甘さと酸味をもったライトタイプの、呑み疲れしない優しい苺リキュールです。
芋

大和桜

大和桜酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

720ml ￥1200 1800ml ￥2190

大和桜酒造の代表銘柄『大和桜』。芋には黄金千貫、麹米には国産米、良質な地下水を使用し、手造りの麹と
全量甕壺仕込みというこだわりのある逸品。やさしく甘い口当たりに爽やかな芋の旨味が楽しめます。

ヤマトザクラヒカリ
大和桜酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1410 1800ml ￥2571
芋 麹米にコシヒカリ（又はヒノヒカリ）を使用し、一年間の歳月を懸けて熟成貯蔵した本手造り芋焼酎です。
ふくよかな芋の香りと、しっかりとした滑らかで芳醇な味わい、まろやかな旨味をご堪能いただけます。

天使の誘惑
西酒造(鹿児島)
芋 米麹 40％
720ml ￥3096
芋 厳選された黄金千貫を使用、専用の樫樽で貯蔵・熟成させた逸品。長期熟成によるピュアで深い芋の香りと、
上品な甘味、ブランデーを想わせる芳醇でトロリとした独特の口当たりが特徴の長期熟成芋焼酎！

陶眠中々
黒木本店(宮崎)
麦 麦麹 28％
720ml ￥2287
麦 百年の孤独と同じ原酒を使用している事でも知られる麦焼酎【中々】を陶器に入れ約2年間熟成させた逸品。
アルコール度数28度という絶妙なアルコール度数でまろやかな麦の甘みとコクのある味わいが楽しめます。

杜谷 黒麦
ぶんご銘醸（大分）
麦 麦麹 25%
1800ｍｌ ￥2200
麦 ぶんご銘醸の黒麹仕込み麦焼酎。華やかに広がる香り、そして常圧蒸留ならではの飲み応えのあるどっしりとした
旨み。ビターチョコレートを彷彿させるような、甘みと苦味が見事に調和した巧みな味わいの麦焼酎です。

生 GINGER SHOCK （ジンジャーショック） 酔鯨酒造（高知） 生姜 清酒 焼酎 黒糖 20％

500ｍｌ ￥980

姜 日本酒蔵として有名な酔鯨酒造が地元高知産のしょうが「黄金の里」で醸す、しょうがリキュール！しょうがのパンチ
のある辛みと、清酒の旨み、黒糖の甘みをバランス良く調和させたカクテルにもお料理にも使える万能リキュール！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

芋

池の露ちんたら 紅はるか

季節限定商品

天草酒造（熊本）

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

芋 米麹 30％

720ml \2524

1800ml \5524

天草酒造より種子島生まれの新品種「紅はるか」を使用した独特の個性ある芋焼酎！上品で透明感さえ漂う
香りと、ほのかにフルーティで甘みのある芋の風味でアルコール度数30％とは思えない繊細な味わいです。

爆弾ハナタレ
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 44％
360ml ￥2287
芋 黒木本店が醸す季節限定の芋焼酎。【ハナタレ】とは蒸留の際、最初に垂れてくる出端の初留取り。アルコール度数
44°の強烈な逸品。冷凍庫に入れてキンキンに冷やして飲めば爽快感がたまらない癖になる芋焼酎です。

蕾 千本桜
柳田酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2407
芋 麦焼酎蔵として有名な柳田酒造の35年ぶりに復活した芋焼酎「千本桜」。今年初めて新酒を詰めた限定品「蕾千本桜」
ができました！詰めたてそのままのにごりと芋臭いパンチがありながら、お湯割りのふっくらした風味が最高です。

黒 稲の露 祝

沖永良部酒造（鹿児島）

黒糖 米麹

30％

1800ml ￥4700

1985年醸造の黒糖焼酎で長期貯蔵熟成古酒です。純金箔入りの豪華な使用になっていて、古酒独特のまろやかで
糖 風味豊かな黒糖の味わいが楽しめ、おだやか余韻が長く続きます。飲む前に振っていただくと金箔が舞い綺麗です。

芋

芋

甕雫(かめしずく) 京屋酒造（鹿児島）

芋 米麹 20％

900ml ￥2714

1800ml ￥3905

創業天保五年(1834年)。農薬を使用せず有機肥料を用いて栽培した「宮崎県紅寿芋」を原料の一部に使用し、
代々受け継がれてきた伝承の大甕にて仕込まれる逸品！上品な香りとマイルドな芋の風味の甕入り芋焼酎です。

天狗櫻 新酒

白石酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

720ml ￥1278 1800ml ￥2248

一次・二次仕込み共に甕壺仕込み、木樽とホーローの蒸留器からの原酒をブレンドし造られる天狗櫻の新酒！
通常の天狗櫻よりも力強い芋の凝縮感、新酒なのにまろやかさを合わせ持つ年1回限定出荷の芋焼酎！残り僅か。

蕾 千本桜
柳田酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2407
芋 麦焼酎蔵として有名な柳田酒造の35年ぶりに復活した芋焼酎「千本桜」。今年初めて新酒を詰めた限定品「蕾千本桜」
ができました！詰めたてそのままのにごりと芋臭いパンチがありながら、お湯割りのふっくらした風味がたまらない。

古代一壺
六調子酒造（熊本）
米 米麹 38％
720ml ￥4073
米 吟味された数種類の古酒をブレンドした100％古酒の球磨焼酎。綺麗な琥珀色で奥行きのある深く甘い香りが特徴。
古酒独特の芳醇で膨らみのある味わいと、貯蔵熟成酒のすばらしい世界を堪能できる逸品！

常徳屋 宇佐ぼうず道中(焙煎薫蒸醸し)常徳屋酒造場（大分） 麦 麦麹 25％ 720ｍｌ ￥1238 1800ml ￥2238
麦 地元の宇佐産ハダカ麦を焙煎、二次仕込みの際に使用し発酵後、貯蔵熟成させた常徳屋酒造場の新しい麦焼酎。
蒸留直後はコゲ臭だったものが貯蔵熟成した事で、深みのある香ばしいビターな風味が楽しめる逸品になりました。

ぼ
ん
ぼ
ん

焼酎屋のぼんぼん
黒木本店(宮崎)
1箱
￥1500
黒木本店の人気銘柄、「百年の孤独」を使用して作った「焼酎屋のぼんぼん」。ウイスキーに似た香りを持つ
「百年の孤独」はチョコレートにも見事に合います。桐箱の入れ物に8個入り、贈り物にも最適。1月10日入荷予定

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

梅 くだもん 福岡うめ 若波酒造（福岡）日本酒・梅・氷砂糖
10％ 720ｍｌ ￥1350 1800ml ￥2700
九州のフルーツの魅力を伝える若波酒造のやわらか和リキュールQdamon(くだもん)の梅酒バージョン！福岡県産南高梅
酒 を使用し梅酒の濃さはそのままに低アルコールで、ストレートでも良し割っても良しの万能タイプ！
柚 くだもん 大分ゆず 若波酒造（福岡）ゆず果汁・日本酒・醸造アルコール・糖類 7％ 720ｍｌ ￥1450 1800ml ￥2900
子 九州のフルーツの魅力を伝える若波酒造のやわらか和リキュールQdamon(くだもん)の柚子バージョン！大分県産の柚子を
贅沢に使用した爽やかな柚子の風味と優しい甘さが広がるゴクゴク飲めちゃう軽快リキュールです！呑み過ぎ注意。

ほんのりお湯割り特蒸泰明（金箔入り） 藤居醸造（大分） 麦 麦麹 22％ 720ｍｌ ￥1700 1800ml ￥2800
麦 麦の味と香りをしっかり味わえる焼酎を造り続ける藤居醸造から、冬限定のお湯割り向けの麦焼酎が入荷しました！
蔵元のおすすめは6（焼酎）：4（お湯）で割ると一番おいしく召し上がれるとの事。

12月6日頃入荷予定！

ひとり歩き 黒傳
古澤酒造（宮崎）
芋 米麹（黒麹） ２５％
1800ml ￥2577
芋 ひとり歩きに黒麹を使って醸された季節限定バージョンが入荷しました。白麹で醸されている通常のひとり歩きの味わい
よりも落ち着いた黒麹ならではのコクが加わり、芋の風味をより感じられる逸品になっております。※数量限定品です。

天狗櫻 新酒
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1278 1800ml ￥2248
芋 一次・二次仕込み共に甕壺仕込み、木樽とホーローの蒸留器からの原酒をブレンドし造られる天狗櫻の新酒がでます！
通常の天狗櫻よりも力強い芋の凝縮感、新酒なのにまろやかさを合わせ持つ年1回限定出荷の芋焼酎！

紫尾の露 Classic
軸屋酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2838
芋 軸屋酒造より生産量限定の荒濾過芋焼酎が入荷しました。蒸留後の濾過を最小限にとどめ、芋のうまみを最大限に
残した為白くにごっていて、非常に呑みごたえのあるしっかりとした味わいが特徴。

あらあらざけ黒麹2014
佐藤酒造（鹿児島）
芋 米麹 38％
720ml ￥3619
芋 佐藤酒造の「あらあらざけ黒麹」が入荷しました！蒸留直後の原酒をそのまま詰めた新焼酎で、パンチのある芋の
風味が広がります。瓶の裏ラベルに6000本限定シリアルナンバー付きですのでお買い求めはお早めに。

芋

鶴見 白濁無濾過

大石酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2330

大石酒造のレギュラー酒「鶴見」の特別限定バージョン【白濁無濾過】。日本一芋臭い焼酎で、初めて芋焼酎を飲む方
には不向きですのでご遠慮下さい。はまってしまうと抜け出せない個性溢れる美味しさ。残り僅かですのでお早めに

宝山 Grand Cru 酒酒楽楽2014 西酒造（鹿児島） 芋 米麹（山田錦） 37％
720ml ￥12000
芋 創業から160年、変わらぬ信念で研鑽した技の粋を集め、この一本に辿り着きました。この一杯で、無限に広がる
宇宙のような焼酎の可能性を感じて頂けたら幸いです。～蔵元コメントより～

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

(専用化粧箱、専用グラス付き)

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

蕾 千本桜
柳田酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2407
芋 麦焼酎蔵として有名な柳田酒造の35年ぶりに復活した芋焼酎「千本桜」。今年初めて新酒を詰めた限定品「蕾千本桜」

が入荷しました！詰めたてそのままのにごりと芋臭いパンチがありながら、お湯割りのふっくらした風味がたまらない。

C (100)
佐多宗二商店（鹿児島）
芋 麦麹 25％
720ml ￥3000
芋 芋焼酎「不二才」のもろみを、フルーツブランデーを蒸留する際に使う「間接加熱蒸留器」を用い、出来た原酒を100%
使用し25度に加水した新商品。透き通った味わいでどこか洋酒を感じさせる新しい試みの芋焼酎。
池の露 白豊
天草酒造（熊本）
芋 米麹 25％
720ml ￥1257 1800ml ￥2524
芋 池の露シリーズが大幅にラベルをリニューアルしました！気になるその味わいは、上品で透明感のある香り、口に含ん
で一瞬の間をおいてからジワジワ～と優しい旨味が広がる池の露ならではの味わい。ラベルも味わいも秀逸な芋焼酎！

白天宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2819
芋 宝山シリーズで限定出荷の『白麹』を使用し醸された白天宝山が入荷しました。ふくよかな芋の甘い香り、白麹らしい
穏やかな口当たりの中で柔らかな芋の甘味と、キレの良さが同居する味わい。優しく綺麗な芋の余韻が心地よい。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
芋

芋

新焼酎 野海棠

季節限定商品

祁答院蒸留（鹿児島）

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

芋 米麹 25％

1800ml ￥2838

蔵人しか飲むことが出来なかった野海棠の新酒が入荷しました！通常の野海棠は熟成による上品な味わいが特徴的
ですが、新酒も蒸留したてとは思えないほど飲みやすく柔らかい味わいで新鮮な風味を楽しめます。

きろく無濾過

黒木本店(宮崎)

芋 米麹

25％

720ml

￥1417

1800ml

￥2824

芋

芋

きろく無濾過

黒木本店(宮崎)

芋 米麹

25％

720ml

￥1417

1800ml

￥2824

黒木本店が醸す冬季限定の芋焼酎。黒麹の【きろく】の原酒を無濾過・無調整のままアルコール分25°まで割り水した
新酒です。旨み＆香りが荒々しく野生的な全体像に仕上がっています。 ※11月5日（木）入荷予定。

爆弾ハナタレ

黒木本店(宮崎)

芋 米麹 44％

360ml ￥2287

※11月12日（水）入荷予定。

黒木本店が醸す季節限定の芋焼酎。【ハナタレ】とは蒸留の際、最初に垂れてくる出端の初留取り。アルコール度数
44°の強烈な逸品。冷凍庫に入れてキンキンに冷やして飲めば爽快感がたまらない癖になる芋焼酎です。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

じいさんの置きみやげ 甕入り 藤居醸造（大分） 麦 麦麹25％
1800ml ￥5200
麦 藤居醸造より瑠璃色の美濃焼きの甕に入れられた年に一回冬季限定の特別な麦焼酎が新入荷しました！
三年以上長期熟成させた香ばしい麦の風味とまろやかな味わい、贈り物にも最適な限定麦焼酎。※数量限定品

別撰・野海棠
祁答院蒸留（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1429 1800ml ￥2838
芋 木槽発酵、木樽蒸留で優しく柔らかい味わいが特徴の「野海棠」の別バージョン、「別撰・野海棠」が誕生しました！
木樽ではなくステンレス製単式蒸留機で蒸留することにより、力強くコシのある味わいに仕上がっております。

芋

あらあらざけ白麹2014
佐藤酒造（鹿児島）
芋 米麹 38％
720ml ￥3619
佐藤酒造より年に一度出荷される「あらあらざけ」が入荷しました。昨年までは黒麹だけでしたが今年から初の試み
となる白麹が完成しました。蒸留時に即瓶詰めされた無濾過の原酒のため芋の風味をダイレクトに感じられる逸品です。

芋

ひとり歩き 熟成古酒
古澤酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2800
古澤醸造より年に一度の限定品、ひとり歩きの熟成古酒が新入荷致しました！3年以上熟成させたひとり歩きを蔵元秘伝
のブレンドによって瓶詰めした貴重な逸品。穏やかな芋の風味とまろやかな舌触りの芋焼酎!
※数量限定品

麦 山猿

尾鈴山蒸留所（宮崎）
麦 麦麹 ２５°
720ml ￥1219
1800ml ￥2429
宮崎の山の奥深くに佇む黒木本店出資の蒸留所。原料には地元栽培の大麦を使用。自社培養による独自の酵母菌を用い、
徹底した手造りの仕込み、常圧蒸留によって仕上げられた、香ばしく麦のふくよかな味わいが特徴の焼酎です。

陶眠中々

黒木本店(宮崎)

麦

麦麹

28％

720ml

￥2287

麦
百年の孤独と同じ原酒を使用している事でも知られる麦焼酎【中々】を陶器に入れ約2年間熟成させた逸品。
アルコール度数28度という絶妙なアルコール度数でまろやかな麦の甘みとコクのある味わいが楽しめます。

芋

薩摩優（さつままさり）
相良酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2028
「さつままさり」の名称は、焼酎用のサツマイモとして特に優れている鹿児島の品種を意味し、鹿児島県酒造組合が
商標登録しています。甘くフルーティな香りとスッキリした味わいが特徴の芋焼酎です。

金峰 荒濾過
宇都酒造（鹿児島） 芋 米麹 25％
720ｍｌ ￥1215 1800ml ￥2250
芋 霊峰・金峰山の麓で創業以来の銘柄「金峰」を造り続ける宇都酒造。発酵過程の最高温度を高めにし、力強いもろみ
の状態で醸されており、「バランスの良い、飲み疲れしない味」を追求した宇都酒造四代目入魂の芋焼酎です。

無濾過 自我田
豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
720ｍｌ ￥1429 1800ml ￥2858
米 豊永酒造で初めて「自家田」で栽培したオーガニック協会認証米だけで仕込んだ、少量生産の希少な米焼酎です。
無濾過の深くて香ばしい香り、まろやかでお米本来の甘く、奥深い味わいが楽しめます。

生 GINGER SHOCK （ジンジャーショック） 酔鯨酒造（高知） 生姜 清酒 焼酎 黒糖 20％
500ｍｌ ￥980
日本酒蔵として有名な酔鯨酒造が地元高知産のしょうが「黄金の里」で醸す、しょうがリキュール！しょうがのパンチ
姜 のある辛みと、清酒の旨み、黒糖の甘みをバランス良く調和させたカクテルにもお料理にも使える万能リキュール！

天草晩柑

天草酒造

キ
（熊本）
晩柑果汁 焼酎 糖類 クエン酸 8％
720ml ￥1435
ルュ リ
ー 和製グレープフルーツとも言われ、果汁が多くジューシーで爽やかな酸味と甘さが特徴の晩柑をリキュールにした

「天草晩柑」。晩柑果汁を60％も使用している天草が生んだ魂のリキュールを是非ご賞味ください。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

季節限定商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

鶴見 白濁無濾過
大石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2330
芋 大石酒造のレギュラー酒「鶴見」の限定バージョン【白濁無濾過】が入荷しました！日本一芋臭い焼酎で、初めて芋焼酎
を飲む方には不向きですのでご遠慮下さい。はまってしまうと抜け出せない個性溢れる美味しさです。10月1日入荷予定

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

芋 YAEZAKURA SEN

古澤醸造（宮崎）
芋 米麹 25％
720ml ￥1600
古澤醸造創業120周年を記念し「千年後も咲き続けられように」との想いを込めた【YAEZAKURA SEN 】が新入荷しました!
シンプルなボトルデザインで、洗練された芋の風味がどこか都会的に感じる古澤醸造新しい試みの芋焼酎です。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

夏の小牧

小牧醸造（鹿児島）

季節限定商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

芋 米麹 25％

1800ml ￥2600

夏の小牧
小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2600
芋 ジョイホワイトを白麹、紅さつまを黒麹で仕込み、それぞれの原酒を5対5の割合でブレンドし25°に割水しました。
夏の暑い日にはロックや水割りで呑んで美味しい焼酎を、と言う思いで誕生した小牧醸造夏季限定芋焼酎！！

紫尾の露 颯
軸屋酒造（鹿児島）
芋 米麹 20％
720ml ￥1047
1800ml ￥2000
芋 四代目当時の息子の名をとった夏酒「紫尾の露 颯」は、自社栽培の”安納芋”と”紅あずま”を白麹で丁寧に仕込み
ブレンドした逸品。香り高く余韻のある味わいと、喉ごしのスッキリ感が絶妙！

松露 白麹赤芋仕込み 松露酒造（宮崎）
芋

麦

藤居醸造（大分）

芋

1800ml ￥1900

麦 麦麹 19％

720ｍｌ ￥1150

1800ml ￥2300

裏ラベルに金魚が泳ぐ様を描いた、見た目にも楽しめる夏限定麦焼酎。通常の特蒸泰明の中取りを無濾過のまま割水した
後、味をなじませるために半年以上タンクにて熟成させました。

夏の赤鹿毛

柳田酒造（宮崎）

大麦 大麦麹 20％

720ml ￥926

1800ml ￥1852

宮崎県で新しく開発された「平成宮崎酵母」を使用し、幾重にもわたる試行錯誤の末につくられた麦焼酎！
宮崎県では一般的なアルコール度数20度で、まろやかな口当たりと程良い麦の香ばしい余韻がたまりません！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
芋

720ｍｌ ￥950

松露酒造の地元、宮崎県串間産の「宮崎紅」を使った、アルコール度数20°の夏向け芋焼酎！見た目にも涼しい
ライトブルーのボトルで、軽快な飲み口ながら優しい芋の香りと甘い風味が綺麗な余韻で味わえます。

ふんわり涼やか特蒸泰明
麦

芋 米麹 20％

大和桜

新入荷商品

大和桜酒造（鹿児島）

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

芋 米麹 25％

1800ml ￥2190

大和桜酒造の代表銘柄『大和桜』。芋には黄金千貫、麹米には国産米、良質な地下水を使用し、手造りの麹と
全量甕壺仕込みというこだわりのある逸品。やさしく甘い口当たりに爽やかな芋の旨味が楽しめます。

ヤマトザクラヒカリ

大和桜酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

720ml ￥1410 1800ml ￥2571

麹米にコシヒカリ（又はヒノヒカリ）を使用し、一年間の歳月を懸けて熟成貯蔵した本手造り芋焼酎です。
ふくよかな芋の香りと、しっかりとした滑らかで芳醇な味わい、まろやかな旨味をご堪能いただけます。

黒 長雲 長期熟成貯蔵 古酒 山田酒造（鹿児島）

黒糖 米麹 30％

1800ml ￥4267

糖 黒糖焼酎「長雲」の限定品。単式常圧蒸留した原酒を五年以上の歳月を掛けじっくりと貯蔵熟成しました。
長雲らしい芳醇でほんのり甘い黒糖の風味、円やかな旨味と心地良い余韻が長～く続く貴重な逸品です。
柚 YUZU Liqueur ALL USA
常徳屋酒造場（大分） 麦焼酎 ゆず果汁 14％
720ｍｌ ￥1250
ALL USA(宇佐産)にこだわり、すべての原料を宇佐産で仕込んだゆず酒です。宇佐産の裸麦を１００％使用した
子 麦焼酎をベースに、院内産のみのフレッシュなゆず果汁を加え、余韻に麦の風味を感じる大人な味わい。

一尚（いっしょう） ブロンズ
小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 ２５％
720ｍｌ ￥1409 1800ml ￥2657
芋 小牧醸造の創業100周年を記念して造られた【一尚】に白麹バージョンで、ビール酵母を使った芋焼酎です！
芳醇な香りが特徴のビール酵母を使用する事により、芋の甘い風味をより一層引き立てる味わいに仕上がっております。

黒 龍宮 蔵和水十五度
富田酒造（鹿児島）
黒糖 米麹 15％
720ml ￥950 1800ml ￥1600
潮風の風味の沖縄黒糖と国産米で造られ、蔵で十五度に和水してあります。黒糖のさわやかなコクと呑み口が軽く
糖 グイグイ呑める、割らずにそのまま冷やしたり温めて呑める黒糖焼酎です。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
芋

夏の小牧

小牧醸造（鹿児島）

季節限定商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

芋 米麹 25％

1800ml ￥2600

ジョイホワイトを白麹、紅さつまを黒麹で仕込み、それぞれの原酒を5対5の割合でブレンドし25°に割水しました。
夏の暑い日にはロックや水割りで呑んで美味しい焼酎を、と言う思いで誕生した小牧醸造夏季限定芋焼酎！！

夏の赤鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 大麦麹 20％
720ml ￥926 1800ml ￥1852
麦 宮崎県で新しく開発された「平成宮崎酵母」を使用し、幾重にもわたる試行錯誤の末につくられた麦焼酎！
宮崎県では一般的なアルコール度数20度で、まろやかな口当たりと程良い麦の香ばしい余韻がたまりません！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
芋

芋

紫尾の露 颯

軸屋酒造（鹿児島）

新入荷商品
芋 米麹 20％

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
720ml ￥1047 1800ml ￥2000

四代目当時の息子の名をとった夏酒「紫尾の露 颯」は、自社栽培の”安納芋”と”紅あずま”を白麹で丁寧に仕込み
ブレンドした逸品。香り高く余韻のある味わいと、喉ごしのスッキリ感が絶妙！
※6/6頃入荷予定です。

池の露 白豊

天草酒造（熊本）

芋 米麹 25％

720ml ￥1257 1800ml ￥2524

芋

池の露 白豊

天草酒造（熊本）

芋 米麹 25％

720ml ￥1257 1800ml ￥2524

池の露シリーズが大幅にラベルをリニューアルしました！気になるその味わいは、上品で透明感のある香り、口に含ん
で一瞬の間をおいてからジワジワ～と優しい旨味が広がる池の露ならではの味わい。ラベルも味わいも秀逸な芋焼酎！

紅櫻井
櫻井酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2450
芋 櫻井酒造初めての試み、紅芋仕込みの芋焼酎！焼き芋のように甘く香ばしい香り、呑んだ瞬間からボリュームのある
ふくよかな甘みが口いっぱいに広がり香ばしい余韻が続きます。初回は数量限定のため売り切れ御免の商品です。

米 古代一壺

六調子酒造（熊本）
米 米麹 38％
720ml ￥4073
吟味された数種類の古酒をブレンドした100％古酒の球磨焼酎。綺麗な琥珀色で奥行きのある深く甘い香りが特徴。
古酒独特の芳醇で膨らみのある味わいと、貯蔵熟成酒のすばらしい世界を堪能できる逸品！

黒 長雲 山田川

山田酒造（鹿児島）
黒糖 米麹 30％
1800ml ￥4552
山田社長自ら無農薬で栽培し手刈りで収穫したサトウキビと、豊永蔵酒造の有機栽培米を麹米に使用した
糖 贅沢な黒糖焼酎！やさしい黒糖の風味がたまらない味わいです。数量限定品ですのでお早めに。

梅酒
八海山の原酒で仕込んだ梅酒 日本酒「八海山」で仕込んだ梅酒、爽やかな酸味が心地よい！ 720ml
八海山の焼酎で仕込んだ梅酒 米焼酎「宜有千萬」で仕込んだ梅酒、バランス良い梅の果実味！ 720ml

1800ml
1800ml
1800ml
720ml
720ml
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml
720ml
1800ml
500ml

￥2700
￥2700
￥2524
￥2500
￥1560
￥2800
￥2200
￥2000
￥2800
￥2783
￥4000
￥1200
￥2076
￥3619

￥1100 1800ml
泉姫 ゆず酒
￥1400 1800ml
梅乃宿 ゆず酒
1800ml
大那
柚子
720ml
美丈夫 ゆず酒
㈱横浜君嶋屋 TEL 045-251-6880 FAX 045-251-6850 URL：http://ｗｗｗ.kimijimaya.co.jp

￥2200
￥2800
￥2800
￥1581

梅まんさく
長期熟成梅酒
真澄 梅酒
山田十郎 梅酒
紅茶梅酒
梅の宿 梅酒
梅の宿 あらごし梅酒
豊後梅酒
文蔵 梅酒
山元 アロマ梅酒
角玉 梅酒
刀 リキュール梅酒

古木の梅の実と甘酒を使って仕込んだ優しい味わいの梅酒です
40年貯蔵の梅酒と3年熟成の梅酒をブレンドした古酒梅酒です
米焼酎ベースの梅酒で上品ですっきりとした味わいの梅酒です
山田錦を使用した日本酒に漬けて作った純米梅酒です
地元大分県杵築市の「杵築紅茶 べにふうき」を使用した逸品！
日本酒ベースの梅酒で、みずみずしく爽やかな梅酒です
梅酒に梅の果肉をブレンドした、果肉感たっぷりの梅酒です
本格焼酎に漬け込み、10年以上寝かせた熟成梅酒です
米焼酎”文蔵”に漬け込み、一定期間熟成させた梅酒です
【田舎風自然造り】で、どこか懐かしい味わいの梅酒です
美味滋養の言葉と共に、1958年日本で最初に輸出した梅酒です
角玉梅酒を蒸留し、さらに青梅を漬け込んで出来た梅酒です

720ml

￥1300
￥1300
￥1324

500ml
720ml
720ml
720ml
720ml

￥1200
￥1200
￥1000
￥1400
￥1139

750ml

￥1409

ゆず酒
愛媛の柚子と自社醸造の『特別本醸造」を使用し造られた柚子酒。
720ml
柚子の風味たっぷりで、上品な味わいの柚子酒です。
750ml
地元の「天然ゆず」を手搾りで仕込んだ柚子リキュールです
高知県産のゆずと、蜂蜜の程よい甘さのバランスが絶妙！

千本桜
柳田酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
720ml ￥1204 1800ml ￥2407
芋 麦焼酎蔵として有名な柳田酒造の35年ぶりに復活した芋焼酎「千本桜」。当時の造りをできる限り再現し、懐かしい
甘みを感じる、呑み疲れしないやさしい口当たりに仕上がりました。柳田の永年の想いが詰まった渾身の芋焼酎！

華吟
豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
1800ml ￥2096
米 清酒に使われる吟醸酵母をしようして醸された米焼酎。インパクトのある華やかな吟醸香が印象深いが、穏やかで
ふっくらした米の風味と調和し、キレのある豊永酒造らしい味わいに仕上がっています。水割りもしくはお湯割りで。

季節限定商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

松露 白麹赤芋仕込み 松露酒造（宮崎）
芋

芋 米麹 20％

720ｍｌ ￥950

1800ml ￥1900

松露酒造の地元、宮崎県串間産の「宮崎紅」を使った、アルコール度数20°の夏向け芋焼酎！見た目にも涼しい
ライトブルーのボトルで、軽快な飲み口ながら優しい芋の香りと甘い風味が綺麗な余韻で味わえます。5月2日入荷予定！

春の天狗櫻
芋

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

白石酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

5月1日より新価格 1800ml ￥2248

天狗櫻の春限定バージョン！通常の天狗櫻よりもフレッシュでフルーティな香りがあり、キレのある旨味も健在。
余韻が長く味わい深い仕上がりになっております。少量入荷のため売り切れ御免の商品です。 残り20本！お早目に

ふんわり涼やか特蒸泰明
藤居醸造（大分）
麦 麦麹 19％
720ｍｌ ￥1150 1800ml ￥2300
麦 裏ラベルに金魚が泳ぐ様を描いた、見た目にも楽しめる夏限定麦焼酎。通常の特蒸泰明の中取りを無濾過のまま割水した
後、味をなじませるために半年以上タンクにて熟成させました。5月1日入荷予定！

麦

青鹿毛

柳田酒造（宮崎）

大麦 麦麹 25％

720ｍｌ ￥1157

1800ml ￥2315

麦

青鹿毛

柳田酒造（宮崎）

大麦 麦麹 25％

720ｍｌ ￥1157

1800ml ￥2315

常圧蒸留ならではの濃く厚みのある香り、飲み口は柔らかくほのかな麦の甘みとローストしたような香ばしい風味が
たまらない麦焼酎の逸品です！年二回のみの限定出荷ですのでお早めにどうぞ。
5月1日入荷予定！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

かぶと莫祢氏 大石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥3380
芋 大石酒造が醸す黒麹仕込みの芋焼酎。大石酒造の地元である、阿久根市の歴史にちなんで名付けられた逸品。
黒麹特有のしっかりとしたコクのある味わいながら、柔らかくほのかな芋の甘みが特徴。

芋

復刻版 兵六

相良酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥1844

相良酒造9代目当主「相良榮二」は太平洋戦争突入と同時に「相良どんの地酒」にピリオドを打つ。この時に生まれ
たのが芋焼酎「兵六」。9代目監修の元、ここに「復刻版兵六」が完成。創業284年の奥深い歴史の味を堪能下さい。

梅萬
藤居醸造（大分）
梅（南高梅）、氷砂糖、麦焼酎 19％
720ｍｌ ￥1400 1800ml ￥2800
梅萬は藤居醸造の麦焼酎「特蒸泰明」の35°に大分県産南高梅を漬け込んだ贅沢な梅酒です。濃厚な梅の風味と
酒
後からくる酸味が爽やかさを演出し、麦の穀物感が梅酒の厚みを醸し出す味わい深い逸品です。
梅

山猿
尾鈴山蒸留所（宮崎）
麦 麦麹 ２５°
720ml ￥1219
1800ml ￥2429
麦 宮崎の山の奥深くに佇む黒木本店出資の蒸留所。原料には地元栽培の大麦を使用。自社培養による独自の酵母菌を用い、
徹底した手造りの仕込み、常圧蒸留によって仕上げられた、香ばしく麦のふくよかな味わいが特徴の焼酎です。

新焼酎 特蒸泰明 藤居醸造（大分） 麦 麦麹 25％
1800ml ￥2600
麦 独自の製法によりフレッシュな荒々しさがありつつ本来持っている濃厚な麦の風味がバランスよく調和した新焼酎。
普段は蔵人だけしか味わえない出来たての香りと味わいを是非ご賞味下さい。残りわずかですのでお早めに！

黒 龍宮 30°

冨田酒造場（鹿児島）

黒糖 米麹 30％

1800ml ￥ 2650

糖 キメ細かな味わいと、人の体温のような柔らかで温かみのある黒糖の甘み。ロックでも、お湯割りでも崩れない
確固とした骨格を持った味わい。奄美の雄大な自然と生産者の思いが、この龍宮に詰まっています。
泡 四日麹

平成25年元旦蒸留 忠孝酒造（沖縄） 米麹 43％
1800ｍｌ \3500
忠孝酒造が得意とする「シー汁浸漬法」により通常よりも多くの香味成分を確保し、普通は2日かかる麹造りの工程を、
盛 倍の4日間の時間をかけて造られた泡盛「四日麹」。フルーティーで華やか香りとコクのある甘みを引き出した逸品！
○

※「シー汁浸漬法」とは、現在一般的に行われている「洗米・漬侵」の順序を逆にし原料のタイ米を洗米せず、
15－24時間浸漬する工程が特徴。シー汁侵漬によって、通常よりもコクや香りの成分が多く生成される事もわかりました。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

季節限定商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

宝山 芋麹全量 綾紫 西酒造（鹿児島）
芋 芋麹 28％
1800ml ￥3667
芋 宝山芋麹全量シリーズに【綾紫】バージョンが今年も入荷しました！綾紫独特のワインのような香り、透明感がある飲み
口で、後から黒麹らしいしっかりとしたコクのある味わいが広がります。おススメはお湯割りで！

春の天狗櫻

白石酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2152

芋
天狗櫻の春限定バージョン！通常の天狗櫻よりもフレッシュでフルーティな香りがあり、キレのある旨味も健在。
余韻が長く味わい深い仕上がりになっております。少量入荷のため売り切れ御免の商品です。限定50本

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

千本桜
柳田酒造（宮崎）
芋 米麹 25％
720ml ￥1204 1800ml ￥2407
芋 麦焼酎蔵として有名な柳田酒造の35年ぶりに復活した芋焼酎「千本桜」。当時の造りをできる限り再現し、懐かしい
甘みを感じる、呑み疲れしないやさしい口当たりに仕上がりました。柳田の永年の想いが詰まった渾身の芋焼酎！

薩摩乃薫 純黒 無濾過
田村合名会社（鹿児島）
芋 米麹 37％
1800ml ￥2650
芋 完全手造りの製法を守りつづけている田村合名から純黒の無濾過限定バージョンが入荷しました。
無濾過ならではの厚みのある芋の風味もさることながら、キレのある飲みごたえ抜群な芋焼酎！

4月1日入荷予定。

薩摩乃薫 白麹 無濾過
田村合名会社（鹿児島）
芋 米麹 37％
1800ml ￥2650
芋 完全手造りの製法を守りつづけている田村合名から薩摩乃薫の無濾過限定バージョンが入荷しました。
無濾過ならではの厚みのある芋の風味と、純黒よりも甘みを感じる穏やかな余韻が特徴です。

4月1日入荷予定。

梅酒
八海山の原酒で仕込んだ梅酒 日本酒「八海山」で仕込んだ梅酒、爽やかな酸味が心地よい！ 720ml
八海山の焼酎で仕込んだ梅酒 米焼酎「宜有千萬」で仕込んだ梅酒、バランス良い梅の果実味！ 720ml

梅まんさく
長期熟成梅酒
真澄 梅酒

古木の梅の実と甘酒を使って仕込んだ優しい味わいの梅酒です
40年貯蔵の梅酒と3年熟成の梅酒をブレンドした古酒梅酒です
米焼酎ベースの梅酒で上品ですっきりとした味わいの梅酒です

720ml

￥1300
￥1300
￥1324

1800ml
1800ml
1800ml
720ml
720ml

￥2700
￥2700
￥2524
￥2500
￥1560

山田十郎 梅酒
紅茶梅酒
梅の宿 梅酒
梅の宿 あらごし梅酒
豊後梅酒
文蔵 梅酒
山元 アロマ梅酒
角玉 梅酒
刀 リキュール梅酒

山田錦を使用した日本酒に漬けて作った純米梅酒です
地元大分県杵築市の「杵築紅茶 べにふうき」を使用した逸品！
日本酒ベースの梅酒で、みずみずしく爽やかな梅酒です
梅酒に梅の果肉をブレンドした、果肉感たっぷりの梅酒です
本格焼酎に漬け込み、10年以上寝かせた熟成梅酒です
米焼酎”文蔵”に漬け込み、一定期間熟成させた梅酒です
【田舎風自然造り】で、どこか懐かしい味わいの梅酒です
美味滋養の言葉と共に、1958年日本で最初に輸出した梅酒です
角玉梅酒を蒸留し、さらに青梅を漬け込んで出来た梅酒です

500ml
720ml
720ml
720ml
720ml
750ml

￥1200
￥1200
￥1000
￥1400
￥1139

1800ml
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml
720ml
￥1409 1800ml
500ml

￥2800
￥2200
￥2000
￥2800
￥2783
￥4000
￥1200
￥2076
￥3619

￥1100
￥1400

￥2200
￥2800
￥2800
￥1581

ゆず酒
泉姫 ゆず酒
梅乃宿 ゆず酒
大那
柚子
美丈夫 ゆず酒

愛媛の柚子と自社醸造の『特別本醸造」を使用し造られた柚子酒。
720ml
柚子の風味たっぷりで、上品な味わいの柚子酒です。
750ml
地元の「天然ゆず」を手搾りで仕込んだ柚子リキュールです
高知県産のゆずと、蜂蜜の程よい甘さのバランスが絶妙！

1800ml
1800ml
1800ml
720ml

甕雫(かめしずく) 京屋酒造（鹿児島）
芋 米麹 20％
1800ml ￥4100
芋 創業天保五年(1834年)。農薬を使用せず有機肥料を用いて栽培した「宮崎県紅寿芋」を原料の一部に使用し、
代々受け継がれてきた伝承の大甕にて仕込まれる逸品！上品な香りとマイルドな芋の風味の甕入り芋焼酎です。

爆弾ハナタレ
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 44％
360ml ￥2400
芋 黒木本店が醸す季節限定の芋焼酎。【ハナタレ】とは蒸留の際、最初に垂れてくる出端の初留取り。アルコール度数
44°の強烈な逸品。冷凍庫に入れてキンキンに冷やして飲めば爽快感がたまらない癖になる芋焼酎です。

晴耕雨読 原酒
佐多宗二商店（鹿児島）
芋 麦麹 37％
720ml ￥2730
芋 佐多宗二商店のベーシック銘柄「晴耕雨読」の原酒バージョン！蒸留器からでてきたまま貯蔵し、熟成させた後
和水をせずにそのまま瓶詰めしました。熟成によるまろやかさと華やかで濃厚な旨味が広がる季節限定芋焼酎！

陶眠中々
黒木本店(宮崎)
麦 麦麹 28％
720ml ￥2400
麦 百年の孤独と同じ原酒を使用している事でも知られる麦焼酎【中々】を陶器に入れ約2年間熟成させた逸品。
アルコール度数28度という絶妙なアルコール度数でまろなかな麦の甘みとコクのある味わいが楽しめます。

ちんぐ 燗酎
重家酒造（長崎）
ﾊﾀﾞｶ麦 米麹 13％
1800ml ￥1890
麦 日本では長崎県でしか生産されていない「御島ハダカ麦」で仕込み、燗付けして美味しい度数13度まで蔵の仕込み水で
割り水した燗付け焼酎です。ぬる燗(40度前後)で燗付けすると、御島裸麦の香ばしさと米麹の優しい甘みが楽しめます。

CHARMES TATEISHI(シャルム タテイシ)
みろく酒造（大分） 裸麦 米麹 18％
720ml ￥1050
麦 大分県杵築産の大麦を100%使用し、43度の原酒を数年かけて徐々に割水をした麦焼酎！ワインのようなボトルデザ
インでアルコール分が18度になっており、優しい麦の香り、柔らかくまろやかな風味、綺麗な余韻がつづきます。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

池の露 紅はるか
天草酒造（熊本）
芋 米麹 25％
1800ml \2650
芋 天草酒造より種子島生まれの新品種「紅はるか」を使用した独特の個性ある芋焼酎！上品で透明感さえ漂う
香りと、ほのかにフルーティで甘みのある芋の風味がたまらない少量入荷、売り切れ御免の商品です。

昔懐かしい麦焼酎 立車屋（くるまや） 天草酒造（熊本） 麦 麦麹 30％ 720ml ￥1450 1800ml ￥2900
麦 小さな古式蒸留器（チンタラ蒸留器）でゆっくり、ゆっくりと垂れてくる焼酎を瓶詰めしてできた昔ながらの
麦焼酎。透明感のある澄んだ香り、口に含むとビターな麦の風味がなめらかに広がり心地よい余韻に浸れます。

豊乃都鶴 十二年貯蔵酒
豊永酒造（熊本） 米 米麹 25％
720ml ￥2650 1800ml ￥3885
米 豊永酒造創業百二十周年記念焼酎。手造り常圧蒸留焼酎を瓶詰め後、地下貯蔵庫で十二年間熟成させました。
タンクに一度戻した際に、空気に触れさせることで芳醇な味わいと香りを十分に引き出した魅力溢れる逸品。

超古酒 二十五年貯蔵完がこい 豊永酒造（熊本）
米 米麹 35％
720ml ￥12600
米 豊永酒造創業百二十周年記念焼酎。常圧蒸留、樽貯蔵し25年以上寝かせた秘蔵品。四半世紀の間熟成した樽のま
ろやかな熟成香が堪能できます。生産数量１２０本という特別限定酒！君嶋屋では3本のみ入荷！お早目に。

鶴見
大石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
※2/1より新価格 720ｍｌ ￥1301 1800ml ￥2079
芋 大石酒造が醸す白麹仕込みの芋焼酎。ラベルには鶴と松があしらわれ、鶴の飛来地にちなんで命名された逸品。
蔵独特の香ばしい芋のふくみ香とキレも有り、白麹特有の優しくクリアな味わいが特徴。

芋

莫祢氏

大石酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

※2/1より新価格 1800ml ￥2079

大石酒造が醸す黒麹仕込みの芋焼酎。大石酒造の地元である、阿久根市の歴史にちなんで名付けられた逸品。
黒麹特有のしっかりとしたコクのある味わいながら、柔らかくほのかな芋の甘みが特徴。

爆弾ハナタレ
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 44％
360ml ￥2400
芋 黒木本店が醸す季節限定の芋焼酎。【ハナタレ】とは蒸留の際、最初に垂れてくる出端の初留取り。アルコール度数
44°の強烈な逸品。冷凍庫に入れてキンキンに冷やして飲めば爽快感がたまらない癖になる芋焼酎です。

小さな蔵
櫻井酒造（鹿児島） 芋 米麹 25％
720ｍｌ ￥1240 1800ml ￥2270
芋 芋焼酎「櫻井」を造る櫻井酒造の「小さな蔵」という名の別ブランドの芋焼酎。白麹で仕込んだ原酒に、黒麹の
原酒をブレンドしており、すっきりした甘みの中身にも芋の濃い味わいが楽しめる逸品です。

麦冠 情け嶋
八丈興発（東京）
麦 麦麹 25°
700ml ￥998
1800ml ￥1995
麦 八丈島で造られた麦焼酎「麦冠情け嶋」。麹にも国産麦を使用した常圧麦焼酎です。しっかりとした穀物感、
心地よく広がる香ばしさ。焼き魚や焼肉などの焦げた旨みのある料理との相性抜群です。

栃栗毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 麦麹 41％
500ｍｌ ￥2000
麦 柳田酒造より一年に一度だけ出荷される限定麦焼酎。ホワイトオーク製のシェリー樽で７年以上じっくりと熟成させた
原酒をベースに、数種類の原酒を絶妙にブレンドした逸品！上品な麦の香ばしさとまろやかな味わいが楽しめます。

杜谷 黒麦
ぶんご銘醸（大分）
麦 麦麹 25%
1800ｍｌ ￥2310
麦 ぶんご銘醸の黒麹仕込み麦焼酎。華やかに広がる香り、そして常圧蒸留ならではの飲み応えのあるどっしりとした
旨み。ビターチョコレートを彷彿させるような、甘みと苦味が見事に調和した巧みな味わいの麦焼酎です。
ぼ
ん
ぼ
ん

焼酎屋のぼんぼん

黒木本店(宮崎)

1箱

￥1575

黒木本店の人気銘柄、「百年の孤独」を使用して作った「焼酎屋のぼんぼん」。ウイスキーに似た香りを持つ
「百年の孤独」はチョコレートにも見事に合います。桐箱の入れ物に8個入り、冬季のみの限定販売です。残り僅か！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

季節限定商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

金峰 荒濾過
宇都酒造（鹿児島） 芋 米麹 25％ 720ｍｌ ￥1276 1800ml ￥2363 ※2/8頃入荷予定
芋 霊峰・金峰山の麓で創業以来の銘柄「金峰」を造り続ける宇都酒造。発酵過程の最高温度を高めにし、力強いもろみ
の状態で醸されており、「バランスの良い、飲み疲れしない味」を追求した宇都酒造四代目入魂の芋焼酎です。

麦

新焼酎 特蒸泰明

藤居醸造（大分）

麦 麦麹 25％
1800ml ￥2730 ※2/8頃入荷予定
独自の製法によりフレッシュな荒々しさがありつつ本来持っている濃厚な麦の風味がバランスよく調和した新焼酎。
普段は蔵人だけしか味わえない出来たての香りと味わいを是非ご賞味下さい。今回は60本限定ですのでお早めに！

黒 稲の露 祝

沖永良部酒造（鹿児島）

黒糖 米麹

30％

1800ml ￥4935

1985年醸造の黒糖焼酎で長期貯蔵熟成古酒です。純金箔入りの豪華な使用になっていて、古酒独特のまろやかで
糖 風味豊かな黒糖の味わいが楽しめ、おだやか余韻が長く続きます。飲む前に振っていただくと金箔が舞い綺麗です。

ほんのりお湯割り特蒸泰明（金箔入り） 藤居醸造（大分） 麦 麦麹 22％ 720ｍｌ ￥1785 1800ml ￥2940
麦 麦の味と香りをしっかり味わえる焼酎を造り続ける藤居醸造から、冬限定のお湯割り向けの麦焼酎が入荷しました！
蔵元のおすすめは6（焼酎）：4（お湯）で割ると一番おいしく召し上がれるとの事。数量限定品ですのでお早めに

常徳屋 宇佐ぼうず道中(焙煎薫蒸醸し)常徳屋酒造場（大分） 麦 麦麹 25％ 720ｍｌ ￥1300 1800ml ￥2350
麦 地元の宇佐産ハダカ麦を焙煎、二次仕込みの際に使用し発酵後、貯蔵熟成させた常徳屋酒造場の新しい麦焼酎。
蒸留直後はコゲ臭だったものが貯蔵熟成した事で、深みのある香ばしいビターな風味が楽しめる逸品になりました。

ちんぐ 燗酎
重家酒造（長崎）
ﾊﾀﾞｶ麦 米麹 13％
1800ml ￥1890
麦 日本では長崎県でしか生産されていない「御島ハダカ麦」で仕込み、燗付けして美味しい度数13度まで蔵の仕込み水で
割り水した燗付け焼酎です。ぬる燗(40度前後)で燗付けすると、御島裸麦の香ばしさと米麹の優しい甘みが楽しめます。

鶴見 白濁無濾過
芋

芋 米麹 25％

1800ml ￥2310

大石酒造のレギュラー酒「鶴見」の特別限定バージョン【白濁無濾過】。日本一芋臭い焼酎で、初めて芋焼酎を飲む方
には不向きですのでご遠慮下さい。はまってしまうと抜け出せない個性溢れる美味しさ。残り僅かですのでお早めに

千鶴 紫芋
芋

大石酒造（鹿児島）

神酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2352

南薩摩の頴娃地区で少量栽培される、「頴娃紫」（エイムラサキ）という紫芋を原料に、伝承甕にて丁寧に仕込まれ
た芋焼酎 。紫芋特有のフルーティーな香りと上品な芋の甘みが特徴、少量生産品なので売り切れ御免の商品です。

亀寿の明り
佐多宗二商店（鹿児島） 芋 米麹（白麹） 25％
900ｍｌ ￥970 1800ml ￥1810
芋 「晴耕雨讀」や「不二才」で有名な佐多宗二商店から新しい芋焼酎が入荷しました！南薩産コガネセンガンを原料に
白麹仕込みで醸した本格芋焼酎。上品な芋の風味と豊かな香り、呑み飽きしない味わいで優しい余韻に浸れます。
ぼ
ん
ぼ
ん

焼酎屋のぼんぼん
黒木本店(宮崎)
1箱
￥1575
黒木本店の人気銘柄、「百年の孤独」を使用して作った「焼酎屋のぼんぼん」。ウイスキーに似た香りを持つ
「百年の孤独」はチョコレートにも見事に合います。桐箱の入れ物に8個入り、冬季のみの限定販売です。

梅 ちえびじん 紅茶梅酒

中野酒造（大分）

紅茶 梅酒 ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ 糖類 7％

720ml ￥1260 1800ml ￥2310

べにふうき」を、３年連続モンドセレクション最高金賞の深層地下天然水で水出しし、
酒 地元大分県杵築市の「杵築紅茶
地元産南高梅で仕込んだ梅酒とブランデーをブレンドした逸品！ミルクやレモンを入れても美味しいです。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

池の露
古酒（白麹）
天草酒造（熊本）
芋 米麹 25％
1800ml \2800
芋 池の露【古酒】がラベルも新たにリニューアルしました。綺麗な芋の風味が優しく古酒ならではの余韻の
長さや深みのある味わいはそのままに、じわじわと体に沁み込んでいく心地よい余韻が特徴の芋焼酎！

◆厳選別格おすすめ焼酎一覧◆
芋 紅椿

白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1680
1800ml ￥2480
2年以上もの熟成を経て、円熟した味を追求し出荷される限定芋焼酎。落ち着いた甘みがある香り、上品でまろやかな
芋の風味、優しく体に染み込んでいく穏やかな味わいで、綺麗な余韻が長く続く類い稀な芋焼酎！

梅 ちえびじん 紅茶梅酒

中野酒造（大分）
紅茶 梅酒 ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ 糖類 7％
720ml ￥1260 1800ml ￥2310
地元大分県杵築市の「杵築紅茶 べにふうき」を、３年連続モンドセレクション最高金賞の深層地下天然水で水出しし、
酒 地元産南高梅で仕込んだ梅酒とブランデーをブレンドした逸品！ミルクやレモンを入れたり、ホットもおすすめです！
生 GINGER SHOCK （ジンジャーショック） 酔鯨酒造（高知） 生姜 清酒 焼酎 黒糖 20％

500ｍｌ ￥1029
日本酒蔵として有名な酔鯨酒造が地元高知産のしょうが「黄金の里」で醸す、しょうがリキュール！しょうがのパンチ
姜 のある辛みと、清酒の旨み、黒糖の甘みをバランス良く調和させたカクテルにもお料理にも使える万能リキュール！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

季節限定商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

爆弾ハナタレ
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 44％
360ml ￥2400
芋 黒木本店が醸す季節限定の芋焼酎。【ハナタレ】とは蒸留の際、最初に垂れてくる出端の初留取り。アルコール度数
44°の強烈な逸品。冷凍庫に入れてキンキンに冷やして飲めば爽快感がたまらない癖になる芋焼酎です。

ひとり歩き 黒傳
古澤酒造（宮崎）
芋 米麹（黒麹） ２５％
1800ml ￥2706
芋 ひとり歩きに黒麹を使って醸された季節限定バージョンが入荷しました。白麹で醸されている通常のひとり歩きの味わい
よりも落ち着いた黒麹ならではのコクが加わり、芋の風味をより感じられる逸品になっております。※数量限定品です。

芋

天狗櫻 新酒
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2260
一次・二次仕込み共に甕壺仕込み、木樽とホーローの蒸留器からの原酒をブレンドし造られる天狗櫻の新酒がでます！
通常の天狗櫻よりも力強い芋の凝縮感、新酒なのにまろやかさを合わせ持つ年1回限定出荷の芋焼酎！

麦

ほんのりお湯割り特蒸泰明（金箔入り） 藤居醸造（大分） 麦 麦麹 22％ 720ｍｌ ￥1785 1800ml ￥2940
麦の味と香りをしっかり味わえる焼酎を造り続ける藤居醸造から、冬限定のお湯割り向けの麦焼酎が入荷しました！
蔵元のおすすめは6（焼酎）：4（お湯）で割ると一番おいしく召し上がれるとの事。
12月5日頃入荷予定！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

あらあらざけ2013
佐藤酒造（鹿児島）
芋 米麹 38％
720ml ￥3800
芋 昨年に販売が復活した佐藤酒造の「あらあらざけ」が今年も入荷しました！蒸留直後の原酒をそのまま詰めた新焼酎で、
パンチのある芋の風味が広がります。瓶の裏ラベルに6000本限定シリアルナンバー付きですのでお買い求めはお早めに。

Rin Precious
軸屋酒造（鹿児島）
芋（紅はるか） 米麹 ３０％
720ml ￥3780
芋 軸屋酒造の４代目杜氏、軸屋麻衣子さんが手掛ける「美酔焼酎 凛」の特別版「Rin Precious」が新入荷しました！
女性ならではの細やかな感性で、芳醇な香りと上質なうまみが味わえる、贈り物にも最適な芋焼酎！

宝山 Grand Cru 酒酒楽楽2013 西酒造（鹿児島） 芋 米麹（山田錦） 37％
720ml ￥12600
芋 創業から160年、変わらぬ信念で研鑽した技の粋を集め、この一本に辿り着きました。この一杯で、無限に広がる
宇宙のような焼酎の可能性を感じて頂けたら幸いです。～蔵元コメントより～

(専用化粧箱、専用グラス付き)

梅酒
八海山の原酒で仕込んだ梅酒 日本酒「八海山」で仕込んだ梅酒、爽やかな酸味が心地よい！ 720ml
八海山の焼酎で仕込んだ梅酒 米焼酎「宜有千萬」で仕込んだ梅酒、バランス良い梅の果実味！ 720ml

720ml

￥1365
￥1365
￥1390

500ml
720ml
720ml
720ml
720ml

￥1260
￥1260
￥1050
￥1470
￥1195

梅まんさく
長期熟成梅酒
真澄 梅酒
山田十郎 梅酒
紅茶梅酒
梅の宿
梅の宿 梅酒
あらごし梅酒
豊後梅酒
文蔵 梅酒
山元 アロマ梅酒

古木の梅の実と甘酒を使って仕込んだ優しい味わいの梅酒です
40年貯蔵の梅酒と3年熟成の梅酒をブレンドした古酒梅酒です
米焼酎ベースの梅酒で上品ですっきりとした味わいの梅酒です
山田錦を使用した日本酒に漬けて作った純米梅酒です
地元大分県杵築市の「杵築紅茶 べにふうき」を使用した逸品！
日本酒ベースの梅酒で、みずみずしく爽やかな梅酒です
梅酒に梅の果肉をブレンドした、果肉感たっぷりの梅酒です
本格焼酎に漬け込み、10年以上寝かせた熟成梅酒です
米焼酎”文蔵”に漬け込み、一定期間熟成させた梅酒です
【田舎風自然造り】で、どこか懐かしい味わいの梅酒です

1800ml
1800ml
1800ml
720ml
720ml
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml
1800ml
720ml

￥2835
￥2835
￥2650
￥2625
￥1638
￥2940
￥2310
￥2100
￥2940
￥2922
￥4200
￥1260

角玉 梅酒
刀 リキュール梅酒

美味滋養の言葉と共に、1958年日本で最初に輸出した梅酒です
角玉梅酒を蒸留し、さらに青梅を漬け込んで出来た梅酒です

750ml

￥1480

1800ml ￥2180
500ml ￥3800

泉姫 ゆず酒
梅乃宿 ゆず酒
大那
柚子
美丈夫 ゆず酒

愛媛の柚子と自社醸造の『特別本醸造」を使用し造られた柚子酒。
720ml
柚子の風味たっぷりで、上品な味わいの柚子酒です。
750ml
地元の「天然ゆず」を手搾りで仕込んだ柚子リキュールです
高知県産のゆずと、蜂蜜の程よい甘さのバランスが絶妙！

￥1155
￥1470

1800ml
1800ml
1800ml
720ml

芋

野海棠

ゆず酒

祁答院蒸留（鹿児島）

芋 米麹 25％

720ml ￥1500

￥2310
￥2940
￥2940
￥1660

1800ml ￥2980

モロブタによる手造り麹、木槽によるもろみ発酵、木樽による常圧蒸留、洞窟貯蔵での熟成、ほのぼのとした芋の
香りとかすかな木の香り、やさしく、すっきりとした甘み。『野海棠』は世界でただ一カ所、霧島で咲く花です。

芋

白天宝山

西酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2960

宝山シリーズで限定出荷の『白麹』を使用し醸された白天宝山が入荷しました。ふくよかな芋の甘い香り、白麹らしい
穏やかな口当たりの中で柔らかな芋の甘味と、キレの良さが同居する味わい。優しく綺麗な芋の余韻が心地よい。

錫神
神酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2342
芋 創業明治五年よりずっと、錫の蛇管にこだわり伝統を守る蔵『神酒造』。錫蛇管で蒸留した焼酎はまろやかで、後味が
香ばしく丸みのある味わいになります。さらにこの原酒を三年間貯蔵する事により深みのある味わいに仕上がっています。

赤鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 麦麹 25％
720ｍｌ ￥1100
1800ml ￥2200
麦 もろみの沸点が中温度に（約八十度）に達した時の独特の個性を発見し、しっかりとした味になる常圧蒸留とすっきり
と軽快な飲み口の減圧蒸留の中間という独自の製法により生まれた、香ばしく柔らかい味わいの麦焼酎です。

青鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 麦麹 25％
720ｍｌ ￥1200
1800ml ￥2400
麦 常圧蒸留ならではの濃く厚みのある香り、飲み口は柔らかくほのかな麦の甘みとローストしたような香ばしい風味が
たまらない麦焼酎の逸品です！年二回のみの限定出荷ですのでお早めにどうぞ。

黒 龍宮 蔵和水十五度

富田酒造（鹿児島）

黒糖 米麹 15％

720ml ￥850 1800ml ￥1600

糖 潮風の風味の沖縄黒糖と国産米で造られ、蔵で十五度に和水してあります。黒糖のさわやかなコクと呑み口が軽く
グイグイ呑める、割らずにそのまま温めて呑める黒糖焼酎です。寒い冬にピッタリの優しい味わいです。

黒 きょらじま

山田酒造（鹿児島） 黒糖 米麹 15％

720ml \1135

「長雲」の山田酒造の低アルコールの黒糖焼酎。15％まで度数を下げてあるので、割らずにそのままストレートで

糖 お楽しみいただけます。常温で、もしくは冷蔵庫で冷やして、爽やかで品のある味わいをご賞味下さい。

柚 梅の宿 ゆず酒
梅の宿酒造（奈良県） ゆず酒・日本酒・醸造アルコール・果糖 8° 720ml ￥1470 1800ml ￥2940
梅乃宿酒造のゆずを使ったリキュール。柑橘系の艶やかな酸が心地よく、品の良い味わいです。あまりお酒が
子 得意でない方にもおすすめ。梅酒よりも軽快な飲み口でストレート、ロックどちらでもお楽しみいただけます。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

夏の赤鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 大麦麹 20％
1800ml ￥1890
麦 宮崎県で新しく開発された「平成宮崎酵母」を使用し、幾重にもわたる試行錯誤の末につくられた麦焼酎！
宮崎県では一般的なアルコール度数20度で、まろやかな口当たりと程良い麦の香ばしい余韻がたまりません！

千鶴 紫芋
神酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2352
芋 南薩摩の頴娃地区で少量栽培される、「頴娃紫」（エイムラサキ）という紫芋を原料に、伝承甕にて丁寧に仕込まれ
た芋焼酎 。紫芋特有のフルーティーな香りと上品な芋の甘みが特徴、少量生産品なので売り切れ御免の商品です。

宝山 白豊印
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2920
芋 宝山蒸撰シリーズ【白豊】の25°バージョンが今年も入荷しました！ふっくらした芋の香り、まろやかなで甘みのある
味わい、呑んだ後に残る余韻も長く、水割り、お湯割り、ロックと幅広く楽しめる逸品です。

限定本！

宝山 芋麹全量 綾紫 西酒造（鹿児島）
芋 芋麹 28％
1800ml ￥3850
芋 宝山芋麹全量シリーズに【綾紫】バージョンが今年も入荷しました！綾紫独特のワインのような香り、透明感がある飲み
口で、後から黒麹らしいしっかりとしたコクのある味わいが広がります。おススメはお湯割りで！

限定本！

立車屋（くるまや） 常圧麦焼酎 天草酒造（熊本）
麦 麦麹 25％
720ml ￥1000 1800ml ￥1990
麦 天草酒造より常圧蒸留の麦焼酎【立車屋】が入荷しました。減圧蒸留で造られる【天草】よりも味わいが濃く
柔らかい口当たりで、麦の香ばしい風味の余韻が素晴らしい麦焼酎です。

駒
柳田酒造（宮崎）
大麦 米麹 25％
720ｍｌ ￥980
1800ml ￥1890
麦 厳選された九州産の二条大麦と、霧島山系の地下水を使用し弱アルカリ性の麦焼酎。独自の濾過製法で体に優しく、
調和の取れたフルーティな香りがありながらもまろやかで、すっきりとしたキレのある味わい。

野うさぎの走り
黒木本店（宮崎）
米 米麹 37％
600ml ￥2700
米 黒木本店が醸す米焼酎。タイのもち米蒸留酒と吟醸酒をヒントに古酒ともち米をブレンドしており、クリアな吟醸酒の
香りと、きめ細かく優しい甘みのある味わいが特徴の贅沢で風味豊かな米焼酎です。

み 梅の宿 あらごしみかん酒
梅の宿酒造（奈良県） 温州みかん・日本酒・糖類・クエン酸 7° 1800ml ￥2940
か 原料である温州みかんの優しく爽やかな甘みと、果肉のツブツブ感あふれる食感がたまらない、くせになる味わい。
ん ロック、ソーダ割りなどお好みで、凍らせても美味しいデザート感覚のみかんリキュールです。※冷蔵で保管して下さい。

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
芋

芋

芋

芋

天文館

宇都酒造（鹿児島）

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

芋 米麹 25％

1800ml ￥1838

宇都酒造醸す白麹仕込みの芋焼酎。仕込時のもろみの品温上昇を抑えた低温発酵により、香りは控えめですっきりとした
軽快で飲みやすい芋焼酎。杯を進めるにつれ、じんわりと優しい芋の甘味がきめ細かに伝わってきます。

錫神

神酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2342

創業明治五年よりずっと、錫の蛇管にこだわり伝統を守る蔵『神酒造』。錫蛇管で蒸留した焼酎はまろやかで、後味が
香ばしく丸みのある味わいになります。さらにこの原酒を三年間貯蔵する事により深みのある味わいに仕上がっています。

鶴見

大石酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥1946

大石酒造が醸す白麹仕込みの芋焼酎。ラベルには鶴と松があしらわれ鶴の飛来地にちなんで命名された逸品。
蔵独特の香ばしい芋のふくみ香とキレも有り、白麹独特の優しくクリアな味わいが特徴。

莫祢氏

大石酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥1946

大石酒造が醸す黒麹仕込みの芋焼酎。大石酒造の地元である、阿久根市の歴史にちなん名付けられた逸品。
黒麹特有のしっかりとしたコクのある味わいながら、柔らかくほのかな芋の甘みが特徴。

麦 松露くろむぎ

松露酒造(宮崎)
麦 麦麹
25％
720ml\ 1166 1800ml \2331
黒麹仕込み、常圧蒸留、そして３年熟成。香ばしい麦の香りと、まろやかで豊かな風味と、熟成した旨みがゆっくり
と時間をかけて広がります。蔵元の真摯な姿勢が感じられる素晴らしい味わいの麦焼酎です。

麦 青鹿毛

柳田酒造（宮崎）
大麦 米麹 25％
720ｍｌ ￥1200
1800ml ￥2400
常圧蒸留ならではの濃く厚みのある香り、飲み口は柔らかくほのかな麦の甘みとローストしたような香ばしい風味が
たまらない麦焼酎の逸品です！年二回のみの限定出荷ですのでお早めにどうぞ。

麦

米
ウ
ヰ
ス
キ
ー

確蔵

2005年

重家酒造（長崎）

麦

米麹

25%

720ml \1450

1800ml ￥2650

麹米にはコシヒカリ、麦は壱岐産ニシノホシを使用。米麹の仄かな甘みと大麦の香ばしさが見事に融合していて、
壱岐焼酎の魅力を十分に堪能できます。呑み込んだ後に来る余韻の返りが芸術的！熟成酒ならではの深い味わいです。

華吟

豊永酒造（熊本）

米 米麹

25％

720ml

￥1260 1800ml ￥2200

清酒に使われる吟醸酵母をしようして醸された米焼酎。インパクトのある華やかな吟醸香が印象深いが、穏やかで
ふっくらした米の風味と調和し、キレのある豊永酒造らしい味わいに仕上がっています。ソーダ割りがオススメです。

地酒蔵のうめウヰスキー

若鶴酒造（富山）

ウイスキー 青梅 糖類 ２２％

1800ml ￥2400

20年以上熟成されたモルトブレンドの「地酒蔵のウヰスキー」に、富山県のブランド梅「氷見稲積梅」の青梅を漬け
込みました。ほんのりとした梅の香りと樽の香りが拡がり、酸味と甘さのバランスの取れた絶妙な味わい！！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

天狗櫻
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
900ml ￥1200
1800ml ￥2260
芋 白石酒造の代表銘柄、一次・二次仕込み共に甕壺にて丁寧に仕込み、木樽とホーローの蒸留器からの原酒をブレンド。
綺麗な芋焼酎とは一味違うインパクトのある芋の風味でキレが良く、食中向きのストレートな旨みを持った芋焼酎。

花蝶木虫
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
900ml ￥1250
1800ml ￥2360
芋 沖縄をルーツに持つ黒麹を使用し、白麹で醸された「天狗櫻」とは対照的な黒麹特有の力強い芋の旨みを感じ、
柔らかく風味豊かなコクのある味わい。綺麗な余韻と蔵の特徴である辛味のあるキレが心地よい逸品。

紅椿
白石酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
900ml ￥1680
1800ml ￥2480
芋 2年以上もの熟成を経て、円熟した味を追求し出荷される限定芋焼酎。落ち着いた甘みがある香り、上品でまろやかな
芋の風味、優しく体に染み込んでいく穏やかな味わいで、綺麗な余韻が長く続く類い稀な芋焼酎！

金峰
宇都酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2050
芋 霊峰・金峰山の麓で創業以来の銘柄「金峰」を造り続ける宇都酒造。発酵過程の最高温度を高めにし、力強いもろみ
の状態で醸されており、「バランスの良い、飲み疲れしない味」を追求した宇都酒造四代目入魂の芋焼酎です。

かせだんもん 宇都酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2499
芋 「かせだんもん」とは、”加世田の物（者）”の鹿児島弁で、全ての原料、水、造り手、瓶詰めまでを加世田で行うとい
う意味が込められた芋焼酎。芳醇な香りと黒麹ならではの力強い芋わいは地元を愛する造り手の想いが詰まった味わい。

芋

千鶴

神酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥1946

芋 古来より冬季になるとシベリアから多数の鶴が飛来することにちなんで名づけられた芋焼酎『千鶴』。厳選された黄金
千貫を使用し、昔ながらのカメで仕込んでおり白麹ならではの優しさとコクのあるバランスの取れた味わいです。

薩摩乃薫 純黒 甕壺仕込み 田村合名会社（鹿児島） 芋 米麹 25％
1800ml ￥2573
芋 代々受け継がれてきた甕壺を使って一次仕込み・二次仕込みともに仕込んでおり、完全手造りの製法を守りつづけてい
まろやかな舌触りで、黒麹特有の香ばしい香りとしっかりとした芋の旨みがゆったりと心地よく味わえる逸品。

不二才
佐多宗二商店（鹿児島）
芋 米麹 25°
720ｍｌ ￥1330 1800ml \2520
芋 昔ながらの芋焼酎の濃厚な風味を前面に出した味わい、濃厚ながらもまろやかな呑み口で、キレのある食中酒です。
タレや煮物料理などの相性抜群！ロックでもお湯割りでも崩れない、芯のしっかりした芋焼酎です。

きろく無濾過
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 25％
720ml ￥1480
芋 黒木本店が醸す冬季限定の芋焼酎。黒麹の【きろく】の原酒を無濾過・無調整のままアルコール分25°まで割り水した
新酒です。旨み＆香りが荒々しく野生的な全体像に仕上がっています。※数量限定品です。

陶眠中々
黒木本店(宮崎)
麦 麦麹 28％
720ml ￥2100
麦 百年の孤独と同じ原酒を使用している事でも知られる麦焼酎【中々】を陶器に入れ約2年間熟成させた逸品。
アルコール度数28度という絶妙なアルコール度数でまろなかな麦の甘みとコクのある味わいが楽しめます。

赤鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 米麹 25％
720ｍｌ ￥1100 1800ml ￥2200
麦 もろみの沸点が中温度に（約八十度）に達した時の独特の個性を発見し、しっかりとした味になる常圧蒸留とすっきり
と軽快な飲み口の減圧蒸留の中間という独自の製法により生まれた、香ばしく柔らかい味わいの中圧麦焼酎です。

CHARMES TATEISHI(シャルム タテイシ)
みろく酒造（大分） 裸麦 米麹 18％
720ml ￥1050
麦 大分県杵築産の大麦を100%使用し、43度の原酒を数年かけて徐々に割水をした麦焼酎！ワインのようなボトルデザ
インでアルコール分が18度になっており、優しい麦の香り、柔らかくまろやかな風味、綺麗な余韻がつづきます。

無濾過 自我田
豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
1800ml ￥3000
米 豊永酒造で初めて「自家田」で栽培したオーガニック協会認証米だけで仕込んだ、少量生産の希少な米焼酎です。
無濾過の深くて香ばしい香り、まろやかでお米本来の甘く、奥深い味わいが楽しめます。

黒 龍宮 蔵和水十五度
富田酒造（鹿児島）
黒糖 米麹 15％
1800ml ￥1500
糖 潮風の風味の沖縄黒糖と国産米で造られ、蔵で十五度に和水してあります。黒糖のさわやかなコクと呑み口が軽く
グイグイ呑める、割らずにそのまま温めて呑める黒糖焼酎です。寒い冬にピッタリの優しい味わいです。
梅 角玉 梅酒 55周年記念ボトル 佐多宗二商店（鹿児島） 青梅 米焼酎 水

10％

720ml ￥1100

酒 角玉梅酒の販売開始から55年を記念して生まれた限定バージョン！ラベルは当時のままの復刻デザインを使用。
通常の角玉梅酒は12°ですが、こちらは10°と呑みやすく軽いタイプに仕上がっております。

宝山 綾紫印
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2920
芋 宝山蒸撰シリーズ【綾紫】の25°バージョン！お湯割りにすると、ふっくらとした甘い芋の香りで、口に含むと、
柔らかで芋の旨みがひろがり、穏やかにキレていく・・・心地良い優しさの余韻に浸れます。是非お湯割りで。

芋

芋

芋

麦

米

宝山 芋麹全量

西酒造（鹿児島）

芋 芋麹 28％

1800ml ￥3850

宝山シリーズで有名な西酒造から出る一年に一回限定出荷の芋焼酎。 麹にも芋を用い、100％芋（黄金千貫）だけで
仕込んだ逸品です。バニラを想わせる上品な甘みが、心地よく口の中に広がる香り高い芋焼酎！

爆弾ハナタレ

黒木本店(宮崎)

芋 米麹 44％

360ml ￥2200

黒木本店が醸す季節限定の芋焼酎。【ハナタレ】とは蒸留の際、最初に垂れてくる出端の初留取り。アルコール度数
44°の強烈な逸品。冷凍庫に入れてキンキンに冷やして飲めば爽快感がたまらない癖になる芋焼酎です。

池の露

安納

天草酒造（熊本）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2650

池の露の白麹【安納芋】バージョンが入荷致しました！収量が少なく珍しい安納芋を使って醸された逸品。
麹は白麹を使用し、綺麗な飲み口で、優しい芋の香りと、静かに湧きあがってくる甘みが絶妙の芋焼酎！

寿福絹子

寿福酒造（熊本）

麦 麦麹

25％

720ml

￥1418

1800ml ￥2468

蔵元兼杜氏である『寿福絹子』さんの名前を付けた麦焼酎。常圧蒸留ひとすじ手造りの少量生産の蔵。
常圧蒸留による厚みのある芳醇な麦の味わいがあり、熟成焼酎の甘みと香ばしさを感じられる麦焼酎！

武者返し

寿福酒造（熊本）

米 米麹

25％

720ml

￥1418

1800ml ￥2468

地元で使われている食米の「ヒノヒカリ」米の特等品のみを厳選し、常圧蒸留の伝統製法で造られる米焼酎。
常圧蒸留ならでわの圧倒的な米のコクと旨味がありながら、円やかで深い味わいの球磨焼酎を代表する逸品！

暁
アカツキ酒造(宮崎)
米 米麹 25％
1800ml ￥1995
米 日本の焼酎蔵の中でも、生産量が非常に少ない”幻の米焼酎”です。常圧蒸留ならではのしっかりとした米の旨み、
風味豊かなコクが長い余韻を生み出します。呑み易い米焼酎とは違い、昔ながらのガツン！とした米焼酎です。

三代の松
佐藤焼酎製造場（宮崎） 栗 麦 米麹 25％
1800ml ￥2730
栗 延岡特産「生栗」と延岡の清流「祝子川」の清冽な水を使用し、一つ一つ手作業で丹念に生栗を剥き、じっくりと
丁寧に醸されました。芋焼酎や麦焼酎とは一味違う、上品な香りとほのかな甘さが漂う栗焼酎！

梅 大那 梅子
菊の里酒造（栃木県）
梅 日本酒 糖類 11°
1800ml \2625
【大那】という日本酒の銘柄で有名な菊の里酒造で造られる梅酒【梅子】。【大那】をベースに、自社畑から採れた
酒 「白加賀梅」と、契約栽培の「完熟南高梅」をブレンドし、甘さ控えめでさっぱりとした梅酒に仕上がっています。
リ
キ
ュ
ー
ル

ＹＯＧＵＲＳＨ （よーぐるしゅ） 日の丸醸造（秋田） ヨーグルト・米アルコール・果糖・甘酒・酸味料 7～8％
300ml ￥525
”よーぐるしゅ”はまんさくの花と、栗駒高原ヨーグルトがコラボレーションしてできたヨーグルトリキュールです。
温泉熱を利用しじっくり発酵させて造られたヨーグルトと、まんさくの甘酒をブレンドすることによりまろやかで、
とろりとした味わい、飲むヨーグルト風味のリキュールです。飲み過ぎ注意。

※48本

入荷予定！！

きろく無濾過
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 25％
720ml ￥1480
芋 黒木本店が醸す冬季限定の芋焼酎。黒麹の【きろく】の原酒を無濾過・無調整のままアルコール分25°まで割り水した
新酒です。旨み＆香りが荒々しく野生的な全体像に仕上がっています。※数量限定品です。

爆弾ハナタレ
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 44％
360ml ￥2200
芋 黒木本店が醸す季節限定の芋焼酎。【ハナタレ】とは蒸留の際、最初に垂れてくる出端の初留取り。アルコール度数
44°の強烈な逸品。冷凍庫に入れてキンキンに冷やして飲めば爽快感がたまらない癖になる芋焼酎です。

野海棠
祁答院蒸留（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1500 1800ml ￥2980
芋 モロブタによる手造り麹、木槽によるもろみ発酵、木樽による常圧蒸留、洞窟貯蔵での熟成、ほのぼのとした芋の
香りとかすかな木の香り、やさしく、すっきりとした甘み。『野海棠』は世界でただ一カ所、霧島で咲く花です。

立車屋（くるまや） 常圧麦焼酎 天草酒造（熊本）
麦 麦麹 25％
720ml ￥1000 1800ml ￥1990
麦 天草酒造より常圧蒸留の麦焼酎【立車屋】が入荷しました。減圧蒸留で造られる【天草】よりも味わいが濃く
柔らかい口当たりで、麦の香ばしい風味の余韻が素晴らしい麦焼酎です。

確蔵 2005年
重家酒造（長崎）
麦 米麹 25%
720ml \1450
1800ml ￥2650
麦 麹米にはコシヒカリ、麦は壱岐産ニシノホシを使用。米麹の仄かな甘みと大麦の香ばしさが見事に融合していて、
壱岐焼酎の魅力を十分に堪能できます。呑み込んだ後に来る余韻の返りが芸術的！熟成酒ならではの深い味わいです。

黒 稲の露 祝

沖永良部酒造（鹿児島）

黒糖 米麹

30％

1800ml ￥4935

1985年醸造の黒糖焼酎で長期貯蔵熟成古酒です。純金箔入りの豪華な使用になっていて、古酒独特のまろやかで
糖 風味豊かな黒糖の味わいが楽しめ、おだやか余韻が長く続きます。飲む前に振っていただくと金箔が舞い綺麗です。

梅 山形正宗の梅酒

水戸部酒造（山形） 青梅 米焼酎 水

10％

720ｍｌ ￥1470

1800ml ￥2940

山形県の銘酒【山形正宗】を造る水戸部酒造より、今年も梅酒が少量入荷しました！昨年の第五回「天満天神梅酒大会」

酒 にて第二位に輝いた逸品。昔ながらの梅酒を洗練し、豊かな梅の風味とまろやかな甘みが楽しめる逸品！
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
ぼ
ん
ぼ
ん

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

焼酎屋のぼんぼん
黒木本店(宮崎)
1箱
￥1575
黒木本店の人気銘柄、「百年の孤独」を使用して作った「焼酎屋のぼんぼん」。ウイスキーに似た香りを持つ
「百年の孤独」はチョコレートにも見事に合います。桐箱の入れ物に8個入り、冬季のみの限定販売です。

栃栗毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 麦麹 41％
500ｍｌ ￥2000
麦 柳田酒造より一年に一度だけ出荷される限定麦焼酎。ホワイトオーク製のシェリー樽で７年以上じっくりと熟成させた
原酒をベースに、数種類の原酒を絶妙にブレンドした逸品！上品な麦の香ばしさとまろやかな味わいが楽しめます。

ひとり歩き
古澤酒造（宮崎）
芋 米麹（白麹） ２５％
1800ml ￥2476
芋 ジョイホワイトというさつま芋を原料とし、全量甕仕込みの丁寧な造りで醸された芋焼酎。ふんわり甘味のある香りと、
フルーティで華やかな味わい、甕仕込みによるまろやかな口当たりで清々しい旨みが特徴です。

宝山 芋麹全量
西酒造（鹿児島）
芋 芋麹 28％
1800ml ￥3850
芋 宝山シリーズで有名な西酒造から出る一年に一回限定出荷の芋焼酎。 麹にも芋を用い、100％芋（黄金千貫）だけで
仕込んだ逸品です。バニラを想わせる上品な甘みが、心地よく口の中に広がる香り高い芋焼酎！

麦冠 情け嶋
八丈興発（東京）
麦 麦麹 25°
700ml ￥998
1800ml ￥1995
麦 八丈島で造られた麦焼酎「麦冠情け嶋」。麹にも国産麦を使用した常圧麦焼酎です。しっかりとした穀物感、
心地よく広がる香ばしさ。焼き魚や焼肉などの焦げた旨みのある料理との相性抜群です。

黒 長雲

一番橋

山田酒造（鹿児島） 黒糖 米麹 30％

1800ml \3311
親子二人で造る小さな蔵で生産量も限られています。伝統的な常圧蒸留で造り続けていて、『一番橋』はこの蔵の
糖 レギュラー酒よりもさらに黒糖の香りを高める製法で造られており、黒糖の豊かな風味がたっぷりと感じられます。

梅 梅シャン

佐多宗二商店（鹿児島） 青梅 米焼酎 水

10％
365ml ￥840
シャルドネ種100％のスパークリングワインと角玉梅酒との奇跡のマリアージュ！キメ細かな泡と上品で落ち着いた
泡 梅の果実味が爽やかに味わえる逸品です。アルコール10％なのでそのまま冷やしてお飲みいただけます。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

ひとり歩き 黒傳
古澤酒造（宮崎）
芋 米麹（黒麹） ２５％
1800ml ￥2706
芋 ひとり歩きに黒麹を使って醸された季節限定バージョンが入荷しました。白麹で醸されている通常のひとり歩きの味わい
よりも落ち着いた黒麹ならではのコクが加わり、芋の風味をより感じられる逸品になっております。※数量限定品です。

きろく無濾過
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 25％
720ml ￥1480
芋 黒木本店が醸す冬季限定の芋焼酎。黒麹の【きろく】の原酒を無濾過・無調整のままアルコール分25°まで割り水した
新酒です。旨み＆香りが荒々しく野生的な全体像に仕上がっています。※数量限定品です。

爆弾ハナタレ
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 44％
360ml ￥2200
芋 黒木本店が醸す季節限定の芋焼酎。【ハナタレ】とは蒸留の際、最初に垂れてくる出端の初留取り。アルコール度数
44°の強烈な逸品。冷凍庫に入れてキンキンに冷やして飲めば爽快感がたまらない癖になる芋焼酎です。

ウ
ヰ
ス
キ
ー

地酒蔵のうめウヰスキー 若鶴酒造（富山）
ウイスキー 青梅 糖類 ２２％
1800ml ￥2400
20年以上熟成されたモルトブレンドの「地酒蔵のウヰスキー」に、富山県のブランド梅「氷見稲積梅」の青梅を漬け
込みました。ほんのりとした梅の香りと樽の香りが拡がり、酸味と甘さのバランスの取れた絶妙な味わい！！

櫻井 金峰
櫻井酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2300
芋 家族経営の小さな蔵で徹底した原料処理により、雑味の無い優しくまろやかな口当たりと、たっぷりとした甘く
香ばしい芋の風味が広がる芋焼酎！白麹と黒麹の絶妙なブレンドで豊潤な風味を持ちながらも綺麗にキレます。

伊勢吉どん
小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 25％
900ｍｌ ￥1120
1800ml ￥1980
芋 小牧醸造の会長の名前の伊勢吉から銘々された芋焼酎。地元産の黄金千貫を使用し、一次・二次仕込ともカメ壺で
仕込んであります。ほのかな芋の甘い香りと、キレの良いさっぱりとした辛口の落ち着きのある味わい。

青鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 米麹 25％
720ｍｌ ￥1200
1800ml ￥2400
麦 常圧蒸留ならではの濃く厚みのある香り、飲み口は柔らかくほのかな麦の甘みとローストしたような香ばしい風味が
たまらない麦焼酎の逸品です！年二回のみの限定出荷ですのでお早めにどうぞ。

駒
柳田酒造（宮崎）
大麦 米麹 25％
720ｍｌ ￥980
1800ml ￥1890
麦 厳選された九州産の二条大麦と、霧島山系の地下水を使用し弱アルカリ性の麦焼酎。独自の濾過製法で体に優しく、
調和の取れたフルーティな香りがありながらもまろやかで、すっきりとしたキレのある味わい。

宜有千萬
八海醸造（新潟）
米 米麹 清酒粕 25％
720ml ￥1155
1800ml ￥2415
米 八海山という銘柄で有名な日本酒蔵が醸す米焼酎。宜有千萬【よろしくせんまんあるべし】とは中国の古語で、
「限りなく多くの福が得られますように」という意味の言葉です。日本酒を思わせるような上品な香りがある米焼酎。

無濾過 自我田
豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
720ｍｌ ￥1500
1800ml ￥3000
米 豊永酒造で初めて「自家田」で栽培したオーガニック協会認証米だけで仕込んだ、米焼酎が入荷しました！！
無濾過の深くて香ばしい香り、まろやかでお米本来の甘く、奥深い味わいが楽しめる逸品です。

黒 龍宮 30°
冨田酒造場（鹿児島）
黒糖 米麹 30％
1800ml ￥ 2745
キメ細かな味わいと、人の体温のような柔らかで温かみのある黒糖の甘み。ロックでも、お湯割りでも崩れない
糖 確固とした骨格を持った味わい。奄美の雄大な自然と生産者の思いが、この龍宮に詰まっています。
梅 梅シャン
佐多宗二商店（鹿児島） 青梅 米焼酎 水 10％
365ml ￥840
シャルドネ種100％のスパークリングワインと角玉梅酒との奇跡のマリアージュ！キメ細かな泡と上品で落ち着いた
泡 梅の果実味が爽やかに味わえる逸品です。アルコール10％なのでそのまま冷やしてお飲みいただけます。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

麦 CHARMES TATEISHI(シャルム タテイシ)

みろく酒造（大分） 裸麦 米麹 18％
720ml ￥1050
大分県杵築産の大麦を100%使用し、43度の原酒を数年かけて徐々に割水をした麦焼酎！ワインのようなボトルデザインで
アルコール分が18度になっており、優しい麦の香り、柔らかくまろやかな風味、綺麗な余韻がつづきます。

野海棠
祁答院蒸留（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1500 1800ml ￥2980
芋 モロブタによる手造り麹、木槽によるもろみ発酵、木樽による常圧蒸留、洞窟貯蔵での熟成、ほのぼのとした芋の
香りとかすかな木の香り、やさしく、すっきりとした甘み。『野海棠』は世界でただ一カ所、霧島で咲く花です。

薩洲宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
900ml ￥1000 1800ml ￥1900
芋 西酒造より新商品の【薩州宝山】が入荷しました。ゆっくりと三段仕込みでモロミ管理することにより、透明感のある
芳醇な香りながら非常にキレのある芋焼酎。余韻が長く香ばしい芋の香りが広がります。

一尚（いっしょう）

ブロンズ

小牧醸造（鹿児島）

芋 米麹

２５％

720ｍｌ ￥1480

1800ml ￥2790

芋 小牧醸造の創業100周年を記念して造られた【一尚】に白麹バージョンで、ビール酵母を使った新商品です！
芳醇な香りが特徴のビール酵母を使用する事により、芋の甘い風味をより一層引き立てる味わいに仕上がっております。

麦

麦

米

陶眠中々

黒木本店(宮崎)

麦

麦麹

28％

720ml

￥2100

百年の孤独と同じ原酒を使用している事でも知られる麦焼酎【中々】を陶器に入れ約2年間熟成させた逸品。
アルコール度数28度という絶妙なアルコール度数でまろなかな麦の甘みとコクのある味わいが楽しめます。

赤鹿毛

柳田酒造（宮崎）

大麦 米麹 25％

720ｍｌ ￥1100

1800ml ￥2200

もろみの沸点が中温度に（約八十度）に達した時の独特の個性を発見し、しっかりとした味になる常圧蒸留とすっきり
と軽快な飲み口の減圧蒸留の中間という独自の製法により生まれた、香ばしく柔らかい味わいの中圧麦焼酎です。

ゆ乃鶴

豊永酒造（熊本）

米 米麹 25％

1800ml ￥2100

地元球磨産の米を使い、手造りの麹、常圧蒸留で醸した逸品。やや香ばしい甘みのある香り、適度な厚みでまろやかな
米の旨みが口の中に広がり、心地よくキレていきます。米焼酎の旨さを存分に感じられる球磨焼酎です。

梅 八海山の原酒で仕込んだ梅酒

八海醸造（新潟県） 清酒・梅・果糖 14° 720ml ￥1365 1800ml ￥2835

酒 日本酒【八海山】で有名な八海醸造。八海山の原酒（日本酒）で仕込んだ梅酒で、日本酒らしい上品な飲み口で、
梅の自然な風味がスッキリと味わえる大人の辛口梅酒という感じです。和食に合う梅酒としておすすめの逸品です。
梅 八海山の焼酎で仕込んだ梅酒

八海醸造（新潟県） 焼酎・梅・果糖 14° 720ml ￥1365 1800ml ￥2835

酒 日本酒【八海山】で有名な八海醸造から焼酎仕込みの梅酒が新入荷しました。八海山の米焼酎【宜しく千萬あるべし】で
漬けた梅酒で、梅の果実味と酸味のバランスが良い味わいです。ロックや炭酸で割ってお召し上がり下さい。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

玉茜
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 25％
720ml ￥1800
芋 丸い芋の形状と鮮やかな橙色の肉色から「タマアカネ」という品種名がつけられた芋焼酎。独特な強い個性をもっていた
ため貯蔵熟成により味が変わる事を信じた結果、今までにない個性的な味わいの芋焼酎になりました！数量限定です。

青鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 米麹 25％
720ｍｌ ￥1200
1800ml ￥2400
麦 常圧蒸留ならではの濃く厚みのある香り、飲み口は柔らかくほのかな麦の甘みとローストしたような香ばしい風味が
たまらない麦焼酎の逸品です！年二回のみの出荷ですのでお早めに。

※10月4日（火）入荷予定。

一尚（いっしょう） ブロンズ
小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 ２５％
720ｍｌ ￥1480 1800ml ￥2790
芋 小牧醸造の創業100周年を記念して造られた【一尚】に白麹バージョンで、ビール酵母を使った新商品です！
芳醇な香りが特徴のビール酵母を使用する事により、芋の甘い風味をより一層引き立てる味わいに仕上がっております。

一尚（いっしょう） シルバー
小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 ２５％
720ml ￥1480
1800ml ￥2790
芋 小牧醸造の創業100周年を記念して、100年前から生き残る麹菌と酒母を用い、手すき濾過によって醸された【一尚】。
甕仕込み独特の香ばしい芋の甘さと、スモーキーな香りが広がり、キレのある味わい。落ち着いて呑める芋焼酎です。

晴耕雨讀 黒麹
佐多宗二商店（鹿児島） 芋 米麹（黒麹） 25％
1800ml ￥2520
芋 佐多宗二商店より晴耕雨讀の黒麹バージョンが新入荷しました！通常の晴耕雨讀が白麹で少量の米焼酎をブレンド
しているの対し、こちらは黒麹で米焼酎のブレンドはしていないので、黒麹独特のコクのある芋の味わい広がります。

情け嶋 芋
八丈興発（東京）
芋 麦麹 25％
700ｍｌ ￥1150 1800ml \2100
芋 東京都八丈島「情け嶋」醸造元八丈興発から麦麹を用いた芋焼酎が入荷しました！芋掛けの珍しい芋焼酎です。
心地よい麦の香ばしさと芋らしい甘さが程良く溶け込み、幅のある芋臭い味わいを造り出しています。700ml新入荷です。

中々
黒木本店(宮崎)
麦 麦麹 25％
720ml ￥1020
1800ml ￥1980
麦 長期樫樽熟成麦焼酎『百年の孤独』の原酒になる事でも有名な黒木本店の麦焼酎『中々』。伝統の甕仕込みによる
まろやかな飲み心地と、くせのない爽やかな麦の風味とコクが味わえる麦焼酎の逸品です。

佐藤 麦
佐藤酒造（鹿児島）
麦 麦麹 25％
720ml ￥1450 1800ml ￥2900
麦 芋焼酎で有名な佐藤酒造が醸す麦焼酎。封を開けた瞬間から凝縮した麦の香ばしさが漂い、常圧蒸留仕込みの濃い
味わいで、麦本来の香ばしく柔らかい甘みを、存分に感じられる旨みが詰まった逸品です。

黒 きょらじま

山田酒造（鹿児島） 黒糖 米麹 15％

720ml \1135
「長雲」の山田酒造の低アルコールの黒糖焼酎。15％まで度数を下げてあるので、割らずにそのままストレートで
糖 お楽しみいただけます。常温で、もしくは冷蔵庫で冷やして、爽やかで品のある味わいをご賞味下さい。

柚 真澄

ゆず酒
宮坂醸造（長野） 焼酎乙類・ゆず果汁・砂糖
14％
720ml ￥1638
日本酒【真澄】で有名な宮坂醸造からゆず酒が新入荷しました！自家製の米焼酎に高知県北川村産のゆず果汁を漬け込
子 みました。控えめな甘さでスッキリとしていて、上品なゆずの香りを楽しめる逸品です。極少入荷なのでお早めに。
梅 山形正宗の梅酒

水戸部酒造（山形） 青梅 米焼酎 水 10％
720ｍｌ ￥1470
1800ml ￥2940
山形県の銘酒【山形正宗】を造る水戸部酒造より、今季初めて仕込んだ梅酒が第五回「天満天神梅酒大会」にて
酒 第二位に輝きました。昔ながらの梅酒を洗練し、豊かな梅の風味とまろやかな甘みが楽しめる逸品！
泡 昔醸翠古

忠孝酒造（沖縄）

米麹 30％

750ｍｌ \1650

1800ｍｌ \2860

泡 昔醸翠古

忠孝酒造（沖縄）
米麹 30％
750ｍｌ \1650
1800ｍｌ \2860
40年以上前に途絶えた ※『シー汁浸漬法』を復活させ、何年もかけて完成させた忠孝酒造の新しい泡盛。
盛 泡盛の野暮ったいイメージを払拭し、繊細で上品な仕上がりの逸品に仕上がっています。一飲の価値あり。
○

※「シー汁浸漬法」とは、現在一般的に行われている「洗米・漬侵」の順序を逆にし原料のタイ米を洗米せず、
15－24時間浸漬する工程が特徴。シー汁侵漬によって、通常よりもコクや香りの成分が多く生成される事もわかりました。

池の露
栗黄金
天草酒造（熊本）
芋 米麹 25°
1800ml ￥2650
芋 池の露【栗黄金】が再入荷致しました！【栗黄金】という芋は、鹿児島県内でも希少な品種で、通常の芋焼酎の
原料になる芋よりも甘みがあり、香りも高く、優しいコクのある芋の風味が楽しめます。

宝山 芋麹全量
西酒造（鹿児島）
芋 芋麹 28％
1800ml ￥3850
芋 宝山シリーズで有名な西酒造から出る一年に一回限定出荷の芋焼酎。 麹にも芋を用い、100％芋（黄金千貫）だけで
仕込んだ逸品です。バニラを想わせる上品な甘みが、心地よく口の中に広がる香り高い芋焼酎！

小牧
小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 25％
※新価格 900ml ￥1440 1800ml ￥2580
芋 小牧醸造の【小牧】が再入荷しました！昔ながらのカメ仕込みにこだわる造りで、一次・二次ともにカメ仕込み。
柔らかな口当たりと独特のまろやかな芋の風味があり、黒麹のコクのある味わいと爽やかでキレのある芋焼酎です。

赤鹿毛
柳田酒造（宮崎）
大麦 米麹 25％
720ｍｌ ￥1100
1800ml ￥2200
麦 もろみの沸点が中温度に（約八十度）に達した時の独特の個性を発見し、しっかりとした味になる常圧蒸留とすっきり
と軽快な飲み口の減圧蒸留の中間という独自の製法により生まれた、香ばしく柔らかい味わいの麦焼酎です。

駒
柳田酒造（宮崎）
大麦 米麹 25％
720ｍｌ ￥980
1800ml ￥1890
麦 厳選された九州産の二条大麦と、霧島山系の地下水を使用し弱アルカリ性の麦焼酎。独自の濾過製法で体に優しく、
調和の取れたフルーティな香りがありながらもまろやかで、すっきりとしたキレのある味わい。

華吟
豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
720ml ￥1260 1800ml ￥2200
米 清酒に使われる吟醸酵母をしようして醸された米焼酎。インパクトのある華やかな吟醸香が印象深いが、穏やかで
ふっくらした米の風味と調和し、キレのある豊永酒造らしい味わいに仕上がっています。ソーダ割りがオススメです。

黒 龍宮 蔵和水十五度
富田酒造（鹿児島）
黒糖 米麹 15％
720ｍｌ ￥850
1800ml ￥1600
潮風の風味の沖縄黒糖と国産米で造られ、蔵で十五度に和水してあります。黒糖のさわやかなコクと呑み口が軽くストレ
糖 ートでもグイグイ呑める黒糖焼酎です。蔵元オススメは少量のカルピスと、少量のレモンを入れての【龍宮カルピス割】
苺 いづみ橋
純情いちご 泉橋酒造（神奈川） 苺 純米酒 氷砂糖 レモン 12％ 500ml ￥1575 1800ml ￥3675
苺の甘い香りと上品な果実味、レモンの酸味が爽やかでソーダ割りやロックで呑むとより軽快に楽しめます。
酒 海老名産の完熟苺（とちおとめ）を使い、しぼりたての純米酒で漬けた贅沢な苺リキュールです。
梅 梅シャン
佐多宗二商店（鹿児島） 青梅 米焼酎 水 10％
365ml ￥840
シャルドネ種100％のスパークリングワインと角玉梅酒との奇跡のマリアージュ！キメ細かな泡と上品で落ち着いた
泡 梅の果実味が爽やかに味わえる逸品です。アルコール10％なのでそのまま冷やしてお飲みいただけます。
黒 龍宮 蔵和水十五度

富田酒造（鹿児島）

黒糖 米麹 15％

720ｍｌ ￥850

1800ml ￥1600

糖 潮風の風味の沖縄黒糖と国産米で造られ、蔵で十五度に和水してあります。黒糖のさわやかなコクと呑み口が軽くストレ
ートでもグイグイ呑める黒糖焼酎です。蔵元オススメは少量のカルピスと、少量のレモンを入れての【龍宮カルピス割】

薩洲宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
900ml ￥1000 1800ml ￥1900
芋 西酒造より新商品の【薩州宝山】が入荷しました。ゆっくりと三段仕込みでモロミ管理することにより、透明感のある
芳醇な香りながら非常にキレのある芋焼酎。余韻が長く香ばしい芋の香りが広がります。

伊勢吉どん
小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2016
芋 小牧醸造の会長名前の伊勢吉から銘々された芋焼酎。地元産の黄金千貫を使用し、一次・二次仕込ともカメ壺で
仕込んであります。ほのかな芋の甘い香りと、キレの良いさっぱりとした辛口の落ち着きのある味わい。

常徳屋前割り
常徳屋酒造場（大分）
麦 麦麹 16％
1800ml ￥1680
麦 あらかじめ蔵の仕込水で割り水し、16度まで度数を下げた麦焼酎。0,5度ずつ加水しながら味を確かめ、たどり着い
たのが16度。そのまま冷やしてストレートでも良し、ぬる燗でまったりと楽しむの良い麦焼酎です。

桃 梅の宿 あらごし桃酒
梅の宿酒造（奈良県） 桃・日本酒・糖類・醸造アルコール 8°
1800ml ￥2940
甘くみずみずしい“白桃”を惜しげもなく使用した、まるで桃のデザートを食べているような果実感あふれるお酒です。
酒 桃果汁の良さをそのままに、トロっとしながらも、後味はスッキリとしていて、上品な余韻を楽しめる逸品です。
み 梅の宿 あらごしみかん酒
梅の宿酒造（奈良県） 温州みかん・日本酒・糖類・クエン酸 7° 1800ml ￥2940
か 原料である温州みかんの優しく爽やかな甘みと、果肉のツブツブ感あふれる食感がたまらない、くせになる味わい。
ん ロック、ソーダ割りなどお好みで、凍らせても美味しいデザート感覚のみかんリキュールです。※冷蔵で保管して下さい。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
麦 赤鹿毛

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

柳田酒造（宮崎）
大麦 米麹 25％
720ｍｌ ￥1100
1800ml ￥2200
もろみの沸点が中温度に（約八十度）に達した時の独特の個性を発見し、しっかりとした味になる常圧蒸留とすっきり

麦
と軽快な飲み口の減圧蒸留の中間という独自の製法により生まれた、香ばしく柔らかい味わいの麦焼酎です。

麦

駒
柳田酒造（宮崎）
大麦 米麹 25％
720ｍｌ ￥980
1800ml ￥1890
厳選された九州産の二条大麦と、霧島山系の地下水を使用し弱アルカリ性の麦焼酎。独自の濾過製法で体に優しく、
調和の取れたフルーティな香りがありながらもまろやかで、すっきりとしたキレのある味わい。

芋 晴耕雨讀 黒麹

佐多宗二商店（鹿児島） 芋 米麹（黒麹） 25％
1800ml ￥2520
佐多宗二商店より晴耕雨讀の黒麹バージョンが新入荷しました！通常の晴耕雨讀が白麹で少量の米焼酎をブレンド
しているの対し、こちらは黒麹で米焼酎のブレンドはしていないので、黒麹独特のコクのある芋の味わい広がります。

梅 山形正宗の梅酒

水戸部酒造（山形） 青梅 米焼酎 水 10％
720ｍｌ ￥1470
1800ml ￥2940
山形県の銘酒【山形正宗】を造る水戸部酒造より、今季初めて仕込んだ梅酒が第五回「天満天神梅酒大会」にて
泡 第二位に輝きました。昔ながらの梅酒を洗練し、豊かな梅の風味とまろやかな甘みが楽しめる逸品！

白天宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2960
芋 宝山シリーズで限定出荷の『白麹』を使用し醸された白天宝山が入荷しました。ふくよかな芋の甘い香り、白麹らしい
穏やかな口当たりの中で柔らかな芋の甘味と、キレの良さが同居する味わい。優しく綺麗な芋の余韻が心地よい。

池の露
古酒（白麹）
天草酒造（熊本）
芋 米麹 25％
720ｍｌ ￥1320 1800ml \2650
芋 ついに出ました！池の露【古酒】バージョン！綺麗な芋の風味が優しく、古酒ならではの余韻の長さや深みのある
味わいで、じわじわと体に沁み込んでいく心地よい余韻が特徴の芋焼酎です。水割りもしくは是非お湯割りで。

一尚（いっしょう）
小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 ２５％
720ml ￥1418
1800ml ￥2625
芋 小牧醸造の創業100周年を記念して、100年前から生き残る麹菌と酒母を用い、手すき濾過によって醸された【一尚】。
甕仕込み独特の香ばしい芋の甘さと、スモーキーな香りが広がり、キレのある味わい。落ち着いて呑める芋焼酎です。

芋凛

軸屋酒造（鹿児島）
芋 米麹 ２５％
720ml ￥1386
1800ml ￥2657
軸屋酒造の４代目杜氏、軸屋麻衣子さんが作り上げた黒麹甕仕込芋焼酎。黒麹、カメ仕込の重みのある味わいが、
透明感をもって上品に醸し出されています。年2回出荷の限定品なのでお早めにどうぞ。

薩洲宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
900ml ￥1000 1800ml ￥1900
芋 西酒造より新商品の【薩州宝山】が入荷しました。ゆっくりと三段仕込みでモロミ管理することにより、透明感のある
芳醇な香りながら非常にキレのある芋焼酎。余韻が長く香ばしい芋の香りが広がります。

麦 銀の水

佐藤焼酎製造場（宮崎）
麦 麦麹 25°
700ml ￥1260
1800ml ￥2489
銘柄名の由来は、銀色にキラキラと輝く祝子川の水面からというだけあって、麦のほのかに甘い上品な味わいが
ありながら、限りなく透明感のある余韻。減圧蒸留後3年以上熟成させ落ち着いた旨みのピュアな麦焼酎です。

米

加賀の露
菊姫合資会社（石川）
米 米麹 酒粕 ２５％
1800ml ￥2625
日本酒で有名な「菊姫」で造られた米焼酎。酒造好適米「山田錦」を原料に、熟成年数、蒸留方法、貯蔵方法の違い
がある原酒を菊姫独自の比率でブレンドし、呑み口は柔らかく樽の風味も溶け込んだ幅のある味わいが楽しめます。

梅 梅シャン

佐多宗二商店（鹿児島） 青梅 米焼酎 水 10％
365ml ￥840
シャルドネ種100％のスパークリングワインと角玉梅酒との奇跡のマリアージュ！キメ細かな泡と上品で落ち着いた
泡 梅の果実味が爽やかに味わえる逸品です。※季節品のため限定入荷、お早めにどうぞ。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
黒 喜界島、ここが好き2011 ※数量限定品

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

朝日酒造（鹿児島）

黒糖 米麹
25％
720ml ￥1365
朝日酒造が企画した絵画コンクールにて『喜界島、ここが好き』をテーマに選ばれた子供の絵をラベルに用いた商品。
糖 中身は”陽出る國の銘酒”を25度に割り水したもので、熟成され複雑さを増した芳醇な黒糖の甘い香りが楽しめます。

苺 いづみ橋

純情いちご 泉橋酒造（神奈川） 苺 純米酒 氷砂糖 レモン 12％ 1800ml ￥3675 500ml ￥1575
苺の甘い香りと上品な果実味、レモンの酸味が爽やかでソーダ割りやロックで呑むとより軽快に楽しめます。
酒 海老名産の完熟苺（とちおとめ）を使い、しぼりたての純米酒で漬けた贅沢な苺リキュールです。
薩洲宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
900ml ￥1000 1800ml ￥1900
芋 西酒造より新商品の【薩州宝山】が入荷しました。ゆっくりと三段仕込みでモロミ管理することにより、透明感のある
芳醇な香りながら非常にキレのある芋焼酎。余韻が長く香ばしい芋の香りが広がります。

きろく無濾過
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 25％
720ml ￥1480
芋 黒木本店が醸す冬季限定の芋焼酎。黒麹の【きろく】の原酒を無濾過・無調整のままアルコール分25°まで割り水した
新酒です。旨み＆香りが荒々しく野生的な全体像に仕上がっています。※数量限定品のため売り切れ御免の商品です。

芋

宝山 白豊印

西酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2920

宝山蒸撰シリーズ【白豊】の25°バージョンが今年も入荷しました！ふっくらした芋の香り、まろやかなで甘みのある
味わい、呑んだ後に残る余韻も長く、水割り、お湯割り、ロックと幅広く楽しめる逸品です。

野海棠
祁答院蒸留（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1500 1800ml ￥2980
芋 モロブタによる手造り麹、木槽によるもろみ発酵、木樽による常圧蒸留、洞窟貯蔵での熟成、ほのぼのとした芋の
香りとかすかな木の香り、やさしく、すっきりとした甘み。『野海棠』は世界でただ一カ所、霧島で咲く花です。

麦

松露くろむぎ
松露酒造
(宮崎) 麦 麦麹
25％
720ml\ 1166 1800ml \2331
黒麹仕込み、常圧蒸留、そして３年以上の熟成。香ばしい麦の香りと、まろやかで豊かな風味と、熟成した旨みが
ゆっくりと時間をかけて広がります。蔵元の真摯な姿勢が感じられる素晴らしい味わいの麦焼酎です。

麦 山猿

尾鈴山蒸留所（宮崎）
麦 麦麹 ２５°
720ml ￥1200
1800ml ￥2400
宮崎の山の奥深くに佇む黒木本店出資の蒸留所。原料には地元栽培の大麦を使用。自社培養による独自の酵母菌を用い、
徹底した手造りの仕込み、常圧蒸留によって仕上げられた、香ばしく麦のふくよかな味わいが特徴の焼酎です。

米 無濾過 自我田

豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
1800ml ￥3000
豊永酒造で初めて「自家田」で栽培したオーガニック協会認証米だけで仕込んだ、少量生産の希少な米焼酎です。
無濾過の深くて香ばしい香り、まろやかでお米本来の甘く、奥深い味わいが楽しめます。

梅 梅シャン

佐多宗二商店（鹿児島） 青梅 米焼酎 水 10％
365ml ￥840
シャルドネ種100％のスパークリングワインと角玉梅酒との奇跡のマリアージュ！キメ細かな泡と上品で落ち着いた
泡 梅の果実味が爽やかに味わえる逸品です。※季節品のため限定入荷、お早めにどうぞ。
梅 角玉 梅酒 55周年記念ボトル 佐多宗二商店（鹿児島） 青梅 米焼酎 水

10％
720ml ￥1100
角玉梅酒の販売開始から55年を記念して生まれた限定バージョン！ラベルは当時のままの復刻デザインを使用。
酒 通常の角玉梅酒は12°ですが、こちらは10°と呑みやすく軽いタイプに仕上がっております。

み
梅の宿 あらごしみかん酒 梅の宿酒造（奈良県） 温州みかん・日本酒・糖類・クエン酸 7° 1800ml ￥2940
か 原料である温州みかんの優しく爽やかな甘みと、果肉のツブツブ感あふれる食感がたまらない、くせになる味わい。
ん ロック、ソーダ割りなどお好みで、凍らせても美味しいデザート感覚のみかんリキュールです。※冷蔵で保管して下さい。

薩洲宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
900ml ￥1000 1800ml ￥1900
芋 西酒造より新商品の【薩州宝山】が入荷しました。ゆっくりと三段仕込みでモロミ管理することにより、透明感のある
芳醇な香りながら非常にキレのある芋焼酎。余韻が長く香ばしい芋の香りが広がります。

富乃宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹
25％
720ml ￥1500
1800ml ￥2960
芋 西酒造の黄麹仕込みの芋焼酎。黄麹独特のフルーティーな柑橘系な香りの中に芋の風味が溶け込んでいて、今までの
芋焼酎の感覚とは一味違う芋焼酎です。芋焼酎が苦手な方にもオススメしたい逸品です。

きろく無濾過
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 25％
720ml ￥1480
芋 黒木本店が醸す冬季限定の芋焼酎。黒麹の【きろく】の原酒を無濾過・無調整のままアルコール分25°まで割り水した
新酒です。旨み＆香りが荒々しく野生的な全体像に仕上がっています。※数量限定品のため売り切れ御免の商品です。

山猫
黒木本店（宮崎）
芋 米麹 25°
720ml ￥1200
1800ml
￥2400
芋 山深い森の中、黒木本店が新しく造った尾鈴山蒸留所という場所で醸された芋焼酎。蒸留後、甕に２年間以上貯蔵・
熟成させて仕上げた逸品！雑味が少ないさわやかな飲み口で、ほのかな芋の甘みが心地よい食中酒向きの焼酎です。

山猿
尾鈴山蒸留所（宮崎）
麦 麦麹 ２５°
720ml ￥1200
1800ml ￥2400
麦 宮崎の山の奥深くに佇む黒木本店出資の蒸留所。原料には地元栽培の大麦を使用。自社培養による独自の酵母菌を用い、
徹底した手造りの仕込み、常圧蒸留によって仕上げられた、香ばしく麦のふくよかな味わいが特徴の焼酎です。

陶眠中々
黒木本店(宮崎)
麦 麦麹 28％
720ml ￥2100
麦 百年の孤独と同じ原酒を使用している事でも知られる麦焼酎【中々】を陶器に入れ約2年間熟成させた逸品。
アルコール度数28度という絶妙なアルコール度数でまろなかな麦の甘みとコクのある味わいが楽しめます。

立車屋（くるまや） 常圧麦焼酎 天草酒造（熊本）
麦 麦麹 25％
720ml ￥1000 1800ml ￥1990
米 天草酒造より常圧蒸留の米焼酎【立車屋】が入荷しました。蔵独自の蒸留機を用い、米焼酎とはおもえない
複雑な香りと味わいが楽しめる素晴らしい出来栄え。少量入荷品ですのでお早めに。

黒 龍宮 甕仕込み 古酒 富田酒造（鹿児島）
黒糖 米麹 40％
1800ml ￥4100
黒糖焼酎【龍宮】の甕仕込みの古酒が限定入荷しました！2004年に仕込んだものなので6年古酒になります。
糖 柔らかいコクのある黒糖の甘みが優しく広がる逸品です。限定12本のみ。
梅 八海山の原酒で仕込んだ梅酒
八海醸造（新潟県） 清酒・梅・果糖 14° 720ml ￥1365 1800ml ￥2835
日本酒【八海山】で有名な八海醸造。八海山の原酒（日本酒）で仕込んだ梅酒で、日本酒らしい上品な飲み口で、
酒 梅の自然な風味がスッキリと味わえる大人の辛口梅酒という感じです。和食に合う梅酒としておすすめの逸品です。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
梅 八海山の焼酎で仕込んだ梅酒

新入荷商品

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

八海醸造（新潟県） 焼酎・梅・果糖 14° 720ml ￥1365 1800ml ￥2835

酒 日本酒【八海山】で有名な八海醸造から焼酎仕込みの梅酒が新入荷しました。八海山の米焼酎【宜しく千萬あるべし】で
漬けた梅酒で、梅の果実味と酸味のバランスが良い味わいです。ロックや炭酸で割ってお召し上がり下さい。

池の露
古酒（白麹）
天草酒造（熊本）
芋 米麹 25％
720ｍｌ ￥1320 1800ml \2650
芋 ついに出ました！池の露【古酒】バージョン！綺麗な芋の風味が優しく、古酒ならではの余韻の長さや深みのある
味わいで、じわじわと体に沁み込んでいく心地よい余韻が特徴の芋焼酎です。水割りもしくは是非お湯割りで。

きろく無濾過
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 25％
720ml ￥1480
芋 黒木本店が醸す冬季限定の芋焼酎。黒麹の【きろく】の原酒を無濾過・無調整のままアルコール分25°まで割り水した
新酒です。旨み＆香りが荒々しく野生的な全体像に仕上がっています。※数量限定品のため売り切れ御免の商品です。

橘
黒木本店（宮崎）
芋 米麹 25％
720ml ￥950 1800ml ￥1900
芋 手造りの黒麹と、掘り立ての甘露（黄金千貫）を原料とし,昔ながらの「かめ」にて酒母を造り,熟成貯蔵をする事に
よって、まろやかな風味に仕上げました。どこか落ち着く味わいで、昔ながらの素朴な旨みを持った芋焼酎です。

薩洲宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
900ml ￥1000 1800ml ￥1900
芋 西酒造より新商品の【薩州宝山】が入荷しました。ゆっくりと三段仕込みでモロミ管理することにより、透明感のある
芳醇な香りながら非常にキレのある芋焼酎。余韻が長く香ばしい芋の香りが広がります。

麦 立車屋（くるまや）

常圧麦焼酎 天草酒造（熊本）
麦 麦麹 25％
720ml ￥1000 1800ml ￥1990
天草酒造より常圧蒸留の麦焼酎【立車屋】が入荷しました。減圧蒸留で造られる【天草】よりも味わいが濃く
柔らかい口当たりで、麦の香ばしい風味の余韻が素晴らしい麦焼酎です。

確蔵 2005年
重家酒造（長崎）
麦 米麹 25%
720ml \1450
1800ml ￥2650
麦 麹米にはコシヒカリ、麦は壱岐産ニシノホシを使用。米麹の仄かな甘みと大麦の香ばしさが見事に融合していて、
壱岐焼酎の魅力を十分に堪能できます。呑み込んだ後に来る余韻の返りが芸術的！熟成酒ならではの深い味わいです。

黒 龍宮 甕仕込み 古酒

富田酒造（鹿児島）

黒糖 米麹 40％

1800ml ￥4100

糖 黒糖焼酎【龍宮】の甕仕込みの古酒が限定入荷しました！2004年に仕込んだものなので6年古酒になります。
柔らかいコクのある黒糖の甘みが優しく広がる逸品です。限定24本入荷。

ゆ乃鶴
豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
1800ml ￥2100
米 地元球磨産の米を使い、手造りの麹、常圧蒸留で醸した逸品。やや香ばしい甘みのある香り、適度な厚みでまろやかな
米の旨みが口の中に広がり、心地よくキレていきます。米焼酎の旨さを存分に感じられる球磨焼酎です。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
米

立車屋（くるまや）

常圧米焼酎

新入荷商品

天草酒造（熊本）

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

米 米麹 30％

720ｍｌ ￥1450

1800ml \2900

天草酒造より常圧蒸留の米焼酎【立車屋】が入荷しました。蔵独自の蒸留機を用い、米焼酎とはおもえない
複雑な香りと味わいが楽しめる素晴らしい出来栄え。少量入荷品ですのでお早めに。

宝山 芋麹全量 綾紫
西酒造（鹿児島）
芋 芋麹 28％
1800ml ￥3850
芋 宝山芋麹全量シリーズの【綾紫】バージョンが今年も新入荷しました！綾紫独特のワインのような香り、透明感がある
飲み口で、後から黒麹らしいしっかりとしたコクのある味わいが広がります。

池の露
島むらさき
天草酒造（熊本）
芋 米麹 25％
新入荷 720ｍｌ￥1320 1800ml \2650
芋 池の露に【島むらさき】という種子島原産の独特の紫芋を原料に使用した新商品が入荷致しました！蒸かした芋の甘
くホクホクした香りと、甘さの中に溶け込んだフルーティな余韻が心地よく、ずっと呑み続けていたくなる芋焼酎です。

刀 TOBIYAKI（飛焼）
佐多宗二商店（鹿児島）
芋 米麹 25％
新入荷 720ｍｌ￥1470 1800ml \2780
芋 佐多宗二商店から新商品の【刀】が入荷致しました。現在発売されている初留取りの刀（500ml）とは違う造りで、
小型の蒸留釜を使用した芋焼酎のブレンドにより、豊かな香りと芋の甘い風味で、すっきりした味わいの芋焼酎。

情け嶋 芋
八丈興発（東京）
芋 麦麹 25％
新入荷 700ｍｌ￥1150 1800ml \2100
芋 東京都八丈島「情け嶋」醸造元八丈興発から麦麹を用いた芋焼酎が入荷しました！芋掛けの珍しい芋焼酎です。
心地よい麦の香ばしさと芋らしい甘さが程良く溶け込み、幅のある芋臭い味わいを造り出しています。700ml新入荷です。

橘
黒木本店（宮崎）
芋 米麹 25％
720ml ￥950 1800ml ￥1900
芋 手造りの黒麹と、掘り立ての甘露（黄金千貫）を原料とし,昔ながらの「かめ」にて酒母を造り,熟成貯蔵をする事に
よって、まろやかな風味に仕上げました。どこか落ち着く味わいで、昔ながらの素朴な旨みを持った芋焼酎です。

爆弾ハナタレ
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 44％
360ml ￥2200
芋 黒木本店が醸す季節限定の芋焼酎。【ハナタレ】とは蒸留の際、最初に垂れてくる出端の初留取り。アルコール度数
44°の強烈な逸品。冷凍庫に入れてキンキンに冷やして飲めば爽快感がたまらない癖になる芋焼酎です。

一粒の麦
西酒造（鹿児島）
麦 麦麹 ２５％
720ml ￥1100 1800ml ￥2130
麦 宝山シリーズで有名な西酒造が醸す麦焼酎。原料に国産大麦と大麦麹を用い、常圧蒸留で麦本来の旨味や香りを

麦
引き出した逸品！お湯割りや水割りにすると優しい甘みが浮かび上がってきます。綺麗で上品な麦焼酎。

黒 龍宮 蔵和水十五度
富田酒造（鹿児島）
黒糖 米麹 15％
1800ml ￥1500
潮風の風味の沖縄黒糖と国産米で造られ、蔵で十五度に和水してあります。黒糖のさわやかなコクと呑み口が軽く
糖 グイグイ呑める、割らずにそのまま温めて呑める黒糖焼酎です。寒い冬にピッタリの優しい味わいです。
桃 梅の宿 あらごし桃酒
梅の宿酒造（奈良県） 桃・日本酒・糖類・醸造アルコール 8°
1800ml ￥2940
甘くみずみずしい“白桃”を惜しげもなく使用した、まるで桃のデザートを食べているような果実感あふれるお酒です。
酒 桃果汁の良さをそのままに、トロっとしながらも、後味はスッキリとしていて、上品な余韻を楽しめる逸品です。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
米

芋

芋

芋

芋

芋

華吟

新入荷商品

豊永酒造（熊本）

米 米麹

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
25％

720ml

￥1260 1800ml ￥2200

清酒に使われる吟醸酵母をしようして醸された米焼酎。インパクトのある華やかな吟醸香が印象深いが、穏やかで
ふっくらした米の風味と調和し、キレのある豊永酒造らしい味わいに仕上がっています。水割りもしくはお湯割りで。

池の露

古酒（白麹）

天草酒造（熊本）

芋 米麹 25％

720ｍｌ ￥1320

1800ml \2650

ついに出ました！池の露【古酒】バージョン！綺麗な芋の風味が優しく、古酒ならではの余韻の長さや深みのある
味わいで、じわじわと体に沁み込んでいく心地よい余韻が特徴の芋焼酎です。水割りもしくは是非お湯割りで。

宝山 芋麹全量 綾紫

西酒造（鹿児島）

芋 芋麹 28％

1800ml ￥3850

宝山芋麹全量シリーズに【綾紫】バージョンが新入荷しました！綾紫独特のワインのような香り、透明感がある飲み
口で、後から黒麹らしいしっかりとしたコクのある味わいが広がります。おススメはお湯割りで！ 限定100本！

薩洲宝山

西酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

900ml ￥1000

1800ml ￥1900

西酒造より新商品の【薩州宝山】が入荷しました。ゆっくりと三段仕込みでモロミ管理することにより、透明感のある
芳醇な香りながら非常にキレのある芋焼酎。余韻が長く香ばしい芋の香りが広がります。

宝山 紅東印

西酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2920

宝山蒸撰シリーズ【紅東】の25°バージョンが新入荷しました！ふっくらした穀物の甘みを感じる香りで、口当たりも
なめらか。蒸かしたての芋や、栗のような甘い風味が穏やかに続き、ロックでも御湯割りでも楽しめる芋焼酎です。

白天宝山

西酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2960

宝山シリーズで限定出荷の『白麹』を使用し醸された白天宝山が入荷しました。ふくよかな芋の甘い香り、白麹らしい
穏やかな口当たりの中で柔らかな芋の甘味と、キレの良さが同居する味わい。優しく綺麗な芋の余韻が心地よい。
刀 TOBIYAKI（飛焼）
佐多宗二商店（鹿児島）
芋 米麹 ２５％
1800ml ￥2780

芋 佐多宗二商店から新商品の【刀】が入荷致しました。現在発売されている初留取りの刀（500ml）とは違う造りで、
小型の蒸留釜を使用した芋焼酎のブレンドにより、豊かな香りと芋の甘い風味で、すっきりした味わいの芋焼酎。

常徳屋前割り
常徳屋酒造場（大分）
麦 麦麹 16％
1800ml ￥1680
麦 あらかじめ蔵の仕込水で割り水し、16度まで度数を下げた麦焼酎。0,5度ずつ変えて味を確かめ、たどり着いたのが16度。
燗にすると香りが立ち、よりふくよかな味わいを醸しだします。夏向きのスッキリした味わい！

梅 梅の宿 あらごし梅酒

梅の宿酒造（奈良県） 梅・日本酒・米焼酎・糖類

12°
720ml ￥1470 1800ml ￥2940
日本酒仕込みの梅酒に、梅の果肉をブレンドした果肉感たっぷりのトロリとした梅酒です。暑い夏には凍らせて
酒 シャーベット状にしても楽しめる、呑んでも食べてもおいしい梅酒です。

新入荷商品
リ
キ
ュ
ー
ル

ＹＯＧＵＲＳＨ

（よーぐるしゅ）

日の丸醸造（秋田）

ヨーグルト・米アルコール・果糖・甘酒・酸味料

7～8％

300ml ￥525

”よーぐるしゅ”はまんさくの花と、栗駒高原ヨーグルトがコラボレーションしてできたヨーグルトリキュールです。
温泉熱を利用しじっくり発酵させて造られたヨーグルトと、まんさくの甘酒をブレンドすることによりまろやかで、

とろりとした味わい、飲むヨーグルト風味のリキュールです。飲み過ぎ注意。

※6月30日

48本

入荷予定！！

情け嶋 芋
八丈興発（東京）
芋 麦麹 25％
1800ml ￥2100
芋 東京都八丈島「情け嶋」醸造元八丈興発から麦麹を用いた芋焼酎が入荷しました！芋掛けの珍しい芋焼酎です。
心地よい麦の香ばしさと芋らしい甘さが程良く溶け込み、幅のある芋臭い味わいを造り出しています。少量生産商品です。

ひとり歩き 黒傳
古澤酒造（宮崎）
芋 米麹（黒麹） ２５％
1800ml ￥2706
芋 ひとり歩きに黒麹を使って醸された季節限定バージョンが入荷しました。白麹で醸されている通常のひとり歩きの

芋
味わいよりも落ち着いた黒麹ならではのコクが加わり、芋の風味をより感じられる逸品になっております。

池の露
紅薩摩
天草酒造（熊本）
芋 米麹 25°
1800ml ￥2650
芋 池の露に【紅薩摩】という芋を原料に使った商品が今年も入荷致しました！【紅薩摩】という芋は、甘みが強く
美味しいので食用として人気が高く、香りもフルーティで柔らかい芋の風味と独特の甘味が楽しめる逸品です。

不二才
佐多宗二商店（鹿児島）
芋 米麹 25°
720ｍｌ ￥1330 1800ml \2520
芋 昔ながらの芋焼酎の濃厚な風味を前面に出した味わい、濃厚ながらもまろやかな呑み口で、キレのある食中酒です。
タレや煮物料理などの相性抜群！ロックでもお湯割りでも崩れない、芯のしっかりした芋焼酎です。

佐藤 麦
佐藤酒造（鹿児島）
麦 麦麹 25％
1800ml ￥2900
麦 芋焼酎で有名な佐藤酒造が醸す麦焼酎。封を開けた瞬間から凝縮した麦の香ばしさが漂い、常圧蒸留仕込みの濃い
味わいで、麦本来の香ばしく柔らかい甘みを、存分に感じられる旨みが詰まった逸品です。

豊永蔵 減圧
豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
720ml ￥1365
1800ml ￥2730
米 無農薬･無化学肥料の自然農法で造られた最高級のお米を原料にし、球磨焼酎の伝統と真心を込めて醸された逸品！
柔らかい舌触りと穏やかな吟醸香が爽快感を演出し、綺麗な味わいと優しい米の旨みが心地良く広がっていきます。

黒
糖
梅 八海山

梅酒

八海醸造（新潟県） 清酒・梅・醸造用アルコール・果糖

14°

720ml ￥1365 1800ml ￥2835

日本酒【八海山】で有名な八海醸造から年一回出荷の梅酒が入荷しました。八海山の原酒で仕込んだ梅酒で、

酒 梅の自然な風味がスッキリと味わえる大人の辛口梅酒という感じです。和食に合う梅酒としておすすめの逸品です。
黒 稲の露 祝

沖永良部酒造（鹿児島）

黒糖 米麹 30％
1800ml ￥4935
1985年醸造の黒糖焼酎で長期貯蔵熟成古酒です。純金箔入りの豪華な使用になっていて、古酒独特のまろやかで
糖 風味豊かな黒糖の味わいが楽しめ、おだやか余韻が長く続きます。飲む前に振っていただくと金箔が舞い綺麗です。

情け嶋 芋
八丈興発（東京）
芋 麦麹 25％
1800ml ￥2100
芋 東京都八丈島「情け嶋」醸造元八丈興発から麦麹を用いた芋焼酎が入荷しました！芋掛けの珍しい芋焼酎です。
心地よい麦の香ばしさと芋らしい甘さが程良く溶け込み、幅のある芋臭い味わいを造り出しています。少量生産商品です。

芋

きろく無濾過
黒木本店(宮崎)
芋 米麹 25％
720ml ￥1480
黒木本店が醸す冬季限定の芋焼酎。黒麹の【きろく】の原酒を無濾過・無調整のままアルコール分25°まで割り水した
新酒です。旨み＆香りが荒々しく野生的な全体像に仕上がっています。※数量限定品のため売り切れ御免の商品です。

芋 爆弾ハナタレ

黒木本店(宮崎)
芋 米麹 44％
360ml ￥2200
黒木本店が醸す季節限定の芋焼酎。【ハナタレ】とは蒸留の際、最初に垂れてくる出端の初留取り。アルコール度数
44°の強烈な逸品。冷凍庫に入れてキンキンに冷やして飲めば爽快感がたまらない癖になる芋焼酎です。

確蔵2004年 原酒
重家酒造（長崎）
麦 米麹 41%
500ml
麦 味わい深い麦焼酎”確蔵”の原酒でシリアルナンバー入りの限定生産品です。麹米にはコシヒカリ、

\2205

麦は壱岐産ニシノホシを使用。余韻の返りが芸術的。原酒ならではの深い味わいです。

麦 松露くろむぎ

松露酒造
(宮崎) 麦 麦麹
25％
720ml\ 1166 1800ml \2331
黒麹仕込み、常圧蒸留、そして３年熟成。香ばしい麦の香りと、まろやかで豊かな風味と、熟成した旨みがゆっくり
と時間をかけて広がります。蔵元の真摯な姿勢が感じられる素晴らしい味わいの麦焼酎です。

柚 真澄

ゆず酒
宮坂醸造（長野） 焼酎乙類・ゆず果汁・砂糖
14％
720ml ￥1638
日本酒【真澄】で有名な宮坂醸造からゆず酒が新入荷しました！自家製の米焼酎に高知県北川村産のゆず果汁を漬け込
子 みました。控えめな甘さでスッキリとしていて、上品なゆずの香りを楽しめる逸品です。極少入荷なのでお早めに。
新入荷商品
芋

芋

伊勢吉どん

小牧醸造（鹿児島）

芋 米麹

25％

1800ml ￥2016

小牧醸造の会長名前の伊勢吉から銘々された芋焼酎。地元産の黄金千貫を使用し、一次・二次仕込ともカメ壺で
仕込んであります。ほのかな芋の甘い香りと、キレの良いさっぱりとした辛口の落ち着きのある味わい。

宝山 芋麹全量

西酒造（鹿児島）

芋 芋麹

28％

1800ml ￥3850

宝山シリーズで有名な西酒造から出る一年に一回限定出荷の芋焼酎。 麹にも芋を用い、100％芋（黄金千貫）だけで
仕込んだ逸品です。バニラを想わせる上品な甘みが、心地よく口の中に広がる香り高い芋焼酎！

あらあらざけ 2009 黒
佐藤酒造(鹿児島)
芋 米麹 38％
360ml ￥2740
芋 毎年違う取り組みで醸される商品がこの佐藤あらあらざけです。米麹にヒノヒカリ、芋は栗黄金（クリコガネ）を使用
した限定品！無濾過の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飲める貴重な逸品。

焼酎屋のぼんぼん
黒木本店(宮崎)
1箱
￥1575
黒木本店の人気銘柄、「百年の孤独」を使用して作った「焼酎屋のぼんぼん」。ウイスキーに似た香りを持つ
「百年の孤独」はチョコレートにも見事に合います。桐箱の入れ物に8個入り、冬季のみの限定販売です。。
伊勢吉どん
小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2016
芋 小牧醸造の会長の名前の伊勢吉から銘々された芋焼酎。地元産の黄金千貫を使用し、一次・二次仕込ともカメ壺で
仕込んであります。ほのかな芋の甘い香りと、キレの良いさっぱりとした辛口の落ち着きのある味わい。

宝山 芋麹全量
西酒造（鹿児島）
芋 芋麹 28％
1800ml ￥3850
芋 宝山シリーズで有名な西酒造から出る一年に一回限定出荷の芋焼酎。 麹にも芋を用い、100％芋（黄金千貫）だけで
仕込んだ逸品です。バニラを想わせる上品な甘みが、心地よく口の中に広がる香り高い芋焼酎！

杜谷 黒麦
ぶんご銘醸（大分）
麦 麦麹 25%
1800ｍｌ ￥2310
麦 ぶんご銘醸の黒麹仕込み麦焼酎。華やかに広がる香り、そして常圧蒸留ならではの飲み応えのあるどっしりとした
旨み。ビターチョコレートを彷彿させるような、甘みと苦味が見事に調和した巧みな味わいの麦焼酎です。

佐藤 麦
佐藤酒造（鹿児島）
麦 麦麹 25％
1800ml ￥2900
麦 芋焼酎で有名な佐藤酒造が醸す麦焼酎。封を開けた瞬間から凝縮した麦の香ばしさが漂い、常圧蒸留仕込みの濃い
味わいで、麦本来の香ばしく柔らかい甘みを、存分に感じられる旨みが詰まった逸品です。

黒 きょらじま

山田酒造（鹿児島） 黒糖 米麹 15％
720ml \1135
「長雲」の山田酒造の低アルコールの黒糖焼酎。15％まで度数を下げてあるので、割らずにそのままストレートで
糖 お楽しみいただけます。常温で、もしくは冷蔵庫で冷やして、爽やかで品のある味わいをご賞味下さい。
柚 真澄
ゆず酒
宮坂醸造（長野） 焼酎乙類・ゆず果汁・砂糖
14％
720ml ￥1638
日本酒【真澄】で有名な宮坂醸造からゆず酒が入荷しました！自家製の米焼酎に高知県北川村産のゆず果汁を漬け込み
子 ました。控えめな甘さでスッキリとしていて、上品なゆずの香りを楽しめる逸品です。

新入荷商品
宝山 綾紫印
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2920
芋 宝山蒸撰シリーズ【綾紫】の25°バージョンが新入荷しました！お湯割りにすると、ふっくらとした甘い芋の香りで、
口に含むと、柔らかで芋の旨みがひろがり、穏やかにキレていく・・・心地良い余韻に浸れます。是非お湯割りで。

芋 小牧

小牧醸造（鹿児島）
芋 米麹 25％
900ml ￥1418 1800ml ￥2468
小牧醸造の【小牧】が再入荷しました！昔ながらのカメ仕込みにこだわる造りで、一次・二次ともにカメ仕込み。
柔らかな口当たりと独特のまろやかな芋の風味があり、黒麹のコクのある味わいと爽やかでキレのある芋焼酎です。

ゆ乃鶴
豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
1800ml ￥2100
米 地元球磨産の米を使い、手造りの麹、常圧蒸留で醸した逸品。やや香ばしい甘みのある香り、適度な厚みでまろやかな
米の旨みが口の中に広がり、心地よくキレていきます。米焼酎の旨さを存分に感じられる球磨焼酎です。

ひとり歩き
古澤酒造（宮崎）
芋 米麹（白麹） ２５％
1800ml ￥2476
芋 ジョイホワイトというさつま芋を原料とし、全量甕仕込みの丁寧な造りで醸された芋焼酎。ふんわり甘味のある香りと、
フルーティで華やかな味わい、甕仕込みによるまろやかな口当たりで清々しい旨みが特徴です。

麦 山猿

尾鈴山蒸留所（宮崎）
麦 麦麹 ２５％
720ml ￥1200
1800ml ￥2400
宮崎の山の奥深くに佇む黒木本店出資の蒸留所。原料には地元栽培の大麦を使用。自社培養による独自の酵母菌を用い、
徹底した手造りの仕込み、常圧蒸留によって仕上げられた、香ばしく麦のふくよかな味わいが特徴の焼酎です。

麦

常徳屋前割り

常徳屋酒造場（大分）

麦 麦麹

16％

1800ml ￥1680

あらかじめ蔵の仕込水で割り水し、16度まで度数を下げた麦焼酎。ぬる燗向き。
0,5度ずつ変えて味を確かめ、たどり着いたのが16度。燗にすると香りが立ち、よりふくよかな味わいを醸しだします。

ゆ乃鶴
豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
1800ml ￥2100
米 地元球磨産の米を使い、手造りの麹、常圧蒸留で醸した逸品。やや香ばしい甘みのある香り、適度な厚みでまろやかな
米の旨みが口の中に広がり、心地よくキレていきます。米焼酎の旨さを存分に感じられる球磨焼酎です。

黒 龍宮 30°

冨田酒造場（鹿児島）
黒糖 米麹 30％
1800ml ￥ 2745
キメ細かな味わいと、人の体温のような柔らかで温かみのある黒糖の甘み。ロックでも、お湯割りでも崩れない
糖 確固とした骨格を持った味わい。奄美の雄大な自然と生産者の思いが、この龍宮に詰まっています。
泡 昔醸翠古

忠孝酒造（沖縄）

米麹 30％

750ｍｌ \1650

1800ｍｌ \2860

泡 昔醸翠古
盛
○

忠孝酒造（沖縄）

米麹 30％

750ｍｌ \1650

1800ｍｌ \2860

40年以上前に途絶えた ※『シー汁浸漬法』を復活させ、何年もかけて完成させた忠孝酒造の新しい泡盛。
泡盛の野暮ったいイメージを払拭し、繊細で上品な仕上がりの逸品に仕上がっています。一飲の価値あり。
※「シー汁浸漬法」とは、現在一般的に行われている「洗米・漬侵」の順序を逆にし原料のタイ米を洗米せず、
15－24時間浸漬する工程が特徴。シー汁侵漬によって、通常よりもコクや香りの成分が多く生成される事もわかりました。

新入荷商品
宝山 綾紫印
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
1800ml ￥2920
芋 宝山蒸撰シリーズ【綾紫】の25°バージョンが新入荷しました！お湯割りにすると、ふっくらとした甘い芋の香りで、
口に含むと、柔らかで芋の旨みがひろがり、穏やかにキレていく・・・心地良い余韻に浸れます。是非お湯割りで。

芋

芋

芋

芋

麦

芋

宝山 白豊印

西酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2920

宝山蒸撰シリーズ【白豊】の25°バージョンが新入荷しました！ふっくらした芋の香り、まろやかなで甘みのある
味わい、呑んだ後に残る余韻も長く、水割り、お湯割り、ロックと幅広く楽しめる逸品です。 限定70本！

宝山 芋麹全量 綾紫 西酒造（鹿児島）

芋 芋麹 28％

1800ml ￥3850

宝山芋麹全量シリーズに【綾紫】バージョンが新入荷しました！綾紫独特のワインのような香り、透明感がある飲み
口で、後から黒麹らしいしっかりとしたコクのある味わいが広がります。おススメはお湯割りで！ 限定100本！

宝山 綾紫印

西酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2920

宝山蒸撰シリーズ【綾紫】の25°バージョンが新入荷しました！お湯割りにすると、ふっくらとした甘い芋の香りで、
口に含むと、柔らかで芋の旨みがひろがり、穏やかにキレていく・・・心地良い余韻に浸れます。是非お湯割りで。

宝山 芋麹全量 綾紫

西酒造（鹿児島）

芋 芋麹 28％

1800ml ￥3850

宝山芋麹全量シリーズの【綾紫】バージョン！綾紫独特のワインのような香り、透明感がある飲み口で、
後から黒麹らしいしっかりとしたコクのある味わいが広がります。おススメはお湯割りで！

天草

麦 黄麹

天草酒造（熊本）

麦 麦麹

25%

720ml

￥1160

1800ml ￥2310

果実酒のような香りの中に静かに感じる麦の風味。口の中に含んだ瞬間の舌触りは非常に滑らかで麦の甘みと
香ばしさがバランスよく混ざり合い、華やかな空間を造り上げます。今までに無い女性的で艶やかな麦焼酎です。

池の露

白麹

天草酒造（熊本）

芋 米麹 25°

1800ml ￥2650

池の露【白麹】バージョン！黒麹の池の露と同じく、きめ細かな味わいと、白麹特有の透明感のある芋の風味で、
優しく体に沁み込んでいく心地よい余韻が特徴の芋焼酎です。

芋

芋

芋

麦

宝山 芋麹全量

西酒造（鹿児島）

芋 芋麹 28％

1800ml ￥3850

宝山シリーズで有名な西酒造から出る一年に一回限定出荷の芋焼酎。 麹にも芋を用い、100％芋（黄金千貫）だけで
仕込んだ逸品です。バニラを想わせる上品な甘みが、心地よく口の中に広がる香り高い芋焼酎！

薩洲宝山

西酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

900ml ￥1000

1800ml ￥1900

西酒造より新商品の【薩州宝山】が入荷しました。ゆっくりと三段仕込みでモロミ管理することにより、透明感のある
芳醇な香りながら非常にキレのある芋焼酎。余韻が長く香ばしい芋の香りが広がります。

白天宝山

西酒造（鹿児島）

芋 米麹 25％

1800ml ￥2960

宝山シリーズで限定出荷の『白麹』を使用し醸された白天宝山が入荷しました。ふくよかな芋の甘い香り、白麹らしい
穏やかな口当たりの中で柔らかな芋の甘味と、キレの良さが同居する味わい。優しく綺麗な芋の余韻が心地よい。

天草

麦 黄麹

天草酒造（熊本）

麦 麦麹

25%

720ml

￥1160

1800ml ￥2310

果実酒のような香りの中に静かに感じる麦の風味。口の中に含んだ瞬間の舌触りは非常に滑らかで麦の甘みと
香ばしさがバランスよく混ざり合い、華やかな空間を造り上げます。今までに無い女性的で艶やかな麦焼酎です。

黒 きょらじま

山田酒造（鹿児島） 黒糖 米麹 15％

720ml \1135

「長雲」の山田酒造の低アルコールの黒糖焼酎。15％まで度数を下げてあるので、割らずにそのままストレートで
糖 お楽しみいただけます。常温で、もしくは冷蔵庫で冷やして、爽やかで品のある味わいをご賞味下さい。
リ
キ
ュ
ー
ル

ＹＯＧＵＲＳＨ

（よーぐるしゅ） 日の丸醸造（秋田） ヨーグルト・米アルコール・果糖・甘酒・酸味料 7～8％
300ml ￥525
”よーぐるしゅ”はまんさくの花と、栗駒高原ヨーグルトがコラボレーションしてできたヨーグルトリキュールです。
温泉熱を利用しじっくり発酵させて造られたヨーグルトと、まんさくの甘酒をブレンドすることによりまろやかで、
とろりとした味わい、飲むヨーグルト風味のリキュールです。飲み過ぎ注意。

新入荷商品

※8月1日

60本

入荷予定！！

桃 梅の宿 あらごし桃酒

梅の宿酒造（奈良県）

1800ml ￥2940
甘くみずみずしい“白桃”を惜しげもなく使用した、まるで桃のデザートを食べているような果実感あふれるお酒です。
酒 桃果汁の良さをそのままに、トロっとしながらも、後味はスッキリとしていて、上品な余韻を楽しめる逸品です。

柚 梅の宿 ゆず 生

梅の宿酒造（奈良県）

桃・日本酒・糖類・醸造アルコール 8°

1800ml ￥3150
定番の｢梅の宿 ゆず｣よりさらに果汁率をアップし、生酒バージョンによりフレッシュな果実味と蔵でしか飲む事が
子 出来なかったさわやかなで新鮮な柚子の風味がたっぷり味わえます。夏限定の少量入荷商品！

柚 梅の宿 ゆず酒

ゆず果汁・日本酒・果類・醸造アルコール 8° 720ml ￥1575

梅の宿酒造（奈良県） ゆず酒・日本酒・醸造アルコール・果糖

8° 720ml ￥1470 1800ml ￥2940
子 梅乃宿酒造のゆずを使ったリキュール。柑橘系の艶やかな酸が心地よく、品の良い味わいです。あまりお酒が
得意でない方にもおすすめ。梅酒よりも軽快な飲み口でストレート、ロックどちらでもお楽しみいただけます。

梅酒
八海山 梅酒
梅まんさく
長期熟成梅酒
真澄 梅酒
山田十郎 梅酒
末廣 梅酒
梅の宿 梅酒
梅の宿 あらごし梅酒
豊後梅酒
平和梅酒 1996 古酒
文蔵 梅酒
山元 アロマ梅酒
角玉 梅酒
刀 リキュール梅酒
大那 梅子

日本酒「八海山」で仕込んだ梅酒、爽やかな酸味が心地よい！
古木の梅の実と甘酒を使って仕込んだ優しい味わいの梅酒です
40年貯蔵の梅酒と3年熟成の梅酒をブレンドした古酒梅酒です
米焼酎ベースの梅酒で上品ですっきりとした味わいの梅酒です
山田錦を使用した日本酒に漬けて作った純米梅酒です
果肉が厚く、大きくて有名な会津高田梅を使用した梅酒です
日本酒ベースの梅酒で、みずみずしく爽やかな梅酒です
梅酒に梅の果肉をブレンドした、果肉感たっぷりの梅酒です
本格焼酎に漬け込み、10年以上寝かせた熟成梅酒です
練れた味わいと古酒特有の香りをもった長期熟成梅酒です
米焼酎”文蔵”に漬け込み、一定期間熟成させた梅酒です
【田舎風自然造り】で、どこか懐かしい味わいの梅酒です
美味滋養の言葉と共に、1958年日本で最初に輸出した梅酒です
角玉梅酒を蒸留し、さらに青梅を漬け込んで出来た梅酒です
日本酒ベースの梅酒で、ほんのり甘いスッキリとした梅酒です

真澄
梅乃宿
大那
美丈夫

自家製の米焼酎に高知県北川村産のゆず果汁を漬け込みました
柚子の風味たっぷりで、上品な味わいの柚子酒です。
地元の「天然ゆず」を手搾りで仕込んだ柚子リキュールです
高知県産のゆずと、蜂蜜の程よい甘さのバランスが絶妙！

720ml
720ml

￥1365
￥1390

1800ml
1800ml
720ml
720ml
1800ml
720ml
1800ml
1800ml
1800ml
720ml
1800ml
720ml
1800ml
500ml
1800ml

￥2835
￥2650
￥2625
￥1638
￥2940
￥1575
￥2100
￥2940
￥2922
￥1890
￥4200
￥1260
￥2180
￥3800
￥2625

500ml

￥1260

720ml
720ml
720ml

￥1050
￥1470
￥1195

750ml

￥1480

720ml
ゆず酒
750ml ￥1470 1800ml
ゆず酒
1800ml
柚子
720ml
ゆず酒
㈱横浜君嶋屋 TEL 045-251-6880 FAX 045-251-6850 URL：http://ｗｗｗ.kimijimaya.co.jp

￥1638
￥2940
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ゆず酒

富乃宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹
25％
720ml ￥1500
1800ml ￥2960
芋 西酒造の黄麹仕込みの芋焼酎。黄麹独特のフルーティーな柑橘系な香りの中に芋の風味が溶け込んでいて、今までの
芋焼酎の感覚とは一味違う芋焼酎です。芋焼酎が苦手な方にもオススメしたい逸品です。

薩州宝山
西酒造（鹿児島）
芋 米麹 25％
900ml ￥1000 1800ml ￥1900
芋 西酒造より新商品の【薩州宝山】が入荷しました。ゆっくりと三段仕込みでモロミ管理することにより、透明感のある
芳醇な香りながら非常にキレのある芋焼酎。余韻が長く香ばしい芋の香りが広がります。

池の露
紅薩摩
天草酒造（熊本）
芋 米麹 25°
1800ml ￥2650
芋 池の露に【紅薩摩】という芋を原料に使った商品が今年も入荷致しました！【紅薩摩】という芋は、甘みが強く
美味しいので食用として人気が高く、香りもフルーティで柔らかい芋の風味と独特の甘味が楽しめる逸品です。

野海棠
祁答院蒸留（鹿児島）
芋 米麹 25％
720ml ￥1500 1800ml ￥2980
芋 モロブタによる手造り麹、木槽によるもろみ発酵、木樽による常圧蒸留、洞窟貯蔵での熟成、ほのぼのとした芋の
香りとかすかな木の香り、やさしく、すっきりとした甘み。『野海棠』は世界でただ一カ所、霧島で咲く花です。

晴耕雨讀 甕壷仕込み（黒麹） 佐多宗二商店（鹿児島） 芋 米麹（黒麹） 25％
1800ml ￥2880
芋 季節限定の晴耕雨讀 甕壷仕込み（黒麹）が入荷しました！一次・二次仕込み共に甕壺で仕込み、蒸留後も甕壺で
貯蔵します。黒麹特有の香りと、甕壷仕込みのまろやかな味わいで、お湯割・ロックどちらでも楽しめる芋焼酎です。

情け嶋 芋
八丈興発（東京）
芋 麦麹 25％
1800ml ￥2100
芋 東京都八丈島「情け嶋」醸造元八丈興発から麦麹を用いた芋焼酎が入荷しました！芋掛けの珍しい芋焼酎です。
心地よい麦の香ばしさと芋らしい甘さが程良く溶け込み、幅のある芋臭い味わいを造り出しています。

麦

天草

麦 黄麹

天草酒造（熊本）

麦 麦麹

25%

720ml

￥1160

1800ml ￥2310

麦 果実酒のような香りの中に静かに感じる麦の風味。口の中に含んだ瞬間の舌触りは非常に滑らかで麦の甘みと
香ばしさがバランスよく混ざり合い、華やかな空間を造り上げます。今までに無い女性的で艶やかな麦焼酎です。

ちんぐ 白麹
重家酒造（長崎）
麦 米麹 25%
720ml \1261 1800ml ￥2230
麦 壱岐地方において、大麦3分の2、米3分の１の割合で醸造したものだけが名乗れる壱岐焼酎。
ちんぐは常圧蒸留した長期熟成酒と減圧蒸留酒をブレンドし、程よい麦の香りで上品な味わいの麦焼酎です。

銀の水
佐藤焼酎製造場（宮崎）
麦 麦麹 25°
700ml ￥1260
1800ml ￥2489
麦 銘柄名の由来は、銀色にキラキラと輝く祝子川の水面からというだけあって、麦のほのかに甘い上品な味わいが
ありながら、限りなく透明感のある余韻。減圧蒸留後3年以上熟成させ落ち着いた旨みのピュアな麦焼酎です。

無濾過 自我田
豊永酒造（熊本）
米 米麹 25％
1800ml ￥3000
米 豊永酒造で初めて「自家田」で栽培したオーガニック協会認証米だけで仕込んだ、米焼酎が入荷しました！！
無濾過の深くて香ばしい香り、まろやかでお米本来の甘く、奥深い味わいが楽しめる逸品です。
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取り扱い焼酎一覧

蕎麦

芋
熊本
池の露 黒麹
熊本
池の露 古酒
鹿児島
相良兵六
醇良兵六 栗黄金 鹿児島
醇良兵六 紅薩摩 鹿児島
鹿児島
鉄幹
鹿児島
千鶴
鹿児島
いも神
鹿児島
富乃宝山
鹿児島
吉兆宝山
鹿児島
薩州宝山
鹿児島
天使の誘惑
鹿児島
晴耕雨讀
鹿児島
不二才
鹿児島
刀 TOBIYAKI
鹿児島
紫尾の露
紫尾の露 甕仕込 鹿児島
鹿児島
大和桜
鹿児島
山元
鹿児島
薩摩の薫
鹿児島
一尚 シルバー
鹿児島
一尚 ブロンズ
たなばた無濾過 鹿児島
鹿児島
野海棠
鹿児島
天狗櫻
鹿児島
紅椿
鹿児島
鶴見
鹿児島
金峰
鹿児島
かせだんもん
宮崎
杜氏潤平
八重桜手造り（芋） 宮崎
宮崎
きろく
宮崎
松露
宮崎
松露 心水
宮崎
松露 黒麹
東京
情け嶋 (芋)

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
40%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

（720ml￥1257、1800ml￥2524）
（720ml￥1333、1800ml￥2667）

佐久の花
八重桜 蕎麦

長野
宮崎

25%
25%

（720ml￥1333、1800ml￥2667）
（720ml￥1333、1800ml￥2667）

三代の松

宮崎

25%

（1800ml￥1853）

（1800ml￥1890）

八海山 宜有千萬 新潟
熊本
豊永蔵 減圧
豊永蔵 完がこい 熊本
熊本
華吟
熊本
暁
立車屋（くるまや） 熊本
熊本
いきいき 樽
球磨の泉 常圧 熊本
球磨の泉 減圧 熊本

（900ml￥1262、1800ml￥2418）

球磨の泉 常圧原酒 熊本

（720ml￥1200、1800ml￥2190）

鳥飼
天草 米 特酎
武者返し
六調子 青
長熟特吟 六調子
古代一壺
山セミ
野うさぎの走り
耶馬美人 米

（1800ml￥2103）
（720ml￥1429、1800ml￥2819）
（900ml￥952、1800ml￥1810）
（720ml￥3096）
（720ml￥1362、1800ml￥2514）
（720ml￥1267、1800ml￥2400）
（720ml￥1470、1800ml￥2780）

（720ml￥1332、1800ml￥2503）
（1800ml￥1830）
（720ml￥1409、1800ml￥2657）
（720ml￥1409、1800ml￥2657）
（720ml￥1181、1800ml￥2305）
（720ml￥1429、1800ml￥2838）
（900ml￥1210、1800ml￥2248）
（720ml￥1667、1800ml￥2457）

（1800ml￥2360）

（1800ml￥2600）

米

（900ml￥1192、1800ml￥2283）

（720ml￥1429、1800ml￥2819）

（720ml￥1100、1800ml￥2000）

栗

※（720ml￥1100、1800ml￥2150）

熊本
熊本
熊本
熊本
熊本
熊本
宮崎
宮崎
大分

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
41%
25%
25%
25%
25%
25%
38%
25%
37%
25%

（720ml￥1130、1800ml￥2350）

30%
25%
25%
44%
44%
25%
25%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
15%
20%
25%
30%
33%
43%
30%
40%
15%

（720ml￥1300、1800ml￥2190）

（720ml￥1450、1800ml￥2900）
（720ml￥1650）
（1800ml￥2300）
（1800ml￥2100）
（720ml￥1105、1800ml￥2200）
（720ml￥1100、1800ml￥2200）
（720ml￥1414、1800ml￥2390）
（1800ml￥2229）
（1800ml￥3390）
（720ml￥2000）
（720ml￥1105、1800ml￥2200）
（720ml￥1350、1800ml￥2350）
（720ml￥1250、1800ml￥2500）
（720ml￥1609、1800ml￥3218）
（720ml￥4073）
（720ml￥1219、1800ml￥2429）
（600ml￥2764）
（720ml￥1574、1800ml￥3056）

（720ml￥1300、1800ml￥2100）
（1800ml￥1952）
（1800ml￥2380）
（720ml￥1650、1800ml￥3000）
（1800ml￥2100）
※（720ml￥1155、1800ml￥2227）
（720ml￥1100、1800ml￥2200）
（720ml￥1360、1800ml￥2720）
（720ml￥1250、1800ml￥2500）
※（700ml￥1143、1800ml￥2180）

麦
鹿児島
佐藤 麦
鹿児島
一粒の麦
宮崎
銀の水
宮崎
銀の水BLACK
宮崎
天の刻印
八重桜 熟成（麦）宮崎
宮崎
山猿
宮崎
中々
宮崎
松露 黒麦
宮崎
赤鹿毛
大分
常徳屋 常圧
道中常徳屋 常圧 大分
大分
杜谷
大分
特蒸泰明
長崎
確蔵
長崎
ちんぐ 黒麹
長崎
ちんぐ 白麹
熊本
寿福絹子
天草 熟成麦古酒 熊本
天草 麦 特酎 熊本
立車屋（くるまや） 熊本
東京
麦冠 情け嶋

※価格改定商品

（720ml￥1381、1800ml￥2762）
25%
（720ml￥1048、1800ml￥2029）
25%
（720ml￥1200、1800ml￥2370）
25%
（720ml￥1370、1800ml￥2700）
25%
（720ml￥1000、1800ml￥2000）
25%
（720ml￥1200、1800ml￥2100）
25%
（720ml￥1219、1800ml￥2429）
25%
25% ※（720ml￥1050、1800ml￥2045）
（720ml￥1300、1800ml￥2600）
25%
（720ml￥1065、1800ml￥2130）
25%
（720ml￥1094、1800ml￥1989）
25%
（720ml￥1178、1800ml￥2143）
25%
（720ml￥1200、1800ml￥2200）
25%
（720ml￥1300、1800ml￥2500）
25%
（720ml￥1381、1800ml￥2524）
25%
（720ml￥1301、1800ml￥2267）
25%
（720ml￥1201、1800ml￥2124）
25%
（720ml￥1350、1800ml￥2350）
25%
（720ml￥1093、1800ml￥2176）
25%
（720ml￥1019、1800ml￥1898）
25%
（720ml￥1046、1800ml￥1991）
25%
※（700ml￥1050、1800ml￥2088）
25%

鹿児島
朝日
鹿児島
朝日 壱乃醸
鹿児島
朝日 飛乃流
南の島の貴婦人 鹿児島
陽出る國の銘酒 鹿児島
鹿児島
あじゃ 黒
鹿児島
稲乃露
稲乃露 祝 古酒 鹿児島
鹿児島
昇龍
鹿児島
満月
鹿児島
天下一
鹿児島
長雲
鹿児島
長雲 一番橋
鹿児島
きょらじま
鹿児島
島有泉
鹿児島
島有泉
鹿児島
あまみ六調
龍宮 まーらん舟 鹿児島
龍宮 らんかん 鹿児島
鹿児島
龍宮
龍宮 かめ仕込 鹿児島
鹿児島
龍宮 蔵和水

（720ml￥1476、1800ml￥2905）
（720ml￥1380、1800ml￥2666）
（300ml￥2000）
（360ml￥2857）
（720ml￥1600、1800ml￥1988）
（900ml￥1250、1800ml￥2000）
（1800ml￥4700）
（1800ml￥3041）
（1800ml￥2398）
（720ml￥1727、1800ml￥2306）
（1800ml￥2819）
（1800ml￥3153）
（720ml￥1081）
（900ml￥1350、1800ml￥2240）
（1800ml￥2720）
（1800ml￥2686）
（500ml￥2100）
（720ml￥2550）
（900ml￥1430、1800ml￥2650）
（1800ml￥3550）
（720ml￥950、1800ml￥1600）

泡盛
八重泉
やまかわ
残波
於茂登
高嶺
太平
ニコニコ太郎
昔醸翠古

沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

（1800ml￥2090）
（600ml￥930、1800ml￥2480）
（600ml￥900、1800ml￥2193）
（600ml￥900、1800ml￥2171)
（600ml￥930、1800ml￥2480）
（720ml￥1000、1800ml￥2000）
（1800ml￥2200）
（750ml￥1572、1800ml￥2724）

外税表示

