
引き出し、シェリー樽で約1ヶ月寝かせたものを陶器に詰めました。まろやかな麦の風味が特徴です。

麦

芋

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇　　新入荷商品　　◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

芋

芋
雪のまんねん　　　　　　　    渡邊酒造場（宮崎）　　　　芋　米麹　　28％　　　    　　　720ml　￥1500 　1800ml   ￥3000

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。

常徳屋トヨノホシ（無濾過）     常徳屋酒造場(大分)　      大麦　 大麦麹  25％　　 　　   　　　　　1800ml   ￥2500

焼酎に適した大麦「トヨノホシ」を原料に、麦本来の特性を最大限生かすため、精麦具合を90％（通常は65％）とし

白麹を使用、常圧蒸留で醸し、無濾過の状態で和水しました。ナッツのような香りと濃厚な麦の風味が楽しめます！

芋
あらあらざけ黒麹2019　　　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
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！

麦

               1800ml ￥4100

庭の鶯　うぐいすとまり

日本酒「八海山」で仕込んだ梅酒、爽やかな酸味が心地よい！

米焼酎”文蔵”に漬け込み、一定期間熟成させた梅酒です                                               　

角玉　梅酒

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇　　季節限定商品　　◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

720ml　￥1560

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！

八海山の原酒で仕込んだ梅酒

720ml　￥1300　1800ml ￥2700

文蔵　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                                               　

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  ￥1200

720ml　￥1287　1800ml ￥2103

梅の宿　梅酒

720ml　￥1380　1800ml ￥2780

720ml　￥1250

720ml　￥1000　1800ml ￥2000

720ml　￥1400　1800ml ￥2800

720ml　￥1139　1800ml ￥2783

柚子の風味たっぷりで、上品な味わいの柚子酒です。

常徳屋ゆず　ALL usa

豊後梅酒
山元　アロマ梅酒 【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                                               　

ちえびじん紅茶梅酒

梅乃宿　ゆず酒

梅の宿　あらごし梅酒

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。

むぎ焼酎「由布岳」をベースに漬け込み、長期熟成させた梅酒です。

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

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                                               　

梅酒

自家製酒粕焼酎に上質な青梅をふんだんに漬け込んだ熟成梅酒。

720ml　￥1350　1800ml ￥2700

720ml　￥1200　1800ml ￥2400
720ml　￥1400　1800ml ￥2800

大那　　柚子                1800ml ￥2800

お得意さま各位 令和元年11月29日

外税表示横浜君嶋屋　１２月の厳選おすすめ焼酎のお知らせ

株式会社横浜君嶋屋

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　1800ml ￥2700

くだもん　大分ゆず 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 ￥2900

720ml　￥1200　1800ml ￥2300

泉姫　ゆず酒

真澄　梅酒

八海山の焼酎で仕込んだ梅酒

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                                             　

山田十郎　梅酒

請福　IMUGE　（イムゲー）　　　　　請福酒造（沖縄）　　　　紅芋　米麹（タイ米）　粉黒糖　　　　　　　　　720ml　　￥2070

イムゲーとは、かつて常飲されていた琉球独自の蒸留酒で、自家製芋酒として庶民に親しまれていました。幻とな
っていたイムゲーを現代の技術で復活、芋焼酎の香りと黒糖焼酎の甘みが楽しめる面白い逸品！少量入荷済み！

くだもん　福岡うめ

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。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。　　　　　大人気！発売中

C　（100）　　　　　　　　佐多宗二商店（鹿児島）　　　　芋　米麹　25％　　　　　　　　720ml   ￥3013　　※12月5日頃入荷

Cとはローマ数字の100を表し、間接加熱蒸留器100％で蒸留した芋焼酎です。2つの釜で別々のもろみを蒸留できるという
特殊な蒸留機で、片方には樫樽貯蔵の芋焼酎、もう片方にはその年に仕込んだ芋焼酎のモロミを同時に蒸留しました。

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

一粒の麦　陶器ボトル　 　　  西酒造（鹿児島）　        　 麦　麦麹　　２５％　 　　　　 　　　　　　　　720ml  ￥1850

蕾　千本桜　　　　 　　　　　柳田酒造（宮崎）　　　　　　芋　米麹　25％　　　　　       　　　　　　　　　1800ml   ￥2407

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。大人気！発売中

500ml　￥1200　1800ml ￥2800

ゆず酒

芋
ひとり歩き　  黒傳        　 古澤酒造（宮崎）　　　　 芋　米麹（黒麹）　　２５％　　　　　　　　 　　　　　  1800ml   ￥2700

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
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池の露　黒麹 熊本 25% （720ml￥1257、1800ml￥2524） 佐久の花 長野 25% （720ml￥1100、1800ml￥2000）

池の露　古酒 熊本 25% （720ml￥1333、1800ml￥2667） 八重桜 蕎麦 宮崎 25% （1800ml￥2360）

相良兵六 鹿児島 25% ※（720ml￥1100、1800ml￥2150）

醇良兵六　栗黄金 鹿児島 25% （720ml￥1333、1800ml￥2667）

醇良兵六　紅薩摩 鹿児島 25% （720ml￥1333、1800ml￥2667） 三代の松 宮崎 25% ※（720ml￥1600、1800ml￥2950）

鉄幹 鹿児島 25% （900ml￥1192、1800ml￥2283）

千鶴　 鹿児島 25% （1800ml￥1853）

いも神 鹿児島 25% （1800ml￥2103） 八海山　宜有千萬新潟 25% （720ml￥1130、1800ml￥2350）

富乃宝山 鹿児島 25% （720ml￥1429、1800ml￥2819） 豊永蔵　減圧 熊本 25% （720ml￥1450、1800ml￥2900）

吉兆宝山 鹿児島 25% （720ml￥1429、1800ml￥2819） 豊永蔵　完がこい熊本 25% （720ml￥1650）

薩州宝山 鹿児島 25% （900ml￥952、1800ml￥1810） 華吟 熊本 25% （1800ml￥2300）

天使の誘惑 鹿児島 40% （720ml￥3096） 暁 熊本 25% （1800ml￥2100）

晴耕雨讀 鹿児島 25% ※（720ml￥1376、1800ml￥2541） 立車屋（くるまや）熊本 25% （720ml￥1105、1800ml￥2200）

不二才　 鹿児島 25% ※（720ml￥1280、1800ml￥2427） いきいき　樽 熊本 25% （720ml￥1100、1800ml￥2200）

刀　TOBIYAKI 鹿児島 25% ※（720ml￥1413、1800ml￥2672） 球磨の泉　常圧 熊本 25% （720ml￥1414、1800ml￥2390）

紫尾の露　 鹿児島 25% （1800ml￥1890） 球磨の泉　減圧 熊本 25% （1800ml￥2229）

紫尾の露　甕仕込 鹿児島 25% （900ml￥1262、1800ml￥2418） 球磨の泉 常圧原酒 熊本 41% （1800ml￥3390）

大和桜 鹿児島 25% （720ml￥1200、1800ml￥2190） 鳥飼 熊本 25% （720ml￥2000）

山元 鹿児島 25% （720ml￥1332、1800ml￥2503） 天草　米　特酎 熊本 25% （720ml￥1105、1800ml￥2200）

薩摩の薫 鹿児島 25% （1800ml￥1830） 武者返し 熊本 25% （720ml￥1350、1800ml￥2350）

一尚 シルバー 鹿児島 25% （720ml￥1409、1800ml￥2657） 六調子  青 熊本 25% （720ml￥1250、1800ml￥2500）

一尚 ブロンズ 鹿児島 25% （720ml￥1409、1800ml￥2657） 長熟特吟 六調子 熊本 25% （720ml￥1609、1800ml￥3218）

たなばた無濾過 鹿児島 25% （720ml￥1181、1800ml￥2305） 隠礼里 熊本 25% （720ml￥1400、1800ml￥2800）

野海棠 鹿児島 25% （720ml￥1429、1800ml￥2838） 山セミ 宮崎 25% （720ml￥1219、1800ml￥2429）

天狗櫻 鹿児島 25% （900ml￥1210、1800ml￥2248） 野うさぎの走り 宮崎 37% （600ml￥2764）

紅椿 鹿児島 25% （720ml￥1667、1800ml￥2457） 耶馬美人　米 大分 25% （720ml￥1574、1800ml￥3056）

鶴見 鹿児島 25% （720ml￥1300、1800ml￥2100） ちえびじん 大分 25% （720ml￥1200、1800ml￥2300）

かせだんもん 鹿児島 25% （1800ml￥2380）

杜氏潤平 宮崎 25% （720ml￥1650、1800ml￥3000）

八重桜手造り（芋）宮崎 25% （1800ml￥2100） 朝日 鹿児島 30% （720ml￥1300、1800ml￥2190）

きろく 宮崎 25% ※（720ml￥1155、1800ml￥2227） 朝日　壱乃醸 鹿児島 25% （720ml￥1476、1800ml￥2905）

山猫 宮崎 25% （720ml￥1219、1800ml￥2429） 朝日　飛乃流 鹿児島 25% （720ml￥1380、1800ml￥2666）

松露 宮崎 25% （720ml￥1100、1800ml￥2200） 南の島の貴婦人 鹿児島 44% （300ml￥2000）

松露　心水 宮崎 25% （720ml￥1360、1800ml￥2720） あじゃ　黒 鹿児島 25% （720ml￥1600、1800ml￥1988）

旭萬年　白麹 宮崎 25% （720ml￥1300、1800ml￥2600） 稲乃露 鹿児島 25% （900ml￥1250、1800ml￥2000）

情け嶋 (芋) 東京 25% ※（700ml￥1143、1800ml￥2180） 昇龍 鹿児島 30% （1800ml￥3041）

満月 鹿児島 30% （1800ml￥2398）

天下一 鹿児島 30% （720ml￥1727、1800ml￥2306）

佐藤　麦 鹿児島 25% （720ml￥1381、1800ml￥2762） 長雲 鹿児島 30% （1800ml￥2819）

一粒の麦 鹿児島 25% （720ml￥1048、1800ml￥2029） 長雲　一番橋 鹿児島 30% （1800ml￥3153）

銀の水 宮崎 25% ※（720ml￥1250、1800ml￥2500） 島有泉 鹿児島 20% （900ml￥1350、1800ml￥2240）

銀の水BLACK 宮崎 25% ※（720ml￥1350、1800ml￥2700） 島有泉 鹿児島 25% （1800ml￥2720）

天の刻印 宮崎 25% ※（720ml￥1050、1800ml￥2150） あまみ六調 鹿児島 30% （1800ml￥2686）

八重桜　熟成（麦）宮崎 25% （720ml￥1200、1800ml￥2100） 龍宮 まーらん舟 鹿児島 33% （500ml￥2100）

山猿 宮崎 25% （720ml￥1219、1800ml￥2429） 龍宮　らんかん 鹿児島 43% （720ml￥2550）

中々 宮崎 25% ※（720ml￥1050、1800ml￥2045） 龍宮　 鹿児島 30% （900ml￥1430、1800ml￥2650）

松露　黒麦 宮崎 25% （720ml￥1300、1800ml￥2600） 龍宮　かめ仕込 鹿児島 40% （1800ml￥3550）

赤鹿毛 宮崎 25% （720ml￥1065、1800ml￥2130） 龍宮　蔵和水 鹿児島 15% （720ml￥950、1800ml￥1600）

常徳屋　常圧 大分 25% （720ml￥1094、1800ml￥1989）

道中常徳屋　常圧 大分 25% （720ml￥1178、1800ml￥2143）

杜谷 大分 25% （720ml￥1200、1800ml￥2200） 八重泉 沖縄 30% （1800ml￥2090）

特蒸泰明 大分 25% ※（720ml￥1340、1800ml￥2580） やまかわ 沖縄 30% （600ml￥930、1800ml￥2480）

確蔵 長崎 25% （720ml￥1381、1800ml￥2524） 残波 沖縄 30% （600ml￥900、1800ml￥2193）

ちんぐ　黒麹 長崎 25% （720ml￥1301、1800ml￥2267） 於茂登 沖縄 30% （600ml￥900、1800ml￥2171)

ちんぐ　白麹 長崎 25% （720ml￥1201、1800ml￥2124） 高嶺 沖縄 30% （600ml￥930、1800ml￥2480）

寿福絹子 熊本 25% （720ml￥1350、1800ml￥2350） 太平 沖縄 30% （720ml￥1000、1800ml￥2000）

天草　熟成麦古酒 熊本 25% （720ml￥1093、1800ml￥2176） ニコニコ太郎 沖縄 30% （1800ml￥2200）

天草　麦　特酎　 熊本 25% （720ml￥1019、1800ml￥1898） 昔醸翠古 沖縄 30% （750ml￥1572、1800ml￥2724）

立車屋（くるまや） 熊本 25% （720ml￥1046、1800ml￥1991） 春雨カリー 沖縄 30% （720ml￥1250、1800ml￥2240）

麦冠　情け嶋 東京 25% ※（700ml￥1050、1800ml￥2088） 春雨ラメ 沖縄 43% （720ml￥4480）

　　　　　　　　　　　　　横浜君嶋屋  取り扱い焼酎一覧　　　　※価格改定商品
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