
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。

芋

古事記にも登場する世界遺産認定キリシタンの島にて、2009年に誕生した群島内初の会社【五島列島酒造】。

芋
春の天狗櫻 　　　　　　　　白石酒造（鹿児島）　　　芋　米麹　25％　　　　　　　　　720ml ￥1291　　1800ml　￥2400

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24本ずつ入荷！

芋

薩摩の宝　焼酎ボンボンショコラ　　西酒造(鹿児島)　　 　　　　　　　　　４個入り　￥1300ぼ
ん
ぼ
ん

五島列島産の麦を全量使用し、麦の持つ香ばしさがしっかりと感じられ、さらに熟成による旨みも堪能できます。

               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 2020年2月1日

外税表示横浜君嶋屋　2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

大和桜   紅芋 　　　　　大和桜酒造（鹿児島）　　　　   　芋　米麹　25％　　　     720ml　￥1528　　1800ml   ￥2944

大和桜酒造の代表銘柄『大和桜』の紅芋バージョン！通常使用している黄金千貫とは違い、甘みの十分に乗った
鹿児島県産紅さつまを使用、華やかなで甘い香りと豊かな芋の風味が特徴で、炭酸割りがおすすめです！

くだもん　福岡うめ

山ねこ　麹米山田錦    尾鈴山蒸留所(宮崎）    芋　米麹　25°　　 720ml　￥1287　  1800ml ￥2565

麹米に通常の【山ねこ】に使用している「ヒノヒカリ」ではなく、酒米で有名な「山田錦」を使用した限定品！
 

500ml　￥1200　1800ml ￥2800

ゆず酒

五島　芋　　　  　　　　　　五島列島酒造（長崎）　　　　　芋　米麹　　25％　 　　 720ml   ￥1600　　※2月6日入荷予定

島民から「かんころ」と呼ばれ愛されてきた甘藷、全国で「金時芋」として知られる「高系14号」の五島産を
100％使用。やさしい甘さとフルーティな香りでクセの少ないすっきりとした飲み口の芋焼酎です。

芋
松露　新（あらた）  2019　　　松露酒造（宮崎）　　    　　 芋　米麹　  25％　　　　　                      1800ml   ￥2400

2019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！

芋

麦
五島　麦　　　  　　　　　　五島列島酒造（長崎）　　　　　麦　麦麹　　25％　    　 720ml   ￥1420　　※2月6日入荷予定

ゆ乃鶴　超にごり　　　　　　  豊永酒造（熊本）　　　　　　米　米麹　25％　　　　720ml　￥1200　　  1800ml ￥2300

地元球磨産の米を使い、手造りの麹、無濾過無調整で仕上げた常圧蒸留米焼酎。ウィスキー酵母を使用し、より濃厚
で香ばしい甘みのある香り、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。限定18本入荷！

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　　◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

米



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）

  　　　　　麦

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