
都城産の「べにはるか」を時間をかけてゆっくり糖化熟成させ仕込んだ芋焼酎。黒麹を使用することで芋焼酎らしい芋
山田錦千本桜　熟成紅はるか2022　　柳田酒造（宮崎）　芋　米麹　25％　 　720ml　￥1452　　1800ml   ￥2903

重圧感とキレの良さを引き出しました。ぬるめのお湯割りにすることで熟成芋の甘さを強く感じる事ができます。

720ml　￥1650

芋
山猪（やまじし）　　　　すき酒造（宮崎）　　　　　　　芋　米麹　25％　　　　 　　　　　　　　　  　　　　　1800ml   ￥2200

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。

芋

麦

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

夏の誘惑　炭酸琥珀焼酎　　　　  　西酒造（鹿児島）　　　芋　米麹　炭酸　　10％　　　　    　 　500ml　￥1298

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

芋

一粒の麦　furingo（ふうりんご）　　 西酒造（鹿児島）　  　 麦　麦麹　　２５％　 　　 　　　　　　　　　　　720ml  ￥1540

文字通り、若い原酒（new）と古酒(classic)をブレンドした新商品の大和桜です。通常の大和桜よりの綿菓子やカラメ

国産米黒麹で仕込んだ『甕仕込み 龍宮』をオーク樽やシェリー樽に貯蔵し、1年～10年樽貯蔵酒をブレンドした特別品！

庭の鶯　うぐいすとまり

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　￥2035　1800ml ￥4510

角玉　梅酒

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

八海山の原酒で仕込んだ梅酒

720ml　￥1430　1800ml ￥2970

くだもん　福岡うめ

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  ￥1320

720ml　￥1760　1800ml ￥2948

梅の宿　梅酒

720ml　￥1518　1800ml ￥3058

720ml　￥1375

720ml　￥1100　1800ml ￥2200

720ml　￥1540　1800ml ￥3080

720ml　￥1253　1800ml ￥3061

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　￥1485　1800ml ￥2970

720ml　￥1320　1800ml ￥2640
720ml　￥1540　1800ml ￥3080

大那　　柚子                1800ml ￥3190

お得意さま各位 2022年8月31日

税込表示横浜君嶋屋　 ９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　￥1430　1800ml ￥2970

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　￥1595　1800ml ￥3190

720ml　￥1320　1800ml ￥2530

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 500ml　￥1320　1800ml ￥3300

ゆず酒

日本酒「八海山」で仕込んだ梅酒、爽やかな酸味が心地よい！

芋
大和桜   new classic 　　大和桜酒造（鹿児島）　　　　芋　米麹　25％　　　　　　720ml￥1716　　1800ml   ￥3300

ルの香りを強く感じながら、干しブドウのような熟成した香り、飲むと古酒ならではの甘やかなバニラ香を感じます。

西酒造さんから”そよ風に揺れる風鈴の音色”を感じさせる麦焼酎が入荷しました！通常の発酵温度よりも低い温度で
発酵させ、蒸留温度も丁寧にゆっくりと蒸留し、青リンゴの香りをも感じさせる夏季限定の麦焼酎に仕上げています！

天使の誘惑のシェリー樽に寝かせた3年貯蔵原酒を使用。炭酸をやさしく溶け込ませ、飲みやすいアルコール度数10％
でボトルに封じ込めました。天使の誘惑ハイボールとして冷やしてそのまま楽しめます。

黒糖焼酎ですが、熟成により深みを増した濃い色と味わいをそのままに色規制のためリキュールでの販売となります。

南国の果物をイメージして製造、33度の度数を感じさせないまろやかさと香り高い芋焼酎に仕上がっています。

南果（なんか）　2021年製　原酒　　　白石酒造（鹿児島）　芋　米麹　33％　　　　　　　　　　　　　　500ml　￥2460
2021年製は自社畑堀地区産の「ハヤトイモ」「ジェイレッド」「ハロウィンスイート」の橙芋3種類をブレンドし、

晴耕雨讀　　讀（よむ）　　　佐多宗二商店（鹿児島）　　芋　米麹　30％　　　　　　　　　　　　　　375ml　￥1760

佐多宗二商店ならではの間接加熱蒸留で蒸留し第4弾！低温で丁寧に一次仕込、二次仕込を行いました。
今回の芋は紅はるかで、黄麹で仕込んでいます。限定生産1000本です！

宝島　　樫樽貯蔵2022　　　富田酒造（鹿児島）　　　　　黒糖　米麹　食物繊維　42％　　　　　　720ml  ￥11000

芋

芋
Coloｒful　（カラフル）    松露酒造（宮崎）　　    　 芋　米麹　  30％　　　　　            　720ml￥1815　　1800ml  ￥3696

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。
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池の露　黒麹 熊本 25% （720ml￥1383、1800ml￥2776） 佐久の花 長野 25% （720ml￥1210、1800ml￥2200）

池の露　古酒 熊本 25% （720ml￥1466、1800ml￥2934） 八重桜 蕎麦 宮崎 25% （1800ml￥2596）

相良兵六 鹿児島 25% （720ml￥1210、1800ml￥2365）

醇良兵六　栗黄金 鹿児島 25% （720ml￥1466、1800ml￥2934）

醇良兵六　紅薩摩 鹿児島 25% （720ml￥1466、1800ml￥2934） 三代の松 宮崎 25% （720ml￥1760、1800ml￥3245）

千鶴　 鹿児島 25% （1800ml￥2038）

いも神 鹿児島 25% （1800ml￥2313）

富乃宝山 鹿児島 25% （720ml￥1572、1800ml￥3101） 八海山　宜有千萬新潟 25% （720ml￥1243、1800ml￥2585）

吉兆宝山 鹿児島 25% （720ml￥1572、1800ml￥3101） 豊永蔵　減圧 熊本 25% （720ml￥1595、1800ml￥3190）

天使の誘惑 鹿児島 40% （720ml￥3406） 豊永蔵　完がこい熊本 25% （720ml￥1815）

晴耕雨讀 鹿児島 25% （720ml￥1650、1800ml￥3280） 極楽　常圧 熊本 25% （720ml￥1456）

不二才　 鹿児島 25% （720ml￥1650、1800ml￥3280） 暁 熊本 25% ※（900ml￥1518、1800ml￥2508）

刀　TOBIYAKI 鹿児島 25% （720ml￥1687、1800ml￥3300） 立車屋（くるまや）熊本 25% （1800ml￥2420）

紫尾の露　 鹿児島 25% （1800ml￥1980） いきいき　樽 熊本 25% （720ml￥1320、1800ml￥2640）

紫尾の露　甕仕込 鹿児島 25% （900ml￥1322、1800ml￥2533） 球磨の泉　常圧 熊本 25% （720ml￥1555、1800ml￥2629）

大和桜 鹿児島 25% ※（720ml￥1500、1800ml￥2750） 球磨の泉　減圧 熊本 25% （1800ml￥2452）

山元 鹿児島 25% （720ml￥1465、1800ml￥2753） 球磨の泉 常圧原酒 熊本 41% （1800ml￥3729）

薩摩の薫 鹿児島 25% （1800ml￥2387） 鳥飼 熊本 25% （720ml￥2200）

一尚 シルバー 鹿児島 25% （720ml￥1550、1800ml￥2923） 天草　米　特酎 熊本 25% （720ml￥1216、1800ml￥2420）

一尚 ブロンズ 鹿児島 25% （720ml￥1550、1800ml￥2923） 武者返し 熊本 25% （720ml￥1485、1800ml￥2585）

たなばた無濾過 鹿児島 25% （720ml￥1299、1800ml￥2536） 六調子  青 熊本 25% （720ml￥1375、1800ml￥2750）

野海棠　芋 鹿児島 25% ※（720ml￥1711、1800ml￥3346） 長熟特吟 六調子 熊本 25% （720ml￥1770、1800ml￥3540）

天狗櫻 鹿児島 25% （900ml￥1331、1800ml￥2473） 隠礼里 熊本 25% （720ml￥1540、1800ml￥3080）

紅椿 鹿児島 25% （720ml￥1834、1800ml￥2703） 山セミ 宮崎 25% （720ml￥1341、1800ml￥2672）

鶴見 鹿児島 25% （720ml￥1430、1800ml￥2310） 野うさぎの走り 宮崎 37% （600ml￥3040）

かせだんもん 鹿児島 25% （1800ml￥2618） 耶馬美人　米 大分 25% （720ml￥1731、1800ml￥3362）

杜氏潤平 宮崎 25% ※（720ml￥2090、1800ml￥3630） ちえびじん粕取焼酎 大分 25% （720ml￥1320、1800ml￥2530）

八重桜手造り（芋）宮崎 25% （1800ml￥2310）

きろく 宮崎 25% （720ml￥1271、1800ml￥2450）

山猫 宮崎 25% （720ml￥1341、1800ml￥2672） 朝日 鹿児島 30% （720ml￥1430、1800ml￥2409）

松露 宮崎 25% （720ml￥1210、1800ml￥2420） 朝日　壱乃醸 鹿児島 25% （720ml￥1624、1800ml￥3196）

松露　心水 宮崎 25% （720ml￥1496、1800ml￥2992） 朝日　飛乃流 鹿児島 25% （720ml￥1518、1800ml￥2933）

旭萬年　白麹 宮崎 25% （720ml￥1430、1800ml￥2860） 南の島の貴婦人 鹿児島 44% （300ml￥2200）

千本桜 宮崎 25% （720ml￥1324、1800ml￥2648） あじゃ　黒 鹿児島 25% （1800ml￥2187）

情け嶋 (芋) 東京 25% （700ml￥1364、1800ml￥2497） 稲乃露 鹿児島 25% （900ml￥1375）

昇龍 鹿児島 30% （1800ml￥3345）

満月 鹿児島 30% （1800ml￥2638）

佐藤　麦 鹿児島 25% （720ml￥1546、1800ml￥3040） 天下一 鹿児島 30% （720ml￥1900、1800ml￥2537）

一粒の麦 鹿児島 25% （720ml￥1153、1800ml￥2232） 長雲 鹿児島 30% （900ml￥1650、1800ml￥3101）

銀の水 宮崎 25% （720ml￥1375、1800ml￥2750） 長雲　一番橋 鹿児島 30% （720ml￥1749、1800ml￥3468）

銀の水BLACK 宮崎 25% （720ml￥1485、1800ml￥2970） 島有泉 鹿児島 20% （900ml￥1485、1800ml￥2464）

天の刻印 宮崎 25% （720ml￥1155、1800ml￥2365） 島有泉 鹿児島 25% （1800ml￥2992）

八重桜　熟成（麦）宮崎 25% （720ml￥1320、1800ml￥2310） あまみ六調 鹿児島 30% （1800ml￥2955）

山猿 宮崎 25% （720ml￥1341、1800ml￥2672） 龍宮 まーらん舟 鹿児島 33% （500ml￥2500）

中々 宮崎 25% （720ml￥1155、1800ml￥2250） 龍宮　らんかん 鹿児島 43% ※（720ml￥3398）

松露　黒麦 宮崎 25% （720ml￥1430、1800ml￥2860） 龍宮　 鹿児島 30% ※（900ml￥1961、1800ml￥3645）

赤鹿毛 宮崎 25% （720ml￥1172、1800ml￥2343） 龍宮　かめ仕込 鹿児島 40% ※（1800ml￥5661）

常徳屋　常圧 大分 25% （720ml￥1313、1800ml￥2346） 龍宮　蔵和水 鹿児島 15% ※（720ml￥1408、1800ml￥2390）

道中常徳屋　常圧 大分 25% （720ml￥1296、1800ml￥2357）

杜谷　華むぎ 大分 25% （720ml￥1320、1800ml￥2420）

特蒸泰明 大分 25% （720ml￥1474、1800ml￥2838） 八重泉 沖縄 30% （1800ml￥2299）

確蔵 長崎 25% （720ml￥1519、1800ml￥2776） やまかわ 沖縄 30% （600ml￥1023、1800ml￥2728）

ちんぐ　黒麹 長崎 25% （720ml￥1431、1800ml￥2494） 残波 沖縄 30% ※（600ml￥1016、1800ml￥2794）

ちんぐ　白麹 長崎 25% （720ml￥1321、1800ml￥2336） 於茂登 沖縄 30% （600ml￥990、1800ml￥2388)

耶馬美人　麦 熊本 25% （720ml￥1731、1800ml￥3362） 高嶺 沖縄 30% （600ml￥1023、1800ml￥2728）

寿福絹子 熊本 25% （720ml￥1485、1800ml￥2585） 太平 沖縄 30% （1800ml￥2200）

天草　熟成麦古酒 熊本 25% （720ml￥1202、1800ml￥2394） ニコニコ太郎 沖縄 30% （1800ml￥2475）

天草　麦　特酎 熊本 25% （720ml￥1121、1800ml￥2088） 昔醸翠古 沖縄 30% （1800ml￥2996）

立車屋（くるまや） 熊本 25% （720ml￥1151、1800ml￥2190） 春雨カリー 沖縄 30% （720ml￥1375、1800ml￥2464）

麦冠　情け嶋 東京 25% （700ml￥1282、1800ml￥2415） 春雨ラメ 沖縄 43% （720ml￥4928）

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