日本酒
sake

あざくら

しゅうほう おまち

ちょううまからくち

阿櫻 超旨辛口

azakura cyou umakarakuchi

特別純米 日本酒度 +10 酸度 1.4

【秋田県 阿櫻酒造】

キレの良い飲み口の中にも、お米の旨みをしっかりと感じられるお酒。
どんな食事とも相性がよく、飲み飽きません。

たかさご

秀鳳 雄町

全日本国際酒類コンクール純米酒部門グランプリ受賞。秀鳳の旨味が膨ら
んでいます。やわらかく優しい味わい。

半合 ( 冷・燗 ) ………… ¥600

一合 ………………… ¥1,000

一合 ………………… ¥1,050
はっかいさん

takasago yamahaijikomi

【静岡県 冨士高砂酒造】

純米吟醸 日本酒度 -3 酸度 1.5

甘くフルーティーな香りと、昔ながらの山廃仕込みにより完成された
力強い旨みと、ほのかに感じられる甘みが絶妙。

【新潟県 八海醸造】

爽やかな香りとツルツルとした透明感のある口当たり。
米と水にこだわった杜氏たちの傑作。

半合 ( 冷 ) ……………… ¥700
一合 ………………… ¥1,300
かも

純米吟醸 日本酒度 ±5 酸度 1.3

びとくへいじ

【愛知県 萬乗醸造】

eau de desire kamoshibito kuheiji

特別純米吟醸 日本酒度 ±0 酸度 1.7

半合 ( 冷 ) ……………… ¥500

半合 ( 冷 ) ……………… ¥800

一合 …………………… ¥900

一合 ………………… ¥1,500

えみしき

笑四季 センセーション白ラベル emishiki sensation label

本醸造 日本酒度 +３ 酸度 1.4

新進気鋭の酒造。かすかなメロン、バナナ、穏やかな吟醸香が、食欲に
訴えかけてきます。酸が少ないので全体にしっとりした甘み、口当たり。

たまがわ

しぜんじこみ

やまはい

玉川 自然仕込 山廃
【京都府 山下酒造】

tamagawa shizenjikomi yamahai

純米酒 日本酒度 +1 酸度 ̶

蔵に住み着いている微生物の力のみで造った自然仕込山廃純米酒です。
豊富な酸とアミノ酸の熟成した濃厚な味わいをお楽しみください。

半合 ( 冷 ) ……………… ¥550

半合 ( 冷 ) ……………… ¥650

一合 ………………… ¥1,000

一合 ………………… ¥1,200

ごうかい

まつ さん

豪快

gouka

本醸造 日本酒度 +4 酸度 1.3

【京都府 宝酒造】

凛としてすっきりとしたのどごし。
お燗をつけた時に燗映えする豪快で男性的な辛口清酒。

かぜ

【奈良県 油長酒造】

さか松 酸 4.3
【大阪府 浪速酒造】

sakamatsu san4.3

純米吟醸 日本酒度 +8 酸度 4.3

南白麹を用いた酸度の高いお酒。酸度が高いのに、なめらかな口当たり
が特徴です。キンキンの冷やで、燗でどうぞ。

半合 ( 冷・燗 ) ………… ¥450

半合 ( 冷・燗 ) ………… ¥600

一合 …………………… ¥800

一合 ………………… ¥1,050
けんびし

もり

アルファー風の森

alpha kazenomori

純米吟醸 日本酒度 ̶ 酸度 ̶

奈良県産のアキツホ 100％。米旨味がしっかりあってキレもとても良い
「風の森」らしいシュワシュワ感と、爽やかな旨味が広がります。

くろまつ

剣菱 黒松
【兵庫県 剣菱酒造】

kenbishi kuromatsu

純米吟醸 日本酒度 ±0 酸度 1.7

口に含んだ瞬間に濃厚な香りがふくらむ、米の豊潤な味わいを引き出し
た逸品。存在感のある旨みは、酸味や辛みと、鮮やかなキレが特徴。

半合 ( 冷・燗 ) ………… ¥500

半合 ( 冷・燗 ) ………… ¥600

一合 …………………… ¥900

一合 ………………… ¥1,050
てんぽういち

しまんとがわ

四万十川

shimantogawa

【高知県 浜川商店】

純米吟醸 日本酒度 +4 酸度 1.5

ほのかに立ち上るフルーティーな吟醸香、淡麗辛口でサラサラと飲めて
しまいます。上品な旨味で色々なお料理にも合わせやすい逸品です。

ひのしたむそう

やまだにしき

醸し人九平次 山田錦

南国の果実を思わせる吟醸香。口に含むと山田錦の旨みがたっぷりと広がる
まろやかな甘さ、バランスのとれた旨口のお酒です。パリの三つ星でも採用。

フレッシュな果実のような華やかな香り。
清らかで飲みやすい味わいは女性に人気。

【滋賀県 笑四季酒造】

hakkaisan junmaiginjou

純米吟醸 日本酒度 +4.0 酸度 1.2

一合 ………………… ¥1,050
jouzen mizunogotoshi

【新潟県 白瀧酒造】

じゅんまいぎんじょう

八海山 純米吟醸

半合 ( 冷・燗 ) ………… ¥600

じょうせんみずのごとし

上善如水

特別純米 日本酒度 ±0 酸度 1.5

半合 ( 冷・燗 ) ………… ¥550

やまはいじこみ

高砂 山廃仕込

syuuhou omachi

【山形県 秀鳳酒造場】

【山口県 村重酒造】

tenpouichi

特別純米

日本酒度 +9

酸度 1.6

広島が誇る優秀な酒造好適米「千本錦」を 9 号系の酵母で大事に醸した
辛口酒。口に含むとほんの少しメロンのような香りが顔を出します。

半合 ( 冷・燗 ) ………… ¥500

半合 ( 冷 ) ……………… ¥500

一合 …………………… ¥900

一合 …………………… ¥900
くに

なまげんしゅ

日下無双 生原酒

天寶一

【広島県】

ことぶき じゅげむ

hinoshitamusou namagensyu

国の寿 壽限無

純米大吟醸 日本酒度 +2 酸度 1.8

【福岡県 日野酒造】

華やかな吟醸香と上品で清らかな口あたり、綺麗さの中にも米の旨味を
見事に表現しています。
「日下無双」の最高峰をご堪能ください。

kuninokotobuki jugemu

特別純米

日本酒度 +2

酸度 1.8

リンゴの香りと、キリっとした辛口の旨みがすっと流れ込み、滑らかな
旨みも楽しめる、おすすめの食中酒です。

半合 ( 冷・燗 ) ………… ¥900

半合 ( 冷 ) ……………… ¥600

一合 ………………… ¥1,700

一合 ………………… ¥1,100

表記は税抜価格です

