芋焼酎
shochu

( spirit distilled from potatoes)

とみのほうざん

きろく

㐂六

kiroku

芋焼酎 25 度

【宮崎県 黒木酒造】

有機農法で育てた「黄金千貫」を黒麹にて仕込み、長期熟成してから
出荷される王道の１本。やさしい甘み、口あたりなめらか。

富乃宝山

tominohouzan

芋焼酎 25 度

【鹿児島県 西酒造】

黄麹仕込み。
「黄金千貫」を丹念に磨き、低温管理で丁寧に仕込みました。
柑橘系の爽やかな香りとキレのいい口当たりの定番人気。

………………………… ¥700

………………………… ¥650
ボトル

ボトル

720ml………………… ¥2,800

720ml………………… ¥3,400

らんてい

やま

山ねこ

yamaneko

芋焼酎 25 度

【宮崎県 尾鈴山蒸留所】

蘭亭

rantei

芋焼酎 25 度

【鹿児島県 黄金酒造】

従来の乾燥芋チップを使わず、その年に採れた新鮮な芋をそのまま蒸煮
した、オーソドックスな製法で造られた全芋焼酎です。

九州 108 号（ジョイホワイト）という芋の品種が原料。
まろやかな中にもキレがあり、後味もスッキリ。

………………………… ¥650

………………………… ¥650

いっこもん

かすみそう

kasumisou

芋焼酎 25 度

【宮崎県 すき酒造 】
須木の清らかな水と芋から生まれる魅惑の香り。
奥の深いまろやかさのある口当たりです。

一刻者

ikkomon

芋焼酎 25 度

【鹿児島県 小牧醸造】

芋の味と香りを活かすために芋と芋麹のみで仕込んだ芋 100％。
深みのあるとろりとした飲み口です。

………………………… ¥600

くろきりしま

………………………… ¥550

くろせ

黒霧島
【宮崎県 霧島酒造 】

kurokirishima

やきいも黒瀬

芋焼酎 25 度

【秋田県 阿櫻酒造】

黒麹で仕込んだとろりとした甘みと、
キリッとしたキレが特徴の定番芋焼酎。

yakiimo kurose

芋焼酎 25 度

焼き芋のやさしい甘い香りが口中に広がる、
女性にもおすすめの芳醇な味わいです。

………………………… ¥500

………………………… ¥600

せいこううどく

せきとば

赤兎馬

sekitoba

芋焼酎 25 度

【鹿児島県 濱田酒造】

晴耕雨読

seikouudoku

芋焼酎 25 度

【鹿児島県 佐多宗二商店】

白麹の芋焼酎ですが、米焼酎を少しブレンドして、
芋の風味が強すぎない仕上がりに。どんな料理とも好相性。

麹を含め全て鹿児島産「黄金千貫」を使用。
フルーティーでトロピカルな味わい。甘みも爽やかな後味です。

………………………… ¥650

………………………… ¥650
やくしま

やまとざくら

大和桜
【山口県 村重酒造】

だいしぜんりん

yamatozakura

屋久島 大自然林

yakushima daishizenrin

芋焼酎 25 度

【鹿児島県 本坊酒造 】

芋焼酎 25 度

屋久島の芋と水を原料にした芳醇な味わい。
女性杜氏による昔ながらのかめ壺仕込み。

手作業で米を洗い、昔ながらの仕込みで手造り麹で造る、
徹底的にこだわった芋焼酎。芳醇でコクのある、奥深い逸品です。

………………………… ¥600

………………………… ¥600

麦焼酎
shochu

( spirit distilled from barley)

しらしんけん

なかなか

知心剣

shirashinken

麦焼酎 25 度

【大分県 藤居酒造】

国産二条大麦 100%。
麦本来の甘み、香ばしさがスッキリと飲みやすい黒麹仕込みの麦焼酎。

中々

nakanaka

麦焼酎 25 度

【宮崎県 黒木本店】

九州産の二条大麦ニシノホシを使用し界、軽快な香りとスムーズな味わい
を実現した麦焼酎界のスーパースター。飲み方を選ばないスタンダード。

………………………… ¥500
ボトル

………………………… ¥600

720ml………………… ¥2,600

じゃくうんばく

ボトル

720ml………………… ¥2,800

むぎいきいき

釈云麦

jakuunbaku

麦焼酎 25 度

【福岡県 西吉田酒造】

「無濾過」で大麦の特性を最大限に引き出した本格麦焼酎です。
個性的な香りと、少し甘みのある奥深い味わい。

きこうじじこみ

黄麹仕込 入道

kikoujijikomi nyuudou

麦焼酎 25 度

【福岡県 目野酒造】

mugiikiiki

芋焼酎 25 度

【宮崎県 すき酒造】
国産二条大麦の奥深さとコク。長期貯蔵の芳醇な味わい。
おすすめの琥珀麦焼酎。

………………………… ¥800

にゅうどう

麦粋々

豊かな麦の香りと味わいを感じさせる、黄麹で造られた芳醇な旨味の麦焼酎。

………………………… ¥700

くろ

黒さそり

kurosasori

麦焼酎 25 度

【鹿児島県 さつま無双酒造】

黒麹仕込みの麦焼酎。昔ながらの常圧蒸留作りで長期熟成させています。
麦の風味をしっかり感じられる個性的な味わい。

………………………… ¥500

………………………… ¥650

くろこうじ

やき麦 黒麹

yakimugi kurokouji

麦焼酎 25 度

【大分県 老松酒造】

原料に大麦、裸麦を使用した麦の香ばしい薫り、豊かな味わい、心地良
い後味を追求した“薫味仕込”の麦焼酎。

………………………… ¥550

米焼酎
kome shochu

泡盛
awamori

( spirit distilled from rice )

はくげい

( spirit distilled from sugar )

ざんぱ

白鯨

hakugei

米焼酎 25 度

【熊本県 薩摩酒造】

米 100％の原酒を熟成貯蔵させた、スッキリとした純米焼酎。
やわらかな口当たり。

残波 ホワイト

zanpa white

アルコール 25 度

【沖縄県 比嘉酒造】

「ザンシロ」の愛称で広く親しまれる泡盛。フルーティーな香りと爽快
な飲み口、透明感のある癖のない澄み切った味わいが特徴。

………………………… ¥600

………………………… ¥500
かりーはるさめ

ぎんこうとりかい

吟香鳥飼

ginkoutorikai

米焼酎 25 度

【熊本県 鳥飼酒造場】

フルーティーで華やかな香り、口中で豊かな含み香として広がり、
ほのかに米の甘味を感じさせる上品で柔らかな味わい。

………………………… ¥700
おおいし

カリー春雨

カリー ( 嘉例 ) とは沖縄でお祝い事などに使われる方言。バニラのよう
な甘い香りが次第に出てくる複雑で濃厚な香りと、凝縮された深み。
複雑で濃厚な香りと、凝縮された深み。

………………………… ¥600

ずいせん

大石

ooish

米焼酎 25 度

【熊本県 大石酒造場】

樽熟成からくる本格ウィスキー、ブランデーを思わせるまろやかな味わい
が、米の甘さと完璧にマッチングし、米焼酎を越えた味わいになりました。

kari harusame

アルコール 30 度

【沖縄県 宮里酒造】

こしゅ

せいりゅう

瑞泉 古酒 青龍

瑞泉が誇る本格カメ貯蔵による熟成古酒です。カメ熟成ならではの芳香
な香り、深いコク。舌をころがるようなまろやかな味わい。

………………………… ¥650

………………………… ¥550

黒糖焼酎
kokuto shochu

zuisen koshu

アルコール 43 度

【沖縄県 瑞泉酒造】

変わり種焼酎
shochu

( spirit distilled from brown sugar )

あさひ

だばだひぶり

朝日

asahi

黒糖焼酎 25 度

【鹿児島県 朝日酒造】

柔かな口当たりに中に、ほのかな甘味とコクを感じさせる
幅のある味わい、軽やかな喉ごしとキレの良い爽やかな後味も抜群。

ダバダ火振

dabadahiburi

栗焼酎 25 度

【高知県 無手無冠】

栗を 50％も使用し栗の香りを封じ込めるよう低温でゆっくり蒸留した栗
焼酎。やわらかな栗の香りと、まろやかな甘み。

………………………… ¥650

………………………… ¥550
とわり

れんと

rento

黒糖焼酎 25 度

【鹿児島県 奄美大島開運酒造】

クラシックを焼酎に聞かせる音響熟成といわれる独自の製法で造られて
います。まろやかな味わいは女性におすすめしたい黒糖焼酎です。

十割
そば原料を 100％用いているため、そば本来の爽やかな香りと、
ほのかな甘みのある味わい。

………………………… ¥500
きかいじま

towari

蕎焼酎 25 度

【京都府 宝酒造】

………………………… ¥500
べにおとめ

喜界島

kikaijima

黒糖焼酎 25 度

【鹿児島県 喜界島酒造】
樫樽で長期間寝かせた旨味、香り高い黒糖焼酎です。
芳醇さとまろやかさの絶妙なバランス感。

紅乙女

beniotome

ごま焼酎 25 度

【福岡県 紅乙女酒造】

長期貯蔵酒。芳醇な胡麻の香りを強く感じられる、コクのある味わい。

………………………… ¥600

………………………… ¥500

つんと

tsunto

わさび焼酎 20 度

【群馬県 サッポロビール】

厳選された国産本わさびを 100％使用。「ツーン」とした爽やかな香りを
ほのかに感じる焼酎です。

………………………… ¥500

たんたかたん

鍛高譚

tantakatan

しそ焼酎 25 度

【北海道 合同清酒】
北海道の白糠町特産のしそを使用した焼酎。
しその爽やかな風味が実感できます。

………………………… ¥500

表記は税抜価格です

