
(株)甲子屋酒店　日本酒リスト１ 令和5年5月22日更新

商品名 分　類 四合瓶価格 一升瓶価格 商品特性 備　考

ん　純米酒 純米酒 欠品中 欠品中 「ん」は津軽弁で「うまい」の意味。お手頃価格の純米酒でありながら、豊盃らしい端正な酒質です。

特別純米酒 特別純米酒 ¥1,760 欠品中 小規模な蔵ながら、丁寧な仕事が光る仕上がり。高い完成度とお手頃な価格で人気の定番酒です。

純米吟醸　豊盃米55 純米吟醸 ¥2,060 欠品中 「豊盃米」を用いて酒を醸す唯一の蔵、三浦酒造の代表銘柄であり、看板商品。オンリーワンの味です。

純米　亀の尾にごり酒　生 純米酒 ¥2,480 ー 契約栽培の希少米「亀の尾」で醸したにごり酒。原料米由来のコクと味わい深さがほとばしります。 数量限定商品

特別純米　旨辛口（ドライ） 特別純米原酒 ¥1,930 完　売 豊盃では珍しい、アルコール度数高めの原酒です。ロックでもお楽しみいただける、豊盃流の「旨辛口」。 数量限定商品

Patisserie（パティスリー）酒 純米酒 甘口のお酒のイメージを一新することを目指して醸したチャレンジタンク。スッキリとした甘口です。 数量限定商品

芳醇超辛　純米無濾過生原酒 純米無濾過生原酒 ¥1,870 完　売 芳醇な旨味が広がった後、超辛口にキレます。旨さと辛さのバランスに秀でた、八仙の人気商品です。 数量限定商品

赤ラベル　特別純米　生原酒 特別純米生原酒 完　売 ¥3,300 無濾過生原酒らしいフレッシュ感と旨味がバランス良く絡みます。キレの良い食中酒としても人気あり。 在庫僅少

夏吟醸 吟醸酒 ¥1,980 ¥3,520 アルコール度数が低く軽快に呑める夏仕様の吟醸。爽やかで呑みやすく、香りもほのかに漂います。 夏の日本酒

山廃純米　火入れ 純米無濾過原酒 ¥1,320 ¥2,530 山廃らしい適度な酸味があり、飲み飽きしない酒質。冷やからお燗まで、幅広い温度帯で旨いお酒です。

純米吟醸　火入れ 純米吟醸無濾過原酒 ¥1,650 ¥3,080 一貫して柔らかく、一貫してほど良い旨味を感じる端正な酒質。軽やかさもあり、盃が進みます。

秘伝山廃　純米吟醸　火入れ 純米吟醸無濾過原酒 ¥1,870 ¥3,740 蔵元が最も自信をもって薦める雪の茅舎代表酒。徹底したこだわりが活きる高い完成度の美酒です。

陸奥八仙（むつはっせん）

齋彌酒造店 秋田県由利本荘市

雪の茅舎（ゆきのぼうしゃ）

三浦酒造 青森県弘前市

豊盃（ほうはい）

八戸酒造 青森県八戸市

375ml：￥1,650
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巡米酒　百田（ひゃくでん）７０ 純米無濾過原酒 完　売 ¥3,000 秋田県で新たに開発された酒米「百田」を使用。端正な旨味がふくらみ、程よい甘味が調和します。 在庫僅少

巡米酒　亀の尾７０ 純米無濾過原酒 ¥1,540 完　売 かつては広く普及したものの、一時期は途絶えて「幻の米」と言われた亀の尾。柔らかく力強い旨味。 在庫僅少

巡米酒　星あかり７０ 純米無濾過原酒 ¥1,485 ¥2,860 扱いの難しい希少米を敢えて使用して醸しました。キレのある酸が特徴で、独特の味わいが冴えます。 数量限定商品

巡米酒　山田錦７０ 純米無濾過原酒 ¥1,540 ¥2,970 「酒米の王者」と呼ばれる山田錦を使用。完成度の高い、優等生的で端正な酒質は山田錦ならでは。 新入荷

純米吟醸原酒　Summer Snowman 純米吟醸原酒 ¥1,760 ¥3,410 南国のフルーツを思わせるような、華やかな香りや旨味を感じます。夏の料理とも相性抜群の食中酒。 夏の日本酒

杜氏選抜　純米吟醸一度火入れ原酒 純米吟醸無濾過原酒 ¥1,650 ¥3,300 蔵人が栽培した原料米を用いて醸し、杜氏が選抜した一本。今がちょうど飲み頃の、芳醇な酒質です。 新入荷

瓶燗一度火入れ原酒 純米大吟醸 超限定 純米大吟醸無濾過原酒 ¥2,122 ¥4,007 穏やかな香りとスッキリとした吞み口が特徴の限定純米大吟醸。コストパフォーマンス高い一本。 新入荷

純米吟醸　火入れ 純米吟醸 ¥3,520 心地良い香りと旨味がほのかに広がり、キレ良く上品にまとまります。南部美人の主力商品です。

鳳凰 普通酒 ー ¥1,937 蔵の地元で愛飲されている「普通酒」。庄内平野の田園風景が浮かぶような、飾らない素朴な味です。

出羽の里　純米酒 純米酒 ¥1,157 ¥2,314 キレイな酒質に仕上がる出羽の里を使用しました。透明感のある、スッキリとした味わいの純米酒です。

特別純米　辛口＋８ 特別純米酒 ¥1,375 ¥2,640 原酒に加水し、より軽快に仕上げた辛口純米酒。辛すぎず軽すぎない絶妙な位置をカバーします。

特別純米　辛口＋10原酒 特別純米原酒 ¥1,544 ¥2,970 米の旨味が広がり、その後に辛くピシっと締まる。ただ辛いだけではない、絶妙な味のバランスです。

特別純米　生酛仕込原酒 特別純米原酒 ¥1,544 ¥2,970 手間の掛る生酛（きもと）仕込みで醸されました。特有の力強い味わいと酸、キレの良い後口が特徴。

秋田県横手市

杉勇蕨岡酒造場 山形県飽海郡遊佐町

まんさくの花

杉勇（すぎいさみ）

日の丸醸造

南部美人 岩手県二戸市

南部美人
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純米吟醸　出羽燦々 純米吟醸 欠品中 欠品中 杉勇の中では香りのあるタイプですが、仕上がりはあくまでも杉勇流。酒好きの勘所を押さえた一本。

純米吟醸　雄町　生酛仕込 純米吟醸 ¥1,723 ¥3,445 ふくよかな旨味とバランスの良さはまさに一級品！不思議なほどに、酒好きのツボにはまる旨さです。

純米大吟醸　雪女神 純米大吟醸 ¥2,970 ¥5,940 山形県で新開発された、独自の酒米「雪女神」を用いた純米大吟醸。透明感のあるキレイな味。

桜花吟醸　火入れ 吟醸酒 ¥2,970 華やかな吟醸香と、ふくよかな味わいが特徴です。吟醸酒ブームの立役者。吟醸酒の代名詞的存在。

本醸造　からくち 本醸造酒 ¥2,420 適度に旨味が膨らむ、淡麗辛口の基幹銘柄です。落ち着いた香りで、さっぱり旨口の馴染みやすい味。

純米酒 純米酒 ¥2,750 地元産米のまなむすめを使用。米の旨味が存分に活きた、スッキリとバランスの良い食中純米酒です。

特別純米酒　生一本 特別純米 ¥2,970 地元産のササニシキを使用し、ふっくらとした旨味のある豊かな味わいに。米の味が活きた特別純米酒。

超辛口純米酒 純米酒 ¥1,375 ¥2,750 上品な旨味を伴いながら、しっかりとした辛さを感じられます。お値段もお手頃。根強い人気です。

日高見（ひたかみ）

出羽桜酒造 山形県天童市

佐浦 宮城県塩竃市

浦霞（うらかすみ）

平孝酒造 宮城県塩竃市

出羽桜
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夢心　辛口 普通酒 ¥1,980 蔵の街、会津喜多方で醸され、地元で愛飲されている辛口の普通酒。気取らず飲める晩酌酒です。

純米酒 純米酒 ¥1,540 ¥2,750 しっとりとした素朴な旨さは飲み飽きせず安心感があります。冷やからお燗まで幅広く対応してくれます。

純米吟醸生酒　中垂れ 純米吟醸生酒 ¥1,980 ¥3,850 五百万石特有のクセの少ない滑らかな酒質に加え純米吟醸らしい繊細さと旨味の幅が感じられます。 数量限定商品

純米吟醸　酒未来 純米吟醸 ¥1,980 ¥3,850 十四代で有名な高木酒造さんが育成した品種を使用。口当たりや喉越しのやわらかさが際立ちます。 数量限定商品

ブラック今代司　極辛口純米酒 純米酒 ¥1,760 ¥3,300 辛口を極め、キリっと冴える純米酒。脂の乗った食材やこってりとした料理でも相性良くキレ味抜群です。

人と 木と ひととき　無濾過生原酒 純米無濾過生原酒 ¥1,980 完　売 今では数少ない、大型の木桶で醸された純米生原酒。ほのかに木の香が漂い、見事な味わいを魅せます。 数量限定商品

しぼりたて　純米　無濾過生原酒 純米無濾過生原酒 完　売 ¥3,025 しぼりたてらしい、爽やかな香りやフレッシュな旨味が程よく広がります。派手さを抑えたスマートな酒質。 在庫僅少

夏限定純米酒　風鈴 純米原酒 ¥1,650 ¥3,245 アルコール度数がやや高めなので、氷を浮かべたり炭酸で割ったりして楽しむコンセプトの夏酒です。 夏の日本酒

錦鯉 非公開 ¥6,160 数々のデザイン賞を獲得した、類稀なパッケージに納められた高級酒。蔵の信念が込められた逸品。

金星（きんぼし） 普通酒 ー ¥2,200 手間とコストの掛る遠心分離で仕上げたお酒です。軽やかでキレ良く、呑み飽きしない本醸造。お燗も◎

純米酒 純米酒 ー ¥2,750 手間とコストの掛る遠心分離で仕上げたお酒です。淡麗辛口、スッキリとしてほのかに旨い純米酒です。

純米吟醸 純米吟醸 ¥1,650 ¥3,300 手間とコストの掛る遠心分離で仕上げたお酒です。ほのかに香る、軽やかで洗練された純米吟醸です。

新潟県新潟市

今代司（いまよつかさ）

夢心

奈良萬（ならまん）

今代司酒造

夢心酒造 福島県喜多方市

北雪酒造 新潟県佐渡市

鬼夜叉（おにやしゃ）
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純米吟醸　にごり酒 純米吟醸 ¥1,650 ー 手間とコストの掛る遠心分離で仕上げたお酒です。やや濃いめのにごり酒ながら、滑らかで軽快です。

純米大吟醸 純米大吟醸 ¥3,000 ¥6,000 手間とコストの掛る遠心分離で仕上げたお酒です。洗練された旨味と、高級酒らしい風格があります。

百寿 特別本醸造 ¥1,085 ¥2,357 久保田シリーズの基本形とも言える本醸造酒。呑み飽きしないシックな香味には安心感があります。

千寿　吟醸 吟醸酒 ¥1,272 ¥2,846 久保田のベストセラーでもある定番商品です。呑み口の良いスッキリとした辛口。ほのかな旨味。

千寿　吟醸生原酒 吟醸生原酒 ¥1,646 ¥3,649 淡麗辛口の基本スタイルはそのままに、生原酒らしい力強さとフレッシュ感をお楽しみいただけます。 在庫僅少

千寿　純米吟醸 純米吟醸 ¥1,536 ¥3,319 「千寿」の綺麗でスッキリとした味わいの美点はそのままに、純米吟醸として誂えた新たな定番酒。

紅寿（こうじゅ） 純米吟醸 ¥1,771 ¥3,877 米の旨味とコクが感じられるたおやかな酒質です。新潟の米・水・技が紡ぎ出した久保田の純米酒。

純米大吟醸 純米大吟醸 ¥1,877 ¥4,056 新たな久保田ファンの構築を目指して、華やかさと旨みの広がり、そしてキレの良さを併せた意欲作。 化粧箱付価格

碧寿（へきじゅ） 純米大吟醸 ¥2,702 ¥6,047 風格を感じさせる奥深い味わいがありながら、久保田らしい爽快さを兼ね備えた純米大吟醸。

翠寿（すいじゅ） 大吟醸生酒 ¥3,489 ー やさしい呑み口と爽やかさ。そして繊細で柔らかな香味は上品の極み。華やかさも併せ持った極上品。 化粧箱付価格

スパークリング 純米酒 キメ細かな泡立ちとマスカットのような爽やかな香りが特徴の発泡性の純米酒。甘酸っぱい味わいです。

爽醸　久保田　雪峰 純米大吟醸 純白の外見で登場した「雪峰」の春バージョンです。爽快な香りと、調和のとれた旨味の軽やかな酒質。 数量限定商品

萬寿 純米大吟醸 ¥4,385 ¥9,699 久保田の最高峰として丹精込めて醸されました。旨さ、柔らかさ、洗練性…どれもが最高レベルです。

萬寿　自社酵母仕込 純米大吟醸 ¥12,437 ー 朝日酒造創立100周年と久保田発売35周年を記念して特別に誂えられた、最高にして究極の「萬寿」。 数量限定商品

参乃越州 純米吟醸 ¥1,591 ¥3,528 純米酒の中でも格段にキレイな酒質が人気です。極めて軽快。洗練された上品な風合いがあります。

悟乃越州 純米大吟醸 ¥2,647 原料米から引き出された旨味と香りは控えめながらしっとりと膨らみます。完成度の高い純米大吟醸です。

禄乃越州 純米大吟醸 ¥4,385 越州シリーズの最高峰として原料米「千秋楽」特有の味わいを引き出し、洗練度を高めた入魂の逸品。

朝日酒造 新潟県長岡市（旧三島郡越路町）

久保田

越州（えっしゅう）

500ml：￥3,850

500ml：￥1,424
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洗心（せんしん） 純米大吟醸 ¥6,222 ¥13,087 こだわり抜いた原料米を２８％まで磨き、醸し、そして熟成させました。気品漂う純米大吟醸。

得月（とくげつ） 純米大吟醸 ¥4,807 ー 気品ある香味とやさしい味わいの純米大吟醸。満月のような丸い気持ちで呑みたいお酒です。 数量限定商品

呼友（こゆう）　 純米大吟醸 ¥3,640 ¥8,108 「久保田」特約店の中でも、極一部の店舗で販売される限定酒。透明感のある落ち着いた香味です。 化粧箱付価格

月 本醸造 ¥1,056 ¥2,300 軟らかな味、呑み飽きしない後口は定番酒と言えど旨い。酒造りに対する蔵元の真面目さを感じます。

雪 特別本醸造 ¥1,265 ¥2,700 「月」よりもワンランク上の定番酒は、日常の晩酌に最大の満足を与えてくれる懐の深さが魅力です。

純 純米吟醸 ¥1,750 ¥3,500 香りは穏やかで、染み渡るような軟らかな味の逸品。呑み手に安らぎを与えてくれる日本酒の傑作です。

吟撰 吟醸酒 ¥1,980 ¥3,960 しっとりとした上品で繊細な味わいに、ほのかな香りが心地よく絡みます。透明感のあるハイクラス吟醸。

純米吟醸　山田錦 純米吟醸 ¥2,150 ¥4,070 〆張鶴らしい上品な柔らかさを基本に、山田錦の特徴である豊かな香味が存分に感じられます。

純米吟醸生原酒 純米吟醸生原酒 ¥2,150 完　売 長年積み重ねた純米酒造りの技術を生かし、山田錦の旨味をやわらかく爽やかに醸しました。 数量限定商品

吟醸生貯蔵酒 吟醸酒 ¥1,700 ¥3,500 夏季限定で販売される、軽快な酒質の吟醸酒。暑い季節に嬉しい、清涼感と透明感があります。 夏の日本酒

大吟醸 盞（さん） 大吟醸 ¥3,500 ー 製造技術の粋を尽くした、最高級クラスの大吟醸。やわらかく上品な香味に、〆張鶴の真髄があります。 在庫僅少

純米大吟醸 RED LABEL 純米大吟醸 ¥6,600 完　売 最高の原料を選び、最高の手間と技術を注いで醸しました。極めて少量のみ販売される限定酒。 数量限定商品

清酒 普通酒 ¥2,233 魚沼の霊峰「八海山」から流れ出る伏流水の如く、スッキリと呑み飽きしない高品質な定番酒です。

特別本醸造 特別本醸造 ¥1,320 ¥2,745 地元産の良質米を原料に、一クラス上の伝統的な製法で醸されました。上品で淡麗な仕上がりです。

特別純米原酒 特別純米原酒 ¥1,771 ¥3,553 八海山の夏限定商品は、敢えて辛さを抑え山田錦の膨らみある味わいを活かした気品あるお酒です。 夏の日本酒

八海山 新潟県南魚沼市

八海山

〆張鶴（しめはりつる）

宮尾酒造 新潟県村上市

朝日酒造限定商品
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大吟醸 大吟醸 ¥2,035 ¥4,070 キメ細かくまろやかで、キレイな味わい。上品で繊細な旨味が料理を引き立てる、少し高級な食中酒です。

純米大吟醸 純米大吟醸 ¥2,244 ¥4,472 純米でありながらキレ良く、透明感あり。上品で繊細な旨味が料理を引き立てる、少し高級な食中酒です。

大吟醸　浩和蔵仕込 大吟醸 ¥6,600 ー 八海山の中でも最高峰の「浩和蔵」で、最高レベルの蔵人が醸した究極の大吟醸。流石の完成度です。

伝統辛口 普通酒 ¥1,100 ¥2,200 麒麟山が頑なに守り続けてきた伝統の定番辛口。豪快ですっきりとした味わいは、燗上がりも良好。

麒麟山　超辛口 普通酒 ¥2,310 呑み飽きしない快適な余韻と軽快さが持ち味です。麒麟山らしさを追求した、新たな定番の晩酌酒。

遠雷 吟醸酒 ¥2,970 控えめな香りと、シャープな喉越しに仕上げました。後口もキリっと締まり、心地よい辛さを引き立てます。

ぽたりぽたり　越淡麗 純米吟醸生原酒 ¥1,760 ¥3,520 高級酒に用いられる地元産の越淡麗を使用した純米吟醸のしぼりたて。滑らかで上品な味わい。 在庫僅少

龍 普通酒 ¥1,885 普段の晩酌酒だからこそ手を抜かない。という蔵の姿勢を反映した日常酒。お燗酒としても定番です。

純米酒 純米酒 ¥2,640 水の如くさわりなく呑めて、呑み進むほどに純米酒らしい米の旨味を感じます。軟らかく素朴な味です。

名水仕込　特別本醸造 特別本醸造 ¥2,672 名水「杜々の森湧水」を仕込み水に用いて醸されました。名水の軟らかさとスッキリした喉越しが特徴。

名水仕込　特別純米酒 特別純米酒 ¥1,498 名水「杜々の森湧水」を仕込み水に用いて醸されました。景虎ならではの軟らかさは根強いファン多し。

諸橋酒造 新潟県長岡市（旧栃尾市）

越乃景虎（こしのかげとら）

麒麟山酒造 新潟県東蒲原郡阿賀町

麒麟山
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本醸造 本醸造 ¥1,590 ¥2,840 超軟水で仕込まれ、柔らかい口当たりで広がるほのかな甘味。飲みやすく、後口はスッキリと軽快。

純米酒 純米酒 ¥1,810 ¥3,390 「普段用の純米酒」をコンセプトに、新たに発売されました。呑み飽きしない、やや甘口のお酒です。

雪中梅

丸山酒造場 新潟県上越市
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