
(株)甲子屋酒店　日本酒リスト２ 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

洗練純米　辛口 純米無濾過原酒 ー ¥2,310 贅沢に契約栽培米を使用した大信州のベーシック。上品で軽快、キレ良し。呑み飽きしない純米酒です。

辛口特別純米酒　火入れ 特別純米無濾過原酒 ¥1,650 ¥2,860 コストパフォーマンスに優れた定番酒でありながら、洗練された旨さと辛さを十分に兼ね備えています。

超辛口純米吟醸　火入れ 純米吟醸無濾過原酒 ¥1,870 ¥3,520 旨味が口中に広がったその後に、ピシっと超辛口にキレます。ただ辛いだけではない、「旨辛」な酒質。

超辛口純米吟醸　生 純米吟醸無濾過生原酒 ¥1,870 完　売 旨味が口中に広がったその後に、ピシっと超辛口にキレます。ただ辛いだけではない、「旨辛」な酒質。 在庫僅少

手の内　純米吟醸　生詰め 純米吟醸無濾過生詰原酒 ¥1,980 ¥3,740 最新式の火入れ技術により、フレッシュな旨さを持ちつつ安定した酒質に。やわらかく軽快です。

手の内　純米吟醸　生 純米吟醸無濾過生原酒 ¥1,980 ¥3,740 通年商品の「生詰」とは別に、敢えて生で仕上げた特別限定版。生酒でしか味わえない鮮烈な香味。 新入荷

GI長野　ひとごこち 非公開 ¥2,200 ー 長野県産日本酒の地理的表示制度（GI）に認証された大信州。軽快に旨い、高い完成度の食中酒。

GI長野　金紋錦 非公開 ¥2,640 ー 長野県産日本酒の地理的表示制度（GI）に認証された大信州。やわらかく芳醇な旨味が広がります。

花宙（はなそら）2022 純米吟醸 ¥2,530 ー 自慢の契約栽培米を使用し、地元アーティストのラベルを採用して共同でつくり上げた「作品」です。 新入荷

別囲い純米吟醸　番外品　生 純米吟醸無濾過生原酒 ¥1,870 ¥3,520 純米吟醸表記なれど、半分以上は純米大吟醸がブレンドされています。極めてお飲み得な１本です。

夏のさらさら純米吟醸 純米吟醸無濾過原酒 ¥1,870 ¥3,520 その名の通り、軽快に盃が進む夏の純米吟醸。軽さの中にも、大信州らしいバランスの旨味あり。 夏の日本酒

純米吟醸スパークリング　生 純米吟醸無濾過生原酒 ¥1,980 ー 瓶内発酵の炭酸ガスにより発泡するにごり酒です。軽快な旨味と華やかな香りが絡む、爽やかな一本。

純米大吟醸スパークリング　生 純米大吟醸無濾過生原酒 ¥2,530 ー 瓶内発酵の炭酸ガスにより発泡するにごり酒です。舌触り滑らかで、キメ細かくドライ。上品な仕上がり。

槽場詰め　純米大吟醸生 純米大吟醸無濾過生原酒 完　売 ¥3,960 毎年１０月に始まる、大信州の仕込みの一本目。その年の新酒を味わえる悦びが詰まっています。 在庫僅少

仕込15号　純米大吟醸　生 純米大吟醸無濾過生原酒 ¥2,530 ¥4,400 オリが絡んだ芳醇な旨さとやや辛口のキレの良さ、純米大吟醸らしい華やかさを併せ持っています。 在庫僅少

仕込31号　純米大吟醸　生 純米大吟醸無濾過生原酒 完　売 ¥4,400 「仕込みシリーズ」としては初めてのうすにごりに仕立てられました。シルキーで滑らかな口当たり。 在庫僅少

仕込47号　純米大吟醸　生 純米大吟醸無濾過生原酒 ¥2,530 ¥4,400 かぐわしい香りに乗って、金紋錦らしいほのかな甘味とふくよかな旨味が広がる、芳醇旨口な仕上がり。

仕込48号　純米大吟醸　生 純米大吟醸無濾過生原酒 ¥2,530 ¥4,400 金紋錦が持つ旨味を活かしながら、比較的軽快にまとめあげました。上品に洗練された純米大吟醸。

掟破り　純米大吟醸　生詰め 純米大吟醸無濾過生詰原酒 ¥2,310 ¥4,400 ２種類の純米大吟醸を最良の比率でブレンドして生詰め。金紋錦のもつ複雑な味わいが活きます。

掟破り　純米大吟醸　生 純米大吟醸無濾過生原酒 ¥2,310 ¥4,400 ２種類の純米大吟醸を最良の比率でブレンドして瓶詰め。金紋錦のもつ複雑な味わいが活きた生酒。 新入荷

手いっぱい　純米大吟醸　火入れ 純米大吟醸無濾過原酒 ¥3,080 ¥6,050 その名の通り、掛けられるだけの手間をいっぱいに施して醸されました。価格以上の旨さの高級酒です。

手いっぱい　純米大吟醸　生 純米大吟醸無濾過生原酒 ¥3,080 ¥6,050 その名の通り、掛けられるだけの手間をいっぱいに施して醸されました。価格以上の旨さの高級酒です。 新入荷

大信州酒造

大信州

長野県松本市
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梓水龍泉（しすいりゅうせん） 純米大吟醸無濾過原酒 ¥4,180 ー 高級感のある、格別に洗練された香味バランス。世界的な評価も高い、大信州の中でも特別な一本。

純米吟醸　中汲み　火入れ 純米吟醸無濾過原酒 ¥1,980 ¥3,630 火入れ（加熱殺菌）を経て、落ち着いた風合いに仕上げられています。穏やかで滑らかな旨さです。

純米吟醸　中汲み　槽場直取り生 純米吟醸無濾過生原酒 ¥1,980 ¥3,630 搾ってから直ぐに瓶詰される、フレッシュで爽やかな生酒です。蔵でしか呑めないような鮮やかな旨味。

純米大吟醸　“秘伝” 純米大吟醸無濾過原酒 ¥8,250 ー 最高級の鑑評会出品酒と同等の純米大吟醸。洗練された上質感と極上の滑らかさがあります。

純米中取り　無調整生 純米無濾過生原酒 ¥1,749 ¥3,432 しぼり上がったそのままを瓶詰した、純米生原酒。香と味のバランスに秀でた、屋守の基幹商品です。

純米中取り　直汲み生 純米無濾過生原酒 ¥1,760 ¥3,520 口当たりは軟らかく、滑らかな飲み心地の夏酒です。直汲みでガスが絡み、一段と爽やかに冴えます。 夏の日本酒

純米吟醸　無調整生 純米吟醸無濾過生原酒 ¥1,936 ¥3,872 原料米の旨味を引き出しつつ、全体的にはキレイにまとまっています。純米より一クラス上の完成度。

純米吟醸　無調整生　雄町 純米吟醸無濾過原酒 ¥2,073 ¥4,147 雄町らしい、ふくよかで深みのある味わいが特徴。コクがありながらも、端正にバランスのとれた逸品。 数量限定商品

特別本醸造　祝酒 特別本醸造 ¥2,200 ベーシックな特別本醸造でありながら、蔵の実力の高さを感じさせます。完成度の高いレギュラー酒。

特別純米酒 特別純米酒 ¥2,970 華やかでおめでたい外見も人気ですが、何よりも評価されているのは味の良さ。旨さの光る純米酒。

純米　山田錦 純米酒 ¥1,639 山田錦を全量使用した、開運の定番純米酒です。端正で香味のバランス良く、呑み飽きしない酒質。

純米　涼々（りょうりょう） 純米酒 ¥1,639 ¥3,278 味の膨らみは爽やかで、スマートな仕上がりです。キリっと冷やして呑みたい、夏の涼やかな定番酒。 夏の日本酒

純米吟醸　山田錦 純米吟醸 ¥3,960 山田錦のタップリとした旨味を活かしつつ、爽やかでフレッシュな香味に仕上げました。上品な完成形。

屋守（おくのかみ）

土井酒造場 静岡県掛川市

開運

豊島屋酒造 東京都東村山市

香月（こうづき）
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純米辛口　“超” 純米酒 ¥1,650 ¥3,080 常山の定番として改良を重ね、洗練された辛口。軽快でやわらかく、キレの良い酒質は高い完成度。

純米辛口　“超”　直汲生 純米無濾過生原酒 ¥1,760 完　売 定番の「純米辛口」の季節限定は、味乗りの良い部分を直ぐに瓶詰した、贅沢でフレッシュな新酒。 在庫僅少

純米吟醸辛口　飛　直汲生 純米吟醸無濾過生原酒 ¥1,980 ¥3,520 しぼりたてのフレッシュな旨味には躍動感と爽やかさがあり、飛び抜けたキレのある辛口で締まります。 数量限定商品

純米吟醸　玄達（げんたつ） 純米吟醸無濾過原酒 ¥1,980 ¥3,630 夏場のみ漁が解禁される福井の海域“玄達瀬”。福井の豊かな恵みをイメージした爽やかな夏酒。 夏の日本酒

純米大吟醸　荒磯　直汲生 純米大吟醸無濾過生原酒 ¥2,420 ¥4,180 辛口の純米大吟醸を、搾って直ぐに瓶詰め。フレッシュに弾け飛ぶ微炭酸は、冬の日本海の荒波の如し。 数量限定商品

詠花（えいか）　無濾過生原酒 無濾過生原酒 完　売 ¥3,850 搾って直ぐに瓶詰めしたこのお酒は、開栓して空気に触れることで蕾がほころぶように咲き極まります。 在庫僅少

大吟醸　hoshi 大吟醸 ¥3,300 手取川本来の味わいを再構築して磨き上げました。爽やかな香りと甘味があり、スッキリとした大吟醸。

夏　純米　辛口 純米無濾過原酒 ¥1,595 ¥3,190 「酒を通して四季を味わう」をコンセプトにした夏酒。瑞々しく清涼感のある旨味が、軽快に広がります。 夏の日本酒

純米吟醸生原酒　石川門 純米吟醸生原酒 完　売 ¥3,960 地元産にこだわって開発された米「石川門」を使用して、特別に誂えた純米吟醸。爽やかな香味です。 数量限定商品

純米大吟醸生原酒　百万石乃白 純米大吟醸生原酒 ¥1,980 ¥3,960 石川県独自の新たな酒米“百万石乃白”を使用。爽やかなガス感があり、透明感のある味わいです。 数量限定商品

山廃純米酒 純米酒 ¥3,080 菊姫の代名詞的存在である山廃仕込みの純米酒旨味の凝縮感、濃醇で酸味の効いた独特の風味。

常山（じょうざん）

吉田酒造店 石川県白山市

手取川

菊　姫 石川県白山市

菊姫

常山酒造 福井県福井市
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山廃仕込純米酒 純米酒 ¥2,998 伝統の山廃仕込みに、天狗舞独自の製法を加味。特有の濃厚な香味と酸味が調和した純米酒です。

純米大吟醸　生原酒 純米大吟醸生原酒 ¥1,980 完　売 新米で仕込んだ純米大吟醸の新酒を、無濾過の生原酒で瓶詰め。穏やかで高級感が漂います。

純米吟醸　生原酒 純米吟醸無濾過生原酒 ¥1,375 完　売 しぼりたてのフレッシュ感が嬉しい無濾過生原酒。ほどよく広がる吟香と生酒らしい旨さが絶妙です。 数量限定商品

純米　超辛口 純米酒 ¥2,992 春鹿の代表銘柄であり、超辛口酒の元祖的存在。香り高く、しっかりと辛いキレ味抜群の純米酒です。

特別純米　生酛仕込 特別純米 ¥3,300 山田錦の旨味を、しっかりとした酸が包み込む生酛仕込みらしいボディーのある味。燗も旨し。

純米ドラゴン　Episode３ 純米酒 ¥2,915 蔵元自身が日常的に飲みたいお酒を目指して、価格と味を高いバランスで極めました。これは旨い。

純米吟醸ドラゴン　Episode２ 純米吟醸 ¥2,970 兵庫県の新品種「兵庫錦」で醸す、蔵元の挑戦。米の旨味の存在感がありながら盃が進む食中酒。

純米吟醸 純米吟醸 ¥3,960 半端ではない米へのこだわりから、地元産の最高級のものを使用。米の旨味が存分に引き出された酒。

春鹿

本田商店 兵庫県姫路市

龍力（たつりき）

車多酒造 石川県白山市

天狗舞

今西清兵衛商店 奈良県奈良市

無風（むかで）

岐阜県養老郡養老町玉泉堂酒造
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特別純米酒 特別純米酒 ¥2,585 毎日の晩酌に合わせる、究極の食中酒を目指した控え目な香り、味幅がありながらもキレの良い酒質。

純米大吟醸４５ 純米大吟醸 ¥1,815 ¥3,630 純米大吟醸としてはお手頃ですが酒質には一切の妥協なし。味わうための定番酒という信念です。

純米大吟醸　磨き三割九分 純米大吟醸 ¥2,970 ¥5,940 香りと味の膨らみが最も感じられる仕上がりです。旭酒造が標榜する 『The 純米大吟醸』ここにあり。 化粧箱付価格

純米大吟醸　磨き二割三分 純米大吟醸 ¥5,775 ¥11,501 最高の磨きの山田錦を用い、最高の酒に挑戦した旭酒造自慢の逸品。極めて洗練された高級酒。 化粧箱付価格

純米大吟醸スパークリング４５ 純米大吟醸発泡性生酒 ¥2,255 爽やかな香りと、瓶内発酵による微発泡の旨さ。にごり酒だからこそ感じる山田錦特有の甘み。 360ml:\1,023

中汲み　純米大吟醸　生々 純米大吟醸生酒 完　売 ¥4,200 山田錦を原料に醸し、槽で搾ったうちの良い部分。ほのかな香りは上品で、バランス良く濃醇な味わい。 数量限定商品

高橋商店 福岡県八女市

繁桝（しげます）

酔鯨酒造 高知県高知市

酔鯨（すいげい）

獺祭（だっさい）

旭酒造 山口県岩国市
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