
甲子屋酒店焼酎リスト 令和5年5月13日更新

商品名 原料 製 法 度数 四合瓶価格 一升瓶価格 商品特性 備　考

麦麦　旭　万年 麦 白麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,320 ¥2,640 まるで麦チョコのような香ばしさと甘味があります。滑らかな香りと味を追求した、麦焼酎の傑作です。

白麹　旭　萬年 芋 白麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,430 ¥2,860 柔らかく伸びのある旨味と、香ばしさが特徴です。水割り・お湯割りで、滑らかさが更に引き立ちます。

黒麹　旭　萬年 芋 黒麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,485 ¥2,970 芋本来の旨味が黒麹によって力強く引き出され、さらに萬年らしい香ばしさが絶妙に絡みます。

旭　萬年　35度 芋 白麹仕込・常圧蒸留 35 ー ¥3,520 萬年らしさをより濃醇に感じられる、３５度。たっぷりと溶け込んだ旨味をお楽しみください。

旭　万年星 はだか麦 白麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,430 ¥2,860 愛媛県産のはだか麦を使用した、限定焼酎。蔵元の想いが詰まった、万年独特のこうばしさ。 数量限定商品

無濾過　旭　萬年 芋 黒麹仕込・常圧蒸留 28 ー ¥3,300 無濾過製法によって、より深い香味が引き立つ仕上がり。萬年らしい旨さを色濃く感じられます。 数量限定商品

雪のまんねん 芋 白麹仕込・常圧蒸留 28 ¥1,760 ¥3,520 無濾過製法によって、より深い香味が引き立つ仕上がり。お湯割りがお薦めの、冬ならではの萬年。 数量限定商品

夏のまんねん 芋 黒麹仕込・常圧蒸留 20 ¥1,320 ¥2,640 アルコール度数低め。軽やかさと爽やかさ際立つ夏の焼酎。たっぷりの氷で、ロックで呑むと旨い！ 新入荷

麦麦 旭 万年 無濾過新酒 麦 白麹仕込・常圧蒸留 25 ー ¥2,640 地元産の二条大麦でつくった麦焼酎を、無濾過で瓶詰めしました。油分を多く含む、濃醇な新酒です。 新入荷

朗らかに潤す  TRY2019 芋 白麹仕込・常圧蒸留 25 今まで使用したことが無かった芋にTRYして、兄弟で醸し上げました。風土に根差した、他に無い焼酎。 数量限定商品

朗らかに潤す　log.2021 芋 黒麹仕込・常圧蒸留 39 今は亡き蔵の先々代との思い出が詰まった品種を用い、その頃の蒸留法を再現。力強い味わいです。 数量限定商品

古澤 麦 白麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,320 ¥2,640 甕で２年貯蔵させることにより、より滑らかに広がる味わいがあります。食中酒に最適です。

ひとり歩き 芋 白麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,276 ¥2,607 新品種の芋「ジョイホワイト」を用いた、革新的焼酎。軽やかでかぐわしい香味が特徴。独自の旨さです。

ひとり歩き　黒傳 芋 黒麹仕込・常圧蒸留 25 ー ¥2,724 黒傳は黒麹仕込みの限定版です。黒麹らしい力強さ。麹違いによる味の変化が楽しめます。 数量限定商品

あらろか　ひとり歩き 芋 白麹仕込・常圧蒸留 25 ー ¥2,530 蒸留後、原料由来の油分を濾過する工程を通常よりも軽めに行い、インパクトのある旨味を残しました。 数量限定商品

一壷春（いっこしゅん） 芋 白麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,485 熟成によって、一貫して穏やかな風合いです。芋の旨味も感じつつ、落ち着いた境地の一本。

てづくり八重桜 芋 白麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,243 甕で仕込み、甕で貯蔵するのが古澤醸造流。丁寧な手仕事が光る、基本に忠実な味わい。

八重桜　むぎ 麦 白麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,155 ¥2,310 伝統的な土蔵造りの蔵でつくられた麦焼酎。飾り気の無い、日常晩酌酒的な優しい味です。

八重桜　そば 蕎麦 白麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,320 おとなしい蕎麦の風味が、軟らかくほのかに感じられます。素直で真面目な仕上がりです。

八重桜　こめ 米 白麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,320 ふっくらとして、やや濃厚な風味が漂います。３年以上の熟成を経た、やわらかな味わいです。

渡邊酒造場 宮崎県宮崎市（旧宮崎郡田野町）

古澤醸造 宮崎県日南市

1,500ml：¥3,300

750ml：¥3,300

表示価格は10%消費税込みです 1 / 3 商品詳細および商品画像は https://www.kinoeneya.net からご参照ください
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無一物 麦 白麹仕込・減圧蒸留 25 ¥1,474 ¥3,080 熟成により軟らかくなった口当たりに、樽貯蔵ならではのかぐわしい風味が絶妙に絡みます。

無一物　原酒 麦 白麹仕込・減圧蒸留 42 ¥2,904 原酒ならではの力強く濃厚な風味の中に、壱岐焼酎独特の旨さが溶け込んでいます。

裏　無一物 麦 白麹仕込・減圧蒸留 29 樽熟成に伴うお酒の色付きを調整せず、通常の無一物の３倍の色の濃さで発売した限定商品です。 新入荷

放下著（ほうげじゃく） 麦 白麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,386 ¥2,662 原点回帰を目指し、全ての原料は壱岐産を使用。麦焼酎発祥の地としての信念が込められています。

IKINOSHIMA　PREMIUM 麦 白麹仕込・常圧蒸留 30 ¥3,300 麦焼酎発祥の地「壱岐島（いきのしま）」で500年間伝承される技を駆使し、まろやかに熟成させました。 数量限定商品

IKINOSHIMA　ULTIMATE 麦 白麹仕込・常圧蒸留 30 ¥5,500 麦焼酎発祥の地「壱岐島（いきのしま）」で500年間伝承される技を駆使し、長期熟成させた『究極』。 数量限定商品

シングルモルト No.596・296 麦 白麹仕込・減圧蒸留 43 無一物の原酒をシェリー樽の古樽、新樽で10年貯蔵してブレンド。甘い香とウッディでスモーキーな味わい。 数量限定商品

シングルモルト No.522・276 麦 白麹仕込・減圧蒸留 42 無一物の原酒をシェリー樽の古樽、新樽で10年貯蔵してブレンド。スモーキーな味わいと爽やかな酸味。 数量限定商品

もぐら 芋 白麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,705 ¥2,970 「もぐら」のように土の中で育った良質な芋で造られた芋焼酎。当店のベストセラーです。

竈（かまど） 芋 白麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,782 ¥3,135 「もぐら」を長期熟成させることで、より一層の柔らかさと穏やかさを感じる仕上がりになりました。

あやかし福助 芋 黒麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,507 ¥2,640 素直な味の広がりがあり、気取らずに呑める馴染みやすさを感じます。価格もお手頃です。

坐忘（ざぼう） 芋 黒麹仕込・常圧蒸留 30 ¥1,925 ¥3,410 やや高めのアルコール度数ゆえに、芋の旨味が濃醇に溶け込んでいるのを感じられます。

黒さそり 麦 黒麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,496 ¥2,640 飲みやすくてスッキリ、という麦焼酎の概念を覆す味。ガツンと響く個性的な旨味があります。

蕎麦和尚 蕎麦 白麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,574 ¥2,970 熟成を経て辿り着いたのは、和尚のような調和と穏やかさの境地。まろやかに、味が広がります。

赤もぐら 紅芋 白麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,870 ¥3,300 紅芋を用いた限定のもぐら。焼いた芋を仕込みに用いることで、こうばしさが増しています。 新入荷

楔（くさび） 芋 黒麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,375 ¥2,618 やわらかい仕上がりで飲みやすさに定評あり。クセの無い、伸びやかな旨味が人気です。

大海特選黒麹 芋 黒麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,364 原料の芋はジョイホワイトと黄金千貫の２種を使用。特殊黒麹を使い、深いコクと滑らかな味わいです。

大海黒麹 芋 黒麹仕込・常圧蒸留 25 900ml : \1,016 ¥1,959 地元で契約栽培された原料芋「黄金千貫」を使用し、昔ながらの濃厚な香りと味に仕上げました。

700ml：¥5,500

700ml：¥5,500

壱岐の蔵酒造 長崎県壱岐市

700ml：¥2,200

さつま無双 鹿児島県鹿児島市

大海酒造 鹿児島県鹿屋市

表示価格は10%消費税込みです 2 / 3 商品詳細および商品画像は https://www.kinoeneya.net からご参照ください
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釈云麦（じゃくうんばく） 麦 黒麹仕込・常圧蒸留 25 ¥1,515 ¥2,835 黒麹仕込み、無濾過製法に絶対の自信あり。大麦の持つ旨味を、最大限に引き出しました。

吟香　鳥飼 米 白麹仕込・減圧蒸留 25 ¥2,200 吟醸酒のような香りと、洗練された味わいが人気。米焼酎に新風を吹き込んだ、革新作です。

よろしく千萬あるべし 米 白麹仕込・減圧蒸留 25 ¥1,309 ¥2,717 日本酒「八海山」の製造技術の粋を取り入れました。ほのかに吟醸酒を思わせる香り。２年以上の熟成。

宜有千萬　粕取り焼酎 清酒粕 減圧蒸留・長期熟成 40 ¥4,950 日本酒「八海山」の新鮮な酒粕を原料に、時間を掛けてつくられました。「八海山」にしかできない味。

風媒花（ふうばいか） 米 減圧蒸留・長期樽熟成 40 ¥3,850 清酒酵母と黄麹を用いて醸造したもろみを蒸留し、オーク樽で熟成させました。繊細で奥深い味わい。

獺祭の酒粕から生まれた焼酎 清酒粕 減圧蒸留 39 ¥3,850 日本酒「獺祭」の酒粕を原料につくられました。獺祭だからこそ体現できる味・香りの焼酎です。

西吉田酒造 福岡県筑後市

熊本県人吉市

八海山 新潟県南魚沼市

旭酒造 山口県岩国市

鳥飼酒造場

表示価格は10%消費税込みです 3 / 3 商品詳細および商品画像は https://www.kinoeneya.net からご参照ください


