
⽇本酒 取り扱い銘柄

季節によって⽣酒に変わる商品がございます。 枠の中が⻘⾊の商品は要冷蔵です

地域 720 ml 1.8 L 地域 720 ml 1.8 L

北海道 北海道

男⼭ 福司
特別純⽶ 彗星・きたしずく ¥1,980 東北 伝⼝切⾟（純⽶） ¥1,320 ¥2,530

特別純⽶⾟⼝ 吟⾵ ¥1,980 (秋⽥) ⽣酛純⽶酒 ¥1,595 ¥3,080

⼭廃特別純⽶ 吟⾵・きたしずく ¥2,420 吟味良⾹（純⽶吟醸） ¥1,705 ¥3,190

純⽶吟醸 吟⾵・彗星・きたしずく ¥2,200 無濾過⽣原酒48（純⽶⼤吟醸） ¥1,870 ¥3,630

純⽶⼤吟醸(40％) 吟⾵・彗星・きたしずく ¥3,630 純⽶⼤吟醸 ¥1,870 ¥3,630

純⽶⼤吟醸(35％) 吟⾵・彗星・きたしずく ¥4,950 刈穂 超⾟⼝(⼭廃純⽶) ¥1,430 ¥2,860

⼗勝 本醸造 ¥1,320 六⾈(純⽶吟醸) ¥1,540 ¥3,080

⼗勝 純⽶ ¥1,430 ¥2,640 耕雲(⼤吟醸) ¥4,400

⼗勝 純⽶吟醸 ¥2,090 秋⽥清酒

上川⼤雪 ⼗勝 純⽶⼤吟醸 ¥3,410 特別純⽶・良⼼ ¥2,530

⼗勝 ⼤吟醸 ¥4,840

純⽶吟醸 ¥1,485 ¥2,970

⼀⽩⽔成

ど⾟（純⽶） ¥1,200 ¥2,400

北の勝

北⽃随想 ¥1,800 ¥3,570 ピュアブラック（純⽶吟醸） ¥1,690 ¥3,380

北⽃随想 直汲み ¥2,160 ⼭本
北⽃随想 しずくどり ¥2,160 美酒の設計 ¥1,925 ¥3,850

北の錦 ⼭廃純⽶ ¥1,320 ¥2,530

特別純⽶酒 ¥1,925 ¥3,850 純⽶吟醸 ¥1,650 ¥3,080

吟⾵国稀（純⽶酒） ¥1,257 ¥2,305 秘伝⼭廃純⽶吟醸 ¥1,870 ¥3,740

北海⻤ころし（普通酒） ¥2,310 ⼤吟醸 ¥2,750

国稀 純⽶⼤吟醸 ¥3,520 ¥7,700

⼗⼀州 吟醸 ¥1,463 ¥2,926 花朝⽉⼣(⼤吟醸) ¥5,500 ¥11,000

⼗⼀州 純⽶吟醸 ¥1,529 ¥3,058 雪の茅舎 聴雪(純⽶⼤吟醸) ¥7,700 ¥16,500

⼗⼀州 純⽶⼤吟醸 ¥1,738 ¥3,476

⽇本清酒 吉翔（⼤吟醸） ¥6,600 ¥13,200

特別純⽶ 吟⾵・彗星 ¥1,375 ¥2,640

純⽶吟醸 彗星 ¥1,760 ¥3,300

⽣酛純⽶ 吟⾵ ¥3,190

⼆世古

銘柄名 銘柄名

男⼭ ⽣酛純⽶ ¥2,537 福司 上等 特別純⽶ ¥2,860

⿃海⼭

北の勝 鳳凰 ¥2,113
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⽇本酒 取り扱い銘柄

季節によって⽣酒に変わる商品がございます。 枠の中が⻘⾊の商品は要冷蔵です

地域 銘柄名 720 ml 1.8 L 地域 銘柄名 720 ml 1.8 L

東北 裏・雅⼭流 ⾹華（本醸造） ¥2,420 東北 本醸造 ⿂ラベル ¥2,145

(⼭形) 超裏・雅⼭⿓ ⻘⾵(純⽶無濾過⽣) ¥1,375 (宮城) 純⽶ ⿂ラベル ¥1,430 ¥2,860

雅⼭流 葉⽉（純⽶吟醸） ¥1,810 ¥3,620 弥助（純⽶吟醸） ¥1,760 ¥3,300

雅⼭⿓ 如⽉（⼤吟醸） ¥1,810 ¥3,620 ⽇⾼⾒ 助六（純⽶⼤吟醸） ¥1,980 ¥3,850

雅⼭流 極⽉（純⽶⼤吟醸） ¥2,376 ¥4,752 東北 純⽶ ¥1,540 ¥2,750

雅⼭流 九郎左衛⾨（純⽶⼤吟醸） ¥3,960 ¥9,350 (福島) 純⽶（瓶⽕⼊れ） ¥1,650 ¥2,970

無題 ー壱ー ¥2,200 純⽶吟醸 ¥1,870 ¥3,740

奈良萬 純⽶⼤吟醸 ¥2,750 ¥5,500

無題 ー弐ノ樽ー ¥4,400 関東 ⼟⽥ ⽣酛仕込み ¥1,837 ¥3,674

⼩嶋屋 (群⾺)

枯⼭⽔（本醸造） ¥1,706 ¥3,410 シン・ツチダ ¥1,925 ¥3,684

桜花吟醸 本⽣ ¥1,540 ¥3,080 ⼟⽥
純⽶吟醸 つや姫 ¥1,595 ¥3,190 関東 醍醐（⼭廃特別純⽶酒） ¥1,485 ¥2,970

雪漫々(⼤吟醸) ¥6,820 (千葉) afsｰアフスｰOLD RESERVED ¥4,400

出⽻桜 万禮（⼤吟醸） ¥14,300 afsｰアフスｰストレーター ¥3,850

⼭法師 純⽶吟醸 ¥1,540 ¥3,080 afsｰアフスｰフライ ¥2,200

afsｰアフスｰ純⽶原酒 ¥1,980

⼭法師 ⼤吟醸 ¥1,650 ¥3,300 ⽊⼾泉 afsｰアフスｰ純⽶ ⽣ ¥1,650

⼭法師 関東 ⿊とんぼ 純⽶酒 ⽣酛 ¥2,003 ¥4,006

東北 (神奈川) 桃⾊⿊とんぼ 神⼒ 純⽶酒 ⽣酛 ¥2,003 ¥4,006

(宮城) 純⽶吟醸 雄町 ⽣酛 ¥2,498 ¥4,556

いづみ橋 特選 純⽶⼤吟醸 ⽣酛 ¥4,478 ¥11,156

⼀ノ蔵 中部 雪（清酒） ¥1,804

純⽶酒 ¥1,265 ¥2,530 (新潟) 祝鶴⻲ 寿 ¥2,066

純⽶酒 Special ¥1,490 ¥2,980 吟醸 ¥2,286

Heaven＆Earth（特別純⽶） ¥1,760 清泉 純⽶吟醸 ¥1,406 ¥2,809

特別純⽶⾟⼝ ¥1,375 ¥2,750

純⽶吟醸 ¥1,540 ¥3,080

純⽶吟醸原酒 超⾟⼝ ¥3,300

純⽶⼤吟醸 雄町 ¥2,860 ¥5,720

純⽶⼤吟醸 ⼭⽥錦（Byシリーズ） ¥4,875 ¥9,750

500ml
のみ

Madena ¥5,500

乾坤⼀

10/1〜



⽇本酒 取り扱い銘柄

季節によって⽣酒に変わる商品がございます。 枠の中が⻘⾊の商品は要冷蔵です

地域 銘柄名 720 ml 1.8 L 地域 銘柄名 720 ml 1.8 L

中部 久保⽥ 百寿（特別本醸造） ¥1,086 ¥2,357 中部 ⼿取川 niji（純⽶） ¥1,265 ¥2,530

(新潟) 久保⽥ 千寿（吟醸） ¥1,273 ¥2,847 (⽯川) ⼿取川 ⼭廃純⽶ ¥1,485 ¥2,970

久保⽥ 千寿（純⽶吟醸） ¥1,537 ¥3,320 ⼿取川 酒魂 純⽶吟醸 ¥1,540 ¥3,080

久保⽥ 紅寿（純⽶吟醸） ¥1,771 ¥3,878 ⼿取川 hoshi（⼤吟醸） ¥1,540 ¥3,080

久保⽥ 碧寿（⼭廃純⽶⼤吟醸） ¥2,703 ¥6,048 ⼿取川 吉⽥蔵u ⽯川⾨ ¥1,760 ¥3,520

久保⽥ 萬寿（純⽶⼤吟醸） ¥4,386 ¥9,700 吉⽥蔵u 吉⽥蔵u 百万⽯乃⽩ ¥1,760 ¥3,520

久保⽥ 純⽶⼤吟醸 50％（箱なし） ¥1,812 ¥3,936 中部 純⽶ 超⾟ ¥1,554 ¥2,910

久保⽥ 純⽶⼤吟醸 50％（箱付き） ¥1,878 ¥4,057 (福井) とびっきり⾟⼝（純⽶吟醸） ¥1,815 ¥3,190

久保⽥ 洗⼼（純⽶⼤吟醸） ¥6,223 ¥13,088 純⽶⼤吟醸 超⾟ ¥2,035 ¥3,795

⽉（本醸造） ¥2,421 常⼭
雪（特別本醸造） ¥2,822 ときしらず（純⽶吟醸） ¥3,190

吟撰（吟醸） ¥2,041 ¥4,081 GOLD（純⽶⼤吟醸⽣貯蔵） ¥1,815 ¥3,740

純（純⽶吟醸） ¥1,811 ¥3,621 無濾過⽣原酒（純⽶⼤吟醸） ¥2,090 ¥4,389

〆張鶴 ⼭⽥錦（純⽶吟醸） ¥2,211 ¥4,191 特選（純⽶⼤吟醸） ¥3,300 ¥6,600

⼋海⼭ 清酒 ¥1,067 ¥2,233 寒椿（純⽶⼤吟醸） ¥4,400 ¥8,800

⼋海⼭ 特別本醸造 ¥1,320 ¥2,745 極秘蔵（純⽶⼤吟醸） ¥5,940 ¥12,100

⼋海⼭ 純⽶吟醸 55% ¥1,507 ¥3,146 梵 夢は正夢（純⽶⼤吟醸） (1Lのみ) ¥13,200

⼋海⼭ 新・⼤吟醸 45% ¥2,173 ¥4,219 中部 祝酒（特別本醸造） ¥1,184 ¥2,263

⼋海⼭ 新・純⽶⼤吟醸 45% ¥2,382 ¥4,620 (静岡)

⼋海⼭ ⼋海⼭ ⼤吟醸 浩和蔵仕込 ¥6,600 祝酒（特別純⽶酒） ¥1,487 ¥2,978

開運
中部 洗練純⽶⾟⼝ ¥2,310

(⻑野) ⾟⼝特別純⽶ ¥1,650 ¥2,860

無想 超⾟⼝純⽶吟醸 ¥1,870 ¥3,520

中部 ⽩ラベル ⾟⼝（清酒） ¥2,182 稲光（純⽶⼤吟醸） ¥2,530 ¥5,500

(富⼭) 純⽶ ¥1,696 ¥3,172 梓⽔⿓泉（純⽶⼤吟醸） ¥4,180

純⽶吟醸 ¥2,026 ¥3,722 似和為貴（純⽶⼤吟醸） ¥5,500 ¥11,000

貴醸酒 ¥3,346 (500mlのみ) ⼤信州 ⾹⽉ 純吟中汲み ¥1,980 ¥3,630

満寿泉 寿（⼤吟醸） ¥6,646 ⾹⽉ ⾹⽉ 秘伝純⽶⼤吟醸 ¥8,250

中部 ⽣酛仕込純⽶ ¥1,485 ¥2,970

(⽯川) ⽯蔵⼭廃純⽶ GI⽩⼭ ¥1,540 ¥3,080

純⽶⼤吟醸50 ¥1,870 ¥3,740

天狗舞 五凛 純⽶ ¥1,430 ¥2,860

五凛 五凛 純⽶⼤吟醸 ¥2,200 ¥4,400

無想 ⾟⼝純⽶ ¥1,500 ¥2,750
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⽇本酒 取り扱い銘柄

季節によって⽣酒に変わる商品がございます。 枠の中が⻘⾊の商品は要冷蔵です

地域 銘柄名 720 ml 1.8 L 地域 銘柄名 720 ml 1.8 L

中部 MIYASAKA ⼭⽥錦（純⽶吟醸） ¥2,310 ¥3,850 中国 夜の帝王（特別純⽶） ¥1,320 ¥2,640

(⻑野) MIYASAKA 美⼭錦（純⽶吟醸） ¥1,716 ¥2,860 (広島) 夜の帝王 Daybreak［低アル］ ¥1,650 ¥3,190

真澄 茅⾊ KAYA（純⽶） ¥1,320 ¥2,200 夜の帝王 Forever ［⾼アル］ ¥1,980 ¥3,520

真澄 ⽩妙 SHIRO（純⽶吟醸） ¥1,452 ¥2,420 和みの⾟⼝（⽣酛特別純⽶） ¥1,540 ¥2,750

真澄 漆⿊ KURO（純⽶吟醸） ¥1,782 ゆらぎの凪（⽣酛特別純⽶） ¥1,760 ¥3,300

真澄 真朱 AKA（⼭廃純⽶吟醸） ¥1,980 ⽇々綽々（⽣酛特別純⽶） ¥1,760 ¥3,300

真澄 純⽶⼤吟醸 ⼭花 ¥3,300 ¥5,500 無垢の系譜（⽣酛特別純⽶） ¥1,980 ¥3,564

真澄 純⽶⼤吟醸 七號 ¥6,600 ⿓勢 ⿊ラベル（純⽶⼤吟醸） ¥3,080 ¥6,160

真澄 真澄 純⽶⼤吟醸 夢殿 ¥11,000 中国 磨き四割五分 ¥1,815 ¥3,630

中部 古酒 ３年 ¥1,980 ¥3,630 (⼭⼝) 磨き三割九分 ¥2,640 ¥5,280

(岐⾩) 古酒 ５年 ¥4,180 磨き⼆割三分（⽊箱なし） ¥5,500 ¥11,000

古酒 １０年 ¥6,600 獺祭 磨き⼆割三分（⽊箱付き） ¥6,270 ¥11,840

古酒 ２０年 ¥13,200 四国 れのわ（純⽶） ¥1,485 ¥2,959

達磨正宗 未来へ（2015年〜） ¥3300~ (⾼知) ⼋反六⼗（純⽶） ¥1,485 ¥2,860

関⻄ ⼭廃本醸造 ¥2,336 吟麗（純⽶吟醸） ¥1,551 ¥2,937

(奈良) 純⽶燗好み ¥1,394 ¥2,787 ⾼育54号（純⽶吟醸） ¥1,650 ¥3,300

⼭廃純⽶ ¥1,944 ¥3,886 酔鯨 ⼭⽥錦50％ 純⽶⼤吟醸 ¥2,200 ¥4,400

花巴 ⽔酛純⽶ ¥1,724 ¥3,446 特別本醸造 ¥1,100 ¥2,200

関⻄ 純⽶ ¥1,045 ¥2,090 特別純⽶ ¥1,430 ¥2,860

(和歌⼭) カラクチキッド（特別純⽶） ¥1,155 ¥2,310 純麗たまラベル（純⽶吟醸） ¥1,595 ¥3,135

純⽶吟醸 ¥1,242 ¥2,486 美丈夫 ⽶⼀粒酒⼀滴 純⽶吟醸 ¥1,870 ¥3,630

純⽶⼤吟醸 50% ¥1,540 ¥3,080 九州 麗吟（純⽶吟醸） ¥1,669 ¥3,328

純⽶⼤吟醸 40％ ¥2,530 ¥5,060 (福岡) ⼤⾟⼝（純⽶吟醸） ¥1,718 ¥3,427

紀⼟ ⼤吟醸 ¥2,310 ¥4,620 ワイン酵⺟で造った純⽶吟醸 ¥1,652

関⻄ ドラゴン３（純⽶） ¥1,540 ¥2,915 純⽶吟醸 雄町 ¥1,960 ¥3,911

(兵庫) ドラゴン緑（純⽶） ¥1,650 ¥3,080 ⾟醸美⽥（⼭廃純⽶） ¥1,652

ドラゴン⾚（特別純⽶） ¥1,650 ¥3,300 三井の寿 古醸美⽥（⼭廃純⽶） ¥1,713

ドラゴン⿊（純⽶吟醸） ¥1,540 ¥2,970 美⽥ 豊醸美⽥（⼭廃純⽶） ¥1,773

ドラゴン⻘（⼤吟醸） ¥3,300 ¥5,500 九州 特別純⽶ 超⾟⼝ ¥1,430 ¥2,860

⿓⼒ ⽣酛仕込み（特別純⽶） ¥1,650 ¥3,300 (佐賀) 雄町 本⽣（純⽶吟醸） ¥1,760 ¥3,520

りんご酵⺟（純⽶⼤吟醸） ¥1,650 ¥3,300

天吹 バナナ酵⺟ ⽣（純⽶⼤吟醸） ¥1,760 ¥3,520
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 300ml商品 取り扱い銘柄 スパークリング・どぶろく

枠の中が⻘⾊の商品は要冷蔵です

地域 地域 720 ml

東北 東北
(秋⽥) (宮城)

刈穂 ⼀ノ蔵

関東 afsｰアフスｰ純⽶スパークリング ¥1,760

(千葉) 500ml

⾃然舞スパークリング ¥1,980

雪の茅舎 ⽊⼾泉

東北 関東
(⼭形) (神奈川)

⼭法師 いづみ橋

東北 純⽶ カップ（180ml） ¥298 中部
(宮城) (新潟) ⼋海⼭ あわ（360ml） ¥2,198

純⽶酒 ¥495 ⼋海⼭ あわ（720ml） ¥3,405

乾坤⼀ ⼋海⼭

東北 中部 真澄 スパークリング（純⽶） ¥5,500

(福島) (⻑野)

真澄 スパークリング おりがらみ ¥2,200

奈良萬 真澄
中部 久保⽥ 千寿 ¥592 中国
(新潟) 久保⽥ 千寿 純⽶吟醸 ¥768 (⼭⼝) スパークリング 45（360ml） ¥1,133

久保⽥ 純⽶⼤吟醸 ¥894 スパークリング 45（720ml） ¥2,255

久保⽥ 獺祭
中部 四国
(新潟) (⾼知)

⼋海⼭ 美丈夫

中部 東北 ⿊どぶ ¥1,850

(⻑野) (⼭形) ⽩どぶ ¥1,850

みちのく ピンどぶ ¥1,980

⼤信州 ⼭形

四国 れのわ（純⽶） ¥682
(⾼知)

吟麗 ¥649
酔鯨

舞 うすにごり スパークリング ¥2,035

すず⾳（300mlのみ） ¥815

とんぼスパークリング ¥1,838

銘柄名銘柄名

⼭廃純⽶ 超⾟⼝ ¥627

⼭法師 ⼤吟醸 ¥660

奈良萬 純⽶⼤吟醸 ¥1,100

洗練純⽶ ⾟⼝ ¥565

雪の茅舎 純⽶吟醸 ¥748

⼋海⼭ 純⽶⼤吟醸（180ml） ¥693
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リキュール・焼酎 取り扱い銘柄
地域 720 ml 1.8 L 地域 720 ml 1.8 L

⼭形 ¥1,561 ¥3,122 北海道 ⻨ ⼗勝無敗 ¥1,142 ¥2,357

¥1,671 ¥3,342 ⻨ ぱんぱか ¥1,415 ¥2,650

¥2,001 ¥4,002 そば トムラウシのナキウサギ ¥1,497 ¥2,874

⼦宝 ¥1,836 ¥3,672 さほろ

新潟 芋 ⾺鈴薯 ¥1,815 ¥3,300

⻨ えぞふくろう ¥1,595 ¥3,025

⼋海⼭ 清⾥
⻑野 ¥2,970 福島 芋 桜明⽇⾹ ヴィヴァーチェ ¥1,435 ¥2,913

¥1,870 ¥3,300 芋 河童九千坊 ふくおかのいも ¥1,375 ¥2,750

¥1,870 ¥3,300 ⻨ 桜明⽇⾹ シルバートップ ¥1,210 ¥2,388

⼤信州 ⻨ 桜明⽇⾹ パストラーレ ¥1,650 ¥3,960

奈良 ¥1,694 ¥3,388 ⻨ 桜明⽇⾹ グランデ(500ml/1500 ml) ¥1,980 ¥6,072

¥1,694 ¥3,388 ⻨ Private Selection 北海道 ver ¥1,870

¥1,694 ¥3,388 ⻨ 河童九千坊 本流 ¥1,100 ¥2,200

¥1,815 ¥3,630 ⽶ 桜明⽇⾹ フィアンマ ¥5,500

¥1,694 ¥3,388 紅⼄⼥ ⽶ 河童九千坊 ふくおかのこめ ¥1,265 ¥2,530

梅乃宿 ¥1,694 ¥3,388 ⻨ つくし ⿊ラベル ¥1,452 ¥2,640

和歌⼭ ¥1,100 ¥2,200 ⻨ つくし ⽩ラベル ¥1,452 ¥2,640

¥1,320 ¥2,640 ⻨ つくし 全麹 ¥1,571 ¥2,860

¥1,540 ¥3,080 ⻨ つくし gold ¥2,750

¥1,595 ¥3,190 ⻨ 釈雲⻨ ¥1,515 ¥2,835

¥2,750 ⻄吉⽥ ⻨ 釈雲⻨ ２０度 ¥2,000

¥1,320 ¥2,420 ⿅児島 芋 紅椿 ¥1,925 ¥2,852

鶴梅 ¥1,320 ¥2,420 芋 花蝶⽊⾍ ¥1,538 ¥2,506

⾼知 ¥1,815 ¥3,300 芋 ⽥伝夢詩 (900 ml／1.8L) ¥1,324 ¥2,648

¥1,100 芋 ⿊吉 ¥1,833 ¥2,954

¥1,210 ⽩⽯ 芋 ⿊天狗 ¥1,630 ¥2,852

美丈夫

⾼知 芋 ⽇置島津家 ⼗六代 ¥1,566 ¥3,069

⼩正

酔鯨
沖縄

請福

¥1,474

ぽんかん
ぽんしゅわっ!! (500 ml)
ゆずしゅわっ!! (500 ml)

かじゅ39

泡盛仕込み梅酒 ¥1,452 ¥3,112

⼋岐の梅酒 古城梅
⼋岐の梅酒 南⾼梅

あらごし梅酒
あらごしもも酒
あらごしみかん酒

あらごしりんご酒
ゆず酒

鶴梅 完熟
鶴梅 すっぱい

鶴梅 完熟にごり
鶴梅 ゆず
古鶴梅

あらごしれもん酒

銘柄名(リキュール) 銘柄名(焼酎)

⿃海⼭麓ヨーグルト

⽣とろヨーグルト
マンゴー

⼭形ラフランス

原酒仕込み梅酒 ¥1,502 ¥3,119

純⽶吟醸仕込み
⾹梅吟撰仕込み

みぞれりんごの梅酒
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10/1〜
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リキュール・焼酎 取り扱い銘柄
地域 720 ml 1.8 L 地域 720 ml 1.8 L
⿅児島 芋 久耀 (900 ml／1.8L) ¥1,364 ¥2,563 沖縄 泡盛 直⽕ 30° ¥1,173 ¥2,453

芋 12年熟成久耀 ¥6,600 泡盛 ファンシー 35° ¥2,095

芋 夢づる ¥1,760 ¥3,025 泡盛 ビンテージ 30° ¥1,980

芋 ぎんやんま ¥1,467 ¥2,619 泡盛 ビンテージ 43° ¥2,750

芋 伝承の安納芋 (900 ml／1.8L) ¥1,415 ¥2,619 請福
芋 炭⽕焼安納芋 ¥3,143 ¥5,500

種⼦島 芋 ⾦兵衛むろか (900 ml／1.8L) ¥1,221 ¥2,310 泡盛 ⽟友 ５年古酒 43° ¥3,300 ¥5,500

芋 ⼩牧 ¥1,583 ¥3,038

芋 ⼩牧 鴨神楽 ¥1,811 ¥3,537 ⽟友
芋 紅⼩牧 ¥2,970 ¥5,940 ⼆世古 ⽶ ⼆世古 珈琲焼酎 ¥1,595

芋 伊勢吉どん ¥1,284 ¥2,480 ⼋海⼭ ⽶ ⼋海⼭ 宜有千萬 ¥1,309 ¥2,717

芋 ⼀尚 ブロンズ ¥1,757 ¥3,366 獺祭 ⽶ 獺祭 焼酎 ¥3,410

芋 ⼀尚 シルバー ¥1,757 ¥3,366 天吹 粕取 天吹 吟醸粕取焼酎 ¥1,320 ¥2,640

⼩牧 ⻨ ⼀尚 ⻨ ¥1,485 ¥2,750

芋 甑州 ¥1,890 ¥3,650

芋 ⻲五郎 ¥1,750 ¥3,480

吉永
芋 千⻲⼥ 芋 ¥1,389 ¥2,549

⻨ 千⻲⼥ ⻨ ¥1,389 ¥2,549

若潮

芋 ⿅児島藩 (900 ml／1.8L) ¥1,210 ¥2,310

三和

芋 華蛍のさと ¥1,653 ¥2,957

知覧

⽇本酒蔵

の
焼酎

銘柄名(焼酎)銘柄名(焼酎)
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