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北海道 高砂酒造 1 国士無双　宙 ～SORA～ 純米大吟醸 3,500円 ー 北海道産酒米「彗星（すいせ
い）」35％磨き、上品な味

北海道 高砂酒造 2 国士無双 雪氷室 一夜雫（ゆきひむろ いちやしずく） 4,494円 ー 山田錦、35％磨き、北海道なら
ではの雪氷室内雫取り

北海道 高砂酒造 3 えぞの熊 （7号酵母） 1,420円 2,625円 限定流通、生酒のまま冷蔵貯蔵、
充填後火入れ、米の香り

秋田県 齋彌酒造店 4 雪の茅舎（ぼうしゃ）　純米吟醸 1,575円 2,940円 精米から出荷まで全て社内管理、
自家培養酵母使用、すっきり

秋田県 齋彌酒造店 5 雪の茅舎（ぼうしゃ）　山廃純米 1,260円 2,415円 精米から出荷まで全て社内管理、
自家培養酵母、山廃、熱燗向き

秋田県 喜久水酒造 6 三本線能代（さんぼんせんのしろ） 本醸造 1,470円 2,415円 長期低温貯蔵（旧国鉄「鶴形トン
ネル」内）、辛口

福島県 大和川酒造店 7 弥右衛門（やうえもん） 純米吟醸 山田錦 1,470円 2,940円 自社栽培の「山田錦」100％使
用、1回瓶火入れ

福島県 大和川酒造店 8 弥右衛門（やうえもん） 純米吟醸 雄町 1,470円 2,940円 自社栽培の「雄町」100％使用、
1回瓶火入れ

福島県 大和川酒造店 9 弥右衛門 （やうえもん）純米吟醸 夢の香 1,365円 2,730円 自社栽培の「夢の香」「山田錦」
使用、1回瓶火入れ

福島件 大和川酒造店 10 弥右衛門 （やうえもん）純米吟醸 無濾過 生原酒 1,470円 在庫無し 自社栽培の「夢の香」「山田錦」
使用、無濾過、生酒、加水なし

千葉県 飯沼本家 11 甲子（きのえね）　大吟醸　粋一選 1,995円 在庫無し 千葉の老舗、大吟醸、長期低温発
酵、淡麗、フルーティー

千葉県 飯沼本家 12 甲子正宗（きのえねまさむね）　純米吟醸酒 1,365円 2,415円 千葉の老舗、ビギナー向け、定番

東京都 小澤酒造 13 澤乃井 しぼりたて 本醸造 生 1,071円 2,142円 奥多摩の名門、新酒、しぼりた
て、爽やか、スッキリ

東京都 小澤酒造 14 澤乃井 蒼天 純米吟醸 生酒 1,491円 在庫無し 奥多摩の名門、55％精米、淡
麗、さわやか、生酒

東京都 小澤酒造 15 蔵守（くらもり） 純米吟醸 2009年 1,260円 在庫無し 古酒、限定流通、タンク内2年熟
成、原酒で瓶詰めして貯蔵

富山県 富美菊酒造 16 富美菊（ふみぎく）　吟醸 1,365円 2,520円 全てのお酒を大吟醸と同様に、限
定吸水、箱麹、瓶囲い

富山県 富美菊酒造 17 富美菊（ふみぎく）　純米吟醸 1,680円 3,150円 全てのお酒を大吟醸と同様に、限
定吸水、箱麹、瓶囲い、純米

石川県 加越 18 加賀の月　琥珀月　山廃純米吟醸 1,418円 2,835円 山廃、長期熟成、琥珀色

福井県 吉田酒造 19 白龍 純米大吟醸 山田錦50％ 1,890円 3,780円 自社栽培、自然農法「山田錦」
100％使用、50％精米、冷や

福井県 吉田酒造 20 白龍 特別純米 60% 特別純米 1,313円 2,625円 自社栽培、自然農法「山田錦」
100％使用、60％精米、ぬる燗

福井県 吉田酒造 21 白龍 新酒しぼりたて 無濾過生原酒 本醸造 1,050円 2,100円 新酒、しぼりたて、無濾過、生
酒、加水無し、フレッシュ、元気

岐阜県 林本店 22 榮一　純米酒 1,575円 2,625円 「五百万石」使用、60％精米、
米の旨味、ぬる燗

滋賀県 藤居本家 23 旭日（きょくじつ） 生酛 純米酒 1,800円 3,000円 山田錦100％使用、酵母無添加、
生もと造り、酸味と旨味

滋賀県 藤居本家 24 旭日 （きょくじつ）うまくち しぼりたて 生原酒 1,220円 2,550円 玉栄100％使用、生酒、加水無
し、コクあり、甘口

奈良県 長龍酒造 25 吉野杉の樽酒 1,029円 2,289円 樽酒、吉野杉、樹齢80年、清々
しい香り、コク、旨味、バランス

奈良県 長龍酒造 26 ふた穂 雄町特別純米酒 2009年醸造 1,365円 在庫無し 古酒、岡山高島地区の「雄町米」
100％使用、低温熟成

奈良県 長龍酒造 27 長龍 稲の国の稲の酒 特別純米酒 2010年醸造 1,313円 在庫無し 古酒、「露葉風」100％使用、低
温熟成

奈良県 長龍酒造 28 長龍 純米新酒　初しぼり 1,040円 2,079円 奈良県産「キヌヒカリ」100％使
用、新米、新酒、フレッシュ

岡山県 宮下酒造 29 極聖（きわみひじり）　雄町米　純米大吟醸　斗瓶取り 3,500円 ー 「雄町米」使用、45％精米、低
温発酵、斗瓶取り、

愛媛県 栄光酒造 30 栄光 純米吟醸 松山三井 無濾過生 1,470円 2,415円 「松山三井」使用、無濾過、生
酒、コンテスト入賞多数

高知県 高木酒造 31 豊の梅 純米吟醸 吟の夢 1,500円 3,000円 高知初の酒米「吟の夢」100％使
用、ロンドン酒チャレンジ金賞

高知県 高木酒造 32 豊の梅 純米吟醸 松山三井 生酒 1,350円 2,700円 「松山三井」使用、50％精米、
酸味、甘め、爽やか、バランス

高知県 高木酒造 33 豊の梅 特別純米 吟の夢 1,400円 2,940円 高知初の酒米「吟の夢」100％使
用、辛口

※）価格が「-」：そのサイズの商品は蔵元にもございません。
「在庫無し」：当社での取扱いが無いか、欠品中の商品です。
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試飲ができる。 
ゆっくり選べる。 
だから見つかる！ 
あなたにぴったりのお酒に出逢える 
こだわりのお酒専門店。 
 
東京都葛飾区金町3-19-10 
TEL：03-5876-6595 
http://sakeoh.com 

 
2013.12.28＆29 
13:00-17:00開催！ 
 

厳選33銘柄！ 
正月のお酒が見つかる祭り  
銘柄情報メモ 


