
S A K E   L I S T

スパークリング・発泡酒

スパークリング　JOHN 土佐酒造 高知 (ボトル　720ml) 60

大吟醸スパークリング酒。スッキリしていてシャンパンのようなキレの後味。生魚によく合う。

すず音  Wabi 一ノ蔵 宮城 (ボトル　375ml) 28

細やかな泡が立ち上がり、爽やかな香りと自然でフルーティな甘酸っぱい味が広がり、あと味すっきり。

上品で洗練された味わいは男女問わず人気。IWC*2015 日本酒スパークリング部門最高金賞受賞(アルコール度5%)

白川郷　泡スパークリング 三輪酒造 岐阜 (ボトル　500ml) 25

にごり、かつ瓶内二次発酵によるスパークリング酒。繊細な泡とさわやかさを持つエレガントな一本。

うたかた 月桂冠 京都 (ボトル　305ml) 13

フルーティーでほんのり甘く優しい口当たりの微炭酸。花柄のきれいなボトルはお持ち帰り頂けます。(5%)

しゅわしゅわ 嘉美心 岡山 (ボトル　250ml) 9,8

ほのかな甘みと瓶内発酵によるきめ細かい泡立ちが絶妙なバランスの爽やかなお酒。ワイングラスで美味しい日本酒アワード受賞。

花泡香  大関 兵庫 (ボトル　250ml) 9,5

シュワシュワとのどではじけるさわやかな微発泡清酒。フルーティな味わいと、優しい甘さと酸味のバランスが良い。(7%)

花風雅　ゆず 大関 兵庫 (ボトル　250ml) 9,5

香料を使用せず、ゆず果汁を加えることで、ゆず本来の爽やかな味わいと香りが楽しめる微発泡酒。(7%)

ハウス酒 (110ml) (180ml) (300ml)

TORO 限定酒 長野 5 8 12

優しいお米のうまみと後味スッキリのお酒。Shuwa酒和ブランドの日本酒。

(250ml)

しゅわしゅわ 岡山 5 - 9,8

ほのかな甘みと瓶内発酵によるきめ細かい泡立ちが絶妙なバランスの爽やかなお酒。ワイングラスで美味しい日本酒アワード受賞。

将軍 滋賀 5 8 12

スムーズで飲みやすい、コストパフォーマンスが良いお酒。

月桂冠　特選　本醸造 京都 5 8 12

京都、月桂冠の昔から続く一本。IWC2019グレートバリュー賞（コスパが良い）受賞。

菊正宗　純米樽酒 兵庫 5 8 12

樹齢100年の吉野杉で作られた樽酒。ほのかな杉の香りと味があり、キレがよい。

天鷹　旨辛(うまから) 茨城 6 9 13

味わい深く、辛口。熱燗でも冷酒でも美味しく頂けます。IWC2018グレートバリュー賞（コスパが良い）受賞。



純米大吟醸 蔵元 産地 (110ml) (180ml) (300ml)

七田　純米大吟醸　 天山酒造 佐賀 14 22 35

ふくよか、かつフルーティーな香りと大吟醸ながらもどしっとしたボリューム感。七田の最高峰です。

作 (ざく)  雅乃智中取り 清水清三郎商店 三重 12 19 30

もろみを搾る際最初に出た荒走りと最後の責めの部分を除き、一番クリアな中取りのみを詰めたデリケートで

エレガントなお酒。SAKE COMPETITION 2015銀賞受賞。

桂月　吟の夢　純米大吟醸50 土佐酒造 高知 9 14 22

高知県嶺北地方産の酒造好適米『吟の夢』を50%精米し、恵まれた自然環境の中で丹念に仕込んだ純米大吟醸酒。

Kura Master 2017, 2018金賞受賞

紀土 (きっど)   平和酒造 和歌山 9 14 22

若い杜氏が作り出す、大吟醸らしい香りやフルーティな口当たり、そして「綺麗さ」「優しさ」

「ふくらみ」を兼ね備えた一本。

梵　GOLD     加藤吉平商店 福井 8 13 20

芳醇な香りと丸みを帯びたやわらかい味わいを持ち、無濾過、生貯蔵熟成によるゴールド色が特徴のお酒。

久保田　純米大吟醸 朝日酒造 新潟 8 13 20

洋梨やメロンを思わせる華やかな香りと、甘味と酸味が調和した上品な味わい。

純米吟醸

伯楽星　純米吟醸 新澤醸造店 宮城 8 13 20

お料理の邪魔をせず、あくまでも脇役として「究極の食中酒」を目指したお酒。爽やかなキレと芯のある一本。

司牡丹　封印酒        司牡丹酒造 高知 8 13 20

花の香りのようなきめ細かな吟醸香と、ソフトな味わいがバランスよく広がる淡麗で爽やかな一本。

やまとしずく　純米吟醸   秋田清酒 秋田 7 11 18

極軟水の仕込水の特徴を最大限に生かし、飲みやすく柔らかで涼やかな香味が印象的なお酒。

博多の森　純米吟醸 小林酒造本店 福岡 7 11 18

芳醇なお米の甘さと旨味が広がるとともに、キレもあり優しく上品な純米吟醸酒。



純米
蔵元 産地 (110ml) (180ml) (300ml)

カスモチ原酒 大和川酒造 福島 9 14 22

メロン系の甘い香りと、しっかり甘く、 しっかり旨みを味わえる日本酒度-20度のお酒。オンザロックもおすすめ。

無手無冠　純米生原酒 無手無冠 高知 9 14 22

加水・火入れしていない生原酒。有機栽培の無農薬米で造られたガツンと力強く、ナッツの香りがする一本。

天狗舞   山廃仕込純米酒    車多酒造 石川 8 13 20

山廃仕込み特有の濃厚な香味と酸味の調和がとれた個性豊かな純米酒。IWC*2011純米酒部門最高金賞受賞。

七田　純米    天山酒造 佐賀 7 11 18

完熟果実を連想するような穏やかな香りと、しっかりとした飲み応えのある芳醇な味わい、

やわらかな米の甘みと酸味のバランスが良い。ジューシーなお肉とも相性抜群。

大七　純米生もと       大七酒造 福島 7 11 18

上品な香り、味わいまろやかでバランス良く、余韻に心地よい旨味と酸味がコクを与えている一本。

地酒大SHOW「燗でおいしいお酒」4年連続受賞。

やまとしずく　山廃純米  秋田清酒 秋田 7 11 18

伝統の山廃仕込みで発酵させた、深い旨味と甘みを持つ味わいのある一本。IWC2016山廃部門トロフィー賞受賞。

豊香　純米原酒　生一本 豊島屋 長野 7 11 18

原酒なのに、アルコール感は感じられない、穏やかな香りと柔らかな口当たり、かつ上品なキレのある一本。

蒼天伝　特別純米   男山本店 宮城 7 11 18

爽やかな果実のような香り、雑味がなくスッキリとした豊潤で酸味とキレのある味わいのお酒。

安芸虎　純米 有光酒造場 高知 7 11 18

米らしいしっかりした味わいと、やさしい香り、なめらかな口当たりが味わえる純米酒。

安芸虎　山田錦80%精米 有光酒造 高知 7 11 18

80％精米なのに、随分爽やかで、ボディー感のあるしっかりとした味わい、そして山田錦ならではのキレの良さ。

KuraMaster2017プラチナ賞受賞



吟醸
蔵元 産地 (110ml) (180ml) (300ml)

久保田　千寿 朝日酒造 新潟 8 13 20

香りは穏やかに、味わいはひっかかりがなくスムーズで、飲み飽きしない一本。

本醸造

久保田　百寿  朝日酒造 新潟 7 11 18

香りは控えめに、後味にはやや甘みのある淡麗辛口の一本。久保田シリーズの基本形。

お燗 蔵元 産地 (180ml)

天狗舞   山廃仕込純米酒     車多酒造 石川 13

山廃仕込み特有の濃厚な香味と酸味の調和がとれた個性豊かな純米酒。

熱燗にするとより独特の香りが開き、通好みの一本。

大七　純米生もと       大七酒造 福島 11

上品な香り、味わいまろやかでバランス良く、余韻に心地よい旨味と酸味がコクを与えている一本。

地酒大SHOW「燗でおいしいお酒」4年連続受賞。

安芸虎　純米 有光酒造場 高知 11

米らしいしっかりした味わいと、やさしい香り、なめらかな口当たりが味わえる純米酒。

久保田　百寿 朝日酒造 新潟 11

淡麗辛口。お燗にすると甘みとピリッと引き締まった辛味が感じられる。

豊香　純米原酒　生一本 豊島屋 長野 11

温めるとお米の甘さが感じられ、かつ後味すっきりの心地よい味。

天鷹　旨辛(うまから) 茨城 9

味わい深く、辛口。熱燗でも冷酒でも美味しく頂けます。IWC2018グレートバリュー賞（コスパが良い）受賞。



古酒

(90ml)

喜楽長　吟醸古酒1996 喜多酒造 滋賀 15

しっかりした酸と上品な熟成香、キレの良い飲み口をお楽しみ頂けます。IWC2015　古酒の部金賞受賞。

奥の松　特別純米　古酒1996  奥の松 福島 13

シェリー酒を思わせるような香りと琥珀色、酸味・甘味などの絶妙な調和が取れた深い味わいのドライな古酒。

大老　古酒 多賀 滋賀 9

ハチミツのような甘い香りを含み、15年余りの眠りから覚めた、じっくり醸された古酒。

にごり酒
(120ml)

白川郷　にごり酒　純米 三輪酒造 岐阜 8

どぶろくの製法を生かし、醪（もろみ）そのままの為、非常に濃いにごり酒。おそらく日本で存在する最も濃い味。

にごり酒  月桂冠 京都 7

ほんのりフルーティな香りが感じられ、甘味と酸味が調和した爽やかな味わいが特徴。

ボトル500mlサイズ、アルコール11%。

白川郷　泡スパークリング 三輪酒造 岐阜 ボトル500ml 25

にごり、かつ瓶内二次発酵によるスパークリング酒。繊細な泡とさわやかさを持つエレガントな一本。

特殊酒

かぼスッキリ 浪乃音酒造 滋賀 8

大分県で取れるカボスと日本酒を絶妙なバランスでブレンドした、フレッシュでジュース感覚で飲めるお酒。(8%)

鶴梅　完熟梅酒 平和酒造 和歌山 7

和歌山県の最高級梅と日本酒ベースで造られた梅酒。まったりとしたクリーミー感をお楽しみください。(11%)

ひめぜん 一ノ蔵 宮城 7

極甘口ながら清々しい酸味がきいた飲みやすさが特徴のアルコール8％の新しいタイプのお酒。

軽くお洒落に楽しみたい時にぴったりの日本酒。


