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品名 価格 数量 品名 価格 数量
純米吟醸　まんさくの花　吟丸 1,450 福乃友  純米吟醸酒  冬樹 1,490
特別純米酒  うまから  まんさく 1,250 福乃友  純米吟醸原酒　又右ェ門蔵 1,300
純米酒  まんさくの花 1,210 福乃友  純米吟醸　秋田めし 1,320
特別本醸造  まんさくの花 970 福乃友  純米吟醸  神宮寺 1,230
天寿  純米吟醸 1,340 福乃友  60  純米 970
天寿  純米酒 1,110 吟醸  喜久水  縄文能代 1,510
天寿  燗上がり純米酒 990 喜久水  特別純米酒  喜⼀郎の酒 1,300
出羽鶴  純米大吟醸　飛天の夢 1,470 喜久水  純米  だびょん 960
出羽鶴  純米吟醸　羽ばたきラベル 1,160 喜久水　本醸造  三本線能代 1,330
出羽鶴  純米酒  羽ばたきラベル 970 銀鱗  純米吟醸  ⻯乃涙 1,250
出羽鶴  生もと仕込み  純米酒 970 銀鱗  純米こまち美⼈ 990
太平山  純米吟醸  澄月 1,320 銀鱗  みなと⼟崎 810
太平山　純米吟醸55 1,000 千歳盛　純米酒　左多六 1,170
太平山  生もと純米  神月 1,040 千歳盛  純米酒  おらどの酒 880
千代緑  純米大吟醸　UTｰ1 1,540 千歳盛  特別本醸造  宇現響 1,170
千代緑  純米大吟醸　No.12 1,540 千歳盛  大湯古代米  万座の舞 1,200
千代緑  純米大吟醸　SP 1,540 出羽の富⼠　純米吟醸60　雪国酵⺟仕込み 1,630
千代緑  純米大吟醸　酒こまち 1,540 出羽の富⼠　純米酒 1,480
千代緑  純米吟醸  ⼀ノ渡 1,500 出羽の富⼠  原酒  芳春 1,290
千代緑  純米吟醸　Rｰ5 1,400 出羽の富⼠  本醸造辛口　久兵衛 720
千代緑  花影庵　吟醸 1,370 秋田誉  秋田美⼈  吟醸 1,600
千代緑  純米酒　花影庵 1,330 秋田誉  特別純米酒 1,470
両関  純米吟醸 1,450 秋田誉  秋田美⼈純米酒 1,270
両関  山廃仕込　特別純米酒 1,320 秋田誉  純米酒  雪灯籠 1,160
両関  純米酒 1,170 奥清水  吟醸 1,310
両関  本醸造  冷⽤酒 1,070 奥清水  純米酒 1,030
飛良泉  純米大吟醸　はま⽮酵⺟ 1,480 奥清水  本醸造 940
飛良泉  純米大吟醸  1801 1,480 朝乃舞  純米酒  田从　箱無 1,370
飛良泉  純米大吟醸　UTｰ2 1,480 爛漫  みちのく吟醸  花爛漫 1,240
飛良泉　山廃純米　マル飛No.15 1,480 爛漫　純米大吟醸　⾹り爛漫 1,230
飛良泉  山廃純米　マル飛No.77 1,480 爛漫　純米吟醸　⾹り爛漫 960
飛良泉　山廃純米　マル飛No.24 1,480 爛漫　純米酒　⾹り爛漫 800
飛良泉  山廃純米酒  ⻑享 1,400 爛漫  美酒爛漫　特別純米酒 1,170
飛良泉  山廃本醸造  にかほ蔵 1,200 爛漫  とびっきり⾃然な純米酒 1,150
天の⼾　純米大吟醸45 1,420 爛漫  純米まなぐ凧　720ml 820
天の⼾  特別純米酒  美稲 1,380 爛漫  本醸造  生もと特醸 930
天の⼾  純米  醇辛 1,350 福小町  純米吟醸 1,450
天の⼾  純米酒　吟泉 980 福小町  辛口純米酒 1,020
⾦紋秋田　熟成古酒「山吹ブレンド」 1,630 八重寿  大吟醸  白神山地の四季 1,660
⾦紋秋田　純米酒　あめつち 1,560 八重寿　特別純米酒　白神山地の四季 1,130
⾦紋秋田　X3 三倍麹仕込み純米酒 1,450 八重寿　純米酒雪中貯蔵　白神山地の四季 1,020
⾦紋秋田　⻩⾦の四年完熟酒 新聞紙包み 1,110 八重寿　美山錦　純米酒　白神山地の四季 1,050
大納川  吟醸純米酒 1,450 雪の茅舎  純米吟醸　秘伝山廃（少量） 1,640
大納川  特別純米酒 1,350 雪の茅舎  純米吟醸（少量） 1,450
大納川  純米酒  穂円 1,160 雪の茅舎  山廃純米 65%（少量） 1,170
大納川  本醸造  山内杜氏 1,150 雪の茅舎  山廃本醸造（少量） 980

秋田の酒　720ml　厳選 1個口12本まで、すべて混載可、関東までの送料750円、消費税別


