
酒番号 注 都道府県 酒名 酒質 コメント
1 秋田 やまとしずく 山廃純米酒 程良い酸味が口中に広がり、山廃ならではの旨さが膨らみます。
2 栃木 鳳凰美田 純米大吟醸 夢ささら 生 栃木県産米夢ささら米を醸した芳醇で、滑らかな味わいが楽しめる一本
3 岐阜 二兎 雄町五十五 純米吟醸生原酒 透明感のあるクリアな飲み口とバランスの取れた旨味が楽しめます。
4 宮城 乾坤一（けんこんいち） 純米吟醸 雄町 凜とした味わいの中に米の旨さを楽しませる切れ味抜群の一本。
5 青森 豊盃 純米 ん 上品な香りや綺麗な飲み口で柔らかな旨みと程よい酸味が広がます。
6 三重 田光（たびか） 純米吟醸 山田錦 無濾過生原酒 口中で感じるしっかりした膨らみとキレ味を持つ味わい深い一本。
7 青森 陸奥八仙 特別純米 赤ラベル 直汲み生 この蔵ならではの香りの良さと米の旨味が楽しめる仕上がり。
8 秋田 ゆきの美人 純米しぼりたて生原酒 米の旨味を楽しませながら、新鮮味に溢れる仕上がりです。
9 岩手 赤武（あかぶ） 純米 この酒ならではの米の香りと旨味、酸がスッと切れる食中向け。

10 秋田 まんさくの花 特別純米 うまから 米の旨味をしっかり感じさせながらキレの良さを楽しませる一本。
11 福島 斬九郎 山恵九ノ一 純米 生原酒 鮮烈で力強い酸味を持ち、燗することで豆類のような香り、旨みが楽しめます。
12 新潟 Takachiyo59 純米吟醸 雄町 張りのある味わいと華やぐ香りが楽しめる銘醸蔵が贈るシリーズ酒。
14 秋田 花邑（はなむら） 純米 生 仕上がりの深味を感じさせ、上品さと力強さを併せ持つ一本。
15 残少 栃木 松の寿 純米吟醸 五百万石 生 雫ラベル ほのかな甘さを楽しませながら、喉越しの綺麗な仕上がりの酒。
16 兵庫 琥泉 純米吟醸 しぼりたて 新鮮味に溢れた仕上がりの良さが楽しめる一本です。燗酒もお勧め。
17 愛知 醸し人九平次 純米大吟醸 雄町 雄町米の良さを引き出し、旨味と酸味のバランスの良い仕上がり。
18 茨城 結（ゆい） 純米吟醸 まっしぐら 生 酸味のバランスが味わい深さを楽しませてくれる仕上がりです。
19 福島 仁井田自然酒 純米吟醸 めろん 3.33 仕込配合を変えてメロンのような芳醇な香りとバランス良い甘味と酸味を持つ。
20 秋田 白瀑（しらたき） 山本 純米吟醸黒ラベル酒こまち 山本杜氏が栽培から搾りまで一貫して手懸けるこの蔵の銘醸酒。旨い。
21 千葉 東魁盛（とうかいさかり） 純米吟醸 五百万石 五百万石ながら酸味は控えめでスムースな口当たりを持つ酒。
22 茨城 結（ゆい） 特別純米 一番星亀口 キレの良い仕上がりが楽しめ、酸味を活かした味わいが格別な一本。
23 長野 直虎 純米吟醸 生原酒 彗星米 ほのかに香りをたて、米の旨味とキレの良さが楽しめる仕上がり。
24 山形 楯野川 純米大吟醸 渓流 爽辛 爽快感を楽しめる仕上がりで返り香に微かに米の旨味を残す仕上げ。
25 山形 三十六人衆 純米吟醸 人気急上昇中。ほのかな香りと旨味、爽やかな喉越しが楽しめる一本。
26 愛媛 賀儀屋（かぎや） 限定選抜 純米 無濾過生原酒 造り手が選んだタンクから無調整で瓶詰め。キレ味豊か、味わい深し。
27 福島 奈良萬 純米 中垂れ 米の旨味を楽しませ、程良い膨らみが飲み手を楽しませてくれます。
28 兵庫 龍力 特別純米 生酛 山田錦 この蔵ならではの味わいの良さが口中から喉越しに掛けて楽しめます。
29 長野 佐久の花 生酛純米 14度 生酛の旨さを楽しめ、柔らかな酸味が癖になる一本です。
30 残少 福井 梵（ぼん） 純米吟醸 ときしらず 長期氷温熟成酒とのブレンド酒で食との相性抜群。旨さに酔いしれます。
31 大分 ちえびじん 特別純米酒 八反錦米 ほのかに香り、米の旨味を楽しませ、程良い酸味が味わいを伝える仕上がり。
32 埼玉 花陽浴 純米吟醸生原酒 雄町 上品な香りの中に隠れる張りのある味わいが飲み手を魅了する仕上がり。
33 推奨 滋賀 笑四季（えみしき） 笑四季劇場ナイトクルージング純米吟醸 花酵母の胡蝶蘭を使用し、飲み口は甘口、喉越しでキレの良さを感じます。
34 推奨 滋賀 笑四季（えみしき） 笑四季劇場 薄紅色の葛藤 花酵母のサクラを使用。単なる甘口ではなくほろ苦さと酸味を楽しめます。
35 富山 林 純米吟醸 五百万石 生 旨味を楽しませながら、軽快な飲み心地を楽しませる新旗手たる一本。
36 残少 栃木 鳳凰美田 純米大吟醸 愛山 荒走押切合併 濃醇な味わいの中にほのかに感じさせる米の甘さが抜群の一本。
37 秋田 春霞（はるがすみ） 純米生原酒 赤ラベル 柔らかな旨味があり、柔らかな酸が味わいを引き締める食中酒。

本日の［試飲倶楽部］ラインナップ　※番号、または酒名でお申し付けください。また、それぞれの酒は盃に一杯、お代わりはできません。また、燗酒はお時間をいただきます。ご了承ください。
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38 秋田 美酒の設計 純米吟醸 生 キレのある味わいの中に米の旨味を閉じ込めて含み香と返り香を楽しませます。
39 新潟 たかちよ 純米 スカイブルー 上質な米の旨さを楽しませ、程良いキレ味を持たせ、食との相性も抜群。
41 新潟 雅楽代（うたしろ） 花明かり（特定名称は名乗らず） 新鮮味に溢れ、春らしく軽やかながら、マスカットのような甘さあり。
42 推奨 岐阜 津島屋 純米吟醸 美山錦 生 張りのある飲み口ながらも米の旨味を楽しめる仕上がり。
43 佐賀 七田 純米 無濾過 生 おりがらみ キレの良さときれいな喉越しが楽しめる上品な仕上がり。微発泡もあり。
44 広島 西條鶴 純米大吟醸 日々精進 酒醸 6号酵母使用。香り、米の旨味を感じさせ、スッと切れる飲み心地。
45 長崎 福田 純米吟醸 山田錦 生 やんちゃさと上品さという二律背反を持つ新興勢力の酒。
46 兵庫 奥播磨 純米 おりがらみ 米の旨味を感じさせながら、芯のしっかりした味わいが楽しめる一本。
48 京都 玉川 山廃本醸造 ひやおろし 柔らかな口当たりを持ちながらも芯の太さを感じさせる酒。
49 埼玉 花陽浴（はなあび） 純米吟醸 山田錦 生原酒 山田錦の力強さを持ちながら滑らかな喉越しを楽しませる仕上がり。
50 愛知 義侠 純米60 直詰 芯の太さを楽しませ、飲み心地抜群の仕上がりを持つ銘醸酒。
52 山梨 七賢 純米吟醸 一番しぼり 生 ほのかに香りを立たせながら滑らかな喉越しが楽しめる仕上がり。
53 秋田 白瀑（しらたき） 山本 ストロベリーレッド 上品な香りと甘酸っぱさは白麹によるもの。紅苺の印象も伝わります。
54 秋田 天の戸 純米吟醸 亀の尾 生 柔らかな口当たりながら、しっかりした芯を感じさせる仕上がり。
55 山形 栄光冨士 夏辛口純米 風刃 米の旨味を極力削り、飲みやすさを追求した仕上がりが楽しめます。
56 岐阜 射美（いび） 純米吟醸 生 米の旨味を楽しませながら、深味と芯の太さを持つ人気酒。
57 群馬 流輝（るか） 純米吟醸槽しぼり 山田錦 生 新鮮味に溢れ、軽やかながらも深味のある味が楽しめる一本。
58 岐阜 竹雀 純米 槽口直汲 生 米の旨味と酸味の調和が抜群。キレる味わいが楽しめる一本。
59 新潟 あべ 純米吟醸 楽風舞 おりがらみ 生 米の旨味と程良い酸味の調和から旨さが際立つ人気酒の一本。
60 群馬 結人（むすびと） 純米吟醸 夏 あらばしり 米の旨味を楽しませながら、キレの良い仕上がりが楽しめます
62 香川 川鶴 別誂 特別純米 直汲 米の旨味と控えめな香りが食中酒としての味わいを楽しませます。
63 山口 貴 特別純米 60 辛口仕立ての中に米の旨味を閉じ込めた調和の取れた仕上がり。
64 千葉 不動 純米超辛口 無炭素濾過一度火入れ 酒本来の力強さと旨味を膨らみと共に楽しむことができる一本。
65 宮城 綿屋 特別純米 美山錦 火入れ 華やぐ香りと喉越しの良さを楽しませる味わい深い仕上がりです。
66 秋田 雪の茅舎（ぼうしゃ） 純米吟醸 生 新鮮味溢れる仕上がりの中に伸びやかな味わいを楽しませる仕上がり。
67 神奈川 天青（てんせい） 純米吟醸 千峰 口中での膨らみを持ちながら喉に染み込むように消える仕上がり。
68 三重 酒屋八兵衛 山廃純米 無濾過 生 程良い酸味と無濾過ならではなの味わい深さが楽しめる一本。
69 残少 福井 白龍 純米吟醸 無濾過直汲 生原酒 深味のある味わいと米の旨味を感じさせる一本。燗酒もお勧め。
70 長野 信州亀齢 純米吟醸 山田錦 無濾過生原酒 綺麗な味わいを楽しませ、米の旨味が膨らむこの蔵ならではの仕上がり。
71 福島 樂器正宗 純米吟醸 播州山田錦 旨味と酸味の調和が本醸造よりも落ち着いた味わいを持つ仕上がり。
72 石川 手取川 吉田蔵 山廃純米 無濾過原酒 火入れ 米の旨味が口中で膨らみ、程良い酸味が飲み口を引き締めます。
73 岐阜 百春 純米吟醸 雄山錦 美濃囲い直汲 米の旨味を楽しませ、仕上がり全体がやさしさを感じさせます。
74 滋賀 北島 大入り!ひっぱりだこ 純米吟醸生 どんな料理とも相性が良い仕上がりで、旨味と香りを楽しめます。
75 茨城 森嶋 雄町 純米大吟醸しぼりたて生原酒 艶やかな透明感を持ち、雄町特有の膨らみが楽しめる仕上がり。
76 長野 鼎（かなえ） 夏のおりがらみ 柔らかな口当たりで米の旨味を感じさせるキレ味の良い一本です。
77 山形 山法師 純米旨口生 遠心分離 綺麗な仕上がりで定評のあるこの蔵がさらに旨さと喉越しを増しています。
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78 福島 会津中将 特別純米 うすにごり 生 微かなガス感を感じさせながら口中で広がる旨味と酸味の絶妙な仕上がり。
79 福島 自然郷（しぜんごう） 芳醇純米 マスカット系の華やかな香り、繊細な味わいが特徴の仕上がり。
80 広島 天寶一（てんぽういち） 山田錦 純米吟醸 生攻め 上品で落ち着きのある香り、攻めならではの凝縮した旨みが抜群。
81 島根 月山（がっさん） 純米吟醸 涼香 喉越しの良さが抜群の仕上がりで飲み手を魅了する味わい。
82 推奨 鳥取 千代むすび 純米吟醸 強力50 凜とした力強さを口中で感じさせ、喉越しの良さが抜群。
83 富山 林 純米吟醸 山田錦 生 山田錦米本来の味わいを楽しませ、その醍醐味が堪能できる一本。
84 長野 大信州 純米吟醸 夏のさらさら キレの良い仕上がりを楽しませる夏酒としての仕上がり上手。
85 残少 栃木 姿 純米吟醸無濾過生原酒 雄町 雄町の上品さが染み込むような仕上がりを持ち、綺麗な仕上がり。
86 残少 栃木 姿 純米吟醸 原酒 生塾瓶火入れ 爽やかさを持ちながら、上品な味わいが愉しめる一本。
87 神奈川 残草蓬莱 純米吟醸 薄濁り生 クイーン 弾けるほどの新鮮味と力強さを持ち、微発泡感たっぷりの一本です。
89 島根 王禄 燗熟造り 綺麗な酒ながらも、芯のしっかりした飲み心地を楽しめます。
90 青森 田酒 特別純米酒 山廃仕込 米の旨味を楽しませながら、程良い酸味が絶品の食中酒です。
91 鳥取 日置桜（ひおきざくら） 純米酒：常温酒 深味のある味わいが楽しめる定番的な銘醸酒 。燗酒もお勧め。
93 茨城 稲里 純米 熟成出荷：常温酒 酒蔵の中で静かに寝かせた数種類の原酒をブレンド、熟成酒ならでは旨さ。
94 千葉 不動 水酛 純米 生原酒 透明感がありながらも七号酵母の力強さを感じさせる仕上がり。
95 残少 山形 山形正宗 生酛純米酒 1898 赤磐雄町 1.8L：常温酒 生酛ならではの味わい深さが楽しめる一本。燗酒、常温をどうぞ。
96 残少 栃木 惣誉（そうほまれ） 生酛仕込 特別純米：常温酒 生酛仕込。純米酒特有の甘みと旨みが楽しめる。燗酒、常温推奨。
97 岡山 大典白菊 純米吟醸 山田錦 55 直汲 R2BY版で、仄かに立つ香り、滑らかな喉越し。旨さに張りがある一本。
98 岡山 大典白菊 トリプルA 純米直汲生 3種の米で醸し、米の甘味を残し、新鮮味溢れる仕上がりの酒。
99 岡山 大典白菊 生酛純米 雄町七十 29BY 火入れ原酒 雄町とは思えない力強さがある生酛酒。芯の太さを味わえます。

100 長野 鼎（かなえ） 純米吟醸 契約栽培米 まろやかな口当たりの中に米の旨味を味わえる旨口酒です。
103 残少 神奈川 昇龍蓬来 生酛特別純米 美山錦60 Type-HG 生酛ならではの力強さと酸味のバランスの良さが楽しめます。
104 奈良 篠峯 ろくまる 八反錦 生 メロンのような上品な甘み、心地よい酸と柔らかな旨味とのバランスが絶妙
105 推奨 岡山 大典白菊 純米吟醸 山田錦 55 凜とした味わいの中に力強さを感じさせる山田錦らしい味わい。
106 推奨 岡山 大典白菊 純米吟醸 朝日米 55 キレの良い仕上がりの中に米の旨味、甘味を感じさせる一本。
107 推奨 岡山 大典白菊 純米吟醸 雄町米 55 雄町米ならではの静かな華やかさを感じさせる上質の仕上がり。
108 推奨 岡山 大典白菊 純米 造酒錦米 綺麗なキレ味と米の旨味を併せ持つ飲み飽きしない旨さを持つ酒。
109 推奨 岡山 大典白菊 純米 白菊米 やさしい口当たりと米の旨さを楽しませる綺麗な酒です。
111 三重 瀧自慢 酒門限定 旨辛純米 JAPAN PROUD 柔らかさと酸味のバランスを楽しませる仕上がりの良さが好評。
112 推奨 佐賀 天吹 大吟醸 新米新酒 生 冬色 オシロイバナ酵母を使用し、自然な甘みと優雅で華やかな香りが楽しめます。
113 推奨 佐賀 天吹 純米吟醸 恋するバナナ 生 バナナ酵母を使用し、その香りと甘みが口中に広がり、後切れの良い一本。
114 推奨 佐賀 天吹 冬に恋する純米大吟醸 洋なし系の香りと自然の甘味と旨みが広がり余韻を残さず消える仕上がり。
117 残少 神奈川 いづみ橋 純米吟醸しぼりたて生 新鮮味とキレの良さが光る味わい深さと綺麗な造りが美事な酒。
120 残少 千葉 総乃寒菊（ふさのかんぎく） 銀酒 純米吟醸生 新境地を開くべく試みた銘醸蔵の味わいは飲み手を楽しませます。
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