
主要取扱主要商品一覧

年度版

119 宮城 305 宮城 306 宮城

度　数: 16度 度　数: 16度 度　数: 15度

日本酒度: +2.0 日本酒度: +3.0 日本酒度: +1.0

酸　度: 1.6 酸　度: 1.6 酸　度: 1.5

精米歩合: 50% 精米歩合: 50% 精米歩合: 55%

麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 常時在庫 バラ可 1800 取寄せ品 3本以上 1800 取寄せ品 3本以上

720 常時在庫 バラ可 720 取寄せ品 3本以上 720 取寄せ品 3本以上

64 福島 255 福島 75 秋田 65 秋田

度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 15度

日本酒度: +2.0 日本酒度: -1.5 日本酒度: +2.0 日本酒度: +2.5

酸　度: 1.8 酸　度: 1.5 酸　度: 1.8 酸　度: 1.2

精米歩合: 50% 精米歩合: 60% 精米歩合: 60% 精米歩合: 60%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 常時在庫 バラ可 1800 取寄せ品 ｹｰｽ単位 1800 常時在庫 バラ可 1800 取寄せ品 ｹｰｽ単位

720 常時在庫 バラ可 720 取寄せ品 ｹｰｽ単位 720 常時在庫 バラ可 720 取寄せ品 ｹｰｽ単位

54 群馬 66 新潟 683 新潟 78 新潟

度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 14度

日本酒度: +8.0 日本酒度: +3.0 日本酒度: +8.0 日本酒度: +4.0

酸　度: 1.4 酸　度: 1.2 酸　度: 1.2 酸　度: 1.3

精米歩合: 65% 精米歩合: 60% 精米歩合: 70% 精米歩合: 55%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 常時在庫 バラ可 1800 取寄せ品 ｹｰｽ単位 1800 取寄せ品 ｹｰｽ単位 1800 常時在庫 バラ可

720 常時在庫 バラ可 720 取寄せ品 ｹｰｽ単位 720 取寄せ品 ｹｰｽ単位 720 常時在庫 バラ可

勝　山

純米吟醸 火入 純米大吟醸 火入 純米吟醸

※ご注文の際には発注ロットや送料、発送時期等様々な対応がありますので、詳細はお問い合わせ願います。
※蔵元の事情により、ラベルデザイン等の仕様の変更・販売中止の場合があります。
※酒の成分等は、目安としての表示で、変更もあります。

兵庫県外
兵庫県外の全国各地の地酒がありま
す。各地の特徴ある地酒を紹介させて
頂いております

勝　山 勝　山

2023 神戸酒類販売㈱　清酒　主要取扱銘柄主要商品一覧

神戸酒類販売㈱

【　ご注意　】
※こちらは小売酒販免許所有の酒販店様専用サイトです。酒販店様以外からのご注文には対応できませんのでご容赦願います。
※発注ロットがバラ対応・ケース単位受注等の制約がありますのでご注意願います。

山田錦 国産米 国産米

酒造好適米の山田錦を丁
寧に醸した、上品な香り
とお米の旨味がきれいに
調和した、味わい豊かな
食中酒です。

控えめで品のある香りは
程よい果実香で、ソフト
な口当たりとキリッとし
た切れ味の淡麗な味わい
です。

爽やかな心地よい香味が
広がり酸味と米の旨味の
余韻が残ります。

火入

純米吟醸　献（New） 純米大吟醸　レッドラベル 純米吟醸　ホワイトラベル

119 305 306

*人気一 *人気一 春　霞 *秀よし

純米大吟醸 火入 純米吟醸 火入 純米酒 火入

ラインナップ ラインナップ ラインナップ

65
夢の香 五百万石・ﾁﾖﾆｼｷ 美山錦 めんこいな

香り高くしっかりとした
味わいでありながら「お
手頃価格で旨い酒」を実
現した純米大吟醸。辛口
ですが辛すぎず、きれい
な、ほんのりとした甘み
と軽快な後味。

冷酒から燗まで幅広く使
える人気酒造の定番酒。
穏やかな吟醸香、純米な
らではの幅のある味わい
が楽しめる、やや辛口の
酒。

甘みを伴う香り、ジュー
シーな米の味わいとフ
レッシュでしっかりとし
た酸で引きが良くバラン
ス良好なレベルの高い晩
酌酒。 

蔵の中でゆっくりと寝か
せ、熟成した中にフレッ
シュで爽やかな香りとふ
くらみのある味わいで
す。

64 255 75

特別純米 火入

純米大吟醸ゴールド人気 黒人気　純米吟醸 純米酒（ﾋﾟﾝｸ髭ﾛｺﾞ） 特別純米　神代

谷川岳 *越後雪紅梅 *越後雪紅梅 上善如水

純米酒 火入 純米酒 火入 普通酒 火入

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

78
五百万石 新潟県産米 五百万石 国産米

純米酒の限界まで辛口を
追及し、きりっとした味
わいの中に米の旨みが広
がり、日本酒ビギナーか
らベテランまで、幅広く
お楽しみいただけるお酒
です。

米本来の旨味を凝縮し
た、ふくよかで豊かな味
わいの本格派純米酒で
す。

日本酒度+8の辛口・キレ
のある晩酌向けのお酒

軽快で爽やかな喉ごし。
旨味と酸味のバランスが
優れています。

54 66 683

純米吟醸 火入

超辛純米 純米　一心 辛口＋８（普通酒） 上善如水　純米吟醸

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ
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主要取扱主要商品一覧

年度版

※ご注文の際には発注ロットや送料、発送時期等様々な対応がありますので、詳細はお問い合わせ願います。
※蔵元の事情により、ラベルデザイン等の仕様の変更・販売中止の場合があります。
※酒の成分等は、目安としての表示で、変更もあります。

2023 神戸酒類販売㈱　清酒　主要取扱銘柄主要商品一覧

神戸酒類販売㈱

【　ご注意　】
※こちらは小売酒販免許所有の酒販店様専用サイトです。酒販店様以外からのご注文には対応できませんのでご容赦願います。
※発注ロットがバラ対応・ケース単位受注等の制約がありますのでご注意願います。

3 長野 387 長野 664 長野 143 長野

度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 16度 度　数: 16度

日本酒度: +10.0 日本酒度: +4.0 日本酒度: +4.0 日本酒度: +1.8

酸　度: 1.8 酸　度: 1.2 酸　度: 1.7 酸　度: 1.8

精米歩合: 70% 精米歩合: 65% 精米歩合: 59% 精米歩合: 59%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 常時在庫 バラ可 1800 取寄せ品 ｹｰｽ単位 1800 取寄せ品 ｹｰｽ単位 1800 常時在庫 バラ可

720 取寄せ品 4本以上 720 取寄せ品 ｹｰｽ単位 720 取寄せ品 ｹｰｽ単位 720 常時在庫 バラ可

182 長野 396 長野 397 長野 299 長野

度　数: 16度 度　数: 15度 度　数: 16度 度　数: 16度

日本酒度: -3.0 日本酒度: -4.0 日本酒度: -7.0 日本酒度: -8.0

酸　度: 1.9 酸　度: 1.4 酸　度: 1.6 酸　度: 1.8

精米歩合: 49% 精米歩合: 50% 精米歩合: 59% 精米歩合: 70%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 取寄せ品 3本以上 1800 取寄せ品 3本以上 1800 取寄せ品 3本以上 1800 取寄せ品 3本以上

720 取寄せ品 4本以上 720 取寄せ品 4本以上 720 取寄せ品 4本以上 720 取寄せ品 4本以上

69 岐阜 77 石川 717 石川 371 石川

度　数: 15度 度　数: 16度 度　数: 14度 度　数: 17度

日本酒度: +2.0 日本酒度: -1.5 日本酒度: +3.0 日本酒度: ***

酸　度: 1.4 酸　度: 2.5 酸　度: 1.5 酸　度: ***

精米歩合: 55% 精米歩合: 70% 精米歩合: 65% 精米歩合: 50%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 取寄せ品 3本以上 1800 常時在庫 バラ可 1800 取寄せ品 3本以上 1800 取寄せ品 バラ可

720 取寄せ品 4本以上 720 常時在庫 バラ可 720 取寄せ品 10本以上 720 取寄せ品 バラ可

*アルプス正宗 *神　渡 *棚　田 風神雷神

純米酒 火入 純米酒 火入 特別純米 火入

143
ひとごこち ひとごこち ひとごこち ひとごこち

1年中8℃の気温に保たれ
る天然の山の風穴に貯蔵
して、ゆっくりと熟成
し、繊細な味わいと香り
を楽しめます。

長野県産ひとごこちを１
００%使用し、純米酒らし
く米の旨味を十分に味わ
え透明感のあるキレも同
時にご堪能出来ます。

白ワインを思わせる青々
としたフレッシュな香り
と、やや辛口で軽快な飲
み口が特徴です。

純米酒だけ造っている蔵
元です。お米の味わいを
活かしながら、スッキリ
としたお酒に仕上げ、芳
ばしいフレッシュな味わ
いが特徴です。

3 387 664

特別純米 火入

風穴貯蔵純米酒 純米　辛口 特別純米　棚田 特別純米

風神雷神 *勢正宗 *勢正宗 *勢正宗

純米吟醸 火入 純米大吟醸 火入 純米吟醸 火入

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

299
ひとごこち 金紋錦 ひとごこち ひとごこち

長野県産美山錦を49％ま
で磨き、上品な香りとお
米の甘味を両立させた味
わいが特徴の逸品です。

金紋錦ともち米を使用
し、長野県開発酵母で仕
込みました。

ふくよかな味わいと、も
ち米のスッキリした甘み
が特徴。

「旨み」「透明感」に特
徴を持たせた純米酒。

182 396 397

純米 火入

純米吟醸 Gold carp 純米大吟醸火入 Silver carp 純米吟醸火入 Yellow carp 純米　火入

*玉　柏 *菊　姫 *菊　姫 *菊　姫

純米酒 火入 純米酒 火入 純米酒 火入

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

371
ひだほまれ 山田錦 山田錦 山田錦

飛騨誉を自社精米し、長
期低温発酵させました。
マイルドな味わいですっ
きりした酸味が調和して
います。

しっかり造った麹と山廃
酒母で、米の旨味を目一
杯引き出しました。酸味
がしっかり効いた、濃醇
で飲み応えのある男酒で
す。

濃醇旨口タイプが多い菊
姫製品の中で、このお酒
は旨口なのに軽やかで飲
みやすい純米酒です。

永い歳月によって磨き上
げられた、カラメルや黒
糖を連想する甘く芳醇な
香りとなめらかな口当た
り、奥深いコクがありま
す。10年の長期熟成に
よって醸される、複雑で
豊かな風味が感じられる
でしょう。

69 77 717

吟醸酒 火入

純米　玉  柏 山廃　純米酒 先一杯 菊理姫（くくりひめ）

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ
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主要取扱主要商品一覧

年度版

※ご注文の際には発注ロットや送料、発送時期等様々な対応がありますので、詳細はお問い合わせ願います。
※蔵元の事情により、ラベルデザイン等の仕様の変更・販売中止の場合があります。
※酒の成分等は、目安としての表示で、変更もあります。

2023 神戸酒類販売㈱　清酒　主要取扱銘柄主要商品一覧

神戸酒類販売㈱

【　ご注意　】
※こちらは小売酒販免許所有の酒販店様専用サイトです。酒販店様以外からのご注文には対応できませんのでご容赦願います。
※発注ロットがバラ対応・ケース単位受注等の制約がありますのでご注意願います。

76 石川 132 石川 405 石川 712 滋賀

度　数: 16度 度　数: 15度 度　数: 16度 度　数: 15度

日本酒度: +3.0 日本酒度: +5.0 日本酒度: +3.0 日本酒度: ±0

酸　度: 2.0 酸　度: 1.7 酸　度: 1.6 酸　度: 1.4

精米歩合: 60% 精米歩合: 60% 精米歩合: 60% 精米歩合: 60%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 常時在庫 バラ可 1800 常時在庫 バラ可 1800 取寄せ品 ｹｰｽ単位 1800 取寄せ品 ｹｰｽ単位

720 常時在庫 バラ可 720 常時在庫 バラ可 720 取寄せ品 ｹｰｽ単位 720 取寄せ品 ｹｰｽ単位

713 滋賀 570 滋賀 571 滋賀 423 京都

度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 15度

日本酒度: ±0 日本酒度: +3.0 日本酒度: +3.0 日本酒度: +3.5

酸　度: 1.4 酸　度: 1.4 酸　度: 1.5 酸　度: 1.6

精米歩合: 65% 精米歩合: 60% 精米歩合: 70% 精米歩合: 60%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 取寄せ品 ｹｰｽ単位 720 取寄せ品 ｹｰｽ単位 720 取寄せ品 ｹｰｽ単位 1800 取寄せ品 ｹｰｽ単位

720 取寄せ品 ｹｰｽ単位 300 取寄せ品 ｹｰｽ単位 300 取寄せ品 ｹｰｽ単位 720 取寄せ品 ｹｰｽ単位

129 和歌山 130 和歌山 489 大阪 181 大阪

度　数: 17度 度　数: 18度 度　数: 14度 度　数: 15度

日本酒度: ±0 日本酒度: +16 日本酒度: +3.0 日本酒度: +3.0

酸　度: 1.3 酸　度: 1.6 酸　度: 1.5 酸　度: 1.5

精米歩合: 50% 精米歩合: 60% 精米歩合: 65% 精米歩合: 60%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 取寄せ品 ｹｰｽ単位 1800 常時在庫 バラ可 1800 取寄せ品 3本以上 1800 取寄せ品 3本以上

720 取寄せ品 ｹｰｽ単位 720 常時在庫 バラ可 0 *** *** 720 取寄せ品 6本以上

天狗舞 天狗舞 天狗舞 志賀盛

純米酒 火入 純米酒 火入 特別純米 火入

712
五百万石 酒造好適米 山田錦 山田錦

山廃仕込特有の濃厚な香
味と酸味の調和がとれた
個性豊かな純米酒です。

辛さと旨さのバランスの
とれた、食中酒として最
適な純米酒。 豊かな旨味
と酸味がお料理をさらに
引き立て, お酒の色は目
も楽しませてくれます。

低温でじっくりと醸さ
れ、滑らかな口当たりが
特徴。

原料米として、全量山田
錦を使用。ほどよい吟醸
香とふくよかな米の味わ
いが楽しめます。

76 132 405

純米吟醸 火入

山廃仕込　純米酒 純米「旨醇」 COMON　特別純米 純米吟醸　近江龍門

志賀盛 近江ねこ正宗 近江ねこ正宗 玉乃光

純米 火入 純米吟醸 火入 純米酒 火入

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

423
山田錦 山田錦 国産米 国産米

原料米として、全量山田
錦を使用。ふくよかな米
の味が存分に味わえま
す。

猫好きな蔵元が作った日
本酒です。すっきりした
味わいにほんのり広がる
香りの爽やかさがありま
す。

猫好きな蔵元が作った日
本酒です。純米酒ならで
はのコクの深い味わいで
す。

天然の酸味と旨味のバラ
ンスがとれた　すっきり
した飲み口です。

713 570 571

純米吟醸 火入

純米酒　近江龍門 純米吟醸　SHIRONEKO 純米　HACHIWARE 純米吟醸「酒魂」

世界一統 世界一統 *秋　鹿 *秋　鹿

純米吟醸 火入 純米酒 火入 純米酒 火入

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

181
山田錦 山田錦 日本晴 山田錦

フルーティーな吟醸香の
後味で辛さとキレの良さ
が味わえる、素濾過びん
燗急冷のお酒。

全量山田錦を使用した特
別純米酒を超辛口に仕上
げました。スッキリとし
たキレの良さに米の旨味
を醸し出す事で余韻の愉
しめるお酒となりまし
た。

芳醇な旨酒で、冷やで
も、ぬる燗でも美味しい
オールマイティーな おす
すめの純米酒です。純米
ならではのコク,旨みが
たっぷり感じられる贅沢
な味わいです。

しっかりと骨格の強いコ
ク豊かな酒が好みの方に
は是非、味わってみてほ
しい純米酒の定番酒。

129 130 489

純米酒 火入

純米吟醸　南方（みなかた） 超辛口純米　南方（みなかた） 純米酒　千秋 純米酒　摂州能勢

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ
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主要取扱主要商品一覧

年度版

※ご注文の際には発注ロットや送料、発送時期等様々な対応がありますので、詳細はお問い合わせ願います。
※蔵元の事情により、ラベルデザイン等の仕様の変更・販売中止の場合があります。
※酒の成分等は、目安としての表示で、変更もあります。

2023 神戸酒類販売㈱　清酒　主要取扱銘柄主要商品一覧

神戸酒類販売㈱

【　ご注意　】
※こちらは小売酒販免許所有の酒販店様専用サイトです。酒販店様以外からのご注文には対応できませんのでご容赦願います。
※発注ロットがバラ対応・ケース単位受注等の制約がありますのでご注意願います。

188 大阪 178 大阪 179 大阪 180 大阪

度　数: 15度 度　数: 16度 度　数: 15度 度　数: 15度

日本酒度: +1.0 日本酒度: ±0.0 日本酒度: ±0.0 日本酒度: +2.0

酸　度: 1.4 酸　度: 1.3 酸　度: 1.4 酸　度: 1.3

精米歩合: 60% 精米歩合: 50% 精米歩合: 65% 精米歩合: 68%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 取寄せ品 3本以上 1800 常時在庫 バラ可 1800 常時在庫 バラ可 1800 常時在庫 バラ可

0 *** *** 0 *** *** 0 *** *** 0 *** ***

133 島根 59 島根 134 島根 391 広島

度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 14度

日本酒度: +2.0 日本酒度: +9.0 日本酒度: +7.0 日本酒度: +1.0

酸　度: 1.7 酸　度: 1.7 酸　度: 1.6 酸　度: 1.7

精米歩合: 55% 精米歩合: 70% 精米歩合: 60% 精米歩合: 70%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 常時在庫 バラ可 1800 常時在庫 バラ可 1800 常時在庫 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可

720 常時在庫 バラ可 720 常時在庫 バラ可 720 常時在庫 バラ可 720 取寄せ品 バラ可

389 広島 63 愛媛 459 愛媛 253 福岡

度　数: 15度 度　数: 16度 度　数: 15度 度　数: 15度

日本酒度: +2.0 日本酒度: ±0 日本酒度: +6.2 日本酒度: +4.0

酸　度: 1.6 酸　度: 1.1 酸　度: 1.5 酸　度: 1.6

精米歩合: 70% 精米歩合: 60% 精米歩合: 60% 精米歩合: 59%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 6本単位 1800 取寄せ品 6本単位 1800 取寄せ品 3本単位

720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 6本単位 720 取寄せ品 6本単位 720 取寄せ品 3本単位

*天野酒 呉　春 呉　春 呉　春

純米酒 火入 吟醸 火入 本醸造 火入

180
山田錦 赤磐雄町 朝陽 五百万石

口に含んだ時にただよう
ほんのり甘く懐かしいよ
うな香り、米の持つ旨味
とふくよかさをいっぱい
に引き出したお酒です。

特吟は「幻の酒米」と言
われて栽培が難しい晩成
品種の赤磐雄町を約半分
まで磨き低温発酵させて
丁寧に造った特別なお酒
です。

本丸は口当たり滑らか
で、呑み飽きしないスッ
キリタイプですが、ほの
かに口中の広がる旨味と
余韻も佳いです。

呑み飽きしないスッキリ
とした味わいですが、ま
ろやかでほのかに旨味も
あり、普通酒とは思えな
い高品質です。

188 178 179

普通酒 火入

特別純米酒　醴（れい） 特吟 本醸造（本丸） 池田酒

月　山 月　山 月　山 白牡丹

純米吟醸 火入 純米酒 火入 特別純米 火入

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

391
酒造好適米 酒造好適米 酒造好適米 中生新千本

協会1801系酵母を活かし
た酒で香りが太く、芳醇
香は抜群です。キレより
余韻が残る、蔵として一
番力をいれている商品で
す。

月山の定番純米酒です。
辛口なのに芳醇な出雲流
の純米造りを感じる常用
純米酒です。

【ワイングラスで美味し
い日本酒アワード】に
て、最高金賞を獲得した
日本酒です。金賞受賞も
納得の、軽快で優しい香
りと味わいがあります。

柔らかな旨みと酸味のあ
る軽い飲み口が特徴。

133 59 134

純米酒 火入

純米吟醸 芳醇辛口純米 特別純米　出雲 純米酒

純米吟醸 火入

山田錦　純米酒 純米吟醸原酒　酒一筋 里海の環（さとうみのわ） 純米吟醸　吟のさと

白牡丹 *梅　錦 *梅　錦 喜多屋

純米酒 火入 純吟原酒 火入 純米吟醸 火入

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

253
山田錦 山田錦 雄町 吟のさと

酒造好適米『山田錦』を
全量使用し、しっかりと
した膨らみのある麹の旨
味を引き出した山田錦な
らではのコクとキレが特
徴の純米酒です。

原酒ならではの濃厚な香
りとそれに負けない押し
の強い旨みを持つ。

牡蠣殻を使った土壌で栽
培した雄町を使用。芳醇
で旨みのある純米吟醸
酒。

ふくらみのある芳醇な味
わいと、フルーティな吟
醸香が絶妙に調和し、食
中酒として料理を引き立
てます。

389 63 459
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2023 神戸酒類販売㈱　清酒　主要取扱銘柄主要商品一覧

神戸酒類販売㈱
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652 兵/但馬 226 兵/但馬 227 兵/但馬

度　数: 17度 度　数: 15度 度　数: 15度

日本酒度: *** 日本酒度: +4.0 日本酒度: +6.0

酸　度: *** 酸　度: 1.7 酸　度: 1.6

精米歩合: 63% 精米歩合: 68% 精米歩合: 63%

麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 取寄せ品 バラ可 1800 常時在庫 バラ可 1800 常時在庫 バラ可

720 取寄せ品 バラ可 720 常時在庫 バラ可 720 常時在庫 バラ可

323 兵/但馬 579 兵/但馬 585 兵/但馬 176 兵/但馬

度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 16度

日本酒度: +1.0 日本酒度: *** 日本酒度: *** 日本酒度: +2.5

酸　度: 1.6 酸　度: *** 酸　度: *** 酸　度: 1.7

精米歩合: 55% 精米歩合: 68% 精米歩合: 68% 精米歩合: 65%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 常時在庫 バラ可 1800 常時在庫 バラ可 1800 常時在庫 バラ可 1800 取寄せ品 3本以上

720 常時在庫 バラ可 720 常時在庫 バラ可 0 *** *** 720 取寄せ品 6本以上

58 兵/丹波 187 兵/丹波 351 兵/丹波 393 兵/丹波

度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 15度

日本酒度: +2.0 日本酒度: +4.0 日本酒度: +5.0 日本酒度: +4.0

酸　度: 1.2 酸　度: 1.8 酸　度: 1.5 酸　度: 1.5

精米歩合: 60% 精米歩合: 70% 精米歩合: 60% 精米歩合: 65%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 取寄せ品 バラ可 1800 常時在庫 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可

720 取寄せ品 バラ可 720 常時在庫 バラ可 720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 バラ可

兵庫県

兵庫は五国に分けられ、様々な気候風土に
根付いた清酒が造られています。

但　州(香住鶴)

HyogoSake85 五百万石 兵庫北錦

香住鶴の別ブランド名、
但州。原料米「Hyogo
Sake 85」は、但州（但
馬）で栽培した新しい酒
米品種です。重厚で旨味
のある酒質が特徴です。

柔らかい口当たりとまろ
やかな喉ごし。

すっきりした味わいにほ
のかな酸味が心地良いお
酒です。

火入

山廃純米原酒 生酛　純米 山廃　純米

652

近
畿
圏
限
定

226

兵
庫
県
限
定

227

兵
庫
県
限
定

香住鶴 香住鶴

純米酒 火入 純米酒 火入 純米酒

香住鶴 香住鶴 香住鶴 但　馬

純米吟醸 火入 普通酒 火入 普通酒 火入

ラインナップ ラインナップ ラインナップ

176
山田錦 山田錦 山田錦 五百万石

穏やかな吟醸香と旨味の
ある酸がバランスよく調
和し、上品な味に仕上げ
ています。

気品ある香りと豊かな味
わいの「RICH(リッチ)山
廃 香住鶴」

上品で滑らかな味わいの
「SMOOTH(スムース)山廃
香住鶴」

上品で軽快な香りがあ
り、米本来の旨味を生か
したコクと酸味を感じる
やや辛口の純米酒。

323

兵
庫
県
限
定

579

兵
庫
県
限
定

585

兵
庫
県
限
定

特別純米 火入

山廃吟醸純米（化粧箱入） 山廃　RICH（ﾘｯﾁ） 山廃　SMOOTH（ｽﾑｰｽ） 特別純米　但馬　五百万石

奥丹波 奥丹波 鳳　鳴 鳳　鳴

純米吟醸 火入 純米酒 火入 純米吟醸 火入

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

393
五百万石 兵庫北錦 山田錦 五百万石

滑らかな口当たりと、優
しい香りが特徴。

さわやかな酸味と軽快で
あっさりとした旨味が特
徴です。

酒造好適米の五百万石と
山田錦を高精白して醸し
あげた、米の旨味をダイ
レクトに感じる純米吟
醸。穏やかな香りと力強
い口当たりが特徴

深いコクと味わい深いの
日本酒を「田舎酒」と銘
打ち、キレはあるけど味
がある「純米」と、口の
中でふっくらと広がる味
わいの「吟醸」。

58 187 351

純米酒 火入

純米吟醸〈緑瓶〉 純米酒 純米吟醸 田舎酒　純米

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ
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374 兵/摂津 375 兵/摂津 315 兵/摂津 694 兵/摂津

度　数: 17度 度　数: 17度 度　数: 15度 度　数: 15度

日本酒度: +1.0 日本酒度: +1.0 日本酒度: +2.0 日本酒度: +3.5

酸　度: 1.6 酸　度: 2.1 酸　度: 1.6 酸　度: 1.5

精米歩合: 70% 精米歩合: 70% 精米歩合: 60% 精米歩合: 70%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 取寄せ品 バラ可 0 *** *** 1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可

0 *** *** 720 常時在庫 バラ可 720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 バラ可

67 兵/摂津 704 兵/摂津 328 兵/摂津 436 兵/摂津

度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 14度 度　数: 13度

日本酒度: +3.0 日本酒度: +2.0 日本酒度: +2.5 日本酒度: +1.0

酸　度: 1.7 酸　度: 1.5 酸　度: 1.8 酸　度: 1.1

精米歩合: 65% 精米歩合: 70% 精米歩合: 70% 精米歩合: 57%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 常時在庫 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可 1800 常時在庫 バラ可 0 *** ***

720 常時在庫 バラ可 720 取寄せ品 バラ可 0 *** *** 720 取寄せ品 バラ可

1 兵/摂津 175 兵/摂津 56 兵/摂津 68 兵/摂津

度　数: 16度 度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 15度

日本酒度: +4.5 日本酒度: +4.0 日本酒度: +3.0 日本酒度: +3.5

酸　度: 1.5 酸　度: 1.8 酸　度: 1.7 酸　度: 1.8

精米歩合: 70% 精米歩合: 60% 精米歩合: 60% 精米歩合: 60%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 常時在庫 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可

0 *** *** 720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 バラ可

黒松剣菱 黒松剣菱 瀧　鯉 瀧　鯉

本醸造 火入 純米酒 火入 純米吟醸 火入

694
山田錦/愛山 山田錦 国産米 国産米

口いっぱいに広がる力強
い旨みと、同時に駆け巡
る豪快なキレ。甘みと辛
みが絶妙に調和し、互い
の個性が際立つ野性味の
ある口当たりは、飲み応
え十分。

兵庫県産山田錦を使用
し、２年以上熟成させた
酒のみをブレンド。優雅
な香りと、剣菱ならでは
のコクのある円熟な味わ
い。

“米の旨み”をテーマに
開発した、丹波杜氏伝承
の技で醸す純米吟醸酒。
じっくり引き出された米
の旨みとシャープな酸の
余韻が広がります。

米の旨みを十二分に醸し
出した 豊潤な味わいが特
長の辛口純米酒。あっさ
りとして引きのよい辛さ
が特徴。

374

兵
庫
県
限
定

375

兵
庫
県
限
定

315

純米酒 火入

極上黒松剣菱 瑞穂黒松剣菱 純米吟醸　生粋 純米酒　純酒

櫻正宗 櫻正宗 沢の鶴 沢の鶴

特別純米酒 火入 純米酒 火入 特別純米 火入

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

436
山田錦 山田錦 山田錦 山田錦

秋になって香味が整い秋
も丸くなり、酒質が向上
して飲み易くなります。

焼稀とは江戸期、櫻正宗
の上等酒に「稀」の焼印
を押した高級酒の代名詞
でした。兵庫県産山田錦
を100%使用した生一本
（自醸酒100%の純米酒）
です。

「実楽」は山田錦特A地区
の地名です。手間ひまか
けた生酛造りならではの
キレのある旨みときめ細
やかな口当たりが特長で
す

57％まで磨いた山田錦を
使い、きめ細やかでコク
のある味わいを実現。
【兵庫県限定発売品】

67 704 328

純米吟醸 火入

特別純米　宮水の華 焼稀　生一本 特別純米　実楽山田錦 純米吟醸 Kobe1717

菊正宗 道灌・千代田蔵 道灌・千代田蔵 白　鷹

純米酒 火入 特別純米 火入 特別純米 火入

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

68
国産米 国産米 フクノハナ 山田錦

生酛造りで丹念に仕込ま
れた純米酒。生酛特有の
キレと、ふくらみのある
コクが特徴の辛口。

コクがあり、灘特有のキ
レのある辛口に仕上がっ
ています。燗もよしで
す。

兵庫県産フクノハナを１
００％使用した純米酒で
す。一年熟成させた芳醇
な香りと深い味わいをお
楽しみください。

特A地区兵庫県吉川町産の
山田錦を100％使い、上品
な吟醸香と軽快な飲み口
が特徴。

1 175 56

吟醸酒 火入

嘉宝蔵　灘の生一本　生酛純米 不立文字（ふりゅうもんじ） 特別純米　灘の生一本　千代田蔵 吟醸　山田錦

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ
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706 兵/摂津 435 兵/摂津 347 兵/摂津 53 兵/摂津

度　数: 16度 度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 15度

日本酒度: +3.5 日本酒度: +1.0 日本酒度: +2.0 日本酒度: +3.0

酸　度: 2.0 酸　度: 1.6 酸　度: 1.3 酸　度: 1.4

精米歩合: 70% 精米歩合: 55% 精米歩合: 60% 精米歩合: 70%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 取寄せ品 バラ可 箱あり 720 取寄せ品 バラ可 1800 常時在庫 バラ可 1800 常時在庫 バラ可

720 取寄せ品 バラ可 箱なし 720 取寄せ品 バラ可 720 常時在庫 バラ可 720 常時在庫 バラ可

609 兵/摂津 376 兵/播磨 377 兵/播磨 380 兵/播磨

度　数: 15度 度　数: 16度 度　数: 16度 度　数: 15度

日本酒度: +4.0 日本酒度: +3.0 日本酒度: +5.0 日本酒度: +1.0

酸　度: 1.2 酸　度: 1.8 酸　度: 1.5 酸　度: 1.7

精米歩合: 50% 精米歩合: 50% 精米歩合: 60% 精米歩合: 60%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可

720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 バラ可

381 兵/播磨 189 兵/播磨 454 兵/播磨 343 兵/播磨

度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 15度

日本酒度: +2.0 日本酒度: -2.5 日本酒度: +6.5 日本酒度: +3.0

酸　度: 1.8 酸　度: 2.2 酸　度: 1.7 酸　度: 1.6

精米歩合: 60% 精米歩合: 70% 精米歩合: 65% 精米歩合: 60%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

0 *** *** 1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可

720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 バラ可

白　鷹 白　鶴 福　寿 福　寿

特別純米 火入 特別純米 火入 純米吟醸 火入

53
山田錦 白鶴錦 山田錦 山田錦

米の旨味を最大限に活か
した、生酛造りならでは
のキレと力強い飲み口。
灘の生一本の名にふさわ
しい特別純米酒。

リンゴやメロンの様な果
実香があり、まろやかな
甘味、爽やかな酸味と旨
味による芳醇な味わい。
余韻では果実香とチョコ
のようなやさしい香りが
感じられます。

熟した桜桃のような豊か
な香り。フレッシュな果
物と滑らかな米の旨味を
味わえる。

洗練され、フレッシュで
みずみずしい香り。繊細
でソフトなアタックとク
リーンで滑らかな辛口。

706 435 347

純米酒 火入

特別純米　金松白鷹 特撰　翔雲　純米吟醸　白鶴錦 純米吟醸 御影郷　純米酒

福　寿 葵　鶴 葵　鶴 明石鯛

大吟醸 火入 純米酒 火入 特別純米 火入

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

380
山田錦 山田錦 国産米 山田錦

白桃や梨をおもわせるみ
ずみずしい香り。上品で
スムースな口当たりで、
香りの持続性が高い。

華やかな果実香と透明感
溢れた味わい。

ボディがあり、きれいな
後味のやや琥珀色の特別
純米酒。

お米の旨味を存分に堪能
できるバランスの良い、
飲み口がすっきりとした
純米酒。飲む温度帯が冷
と熱燗（35度～50度）ま
で幅広くお楽しみ頂けま
す。

609 376 377

特別純米 火入

大吟醸（化粧箱入） 純米酒　山田錦しずく 特別純米　ふるさと風土記 特別純米

明石鯛 神　鷹 神　鷹 神　結

特別本醸造 火入 純米酒 火入 純米酒 火入

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

343
五百万石 日本晴 HyogoSake85 山田錦

飲み方や一緒に食する食
材を選ばないクセのない
お酒。飲み飽きもするこ
となくスムーズな味わい
をお楽しみ頂けます。五
百万石を６０％精米した
特別本醸造酒です。

室町時代の醸造法で米を
水に浸して乳酸発酵を促
し、酸度を高める全国で
も珍しい製法。口当たり
が柔らかく、綺麗でしっ
かりとした酸とのバラン
スも良く仕上がっていま
す。

料理の味を邪魔しない、
穏やかな香りとキレのあ
る味わい。

やわらかい吟醸香を感じ
ながら一口味わうと、 ほ
んのりとした甘味が薫る
とともに、 爽やかな酸味
が軽快に口一杯に広がり
ます。

381 189 454

純米吟醸 生貯蔵酒

特別本醸造 純米酒　水酛仕込 特別純米　辛口 純米吟醸たましずく(生貯)

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ
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※ご注文の際には発注ロットや送料、発送時期等様々な対応がありますので、詳細はお問い合わせ願います。
※蔵元の事情により、ラベルデザイン等の仕様の変更・販売中止の場合があります。
※酒の成分等は、目安としての表示で、変更もあります。

2023 神戸酒類販売㈱　清酒　主要取扱銘柄主要商品一覧

神戸酒類販売㈱

【　ご注意　】
※こちらは小売酒販免許所有の酒販店様専用サイトです。酒販店様以外からのご注文には対応できませんのでご容赦願います。
※発注ロットがバラ対応・ケース単位受注等の制約がありますのでご注意願います。

344 兵/播磨 630 兵/播磨 631 兵/播磨 349 兵/播磨

度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 15度 度　数: 15度

日本酒度: +1.0 日本酒度: +1.0 日本酒度: +1.0 日本酒度: +3.0

酸　度: 1.7 酸　度: *** 酸　度: *** 酸　度: ***

精米歩合: 60% 精米歩合: 60% 精米歩合: 60% 精米歩合: 70%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 3本以上 1800 取寄せ品 3本以上 1800 取寄せ品 3本以上

720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 6本以上 720 取寄せ品 6本以上 720 取寄せ品 6本以上

363 兵/播磨 154 兵/播磨 57 兵/播磨 544 兵/播磨

度　数: 16度 度　数: 17度 度　数: 15度 度　数: 15度

日本酒度: +6.0 日本酒度: +18 日本酒度: +5.0 日本酒度: +3.0

酸　度: 2.1 酸　度: 2.0 酸　度: 1.7 酸　度: 1.7

精米歩合: 60% 精米歩合: 60% 精米歩合: 70% 精米歩合: 60%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 常時在庫 バラ可 1800 常時在庫 バラ可 1800 常時在庫 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可

720 常時在庫 バラ可 720 常時在庫 バラ可 720 常時在庫 バラ可 720 取寄せ品 バラ可

352 兵/播磨 325 兵/播磨 165 兵/播磨 60 兵/播磨

度　数: 17度 度　数: 15度 度　数: 16度 度　数: 16度

日本酒度: +3.0 日本酒度: +5.0 日本酒度: +1.0 日本酒度: +2.0

酸　度: 1.4 酸　度: 1.6 酸　度: 1.7 酸　度: 1.5

精米歩合: 40% 精米歩合: 65% 精米歩合: 65% 精米歩合: 65%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 常時在庫 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可

720 常時在庫 バラ可 720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 バラ可

神　結 山陽盃 山陽盃 山陽盃

純米吟醸 火入 純米吟醸 火入 純米吟醸 火入

349
酒造用米 兵庫夢錦 兵庫夢錦 兵庫夢錦

程良く香る日本酒らしい
香りと、純米ならではの
旨味やコクのある味わい
が懐かしい。冷やだけで
なく、ぬる燗程度で味わ
うと、米の旨さがさらに
高まります。

華やかな香りと、ふくよ
かで奥行ある味わいの純
米吟醸は、町の誇りであ
る｢千年藤｣をイメージし
てつくられたお酒です。

わずかにいちごの果肉の
ような、甘酸っぱい香り
がします。口当たりはと
てもまろやかで、苦みも
感じず、ほっとする味わ
いです。

70%精米でお米を削りすぎ
ず、柔らかい味わいを残
しています。優しくも芳
醇な旨味を堪能していた
だけます。

344 630 631

純米酒 火入

純米吟醸 播州一献　純米吟醸「千年の藤」 播州一献　純米吟醸「楓のしずく」 播州一献　純米酒

雪彦山 雪彦山 雪彦山 雪彦山

純米酒 火入 純米吟醸 生酒 純米酒 火入

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

544
五百万石 五百万石 山田錦 山田錦

兵庫県産五百万石を100％
使用した山廃純米酒。コ
クのある辛口で深みのあ
るお酒です。

兵庫県産五百万石を100％
使用した山廃純米酒。コ
クのある辛口で深みのあ
る味わいで、山廃特有の
なめらかな酸味が特徴。

兵庫県産山田錦を全量使
用の純米酒は辛口でスッ
キリしたお酒です。純米
でありながら吟醸香も感
じられるお酒です。

米の旨味を感じられる当
蔵のスタンダード酒で
す。穏やかな香りなので
冷酒から燗までお楽しみ
いただけます。

363 154 57

純米吟醸 火入

山廃純米 純米　鬼辛 純米酒 純米吟醸

龍　力 龍　力 龍　力 龍　力

大吟醸 火入 特別純米 火入 特別純米 火入

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

60
山田錦 山田錦 山田錦 五百万石

兵庫県特Ａ地区産山田錦
を100％使用した、龍力を
代表する大吟醸酒です。
1979年の発売以来、40年
以上変わらず愛されてい
るお酒です。

後口はとてもすっきりと
しながらも、山田錦の持
つ、柔らかな味わいを合
わせ持った辛口酒に仕上
がっています。

生酛特有の深みのある酸
が重厚な味わいとなりま
す。生酛とは酵母培養時
の乳酸を添加せず自然に
生成させる釀造技術で
す。

熟成古酒と新酒のブレン
ドで、濃醇さと軽快さを
併せ持つ純米酒です。

352 325 165

純米酒 火入

大吟醸　米のささやき 特別純米　播州辛口 特別純米　生酛仕込 特別純米　ドラゴン緑

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ
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※ご注文の際には発注ロットや送料、発送時期等様々な対応がありますので、詳細はお問い合わせ願います。
※蔵元の事情により、ラベルデザイン等の仕様の変更・販売中止の場合があります。
※酒の成分等は、目安としての表示で、変更もあります。

2023 神戸酒類販売㈱　清酒　主要取扱銘柄主要商品一覧

神戸酒類販売㈱

【　ご注意　】
※こちらは小売酒販免許所有の酒販店様専用サイトです。酒販店様以外からのご注文には対応できませんのでご容赦願います。
※発注ロットがバラ対応・ケース単位受注等の制約がありますのでご注意願います。

395 兵/播磨 326 兵/播磨 166 兵/播磨 341 兵/播磨

度　数: 16度 度　数: 16度 度　数: 16度 度　数: 17度

日本酒度: +5.0 日本酒度: +3.0 日本酒度: ±0 日本酒度: +3.0

酸　度: 1.2 酸　度: 1.6 酸　度: 1.3 酸　度: 1.8

精米歩合: 60% 精米歩合: 65% 精米歩合: 65% 精米歩合: 55%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可 0 *** ***

720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 6本単位

342 兵/播磨 203 兵/播磨 471 兵/播磨 353 兵/播磨

度　数: 17度 度　数: 16度 度　数: 16度 度　数: 15度

日本酒度: +3.0 日本酒度: +3.0 日本酒度: +1.0 日本酒度: +1.0

酸　度: 1.8 酸　度: 1.9 酸　度: 1.6 酸　度: 1.2

精米歩合: 55% 精米歩合: 75% 精米歩合: 60% 精米歩合: 50%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 取寄せ品 6本単位 1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 バラ可

720 取寄せ品 6本単位 720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 バラ可

354 兵/播磨 398 兵/淡路 357 兵/淡路 70 兵/淡路

度　数: 16度 度　数: 16度 度　数: 15度 度　数: 15度

日本酒度: -5.0 日本酒度: +4.0 日本酒度: +3.0 日本酒度: +14

酸　度: 1.5 酸　度: 1.1 酸　度: 1.3 酸　度: 2.1

精米歩合: 60% 精米歩合: 40% 精米歩合: 60% 精米歩合: 65%

麹　米: 麹　米: 麹　米: 麹　米:

1800 取寄せ品 バラ可 1800 取寄せ品 3本以上 1800 取寄せ品 3本以上 1800 取寄せ品 3本以上

720 取寄せ品 バラ可 720 取寄せ品 3本以上 720 取寄せ品 3本以上 720 取寄せ品 3本以上

龍　力 龍　力 龍　力 ＊忠臣蔵

純米吟醸 火入 特別純米 火入 純米酒 火入

341
兵庫錦 山田錦 山田錦 山田錦

「兵庫錦」を100％使用。
山田錦と同様の味わいの
滑らかさがあるが、香り
の少ないという特徴があ
り、「味わいのある辛
口」を表現してくれま
す。

昔ながらのお酒の味わい
は、お燗で力を発揮しま
す。味わいがしっかりし
たお酒ができる昭和の時
代のお酒の仕込み配合を
ベースに仕込んでいま
す。

「山田錦」を20%使用して
コク味を、「五百万石」
を80%使用し、軽快さを表
現しました。パイナップ
ル系の吟醸香、純米酒特
有の米の旨味がありま
す。

山田錦を55％に精米し、
丁寧に仕込んだ、なめら
かでやわらかな日本酒本
来の味わい。

395 326 166

純米吟醸 火入

純米吟醸　ドラゴン黒 特別純米　ドラゴン赤 純米酒　ドラゴン３ 純米吟醸

＊忠臣蔵 富久錦 富久錦 八重垣

純米酒 火入 純米酒 火入 純米吟醸 一つ火

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

353
兵庫夢錦 兵庫夢錦 兵庫夢錦 山田錦/五百万石

酒母を山廃仕込みにした
昔ながらの製法。厚みの
ある味わいと、コシの強
さを堪能して。

蔵内の自然な乳酸菌を取
り込み、時間をかけて育
成する生酛古式醸造法。
深みのある複雑な味わい
が特徴。

軟水仕込みの純米吟醸。
ふくよかでクセのない辛
口純米吟醸。

山田錦と五百万石を丹念
に醸した純米大吟醸酒で
す。伝承の技が華やかな
香り、まろやかな味わい
を奏でます。

342 203 471

純米大吟醸 火入

山廃純米 生酛純米「播州古式」 純米吟醸　播磨路 純米大吟醸『青乃無』

純米酒 火入

純米吟醸　褒紋 大吟醸　凛美 山廃純米　雲乃都美人 山廃純米「超辛口」

八重垣 都美人 都美人 都美人

純米吟醸 火入 大吟醸 火入 純米酒 火入

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

ラインナップ ラインナップ ラインナップ ラインナップ

70
雄町 山田錦 山田錦 五百万石

酒造好適米「雄町」を全
量使用した純米吟醸酒で
す。やさしい甘みの奥に
上品な吟醸香を感じるこ
とができます。

山田錦を40％まで精米,厳
寒期に少量を低温発酵で
仕込みました。気品あふ
れる風味はお酒の芸術
品。 自然風味にこだわ
り,ろ過処理をしておりま
せん。

酸を帯びた多様な味わい
の要素が山廃仕込み特有
の深みのある香り。 厚み
のある枯淡とした辛口
酒。

もっともっと辛口の純米
が飲みたい方にオスス
メ。

354 398 357
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