
純米原酒 火入 19度 純米酒 火入 15度

ｵﾏﾂﾘｶｰﾌﾟ純吟無濾過
生原酒おりがらみ

SummerCarp純米吟醸
無濾過生原酒

山廃純米原酒
【呑切原酒】

純米「旨醇」

純米吟醸 生原酒 13度 純米吟醸 生原酒 16度

石川 天狗舞

101 278 204 132

長野 勢正宗 長野 勢正宗 石川 菊　姫

純米酒 生貯蔵 15度 特別純米 火入 16度

純米無濾過生酒 純米 生貯蔵酒
純米生貯蔵酒

夏誂純米
特別純米

純米酒 生酒 15度 純米酒 生貯蔵 14度

長野 風神雷神

622 508 279 143

長野 アルプス正宗 長野 アルプス正宗 長野 神　渡

純米酒 火入 10度 吟醸 一つ火 15度

純米吟醸原酒
Hideyoshi Cloud

純米吟醸　生酒 ロック酒 by Jozen　純米 夏吟醸　涼

純吟原酒 火入 16度 純米吟醸 生酒 15度

群馬 谷川岳

418 507 142 280

秋田 秀よし 新潟 越後雪紅梅 新潟 上善如水

本サイトは酒類販売免許所有
の酒販店様専用サイトです。
酒類販売免許をお持ちでない
方への販売は行っておりませ
ん。価格や購入については最
寄りの酒販店様へお問い合わ
せ願います。

純米吟醸　献（New） 夏生純米吟醸 純米酒（ﾋﾟﾝｸ髭ﾛｺﾞ）

純米吟醸 火入 16度

神戸酒類販売株式会社

2023夏の陣
宮城 勝　山 福島 人気一 秋田 春　霞

純米吟醸 生酒 16度 純米酒 火入 15度

119 287 75
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純米酒 生貯蔵 13度 純米酒 生酒 15度

純米吟醸　播磨路
純米生原酒

千代田蔵ﾌｸﾉﾊﾅ
純米　涼風しぼりたて

純米生酒
「御影郷」夏辛

純米吟醸 一つ火 16度 純米酒 生酒 17度

兵/摂津 福　寿

471 205 288 452

兵/播磨 富久錦 兵/摂津 道灌・千代田蔵 兵/摂津 櫻正宗

純米吟醸 生貯蔵酒 15度 純米吟醸 生酒 16度

純米吟醸　自然酒
□土酒

純米吟醸　生貯蔵酒
純米吟醸たましずく

(生貯)
純米吟醸生酒　涼夏

純米吟醸 火入 15度 純米吟醸 生貯蔵 15度

兵/播磨 葵　鶴

138 514 343 513

兵/丹波 奥丹波 兵/丹波 鳳　鳴 兵/播磨 神　結

純米吟醸 火入 15度 純米吟醸 火入 15度

吟醸生貯蔵酒 純米生酒
純米吟醸　自然酒

〇陽酒
純米吟醸　自然酒

△雨酒
吟醸 生貯蔵 15度 純米 生酒 16度

兵/丹波 奥丹波

184 157 121 695

大阪 國乃長 兵/丹波 奥丹波 兵/丹波 奥丹波

純米酒 火入 18度 純米酒 火入 15度

純米吟醸　夏生
祝100%

純米吟醸　涼
生貯蔵酒

超辛口純米　南方
（みなかた）

純米酒　摂州能勢

純米吟醸 生酒 16度 純米吟醸 生貯蔵 14度

大阪 *秋　鹿

512 511 130 181

京都 玉乃光 京都 玉乃光 和歌山 世界一統
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純米吟醸 火入 14度 純米吟醸 火入 15度

広島八反　純米大吟醸
原酒

里海の環
（さとうみのわ）

純米吟醸　喜多屋
夏酒

純米吟醸　喜多屋SEASONS
SUMMER

純米大吟醸 火入 15度 純米吟醸 火入 15度

福岡 喜多屋

623 459 141 403

広島 白牡丹 愛媛 梅　錦 福岡 喜多屋

山廃純米 生原酒 17度 純米 一つ火 15度

山廃純米 純米　夏の生貯蔵
山廃純米　雲乃都美人

無濾過生原酒
涼夏　純米

純米酒 火入 16度 純米酒 生貯蔵 15度

島根 月　山

363 190 269 164

兵/播磨 雪彦山 兵/播磨 雪彦山 兵/淡路 都美人

純米酒 火入 15度 純米酒 生酒 16度

純米吟醸　ドラゴン黒
〈生〉

純米吟醸『　夏純吟　』 純米酒　『　夏純米　』
純米「ドラゴン3」

〈生〉
純米吟醸 生酒 16度 純米吟醸 火入 16度

兵/播磨 龍　力

49 402 173 496

兵/播磨 龍　力 兵/播磨 龍　力 兵/播磨 龍　力

純米酒 生酒 17度 純米酒 生酒 14度

純米原酒
夏のロック酒

酒草子　夏は夜
純米無濾過生原酒

水酛仕込
純米ドラゴン

ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ【生】
純米酒 火入 17度 純米吟醸 一つ火 15度

兵/播磨 龍　力

515 654 168 144

兵/摂津 福　寿 兵/摂津 安福又四郎商店 兵/播磨 神　鷹
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ご注意

本サイトの商品は弊社取引メーカーのこの時期にお薦めの商品を掲載しています。予約限定や数量限定商品が

含まれていますので、いつでも在庫している商品というわけではありません。

取引蔵元の紹介という意味でご理解願います。

神戸酒類販売株式会社


