
※価格は税込

エリア 酒蔵名 種別 品名
精米
歩合

容量 価格
入荷
予定

備考

1800ml 3,080

720ml 1,540

－ －

500ml 4,000

－ －

720ml 3,850

1800ml 2,992

720ml 1,870

1800ml 2,998

720ml 1,760

1800ml 3,465

720ml 1,815

1800ml 3,190

720ml 1,595

1800ml 3,300

720ml 1,650

－ －

720ml 1,870

－ －

720ml 2,420

1800ml 3,630

720ml 1,925

1800ml 3,080

720ml 1,540

1800ml 3,360

720ml 1,680

1800ml 3,520

720ml 1,815

1800ml 3,300

720ml 1,870

■酒屋はくさん 本店

〒984-0038 仙台市若林区伊在1-9-7 　℡:022-288-6152／fax:022-288-3974

■酒屋はくさん 仙台中央店

〒980-0021 仙台市青葉区中央4-2-27　510ビル1階　℡:022-796-8931／fax:022-796-8934

栃木県 菊の里酒造 日本酒
大那 特別純米 美山錦
無濾過生酒 生酛造り

55% 済

生酛造りで醸した力強いお酒。“甘酸辛
苦渋‟酒の五味のバランスが良く料理を
引き立てるコクとキレの良い酸、深い味
わいの純米酒。

福島県産｢夢の香｣使用。冬期限定だった
無濾過生原酒の１回火入れタイプ。特別
純米より一つ上の透明感と華やかさが特
徴。

宮城県 阿部勘酒造 日本酒
阿部勘 純米吟醸 夏酒
金魚ラベル

55% 下旬
阿部勘の大人気商品の夏酒。酒質は暑い
夏をイメージし、すっきりした爽快飲み
口のお酒。程よく冷やしてがおススメ。

日本酒
ZAO 純米吟醸K うすにごり
夏の灯（なつのひ）

＜酒屋はくさん 202３年5月入荷案内＞

平孝酒造 日本酒
日高見 純米大吟醸
ブルーボトル

40% 済

宮城県 男山本店 日本酒
美禄 純米吟醸 生熟原酒
ホヤといつまでも

55%

宮城県 新澤醸造店 日本酒
あたごのまつ 純米吟醸
ひと夏の恋

55% 済

あたごのまつの夏酒。穏やかな香りと爽や
かな酸味、軽快でフレッシュな味わい。｢究
極の食中酒｣による｢究極の夏酒｣を冷たく冷
やして。

済

今期の鈴風は宮城酵母から協会701へ変
更。マスカット様の優しい香り、渋み抑
え目で爽やかな印象。飲み方は軽くひや
して。

宮城県 寒梅酒造 日本酒

福島県 会津酒造 日本酒
【再入荷】
山の井　６０

60% 済

富山県産山田錦を使用。爽やかで透き通るよ
うな香り、山田錦の豊かに広がる旨味と自然
な甘味をバランスよく仕上げた。後切れの良
さにより杯が進むお酒。

山形県 酒田酒造 日本酒 上喜元 特別純米 山田錦 60%

宮城県 蔵王酒造 日本酒
蔵王 日本酒で仕込んだ日本酒
Premium Rich

40% 済

貴醸酒とはあえて歌わず分かりやすいﾈｰﾐﾝｸﾞ
に。高級蜂蜜のような上品な香りと甘味を、
心地よい酸味が包み込み、リッチながらもフ
レッシュな印象を与えてくれる。

穏やかな吟醸香に柔らかな口当たり、ほの
かな酸味がすっきりした後味を生み出して
いる。山田錦の良さを活かした深みのある
味わい。今期は５月出荷のみ。

昨年より長らく欠品していた｢山の井60｣が再
入荷。ラベル・酒質を大幅にリニューアル。｢
やわらかい・きれい・飲みやすい」をコンセ
プトに南会津の風土を表現。

福島県 松崎酒造 日本酒 廣戸川 純米吟醸 50% 下旬

吟のいろはを使用したＫシリーズの夏
酒。フレッシュで爽やかな香り、飲み口
は柔らかさと膨らみを兼ね備え、後味の
余韻に旨さを感じれる１本。

宮城県 蔵王酒造

宮城県

済

済

美山錦を使用した宮寒梅の夏酒。華やか
な香り、口当たりは柔らかく、まろや
か、ゆっくりと立ち上がる旨味と爽快な
キレ。８月迄の期間限定商品。

55% 済

昨年試験醸造として少量生産だった商品
でホヤ専用酒。１年間の低温熟成により
育まれるふくよかな香り・味わいを、春
～夏に最盛期を迎えるホヤと一緒に！

宮城県 大沼酒造店 日本酒 乾坤一　純米吟醸　鈴風 50%

宮寒梅 純米吟醸
Mr.Summer Time

蔵のある有壁地区の水で育てられた｢吟のいろ
は｣を使用した商品。穏やかで爽やかな香りと
フレッシュながらもしっとり落ち着いた味わ
いが特長のお酒。食中酒タイプ。

くどき上手 純米大吟醸
Jr.の愛山33％

33% 済

中旬

宮城県 萩野酒造 日本酒
萩の鶴 純米吟醸
有壁天水米 吟のいろは

48% 済

茨城県 月の井酒造店 日本酒 月の井　夏純米 65% 中旬

キレ味抜群、超辛口な夏酒。冷やでサッ
パリ、60度以上の熱々燗も味幅が広が
りオススメ。山形県産出羽燦々65％精
米の純米酒。

昨年同様、播州愛山の33％精米で
720mlのみ。例年通りふくよかさと上
品な甘さを表現。独特の風味ある吟醸
酒。

山形県 亀の井酒造 日本酒

50%



※価格は税込

エリア 酒蔵名 種別 品名
精米
歩合

容量 価格
入荷
予定

備考

1800ml 3,581

720ml 1,790

1800ml 3,300

720ml 1,760

－ －

720ml 3,960

1800ml 4,340

720ml 2,200

1800ml 3,190

720ml 1,705

1800ml 3,036

720ml 1,518

1800ml 3,520

720ml 1,870

－ －

720ml 2,200

1800ml 4,400

720ml 2,200

1800ml 3,476

720ml 1,749

未定

ジョイホワイトと麹米に山田錦を使用した山
ねこの限定品。華やかでﾌﾙｰﾃｨｰな香りと甘
み、芋のまろやかな味わい。温度帯問わず楽
しめる芋焼酎。5月･7月入荷。

宮城県 山和酒造 日本酒
山和 特別純米中取り原酒
Rock

60% 下旬

秋田県 山本酒造店 日本酒
山本 純米吟醸 和韻
（わいん）

55% 下旬

ワイン酵母を使用した限定品。掛米に吟の精
５５％精米。オーストリアのシャルドネ用ワ
イン酵母と秋田伝統のAK-1を使用。昨年は
狙いの酒質にならず２年ぶりの出荷。

蔵の華と宮城A酵母の組み合わせでの仕込
み。山和らしい爽やかな香りと綺麗な旨味の
お酒。おススメは冷や、ロック(氷１つ)、酒
8：炭酸水2でのソーダ割など。

宮崎県 尾鈴山蒸留所 焼酎
山ねこ 麹米山田錦
（芋焼酎）

－

兵庫県の一等米以上の山田錦を使用した
純米吟醸にリニューアルした日高見の夏
酒。爽やかな香りと上品な膨らみのある
味わい。

青森県 三浦酒造

宮城県 平孝酒造 日本酒 日高見 夏の純米吟醸 50% 下旬

福島県 花泉酒造 日本酒
ロ万 純米大吟醸 原酒
一回火入れ

35% 下旬

3月発売の生原酒に続き、火入れタイプ
の純米大吟醸。地元産｢福乃香｣とうつく
しま夢酵母を使用。福島県春季鑑評会出
品酒と同じタンクのお酒。

宮崎県 黒木本店 焼酎 謳歌（芋焼酎） － 未定

原料にタマアカネ、麹米にヒノヒカリ
(黒麹)を使用。華やかな香り、豊かで上
品な味わい。今年は5月と7月の２回出
荷の数量限定品。

地元産の改良信交を３０％まで磨いた純米
大吟醸。上品な果実香、高級感ある甘みと
柔らかな味わい。今期も720mlも登場し極
少量入荷予定。

山形県 亀の井酒造 日本酒
スーパーくどき上手
純米大吟醸３０％

30% 未定

日本酒 豊盃 純米吟醸 夏ブルー 55% 下旬

美郷錦を使用した豊盃の「夏の酒」。夏
向きのスッキリとした酸味が特徴。キ
リっと冷たく冷やして暑い夏に楽しめ
る。

北海道の酒米｢彗星｣を使用。ほんのり華
やかな香りと柔らかい風味の中に、軽快
な酸と綺麗な米の味わいが広がる。キ
リっと冷やしてがおススメ。

秋田県 山本酒造店 日本酒
山本 純米大吟醸
きょうかい１号仕込み

50% 下旬

秋田県の山内杜氏組合設立100周年を記念し
て仕込んだ限定品。設立と同時期に使われて
いた協会1号酵母を現代の技術で今に甦らせ
た。秋田の新しい酒米｢百田｣を使用。

山形県 酒田酒造 日本酒 上喜元 純米吟醸 彗星 60% 下旬


