２５００円前後の日本酒
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落合酒造取り扱い銘柄
商品名

容量

小売価格

竃猫(へっついねこ) 芋25° 1800ＭＬ

2.940円

竃猫(へっついねこ) 芋25°

720ＭＬ

1.860円

赤江 芋25°

1800ＭＬ

2.840円

赤江 芋25°

720ＭＬ

1.490円

赤江初垂 芋44°

360ＭＬ

2.520円

天然にごり 芋25°

1800ＭＬ

2.710円

天然にごり 芋25°

720ＭＬ

1.500円

赤江灘 麦25°

1800ＭＬ

2.590円

赤江灘 麦25°

720ＭＬ

1.410円

ぴめんと ピーマン25°

500ＭＬ

1.570円

ｅｔ（え） かぼちゃ25°1800ＭＬ

2.700円

香華 かぼちゃ25°

1.630円

720ＭＬ
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買いやすく、味も良いのが２５００円前後
の日本酒です。このクラスは、最も種類が多
く一番の売れ筋の価格帯です。様々な個性の
酒がそろっています。

淡麗辛口！

柔らか純米！

スッキリ辛口！

八海山 本醸造

月の輪 特別純米

繁桝超辛口

「淡麗辛口」は新潟
地酒に良くあるタイプ
です。香りや味にあま
り特徴がないため、ク
セのないぶん、誰もが
飲みあきせず美味しく
飲むことが出来ます。
この「八海山」は新
潟地酒の代表銘柄、是
非一度はのんでおきた
い銘柄です。
一升瓶 2,500円

純米酒でここまでキ
レイに仕上げているの
は、造りが丁寧な証拠
です。
ふくよかでやわらか
く、じっくりと楽しん
でほしいお酒です。お
燗でもおいしく飲むこ
とができます。
一升瓶 2,630円

スッキリ辛口タイプ
は酒のみの人に人気が
あります。飲み飽きし
にくいため、どんどん
飲むことが出来、飲め
ば飲むほど美味しくな
ってくるのが特徴です。
この「繁桝超辛口」
は造りも丁寧で実に良
く出来たお酒です。
一升瓶 2,350円

ドライな辛口！

香り良く上品！

当店一押し！

刈穂 山廃純米超辛口

獺祭 純米吟醸５０

大信州厳選山田錦

「刈穂」以外で純米
酒をここまで辛口に仕
上げる蔵元はないでし
ょう。個性的で本格的
な超辛口で、とても辛
く感じるはずです。
酒は甘くて苦手とい
う方にはぴったりの酒
でしょう。
シャープな旨味が小
粋です。
一升瓶 2,650円

この価格でこの味？
と誰もが思ってしまう
酒です。原料は贅沢に
も山田錦を五割精米し
たものを使っています。
香りの良い吟醸酒を
たくさん飲みたいとい
う方にはうってつけで
しょう。
冷酒で美味しく飲め
ます。
一升瓶 2,630円

大信州では、実に手
間のかかる造りを行っ
ており、最近、その酒
質は完成の域まで達し
てきていると思います。
これ以上増産出来な
いため、今後入手困難
になる可能性大。
純米無濾過にして、
この味はすごいです。
一升瓶 2,600円

甘口ドイツワイン特集
2003
ヴェレナー ゾンネンウーア シュペトレーゼ
【白】【やや甘口】
葡萄品種：リースリング

2003
ハイマースハイマー ゾンネンベルク アイスワイン
【白】【極甘口】
葡萄品種：シルヴァーナ

2003
オッケンハイマー シェーレンヘーレ カビネット
【白】【やや甘口】
葡萄品種：ショイレーベ種

ラインラントプファルツ州品評会金賞受賞

鮮烈なトロピカル
フルーツを思わせる香
り、実にきめ細かな味
わいがあり、今飲んで
も、５〜６年先に飲ん
でも楽しめるワインで
す。

フルボトル
2,380円

密を思わせるとろり
とした甘い香りと風味、
酸もしっかりとあるア
イスワインらしい味わ
いです。アイスワイン
でこの価格とは非常に
お買い得商品といえま
す。

オッケンハイム村に
て昔ながらのワイン造
りをするディッケンス
シェイト家のワインは、
伝統あるブルーのボト
ルに詰められており、
まろやかで優しい飲み
口で誰にでも親しまれ
る味わいです。

ハーフボトル
3,500円

フルボトル
1,480円

