
SHOCHU & 
AWAMORI CATALOGUE

u4   Los Angeles

焼酎と泡盛カタログ



麦 
単式蒸留焼酎 

CAN BE HANDLED BY BEER & WINE LICENSE HOLDERS ! 

隠し蔵 麦焼酎・長期貯蔵 濱田酒造          鹿児島県 
アルコール度数：24% 原料：大麦 麹：白麹菌  単式蒸留焼酎 

厳選された大麦・麦麹・天然水だけで造られた原酒を樫樽貯蔵した、琥珀色の芳醇な香りとコクのあ

る熟成貯蔵焼酎。熟成期間の異なる原酒を独自の技術でブレンドし、じっくり寝かせたこの焼酎は、オ

ンザロックか水割りがおすすめ。

よかいち  麦焼酎    宝酒造   宮崎県 
アルコール度数：24% 原料：大麦 麹：白麹菌 単式蒸留焼酎 

精麦歩合を高めて低温発酵を行なう｢吟仕込｣により、吟醸香あふれる淡麗な味わいと芳醇な香りを

実現した焼酎。 

釈云麦  麦焼酎   西吉田酒造 福岡県 
アルコール度数：24% 原料：大麦   麹：黒麹菌   常圧単式蒸留焼酎 

黒麹で作り上げた常圧蒸留法にて蒸留後一切の濾過処理をせずに油分をそのままで瓶詰。西吉田

酒造で最も濃厚なタイプに属し、市販されている濃厚タイプの麦焼酎の中でもトップクラスにランクされ

ている。 



一粒の麦   麦焼酎 西酒造   鹿児島県 
アルコール度数：24% 原料：大麦 麹：白麹菌  単式蒸留焼酎 

透明感のある色合い。ともすれば、よく見かける平べったい味の麦焼酎をイメージしがちでだが、それ

とは別物。色合いからは想像できないリキュールを思わせる。軽快な甘い香りと麦本来の旨みとが絶

妙にからんだ絶品。 

いいちこ 清凛 麦焼酎 三和酒類  大分県 
アルコール度数：20% 原料：大麦  麹：白麹菌   単式蒸留焼酎 

澄んだ香り。ほのかな甘み。｢清燐｣は選び抜かれた大麦と大麦麹からつくられた本格焼酎。丹念に醸

した原酒を炭火でろ過することで、すっきりと気品のある味わいの仕上がりに。よく冷えたストレートや、

オン・ザ・ロック、水割りがお勧め。

CAN BE HANDLED BY BEER & WINE LICENSE HOLDERS ! 

麦 
単式蒸留焼酎 

いいちこ 清凛 華ラベル  麦焼酎 三和酒類  大分県 
アルコール度数：20% 原料：大麦  麹：白麹菌   単式蒸留焼酎 

澄んだ香り。ほのかな甘み。｢清燐｣は選び抜かれた大麦と大麦麹からつくられた本格焼酎。丹念に醸

した原酒を炭火でろ過することで、すっきりと気品のある味わいの仕上がりに。よく冷えたストレートや、

オン・ザ・ロック、水割りがお勧め。



CAN BE HANDLED BY BEER & WINE LICENSE HOLDERS ! 

麦 
単式蒸留焼酎 

いいちこバーうめ 麦焼酎     三和酒類        大分県 
アルコール度数：8% 原料：大麦  麹：白麹菌   常圧単式蒸留焼酎 

人口添加物を一切使用せず、いいちこ麦焼酎の原酒にフレッシュな果汁及び天然素材だけを用い 

て爽やかな仕上がりに。焼酎ベースのリキュールですっきりとした後味が特徴。 

焙煎麦焼酎金太郎 麦焼酎    西吉田酒造    福岡県 
アルコール度数：25% 原料：大麦 麹：黒麹菌  常圧単式蒸留焼酎 

どんなシチュエーションにも、食事にも合わせやすい、麦焼酎。熟練の職人たちが五感を削ぎ澄ま

せ、気温や湿度に応じて,日々微調整を繰り返しながら造り上げた自信作。最初は甘く、ローストされた

フレーバーが香り立ち、乾いた草を思わせつつ、バタークリームとチョコレートの余韻を持つ。 2019

「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション」で最優秀金賞をダブルゴールド受賞。



単式蒸留焼酎 

CAN BE HANDLED BY BEER & WINE LICENSE HOLDERS ! 

麦 

白つくし  麦焼酎   西吉田酒造  福岡県 
アルコール度数：24% 原料：大麦  麹：黒麹菌    減圧単式蒸留焼酎 

伝統的な黒麹で造り上げたもろみを減圧蒸留法にて蒸留。さわやかな香りとすっきりとした味わい 

が特徴。5年以上熟成した原酒を加えているので柔らかな口当たりをお楽しみ頂ける。 

黒つくし  麦焼酎   西吉田酒造   福岡県 
アルコール度数：24% 原料：大麦  麹：黒麹菌   常圧単式蒸留焼酎 

伝統的な黒麹で造り上げたもろみを常圧蒸留法にて蒸留。しっかりとした深みの有る味わいが特徴。

西吉田酒造で最も濃厚なタイプに属し、市販されている濃厚タイプの麦焼酎の中でもトップクラスに 

ランクされている。



単式蒸留焼酎 

CAN BE HANDLED BY BEER & WINE LICENSE HOLDERS ! 

白岳しろ         米焼酎  高橋酒造    熊本県 
アルコール度数：24% 原料：米 麹：白麹菌 単式蒸留焼酎 

厳選された米と清らかな水が生み出した傑作。フルーティで上品な米の香りと軽やかな口当たりが特

徴。オン・ザ・ロックがお勧め。 

米 

繊月 本格米焼酎 繊月酒造   熊本県 
アルコール度数：24% 原料：米 麹：白麹菌 単式蒸留焼酎 

球磨焼酎の本場、人吉球磨で最も愛飲されている繊月酒造の代表銘柄。まろやかで旨みのある米

焼酎。特に刺身、煮物、寿司、豆腐と相性がいい。 

白岳 全麹 本格米焼酎 高橋酒造   熊本県 
アルコール度数：24% 原料：米 麹：白麹菌 単式蒸留焼酎 

スッキリとした香りは、刺身や煮物等繊細な味わいの料理を引き立て、濃厚な味わいには焼肉揚げ

物等の油っぽい料理にも良く合う。



単式蒸留焼酎 

CAN BE HANDLED BY BEER & WINE LICENSE HOLDERS ! 

謹醸しろ         米焼酎 高橋酒造  熊本県 
アルコール度数：24%  原料：米    麹：白麹菌   単式蒸留焼酎 

アメリカンホワイト樽、コニャック樽、シェリー樽の3種の樽の中で熟成させた本格米焼酎を、弊社ブレ

ンダーが絶妙のバランスで配合し、さらにそれを本格米焼酎「しろ」とブレンド。芳醇な香りと熟成樽が

生み出すまろやかで厚みのある口当たりが特徴。

米 

吟麗しろ     米焼酎  高橋酒造  熊本県 
アルコール度数：24%  原料：米    麹：黄麹菌   単式蒸留焼酎 

美味しい水と米、そして吟醸酵母を使い低温発酵にて丁寧に造った本格米焼酎と「しろ」をブレンド。

日本酒の吟醸酒のような麗しく華やいだ香りが特徴。マイルドでスムーズな喉越しと深くまろやかな味

わいの焼酎。 

川辺 純米焼酎  繊月酒造  熊本県 
アルコール度数：24%  原料：米    麹：白麹菌   単式蒸留焼酎 

バナナとメロンの合わさったような甘い香りで、さっぱりと透き通るようなのど越し、香ばしく、最後はキリ

リと辛口の焼酎。



単式蒸留焼酎 

CAN BE HANDLED BY BEER & WINE LICENSE HOLDERS ! 

百 23度焼酎   米焼酎  高橋酒造  熊本県 
アルコール度数：23%  原料：米    麹：白麹菌    単式蒸留焼酎 

鮨の繊細な旨みを引き出せるようにたどり着いたアルコール度数は少し低めの23度。これまでの焼酎

の概念を覆すなめらかな旨みと甘み、また品格ある切れ味を持つ究極の米焼酎。繊細な和食と米

焼酎の最高のマリアージュを楽しめる一品。 

米 

麦 

連続式蒸留焼酎  MULTIPLE DISTILLATION

 単式/連続式蒸留焼酎 

ちんぐ白       麦焼酎  重家酒造        長崎県（壱岐） 
アルコール度数：24%  原料：麦    麹：白麹菌   単式・連続蒸留焼酎 

減圧と常圧のブレンド製造により、ほのかな麦の香りとすっきりとした味わいの中に、米麹由来の甘み

のある麦焼酎の仕上がりに。水割り、ロック、炭酸割りがおすすめ。白身魚との相性が良い。  

ちんぐ黒       麦焼酎  重家酒造        長崎県（壱岐） 
アルコール度数：24%  原料：麦    麹：黒麹菌   連続蒸留焼酎 

香ばしい麦の香りとしっかりとした味わいの中に、米麹由来の甘みが際立つ麦焼酎。 

黒麹を使用し、壱岐産の二条大麦と長崎県産の六条大麦をブレンドして、濃厚で麦の香ばしさを醸し

出す焼酎。お湯割りが特におすすめの飲み方。  



CAN BE HANDLED BY BEER & WINE LICENSE HOLDERS ! 

芋 

吉兆宝山  芋焼酎 西酒造 鹿児島県 
アルコール度数：24% 原料：さつま芋(黄金千貫)、米 麹：黒麹菌  単式蒸留焼酎 

黒麹を使い、「かめ壷」で仕込む伝統的な手法で造り上げた芋焼酎。旨味、コクが深く、かつスッキリと

した後味が特徴。お湯割にしても、味わいはそのまま。グラスから立ち上る湯気と共に鼻をくすぐる香り

は、その後味と同様、スッキリと爽快。芋焼酎を味わう醍醐味がここにあり。 

富乃宝山  芋焼酎 西酒造   鹿児島県 
アルコール度数：24% 原料：さつま芋(黄金千貫)、米 麹：黄麹菌   単式蒸留焼酎 

原料芋には｢黄金千貫(こがねせんがん)｣を使用し、芳醇で香り高い本格芋焼酎。麹づくりに、黄麹を

用いて酒米は県産米の「コシヒカリ」「ひのひかり」を使用。フルーツを思わせる芳香と、スッキリとした

甘みが特徴。 

that of quality sake. Yellow

単式蒸留焼酎 

薩摩宝山  芋焼酎   西酒造   鹿児島県 
アルコール度数：24%  原料：さつま芋(黄金千貫)、米 麹：白麹菌  単式蒸留焼酎 

しっかりと芋を感じさせながら、丸さを感じる飲み口の心地よさ。創業以来、鹿児島県吹上町で淡々と

伝統を守りながら、日本全国へと知られる銘柄となった宝山の原点。 



単式蒸留焼酎 

CAN BE HANDLED BY BEER & WINE LICENSE HOLDERS ! 

薩摩白波 芋焼酎 薩摩酒造 鹿児島県 
アルコール度数：24% 原料：さつま芋(黄金千貫)、米    麹：白麹菌 単式蒸留焼酎 

上質な薩摩芋の一大産地である南薩摩に立地した酒蔵が地元で栽培された芋のみを使用して造っ

た本格芋焼酎。火山灰に覆われたシラス台地で栽培されたさつま芋と白沢の入り江にこんこんと湧き

出る「神の河（かんのこ）」の清らかな水で造られた辛口硬派な焼酎。 

薩摩黒白波 芋焼酎      薩摩酒造 鹿児島県 
アルコール度数：24% 原料：さつま芋(黄金千貫)、米麹 麹：黒麹菌  単式蒸留焼酎 

黒麹焼酎づくりを得意とする黒瀬杜氏が、南薩産の新鮮で良質なさつま芋｢黄金千貫｣を原料に伝統

の技法で丹精をこめて造り上げた焼酎。黒麹仕込みならではの「やわらかな甘み」と「香ばしさ」を持っ

ており、芋焼酎の懐の深い味わいを実感していただける黒麹仕込み焼酎の傑作。やわらかな香りと上

品な味わいは水割り、ロックで一層ひき立つ美味しさ。 

芋 

さくら白波 芋焼酎      薩摩酒造 鹿児島県 
アルコール度数：24% 原料：さつま芋(黄金千貫)、米麹 麹：黄麹菌  単式蒸留焼酎 

黄麹で仕込んだ華やかな香りの本格芋焼酎。南薩摩産の新鮮なさつまいも（黄金千貫芋）を原料に

使用しており、すっきりとキレのある風味とさらりとした口当たりが特徴。さっぱりとした料理から味の濃い

料理まで幅広く楽しめる。 



CAN BE HANDLED BY BEER & WINE LICENSE HOLDERS ! 

さつま乙女  芋焼酎 薩摩酒造 鹿児島県 
アルコール度数：20% 原料：さつま芋(黄金千貫) 麹：白麹菌 単式蒸留焼酎 

さつま乙女は厳選されたさつま芋から作られた日本の蒸留焼酎。さつま芋のほのかな香りとまろやか

な味を醸し出す新しいタイプのさつま芋焼酎。アロマ効果のある白麹菌を使用し、独特のCAV蒸留シ

ステムを使い、なめらかで軽いさつま芋の味を産み出している。

日本の最新流行のお酒、さつま乙女を是非今夜お試しあれ。

よかいち  芋焼酎    宝酒造   宮崎県 
アルコール度数：24% 原料：さつま芋 麹：黒麹菌 単式蒸留焼酎 

黒よかいちは黒麹と九州産のさつま芋100％で作られた日本の伝統的な焼酎。芳醇な香り、さつま

芋の深い味はロックで飲むのがお勧め。 

芋 
単式蒸留焼酎 

明るい農村 芋焼酎     霧島町蒸留所        鹿児島県 
アルコール度数：24% 原料：さつま芋 麹：米麹菌 単式蒸留焼酎 

「よき焼酎は、よき土から生まれ、よき土は明るい農村にあり」という銘柄の由来通り、美しい自然の中

で生まれるさつま芋と米、霧島山系の清水を使い創業当時から引き継がれている伝統のかめ壷で仕

込まれた焼酎。 



一刻者 (いっこもん) 芋焼酎      小牧醸造 鹿児島県 
アルコール度数：24% 原料：さつま芋 麹：芋麹   単式蒸留焼酎 

麹にも芋を使用した芋原料100%の純芋焼酎。商品名の「一刻者」とは鹿児島地方の方言で頑固者

のこと。薩摩の頑固な蔵、小牧醸造が丹念に造ったこだわりの芋焼酎。芋本来の甘い香りと、口当た

りの良い上品な味わいが特徴の本格芋焼酎の逸品。 

CAN BE HANDLED BY BEER & WINE LICENSE HOLDERS ! 

芋 
単式蒸留焼酎 

海童     芋焼酎 濱田酒造 鹿児島県 
アルコール度数：24% 原料：さつま芋(黄金千貫)、米麹 麹：黒麹菌 単式蒸留焼酎 

鹿児島県本格焼酎鑑評会「総裁賞」代表受賞をはじめ、数々の輝かしい賞を受賞した栄えある焼

酎。鹿児島県産の原料芋(黄金千貫)、国産米の黒麹、そして割り水にはミネラル分が豊富な”こし

き海洋深層水”(取水地・鹿児島県甑島)を100%使用。香りはやわらかく、コクはしっかりとした呑み

やすい本格焼酎。業界初の赤いボトルは、祝いの席やご贈答にもおすすめ。(赤い色はボトルの色) 



CAN BE HANDLED BY BEER & WINE LICENSE HOLDERS ! 

単式蒸留焼酎 

黒糖

じょうご 黒糖焼酎      奄美大島酒造        鹿児島県 
アルコール度数：24% 原料：黒糖、米   麹：白麹菌    単式蒸留焼酎 

2004年春季全国酒類コンクール・その他焼酎部門で第一位を獲得した黒糖焼酎。地下120mから

汲み上げたミネラル豊富な地下水と良質な原料を用いることで、よりクリアでマイルドな味に仕上がっ

ている。 

紫蘇焼酎 ｆ 

恋しそう 紫蘇焼酎     繊月酒造     熊本県 
アルコール度数：7% 原料：紫蘇、米   単式蒸留焼酎  

JAS規格認定の紫蘇を原料に仕込んだ球磨焼酎。紫蘇はビタミン・ミネラルを豊富に含み古来より薬

効が認められており花粉症などのアレルギーの緩和にも効果があると注目されている。赤い色は自然

の色で、保存料・着色料は不使用。 

赤桃焼酎
ももも 赤桃焼酎     繊月酒造     熊本県 
アルコール度数：7% 原料：赤桃、米   単式蒸留焼酎 

熊本県産赤桃果汁を30％、本格米焼酎である球磨焼酎と仕込んだフレーバー焼酎。一口飲んだだ

けで広がる自然なフルーツの甘い香りと桃の味が特徴。 

Red Peach



CAN BE HANDLED BY BEER & WINE LICENSE HOLDERS ! 

タイ米

島歌 泡盛 まさひろ酒造    沖縄県 
アルコール度数：24% 原料：タイ米(海龍)、米 麹：黒麹菌      単式蒸留焼酎 

島唄は『歌い継がれる島唄のように、沖縄から全国に呑み継がれるように』との思いから命名。純米

無添加の島唄は泡盛初心者にも飲みやすいさっぱりとした口当たりと、スッキリ感のある爽やかなのど

越しが魅力。  

瑞穂  泡盛 瑞穂酒造  沖縄県 
アルコール度数：20% 原料：タイ米(海龍)、米 麹：黒麹菌    単式蒸留焼酎 

琉球王朝時代より１５０年の伝統を持つ酒蔵が育んだふくよかな香りと清冽な味わいがする泡盛。良

質な泡盛作りに最適な年中一定した室温を保つ県内一の規模を誇る地下貯蔵庫で仕込まれ・熟成

した泡盛は飲む人の心を酔わせる逸品。 

花島歌 泡盛 まさひろ酒造 沖縄県 
アルコール度数：24% 原料：タイ米(海龍)、米 麹：黒麹菌      単式蒸留焼酎 

黒麹を使用し、麹だけで造られた全麹仕込みの蒸留酒。爽快感のある口当たりと花開くような香り、

奥深いコクとまろやかな風味が特徴。 



CAN BE HANDLED BY BEER & WINE LICENSE HOLDERS ! 

連続式蒸留焼酎 

すだち酎 焼酎      日新酒類  徳島県 
アルコール度数：20%  原料：さとうきび、天然すだち果汁、酸味料   麹：N/A   連続式蒸留焼酎 

農林水産大臣賞を受賞した天然すだち果汁を原料にした甲類焼酎。 

香り高い旬のすだちを低温で熟成させ、ほのかな苦味を封じ込めたお酒。 

宝焼酎  宝酒造  京都府 
アルコール度数：24% 原料：さとうきび 麹：N/A   連続式蒸留焼酎 

アルコール臭や刺激味が少なく軽快な飲み口が特徴。梅酒やカクテル、その他、素材の味・色・香り

をおいしく引き出すホームメイドリキュールに最適なお酒。



単式蒸留焼酎 

麦 

いいちこ くろびん  麦焼酎      三和酒類  大分県 
アルコール度数：25% 原料：大麦 麹：白麹菌   単式蒸留焼酎 

澄んだ香り。やわらかな口当たり。ほのかにひろがる素材のうまさ。大麦麹の酒の頂点ー「全麹造り原

酒」との調和をきわめた本格焼酎。水割り、オン・ザ・ロック、そしてお湯割でも美味しい焼酎。 

いいちこ シルエット 麦焼酎 三和酒類 大分県 
アルコール度数：25% 原料：大麦 麹：白麹菌  単式蒸留焼酎 

厳選された大麦と天然水から造られた本格麦焼酎｢いいちこ｣。磨き抜かれた香りと深みを水割り、オ

ンザロック、又はお湯割りで。｢いいちこ｣とは大分の方言で｢一番いいですよ｣の意味。

The Best Selling MUGI Shochu 

いいちこ フラスコ  麦焼酎   三和酒類   大分県 
アルコール度数：30% 原料：大麦 麹：白麹菌  単式蒸留焼酎 

澄んだ香り。豊かなコクと深み。「いいちこ・フラスコボトル」は「いいちこ」の頂点に立つ高級麦焼酎。高

精白、低温発酵。麹でつくる酒の技すべてを傾け極められた深いうまさが特徴の焼酎。 



よかいち 麦焼酎   宝酒造   宮崎県 
アルコール度数：25% 原料：大麦 麹：白麹菌  単式蒸留焼酎 

精麦歩合を高めて低温発酵を行なう｢吟仕込｣により、吟醸香あふれる淡麗な味わいと芳醇な香りを

実現。 

単式蒸留焼酎 

千年の眠り 麦焼酎 篠崎株式会社  福岡県 
アルコール度数：40%  原料：大麦    麹：白麹菌  単式蒸留焼酎 

樽酒で3年以上熟成させた長期熟成タイプの麦焼酎。高いアルコール度数にもかかわらず、まろやか

な味と香りが楽しめる逸品に仕上げ、しっかりとした重厚感を持ちながらもすっきりした後味を実現した

焼酎。 



単式蒸留焼酎 

米 
The Best Selling KOME Shochu 

白岳しろ 米焼酎 高橋酒造  熊本県 
アルコール度数：25% 原料：米 麹：白麹菌 単式蒸留焼酎 

厳選された米と清らかな水が生み出した焼酎の傑作。フルーティで上品な米の香りと軽やかな口当

たりが特徴。オンザロックがお奨め。

よかいち 米焼酎 宝酒造 宮崎県 
アルコール度数：25% 原料：米 麹：黄麹菌 単式蒸留焼酎 

精米歩合を高めて低温発酵を行なう｢吟仕込｣により、華やかな香りと米のまろやかな味わいを実現し

た焼酎。 

巌窟王 米焼酎 宝酒造 宮崎県 
アルコール度数：25% 原料：米 麹：黄麹菌 単式蒸留焼酎 

厳選された原料米を55%まで磨き上げた米麹と香り酵母を使い、低温発酵させたもろみから造られ

た香り高い原酒を、洞窟内でゆっくりとかめ貯蔵。まろやかでコクのある味わい。米焼酎にできる「こだ

わり」を徹底的に追求した本格米焼酎の逸品。 



無言 本格米焼酎  繊月酒造  熊本県 
アルコール度数：40%  原料：米      麹：白麹   単式蒸留焼酎 

上品で非常に柔らかな口当たりで樽香もよくなじんだ熟成感、そして香ばしく甘やかな余韻の長さがと

ても気分を癒してくれる絶品。 

単式蒸留焼酎 

米 

ゆずもん 本格米焼酎  高橋酒造  熊本県 
アルコール度数：8% 原料：米、ゆず果汁、レモン果汁   麹：白麹    単式蒸留焼酎 

ゆずのほのかな苦みと、レモンの爽やかな酸味が程よく調和した、爽快感たっぷりのダブルシトラスリ

キュール。



単式蒸留焼酎 

富乃宝山   芋焼酎    西酒造  鹿児島県 
アルコール度数：25% 原料：さつま芋(黄金千貫)、米 麹：黄麹菌 単式蒸留焼酎 

麹づくりに、黄麹を用いて酒米は県産米の「コシヒカリ」「ひのひかり」を使用。原料芋には｢黄金千貫(こ

がねせんがん)｣を使用し、芳醇で香り高い本格芋焼酎。フルーツを思わせる芳香と、スッキリとした甘

みが特徴。 

薩摩宝山   芋焼酎 西酒造 鹿児島県 
アルコール度数：25% 原料：さつま芋(黄金千貫)、米 麹：白麹菌 単式蒸留焼酎 

しっかりと芋を感じさせながら、丸さを感じる飲み口の心地よさ。創業以来、鹿児島県吹上町で淡々と

伝統を守りながら、日本全国へと知られる銘柄となった宝山の原点。 

芋 

吉兆宝山   芋焼酎 西酒造 鹿児島県 
アルコール度数：25% 原料：さつま芋(黄金千貫)、米 麹：黒麹菌 単式蒸留焼酎 

黒麹を使い、「かめ壷」で仕込む伝統的な手法で造り上げた芋焼酎。酒質は、旨味、コクが深く、かつ

スッキリとした後味が特徴。お湯割にしても、味わいは薄まらない。グラスから立ち上る湯気と共に鼻

をくすぐる香りは、その後味と同様、スッキリと爽快。芋焼酎を味わう醍醐味がここにある。



単式蒸留焼酎 

芋 

黒甕 (くろかめ)   芋焼酎   鹿児島県 
アルコール度数：25% 原料：さつま芋、米 麹：黒麹菌     単式蒸留焼酎 

昔ながらの芋焼酎の風味にこだわり、麹には黒麹を使用。神酒造伝統の甕（かめ）で仕込んだ、こだ

わりの本格芋焼酎。濃厚でコクのある味わいと、芋焼酎独特の香りが特徴の芋焼酎の逸品。 

です。 

薩摩白波 芋焼酎 薩摩酒造   鹿児島県 
アルコール度数：25% 原料：さつま芋(黄金千貫)、米   麹：白麹菌  単式蒸留焼酎 

上質な薩摩芋の一大産地である南薩摩に立地した酒蔵が地元で栽培された芋のみを使用して造っ

た本格芋焼酎。火山灰に覆われたシラス台地で栽培された薩摩芋と白沢の入り江にんこんと湧き出

る「神の河（かんのこ）」の清らかな水で造られた辛口硬派な焼酎。 

製造元: 神酒造 

販売元: 宝酒造 

白波蔵出原酒    芋焼酎 薩摩酒造 鹿児島県 
アルコール度数：37% 原料：さつま芋(黄金千貫)、米 麹：白麹菌 単式蒸留焼酎 

蒸留の後、一滴の水も加えず、そのまま瓶詰め。高い度数を感じさせないまろやかな口当たりと原酒

ならではの深い味わいが特徴。  



白豊  宝山        芋焼酎 西酒造 鹿児島県 
アルコール度数：34% 原料：さつま芋(白豊)、米麹：黄麹菌   単式蒸留焼酎

白豊は鹿児島では主にでんぷん用として生産されている品種で、鹿児島県内では一番の収量を誇

る。どっしりした蒸し芋のよい香りが広がる、ふくらみのある落ち着いた味わいのある焼酎。年1回限りの

数量限定品。 

綾紫 宝山       芋焼酎 西酒造 鹿児島県 
アルコール度数：34% 原料：さつま芋(綾紫)、米 麹：白麹菌    単式蒸留焼酎 

菓子などにつかう綾紫が原料。封を開けた瞬間に甘く、華やかな香りが立ち上がり口中にふくよかに

広がる芋の風味を甘み、軽やかな味わいが楽しめる1本。年1回限りの数量限定品。   

Passion Series - Number One 

Passion Series - Number Two 

単式蒸留焼酎 

芋 



単式蒸留焼酎 

紅一刻    芋焼酎  宝酒造   鹿児島県 
アルコール度数：25% 原料：さつま芋 麹：芋麹菌  単式蒸留焼酎 

人気のサツマイモ「紅さつま」を麹にも使用した全芋仕込み焼酎。芋100%焼酎の中でも芋麹造りの

製法に蒸し芋を使わず、独自の熱風処理により、芋の特徴をまるごと最大限に活かしきって造られた

焼酎。芋焼酎が持つ独特な香りと味わいは、原料の芋からなるテルペンによるもの。麹に芋を最大限

に使う事で、紅一刻はこの芋焼酎独特のテルペンの香りが高く、しっかりとした香りとすっきりとした飲

みやすさを持つ味わいの仕上がり。 

天使の誘惑    芋焼酎    西酒造      鹿児島県 
アルコール度数：40% 原料：さつま芋 麹：白麹菌  単式蒸留焼酎 

濃厚かつ芳醇な味わいの焼酎として日本全国で定着している銘柄。 

名前の由来は、フランス・コニャック地方で樽貯蔵酒を熟成する時に蒸発する分を「天使への分け

前」と呼ぶことにちなんだもの。原酒をさらに最高の酒へと誘うために樫樽で貯蔵した、琥珀色がブラ

ンディーを想起させる焼酎。ストレートかロックで香りを楽しむ。チョコレートのような甘い香りと上品な芋

の風味が広がる。アルコール度数が高いので、水割りでもいける洋酒ファンにもオススメの焼酎。

芋 

いいちこ 黄金の芋  芋焼酎      三和酒類 大分県 
アルコール度数：25% 原料： さつま芋(黄金千貫） 麹：白麹菌 単式蒸留焼酎 

黄金の芋は、日本の食材のみを使用し、低温で丁寧に醸造した本格的な焼酎。 蒸したさつまいもは

蜂蜜を思わせる香りで、優しい甘さを楽しめる焼酎。 



単式蒸留焼酎 

蕎麦 

十割 (とわり) そば焼酎 宝酒造 宮崎県 
アルコール度数：25%  原料：そば 麹：そば麹 単式蒸留焼酎 

独自技術による“そば麹”を使用した、日本で唯一の“そば全量”焼酎。麦・米などを原料に使用する

一般的なそば焼酎と異なり、他の原料の風味が邪魔しない、そば原料100%製法ならではの、そば本

来の爽やかな風味と、香ばしい豊かな味わいを楽しめる。 

タイ米

桜山川  泡盛     山川酒造     沖縄県 
アルコール度数：43% 原料：タイ米 麹：黒麹菌    単式蒸留焼酎 

5年～15年までのヴィンテージ古酒をブレンドさせ、シャム南蛮壺で2か月間貯蔵、熟成させたこだわ

りの長期熟成古酒。圧倒的な甘い熟成香が立ち上がり、コクもふくらみも豊かさを感じさせる。43度と

いった強さを感じさせず、余韻が長く続く。 食後にじっくり味わっていただきたい逸品。 

単式蒸留焼酎 



連続式蒸留焼酎 

宝 純 宝酒造  京都府 
アルコール度数：35% 原料：大麦、とうもろこし  麹：黒麹菌 連続式蒸留焼酎 

11種類の貯蔵熟成酒により、芳醇・まろやかな味わいに仕上げたワンランク上の甲類焼酎。 

生粋 宝酒造 京都府 
アルコール度数：40% 原料： 麹：黄麹菌     連続式蒸留焼酎 

生粋ウォッカはアメリカで発売されている唯一の日本産のプレミアムウオッカ。 

スーパーアロスパスという技術により、何度蒸留回数を増やしても取り除けない不純物をなくした、ピュ

アな酒質が最大の特徴。日本酒で有名な京都・伏見の湧き水「伏水（ふしみず）」、軟水を割り水に

使った口当たりの良いなめらかな味わい。KISSUI（生粋）の名称はピュアな酒質、そして歌舞伎に代

表する日本の伝統美と磨きぬかれた技を表している。
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