
商品 都道府県 蔵元名
1800ml価格

(税込)
在庫数

720ml価格

(税込)
在庫数 原料米

日本酒度

(予定)

ALC度

(予定)

廣喜 秋の特別純米 岩手 ㈱紫波酒造店 完売 × ¥1,485 △ 岩手県産米 +3 15％

大納川天花 秋酒 純米吟醸 生詰め原酒（秋ナス） 秋田 ㈱大納川 完売 × ¥1,760 △ 秋の精 －1 15％

大納川天花 めんこいな 純米大吟醸ささにごり 無濾過生原酒（星と月） 秋田 ㈱大納川 ¥1,980 〇 めんこいな －10 15％

new! 大納川天花 秋田酒こまち 純米大吟醸 無濾過原酒（カシオペヤ） 秋田 ㈱大納川 ¥5,280 〇 ¥2,750 〇 秋田酒こまち －4 15.5％

十ロ万 純米吟醸 一回火入れ 福島 花泉酒造㈱ ¥2,719 △ ¥1,265 〇
(麹)五百万石 (掛)夢の香

(四段米)ヒメノモチ
非公開 15％

しもふりロ万 純米吟醸うすにごり原酒 一回火入れ 福島 花泉酒造㈱ 完売 × ¥1,265 〇
(麹)五百万石 (掛)夢の香

(四段米)ヒメノモチ
非公開 16％

うらろまん 純米吟醸 一回火入れ 福島 花泉酒造㈱ ¥3,045 △ ¥1,533 〇
五百万石・夢の香

・ヒメノモチ
非公開 15％

天覧山 純米酒 秋あがり 埼玉 五十嵐酒造㈱ 完売 × ¥1,300 △
(麹)五百万石

(掛)彩のみのり
+3 16％

玉旭 純米 あかねこみち 富山 玉旭酒造㈲ ¥3,080 △ ¥1,815 〇 雄山錦 +1 15％

玉旭 Ours 桐谷産米 純米大吟醸原酒（秋出荷） 富山 玉旭酒造㈲ ¥2,530 〇 雄山錦 非公開 17％

玉旭 五臓六腑に響き渡る ダム貯蔵純米酒 富山 玉旭酒造㈲ ¥1,540 △ 雄山錦 +3 15%

白龍 念_Omoiの会 純米吟醸ひやおろし原酒 福井 吉田酒造㈲ ¥1,980 〇 山田錦 +3 17％

福知三萬二千石 特別純米ひやおろし 京都 東和酒造㈲ ¥2,801 〇 ¥1,463 〇 山田錦 +1 15％

六歓 季のあつめばこ 2022あきふゆ 純米吟醸生原酒 京都 東和酒造㈲ ¥3,410 〇 ¥1,650 〇 山田錦・五百万石、など +1 16％

new! usagi no kimochi 無濾過生原酒 岡山 十八盛酒造㈱ ¥3,520 〇 ¥1,915 〇 岡山県産米 +4.5 16％

わかむすめ牡丹 純米吟醸 無濾過原酒 瓶燗一回火入れ 山口 新谷酒造㈱ 完売 × ¥1,915 △ 雄町 －4 15％

桂月 相川譽 山廃純米酒58 秋上がり 高知 土佐酒造㈱ 完売 × ¥1,540 △ 吟の夢 +3 15％
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玉旭MOTHER 酒母搾り 純米生原酒2022 富山 玉旭酒造㈲ ¥3,300 〇 ¥1,980 〇 雄山錦 －55 12％ A 入荷済

new! DRAGONIMPACT 直結無濾過 辛口純米大吟醸 中汲み生原酒 福井 吉田酒造㈲ ¥3,960 △ ¥1,980 〇
(麹)山田錦

(掛)ハナエチゼン
+5 16.5％ B 入荷済

白龍 令和四年 初しぼり 純米生原酒 福井 吉田酒造㈲ ¥2,970 〇 ¥1,485 〇
(麹)山田錦

(掛)ハナエチゼン
+8 17％ A 入荷済

千利休 限定特別純米 無濾過生原酒 大阪 ㈲利休蔵 ¥2,750 △ ¥1,430 △ 山田錦 －12 15％ B 入荷済

桂月 冬季限定 蔵出し生原酒 高知 土佐酒造㈱ ¥2,719 〇 ¥1,265 〇 アキツホ・他 +3 20％ A 入荷済

桂月 超辛口 特別純米60 しぼりたて生原酒 高知 土佐酒造㈱ ¥2,992 〇 ¥1,496 〇
(麹)吟の夢

(掛)アキツホ・土佐麗
+11 18％ A 入荷済

桂月 超辛口 特別純米60 しぼりたて生酒 高知 土佐酒造㈱ ¥2,750 〇 ¥1,375 〇
(麹)吟の夢

(掛)アキツホ・土佐麗
+11 15％ A 入荷済

大納川天花 新酒初しぼり 純米吟醸 五百万石 無濾過生原酒 秋田 ㈱大納川 ¥3,520 入荷前 ¥1,870 入荷前 五百万石 未定 17％ B 12/1頃

花泉 活性純米吟醸にごり生原酒 福島 花泉酒造㈱ ¥3,198 入荷前 ¥1,598 入荷前
(麹)五百万石 (掛)夢の香

(四段米)ヒメノモチ
非公開 15％ B 12/6頃

花泉 純米吟醸にごり酒 福島 花泉酒造㈱ ¥2,876 入荷前 ¥1,437 入荷前
(麹)五百万石 (掛)夢の香

(四段米)ヒメノモチ
非公開 15％ B 12/6頃

ZEロ万(ぜろまん) 純米吟醸生酒 福島 花泉酒造㈱ ¥3,036 入荷前 ¥1,518 入荷前
(麹)五百万石 (掛)夢の香

(四段米)ヒメノモチ
非公開 15％ A 12/9頃

天覧山 しぼりたて純米酒生酒 埼玉 五十嵐酒造㈱ ¥2,500 入荷前 ¥1,250 入荷前 五百万石 未定 未定 A 11/26頃

天覧山 純米吟醸 無濾過生原酒 埼玉 五十嵐酒造㈱ ¥3,200 入荷前 ¥1,600 入荷前 吟風 未定 未定 A 12/3頃

岩の井 美山錦 純米吟醸 初しぼり無濾過生原酒 千葉 岩瀬酒造㈱ ¥3,300 入荷前 ¥1,650 入荷前 美山錦 未定 未定 A 12/11頃

岩の井 五百万石 純米にごり 無濾過生原酒 千葉 岩瀬酒造㈱ ¥3,300 入荷前 ¥1,650 入荷前 五百万石 未定 未定 B 12/11頃

白馬錦 初しぼり 純米生酒 長野 ㈱薄井商店 ¥3,080 入荷前 ¥1,540 入荷前 ひとごこち 未定 未定 A 12/14頃

白馬錦 うすにごり 純米生酒 長野 ㈱薄井商店 ¥3,080 入荷前 ¥1,540 入荷前 ひとごこち 未定 未定 A 12/14頃

有磯曙 70%精米 純米生原酒 富山 ㈱高澤酒造場 ¥2,750 入荷前 ¥1,430 入荷前 五百万石・てんたかく 未定 未定 A 12/初旬

有磯曙 大漁旗 純米生酒 富山 ㈱高澤酒造場 ¥2,970 入荷前 ¥1,650 入荷前 五百万石 未定 未定 A 12/初旬

白龍 純米吟醸 直汲み無濾過生原酒 福井 吉田酒造㈲ ¥3,520 入荷前 ¥1,760 入荷前
(麹)山田錦

(掛)五百万石
未定 未定 A 12/6頃

白龍 純米吟醸 うすにごり生原酒 福井 吉田酒造㈲ ¥3,410 入荷前 ¥1,705 入荷前
(麹)山田錦

(掛)ハナエチゼン
未定 未定 B 12/13頃

孝の司 銀世界 純米吟醸にごり酒 愛知 ㈾柴田酒造場 ¥1,701 入荷前 夢山水 未定 16％ B 12月初旬

千利休 限定純米吟醸 愛山 無濾過生原酒 大阪 ㈲利休蔵 ¥3,410 入荷前 ¥1,815 入荷前 愛山 未定 未定 B 12月中旬

池雲 CLOUD 純米無濾過生原酒 京都 池田酒造㈱ ¥2,915 入荷前 ¥1,458 入荷前 五百万石 －1 16％ A 11/23頃

加佐一陽 ALBA 純米吟醸 無濾過生原酒 京都 池田酒造㈱ ¥4,180 入荷前 ¥2,090 入荷前 山田錦 未定 未定 B 12/6頃

（注：蔵元出荷開始予定日と入荷予定日は必ずしも同じではありません。入荷しない場合もございます。）

秋酒(ひやおろし・秋上がり)・秋出荷酒 在庫表 

【更新日】2022.11.23.

※商品名の記載がない商品は今期完売しております

R4BYしぼりたて 在庫表・発売予定 

在庫数→〇…数に余裕あり(概ね10本以上)　△…在庫わずか

在庫数→〇…数に余裕あり(10本以上)　△…在庫わずか　×…完売  

【更新日】2022.11.23. 

（※入荷前の商品の価格・日本酒度は予定価格・予想数値ですので、変更になる可能性があります※）

※在庫レベル※

Ａ…しばらく在庫予定(蔵元完売まで常に入荷予定)　Ｂ…数量限定(単発入荷の可能性もあり)


