
酒のやまもと　焼酎リスト

県 蔵元 商品名 小容量 小容量 麹 価格 価格

東京都 八丈興発 麦冠　情け嶋 ¥1,165 ¥1,282 ←700ml 白 ¥2,195 ¥2,415
つくし　白 ¥1,300 ¥1,430 黒 ¥2,200 ¥2,420
つくし　黒 ¥1,300 ¥1,430 黒 ¥2,200 ¥2,420
つくし　全麹 黒 ¥2,500 ¥2,750

研醸 梟(ふくろう) ¥3,000 ¥3,300 × ×
佐賀県 五町田 日本一 ¥1,707 ¥1,878

井田萬力 ¥1,050 ¥1,155 白 ¥1,950 ¥2,145
舞香(まいか) ¥1,852 ¥2,037 白 × ×
泰明 ¥1,150 ¥1,265 白 ¥2,200 ¥2,420
自然麦 白 ¥2,300 ¥2,530
特蒸泰明 ¥1,340 ¥1,474 白 ¥2,580 ¥2,838
宇佐むぎ 白 ¥2,300 ¥2,530
兼八(かねはち) ¥1,500 ¥1,650 白 ¥2,700 ¥2,970
久保　ピンクラベル ¥1,143 ¥1,257 黒 ¥2,286 ¥2,515
久保　黒ラベル ¥1,200 ¥1,320 白 ¥2,500 ¥2,750

三和 杜翁(もりのおきな) 黒 ¥2,076 ¥2,284
老松 おこげ 黒 ¥2,065 ¥2,272

中々(なかなか) ¥1,050 ¥1,155 白 ¥2,045 ¥2,250
陶眠中々 ¥2,286 ¥2,515 白 × ×

尾鈴山 山猿 ¥1,219 ¥1,341 白 ¥2,429 ¥2,672
天の刻印　白ラベル ¥1,050 ¥1,155 白 ¥2,150 ¥2,365
天の刻印　黒ラベル ¥1,150 ¥1,265 黒 ¥2,350 ¥2,585
銀の水　白ラベル ¥1,250 ¥1,375 白 ¥2,500 ¥2,750
銀の水　黒ラベル ¥1,350 ¥1,485 黒 ¥2,700 ¥2,970

岩倉 三段仕込み ¥1,400 ¥1,540 白 ¥2,758 ¥3,034
藤本本店 藤の露 ¥1,233 ¥1,356 白 ¥2,412 ¥2,653
井上 大金持ち ¥906 ¥997 白 ¥1,707 ¥1,878
西 一粒の麦 ¥1,048 ¥1,153 白 ¥2,029 ¥2,232
小牧 一尚　麦 ¥1,200 ¥1,320 白 ¥2,300 ¥2,530
本坊 揺籃 ¥1,404 ¥1,544 黒 ¥2,733 ¥3,006

東京都 八丈興発 情け島　芋 ¥1,240 ¥1,364 白 ¥2,270 ¥2,497
たちばな ¥1,000 ¥1,100 白 ¥2,000 ¥2,200
きろく ¥1,155 ¥1,271 黒 ¥2,227 ¥2,450
たちばな原酒 ¥2,476 ¥2,724 白 × ×

尾鈴山 山ねこ ¥1,219 ¥1,341 白 ¥2,429 ¥2,672
松露　25％ ¥1,075 ¥1,183 白 ¥2,180 ¥2,398
松露　黒麹 ¥1,270 ¥1,397 黒 ¥2,550 ¥2,805
松露　うすにごり ¥1,310 ¥1,441 白 ¥2,620 ¥2,882
心水(もとみ) ¥1,375 ¥1,513 白 ¥2,750 ¥3,025
月の中 ¥1,500 ¥1,650 白 ¥3,000 ¥3,300
妻 白 ¥3,400 ¥3,740

小玉醸造 杜氏潤平 ¥1,650 ¥1,815 白 ¥3,000 ¥3,300
川越 ¥1,371 ¥1,680 白 ¥2,760 ¥3,380
金の露 ¥1,371 ¥1,680 白 ¥2,760 ¥3,380
薩州宝山 ¥953 ¥1,048 白 ¥1,810 ¥1,991
さつま宝山 ¥1,048 ¥1,153 白 ¥1,810 ¥1,991
白豊印 ¥1,409 ¥1,550 白 ¥2,781 ¥3,059
紅東印 ¥1,409 ¥1,550 白 ¥2,781 ¥3,059
綾紫印 ¥1,409 ¥1,550 白 ¥2,781 ¥3,059
富乃宝山 ¥1,429 ¥1,572 黄 ¥2,820 ¥3,102
吉兆宝山 ¥1,429 ¥1,572 黒 ¥2,820 ¥3,102
白天宝山 白 ¥2,820 ¥3,102
万暦　冷凍焼酎 ¥3,000 ¥3,300 ←360ml 白 × ×
天使の誘惑 ¥3,500 ¥3,850 × ×
宝山・白豊　34度 ¥1,953 ¥2,148 白 ¥3,553 ¥3,908
宝山・紅東　34度 ¥1,953 ¥2,148 白 ¥3,553 ¥3,908
宝山・綾紫　34度 ¥1,953 ¥2,148 白 ¥3,553 ¥3,908
宝山　芋麹全量 黒 ¥3,667 ¥4,034
宝山　芋麹全量　綾紫 黒 ¥3,667 ¥4,034

大分県

福岡県

鹿児島

西吉田

四ツ谷

久保

藤居

鹿児島

宮崎県

黒木本店

松露

岩倉

西

川越

黒木本店

720mlのみ

小容量：900ml

別途期間限定有

別途期間限定有

別途期間限定有

別途期間限定有

備考

宮崎県

麦焼酎

在庫要確認

別途期間限定有

在庫要確認
720mlのみ/在庫要確認

芋焼酎

在庫要確認

佐藤



酒のやまもと　焼酎リスト

県 蔵元 商品名 小容量 小容量 麹 価格 価格
明るい農村 ¥1,239 ¥1,423 白黒 ¥2,381 ¥2,797
明るい農村　赤芋 ¥1,257 ¥1,491 白黒 ¥2,552 ¥2,999
農家の嫁 ¥1,429 ¥1,695 黒 ¥2,552 ¥2,999
農家の嫁　紫芋 ¥1,505 ¥1,784 黒 ¥2,648 ¥3,111
奥霧島 ¥1,350 ¥1,518 黒 ¥2,700 ¥3,031
阿久根 ¥1,173 ¥1,290 S型 ¥2,064 ¥2,270
にごり芋　参分濾過 白 ¥2,250 ¥2,475
にごり芋　無濾過 ¥1,218 ¥1,340 白 ¥2,105 ¥2,316
こいじゃが 黄 ¥2,173 ¥2,390
やきいも　黒瀬 ¥1,364 ¥1,500 白 ¥2,345 ¥2,580
丸西 黒 ¥1,950 ¥2,145
のんびり蓮蛙 ¥1,150 ¥1,265 白 ¥2,250 ¥2,475
孤高の月蛍 ¥1,150 ¥1,265 白 ¥2,250 ¥2,475

神 英弥成兼(あくねなりかね) 白 ¥2,000 ¥2,200
東 七窪(ななくぼ) 白 ¥3,050 ¥3,355

萬世(ばんせい) ¥924 ¥1,016 白 ¥1,820 ¥2,002
燃島(もえしま) ¥1,500 ¥1,650 黄白 ¥2,500 ¥2,750

本坊 屋久の大自然林 ¥1,400 ¥1,540 白 ¥2,800 ¥3,080
一尚(いっしょう)シルバー ¥1,409 ¥1,550 黒 ¥2,657 ¥2,923
一尚　ブロンズ ¥1,409 ¥1,550 黒 ¥2,657 ¥2,923
角玉 黒 ¥1,979 ¥2,475
不二才 ¥1,280 ¥1,650 白 ¥2,427 ¥3,280
晴耕雨読 ¥1,376 ¥1,650 白 ¥2,541 ¥3,280
刀 × × 白 ¥2,672 ¥3,300

朝日　２５度 ¥1,290 ¥1,419 白 ¥2,070 ¥2,277
朝日　３０度 ¥1,390 ¥1,529 白 ¥2,370 ¥2,607
朝日　飛乃流 ¥1,490 ¥1,639 白 ¥2,980 ¥3,278
朝日　壱乃譲 ¥1,590 ¥1,749 黒 ¥3,180 ¥3,498

有村 有泉 白 ¥2,349 ¥2,584

黒木本店 野うさぎの走り ¥2,762 ¥3,038 × ×
尾鈴山 山翡翠(やませみ) ¥1,219 ¥1,341 白 ¥2,429 ¥2,672

高知県 無手無冠 ダバダ火振 ¥2,636 ¥2,900
宮崎県 佐藤 三代の松 白黒 ¥2,950 ¥3,245

宮崎県 黒木本店 天嵐坊(てんらんぼう) ¥1,248 ¥1,373 白 ¥2,286 ¥2,515

残波　25度マイルド 黒 ¥2,360 ¥2,596
残波　30度 黒 ¥2,330 ¥2,563
春雨　カリー 黒 ¥2,252 ¥2,477
春雨　ゴールド 黒 ¥2,815 ¥3,097

枚方本店：072-857-0082枚方本店：072-857-0082
大阪店：06-6214-6107大阪店：06-6214-6107
京都店：075-761-0124京都店：075-761-0124
森ノ宮キューズモール店：06-6809-1750森ノ宮キューズモール店：06-6809-1750

小牧

栗焼酎

鹿児島

鹿児島

宮崎県

沖縄県

佐多宗二

朝日

比嘉

宮里

小容量：900ml

霧島町

鹿児島

萬世

別途期間限定有

別途期間限定有丸西

備考

※全て税込みの価格表記です。

山芋焼酎

泡盛

黒糖焼酎

米焼酎
600mlのみ
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720mlのみ

小容量：900ml

別途期間限定有

別途期間限定有

別途期間限定有

別途期間限定有

備考

在庫要確認

別途期間限定有

在庫要確認
720mlのみ/在庫要確認

在庫要確認
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小容量：900ml

別途期間限定有

別途期間限定有

備考

600mlのみ


