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※１～10までの各行をクリックすると、該当のページへ飛ぶことが可能です。

※各ページに記載されている商品のみが、今回のキャンペーン対象商品となりますので、ご注意ください。

1 . あ行

2 . か行

3 . さ行

4 . た行

5 . な行

6 . は行

7 . ま行

8 . や行

9 . ら行

10 . わ行





https://ugonotsuki.official.ec/


https://aokishuzou.co.jp/




https://www.takashimizu-shop.com/


https://www.ranman.co.jp/ec-top


https://asahikawa-online.stores.jp/


https://www.asama-shuzo.jp/


http://azumanofumoto.co.jp/


http://arinokawa.shop-pro.jp/




https://www.suien.co.jp/


https://www.tenranzan.jp/


https://ikeura-shuzo.com


http://ikezuki.com/




https://koshinokanbai.co.jp/


http://izumisyuzou.shop21.makeshop.jp/


https://www.iseman.co.jp


https://www.ichinomiya-s.jp/


http://store.shopping.yahoo.co.jp/ichinoya/index.html


https://www.inata.co.jp/products


https://rairaku.jp/


https://www.wakamidori.com


https://fukucho.jp


https://www.iwasakishuzou.com


https://www.iwate-meijo.com


https://iwanoi.shop-pro.jp/


https://uchigasaki.com/


宇都宮酒造（株）
ウツノミヤシュゾウ

所在地  　栃木県宇都宮市柳田町 24 8

入賞受賞 1 ポイント

シキサクラ マンヨウヒジリ

四季桜 万葉聖

シキサクラ ヤナギタノコメカモシタテ

四季桜 柳田の米かもしたて

※商品価格が変更する場合がありますので、ご了承ください。 ※在庫に限りがありますので、売り切れの場合はご容赦ください。

720m l  6 , 0 50円

I.W.C大吟醸部門２度ゴールド受賞、大吟醸の気品ある

香りと柔らかな味わいが特徴の当蔵トップブランド酒

720m l  2 , 310円

地元兼業農家５名の契約栽培「五百万石」と栃木県

酵母を使用し、フルーティーな香りとスッキリした後味の

辛口大吟醸酒

シキサクラ イマイショウヘイゲンシュ

四季桜 今井昌平原酒

720m l  2 , 20 0円

地元兼業農家５名の契約栽培「五百万石」と栃木県

酵母を使用し、柔らかな吟醸香と旨味が広がる純米

大吟醸酒、お燗にすると更に美味しく召し上がれます

目次へ戻る





https://kiritsukuba.com


https://toyota-kikuishi.stores.jp/


https://shop.ei-sake.jp/


https://eikoo.com/




https://www.aumont-shuzo.shop/


https://shop.ozeki.co.jp/


https://www.hanzo-sake.shop/index.html


https://www.chomonkyo.com


https://www.matsuzakari.co.jp/


https://okishuzou.com


https://shop.sawanoi-sake.com/


https://otokoyama.shop/




https://yoakemae-ono.com/


http://ofuku-shuzo.shop-pro.jp/


https://www.kanpaku.co.jp


https://kakuboshi.shop-pro.jp


https://shop.chikuha.co.jp/


https://www.sake-ohyama.co.jp


https://www.kaneishuzo.co.jp/




https://www.jokigen.co.jp


https://shop.rikishi.co.jp/


https://shop.kamotsuru.jp/


https://nishinoseki.shop-pro.jp/


https://shop.igeta.jp/






https://www.kikusui-sake.shop/


https://www.kizakura-shop.com/


https://www.shop-tomio.com/




https://miyokiku.com


https://kitashouji-sake.shop-pro.jp/


https://shop.kitanishishuzo.co.jp/index.html




https://www.kinokawa.shop/


https://www.fukukomachi-shop.com


https://kintora.jp




https://kurosawa.biz/


https://www.gekkeikan.co.jp/


https://www.gensui.jp




http://www2u.biglobe.ne.jp/~mi-yuki/


https://sake-koimari.jp


https://shushinkan.net/


https://www.koganeishuzou.com/esp/shop


https://shop.kodamajozo.jp/


http://konotomo.jp


https://kitanonishik.official.ec/


https://e-urakasumi.com


https://gokyo.shop-pro.jp/




http://sakuragao.com/


https://www.sasamasamune.com/


http://kuju-senbazuru.co.jp






https://shiraito.stores.jp/


https://wakamusume.com/products/list


http://www.suishinsake.co.jp/




http://www.iw-kotobuki.co.jp


http://suzunoi.jp




http://kasen1730.ocnk.net/


https://senkoma.com/


https://www.senjyo.co.jp/files/pdf/senjyo_english.pdf


https://sogenonline.myshopify.com/


惣誉酒造（株）
ソウホマレシュゾウ

所在地  　栃木県芳賀郡市貝町上根 5 3 9

金賞受賞 2 ポイント

ソウホマレキモトジコミジュンマイダイギンジョウ

惣誉 生酛仕込 純米大吟醸

ソウホマレキモトジコミジュンマイギンジョウ

惣誉 生酛仕込 純米吟醸

※商品価格が変更する場合がありますので、ご了承ください。 ※在庫に限りがありますので、売り切れの場合はご容赦ください。

  720m l  3 , 250円

1800m l  6 , 50 0円

生酛の純米大吟醸だからこそ味わえる、贅沢な香味。
エレガントな香味の奥底にあるのは、深みのある旨みと

酸味が織りなす至極の味わい。最高峰といわれる酒米

「山田錦」の最高峰といわれる産地「兵庫県吉川」産のみを

原料米に使用、伝統的製法で味わいに深みを求め、

現代的吟醸造りでエレガントな酒質を追及しています。

  720m l  2 , 50 0円

1800m l  5 , 0 0 0円

深みのある香りと生酛特有の酸味と旨みが絡み合う
しっかりした味わい。香りと酸味が溶け合った厚みの

ある味わいは、鮨や脂ののった刺身などにぴったりです。

冷やでもおたのしみいただけますが、ぬる燗にすると

別世界の 味わいが口中に広がります。

ソウホマレキイツキモトジコミジュンマイダイギンジョウ

惣誉 帰一 生酛仕込 純米大吟醸

720m l  10 , 0 0 0円

生酛で仕込んだ酒を時とともに成長させるということ。
出来上がった酒の若さに内包されたエネルギーを

低温で貯蔵することによりゆっくりと花開かせる

ということ。「  熟  成  。」生酛仕込  純米大吟醸の
熟成による深遠な味わい。

目次へ戻る



第一酒造（株）
ダイイチシュゾウ

所在地  　栃木県佐野市田島町 48 8

ECサイト

金賞受賞 2 ポイント

カイカ ジュンマイダイギンジョウ ヤマダニシキ

開華 純米大吟醸 山田錦

カイカ ジュンマイギンジョウ ユメササラ

開華 純米吟醸 夢ささら

※商品価格が変更する場合がありますので、ご了承ください。 ※在庫に限りがありますので、売り切れの場合はご容赦ください。

  720m l  1, 870円

1800m l  3 ,740円

「純米大吟醸を日常に」をコンセプトに、兵庫県産

山田錦を使用した、「ワンランク上」の日本酒をお求め

やすい価格で味わえる一品です。

KURA MASTER 2022 純米大吟醸部門プラチナ賞を

受賞。

  720m l  1,760円

1800m l  3 , 520円

栃木県で開発された「夢ささら」で醸した純米吟醸

酒です。香り穏やかでまろやかな旨味を味わえる一本

です。食中酒の逸品です。

カイカ ジュンマイギンジョウ

開華 純米吟醸

  720m l  1,485円

1800m l  2 , 970円

ふわりとした吟醸香と透明感のある軽快な飲み口の

淡麗旨口の純米吟醸です。純真無垢な花のつぼみを

思わせる繊細な味わいをお楽しみください。

https://shop.sakekaika.co.jp

目次へ戻る

https://shop.sakekaika.co.jp


http://www.daishinsyu.com


https://www.jizake.co.jp/


https://www.taiyo-sake.co.jp/shopping/


https://shop.taga-brew.com/


https://www.toyonoume.com


https://www.takasagoshuzo.com


https://ariiso-akebono.jp


https://www.hatsuume.co.jp


www.matsuwo.co.jp




http://www.chomeisen.jp/




https://www.mizuo.co.jp/


https://echizenmisaki.com/?mode=srh&cid=&keyword=


http://shop.yukikura.com/


https://tamanohikari.sake.com/




https://www.choryo.co.jp/


http://www.chiyonosono.co.jp


https://www.chiyomusubi.co.jp/shop/


https://gin-sato.jp/


https://www.tsukasyuzou.jp/


http://www.tsukinowa-iwate.com


（株）辻善兵衛商店
ツジゼンベエショウテン

所在地  　栃木県真岡市田町 10 4 1 - 1

金賞受賞 2 ポイント

サクラガワ ダイギンジョウ

桜川 大吟醸 (金賞受賞酒)

シモツケトウジ ツジヒロユキ ジュンマイダイギンジョウ トビンカコイ

下野杜氏 辻寛之 純米大吟醸 斗瓶囲い

※商品価格が変更する場合がありますので、ご了承ください。 ※在庫に限りがありますので、売り切れの場合はご容赦ください。

720m l  3 , 50 0円

今年で8年連続、全国新酒鑑評会にて金賞受賞中の

大吟醸桜川、材料には兵庫県産特A地区の山田錦を

全量使用し、ふくよかな味わいと華やかな香りが特徴の

お酒です。

720m l  4 , 950円

杜氏自らの名前を冠した入魂のお酒、兵庫県特A

地区産の山田錦を全量使用し、持てる技術の粋を

結集し醸しました。味わい深く軽快な口当たり、常に

究極を目指し続けるお酒です。

ヨハマンゾク ヒヤオロシ

世は満続 ひやおろし

720m l  1,70 0円

杜氏おすすめの秋限定ひやおろし、しっかりとした

味わいを出しつつも軟水仕込みの特徴である、クリアで

切れの良い後味、杯が進むお酒です。

目次へ戻る



http://seppiko.shop-pro.jp/


http://www.tsurunoe.com/


https://tsurumi008.stores.jp/


https://dhcshuzo.net/




https://tenju.co.jp/


天鷹酒造（株）
テンタカシュゾウ

所在地  　栃木県大田原市蛭畑 21 6 6

ECサイト

金賞受賞 2 ポイント

ジュンマイダイギンジョウ テンタカココロ

純米大吟醸 天鷹心

ユウキ ジュンマイダイギンジョウ テンタカ ゴヒャクマンゴク

有機 純米大吟醸 天鷹 五百万石

※商品価格が変更する場合がありますので、ご了承ください。 ※在庫に限りがありますので、売り切れの場合はご容赦ください。

  720m l  1, 8 0 0円

1800m l  3 , 60 0円

栽培適地A地区産山田錦を50％まで精米して仕込んだ

純米大吟醸。「芳醇微薫」のお酒で、穏やかな香りと

旨味のあるスッキリとした味わい。「純米酒」という言葉の

なかった1975年の発売当時は「生粋無添加清酒 天鷹心」

として発売していたロングセラー。ヴィーガン認証。

720m l  2 , 20 0円

有機米の特徴である体感的な優しさを持つ純米

大吟醸。穏やかな香りと柔しい口当たりのお酒です。

日・米・欧有機認証、ヴィーガン認証。

ユウキ ジュンマイダイギンジョウ テンタカ フナシボリゲンシュ

有機 純米大吟醸 天鷹 槽搾り原酒

720m l  7, 50 0円

有機山田錦を35％まで精米して仕込んだ純米大吟醸。

有機日本酒のもつ絹のような舌触りと円やかさを

感じるお酒です。2022年ミラノSAKE  プラチナ賞。

フードペアリンク賞受賞。日・米・欧有機認証、

ヴィーガン認証。

https://www.tentaka.co.jp

目次へ戻る

https://www.tentaka.co.jp




www.jozan.co.jp


https://www.tosatsuru.jp/


https://jizake.miwatari.jp/




https://akaiwaomachi.com/




（株）外池酒造店
トノイケシュゾウテン

所在地  　栃木県芳賀郡益子町塙 3 3 3 - 1

ECサイト

金賞受賞 2 ポイント

サンラン ダイギンジョウ キンショウジュショウシュ

燦爛 大吟醸 金賞受賞酒

サンラン ジュンマイダイギンジョウ

燦爛 純米大吟醸

※商品価格が変更する場合がありますので、ご了承ください。 ※在庫に限りがありますので、売り切れの場合はご容赦ください。

720m l  4 , 546円

全国新酒鑑評会にて金賞受賞の大吟醸。

8回連続金賞受賞。

華やかでフルーティーな香りと、繊細でなめらかな

旨味が口の中に広がります。深みのある香りと味わいが

堪能できます。

720m l  3 , 319円

香りは華やかで青リンゴやカリンを思わせます。口に含む

と柔らかい甘味を感じ、嫌味のない渋みと苦みが、ほどよい

酸味とバランス良く口の中に広がり、ふくよかな味わいの

余韻が続きます。これだけで主役になりますが、白身魚の

刺身、フルーツサラダ、アヴォカドのサラダ、冷たいクリーム

スープ、パルマハムなどとペアリングして飲むのもおすすめ

です。10度程度でスッキリとした清涼感があり、15～20度

くらいの常温では甘味が広がります。

サンラン ダイギンジョウ

燦爛 大吟醸

720m l  3 , 0 0 0円

原料は全量酒米の最高峰兵庫県産山田錦を贅沢に38％まで

精米して使用しました。果実を思わせるフルーティな香りは

大吟醸ならでは。口当たりは滑らか、まろやかで柔らかい

味わいです。後味には米の旨味と甘味を感じながらも、

キレがあるので飲みやすく感じます。味が濃くない淡泊な

おつまみと合わせるのがおすすめです。チーズや白身魚の

刺身、デザート感覚で苺とペアリングも最高です。

https://tonoike.info

目次へ戻る

https://tonoike.info




http://aizu-toyokuni.com




（株）虎屋本店
トラヤホンテン

所在地  　栃木県宇都宮市本町４－12

金賞受賞 2 ポイント

シチスイ ジュンマイダイギンジョウ50 ユメササラ キンショウジュショウシュ

七水 純米大吟醸50 夢ささら 金賞受賞酒

シチスイ ジュンマイギンジョウ55 オマチ

七水 純米吟醸55 雄町

※商品価格が変更する場合がありますので、ご了承ください。 ※在庫に限りがありますので、売り切れの場合はご容赦ください。

720m l  2 , 0 0 0円

フルーティーなパイナップルを思わせる香り、ジューシーな

甘さとフレッシュな酸味のフュージョンを感じる味わいが

特徴的な甘ジューシータイプの日本酒。

  720m l  1, 60 0円

1800m l  3 , 20 0円

フレッシュ感のあるやさしく甘いグレープ系の香り、

ふくらみのある旨みとドライに締まる酸味の絶妙な

バランスが醸し出す味わい。

シチスイ ジュンマイダイギンジョウ40 ワイスリー

七水 純米大吟醸40 Y3

720m l  2 , 850円

アプリコットやイチゴの果実のエレガントな香り、

繊細な旨みが凝縮された贅沢感のある味わいが特徴。

2021年インターナショナルワインチャレンジの純米

大吟醸酒の部にて最高賞トロフィー受賞酒【第１位】

目次へ戻る



https://www.naitojouzou.com


https://naebasan.shop-pro.jp/


https://nakaosake.stores.jp/


https://ec.nakashimaya1823.jp/




https://nakamura-shuzou.co.jp/


https://www.chiyotsuru.jp/


https://nagurayama.jp/




http://www.nara-toyosawa.jp/


https://furusatobin.jp/kikunoi/


https://www.nanbubijin.jp/


https://nara-tanzan.com/


西堀酒造（株）
ニシボリシュゾウ

所在地  　栃木県小山市粟宮 14 5 2

ECサイト

入賞受賞 1 ポイント

モンガイフシュツ ダイギンジョウ ダブルジュショウシュ キリバコ

門外不出 大吟醸 W受賞酒 桐箱

モンガイフシュツ ジュンマイダイギンジョウ クリアブリュー

門外不出 純米大吟醸 CLEAR BREW

※商品価格が変更する場合がありますので、ご了承ください。 ※在庫に限りがありますので、売り切れの場合はご容赦ください。

720m l  6 , 578円（税込価格）

日本酒業界で最も有名かつ伝統ある国内品評会で、

ダブル受賞した最高クラスの大吟醸酒です。最高

品質を追求した酒質で、優雅でフルーティーな香りが

極上のひとときを演出します。

＜賞歴＞

・2022年 香港TTSA(Tasting Trendies Sake Awards)

　　　　　 Gold & Silver受賞

・2022年 全国新酒鑑評会 入賞

・2022年 南部杜氏自醸清酒鑑評会 優等賞受賞

720m l  3 , 520円（税込価格）

日本酒業界初となる、透明タンク仕込みの純米大吟醸酒

です。（特許第6523366号）自然発酵に逆らわないように、

醪（もろみ）の動向を外部から見守りつつ、温度管理と

醪の櫂入れを調整しました。酵母の自然な動きを阻害

しない、柔らかな酒質の純米大吟醸酒です。穏やかな

香りと吟醸仕込みによる甘みがクセになる、手が細部まで

行き届く少量仕込ならではの酒質を体現しています。

＜賞歴＞

・IWC2018 大会推奨酒（Commended Awards）受賞

720m l  2 , 6 40円（税込価格）

ILLUMINA（イルミナ）シリーズは、日本初・世界初となる、

「LED色光照射発酵酒」のシリーズです。日本酒醸造で

最も長い工程となる、醪（もろみ）の発酵期間において、

24時間LED光を当て続け、新たに光による微生物への

影響を取り入れました。(水耕栽培レタスへのLED光による

効果から着想)※特許第7079884号

本商品は、赤色LED光の照射で発酵促進を行い、ドライで

酸味のある辛口タイプの酒質です。

＜賞歴＞

・2021年 香港TTSA(Tasting Trendies Sake Awards)

  純米吟醸部門Silver（銀賞）受賞

イルミナ レッドライト

ILLUMINA 赤光 RED LIGHT

https://sake-ec.com/

目次へ戻る

https://sake-ec.com/


https://www.tsuzumiya.com/


https://www.nissin-shurui.co.jp/
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