
※表示の数値・原料米は多少変動及び変更する場合がございます。

「いい酒をより多くの人
に」を形にした、八海醸造

の真髄のお酒です

やわらかな口当たりと
淡麗な味わい

最高の酒を造り続ける
ことで磨いてきた蔵人の技

純米でありながら八海山
らしい、切れのよい
飽きの来ない味わい

【米焼酎】
落ち着いた品格のある
香りをお楽しみください

⾃然の⼒を利⽤して
3年間熟成させました

画像

品名 八海山　清酒 八海山 特別本醸造 八海山 大吟醸 八海山 純米大吟醸
よろしく千萬あるべし

 黄麹 米焼酎
八海山　純米大吟醸

雪室貯蔵三年

2367 8390 349132 349136 71748 349140

\1,950 \2,390 \3,520 \3,870 \2,350 ￥3,100 (720ｍｌ)

度数 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 25.0% 17.0%

日本酒度 +5.0 +4.0 +5.0 +4.0 -1.0

麹米 五百万石  五百万石 山田錦・五百万石 山田錦・五百万石 山田錦

説明

普通酒でありながら原料米を
60%まで精米し、低温発酵で
ゆっくりと丁寧に造っていま
す。淡麗なすっきりとした飲
み口で、料理のじゃまをしま
せん。

精米歩合　60%

冷でよし、燗でよしの、八海山
を代表するお酒です。燗をつ
けたときのほのかな麹の香り
もまた、このお酒の楽しみの
一つといえます。

精米歩合　55%

細かくまろやかなで綺麗な味わ
いに、ほのかに感じる上品な甘
やかさが料理を引き立てます。

精米歩合　45%

すべて手づくりの麹と、八海山
の雪解け水が湧水となった「雷
電様の清水」で醸した純米大
吟醸です。

精米歩合　45%

清酒酵母と黄麹を使用した
「三段仕込」を行っています。
発酵途中に清酒粕を加え、ほ
のかに吟醸酒を思わせる香り
のあるモロミから滅圧蒸留し
た、貯蔵年数2年以上の焼酎
です。

低温の食糧貯蔵庫「雪室」を酒
つくりに活かし、大量の雪を収
納した蔵の中で熟成させまし
た。三年の歳月をかけまろやか
に育った酒です。

精米歩合　50％

他サイズ
(4856)　720ｍｌ　\930
(74052)　300ｍｌ　\390
(221923)　180ｍｌ　\280

(21261)　720ｍｌ　\1,150
(76741)　300ｍｌ　\520

(349133)　720ｍｌ　\1,760
(349134)　300ｍｌ　\810

(349137)　720ｍｌ　\1,940
(349138)　300ｍｌ　￥920

(342710)　720ｍｌ　\1,130 (349141)　280ｍｌ　\1,400

(200384)
魚沼カップ180ｍｌ￥280

(349135)
瓢箪瓶180ｍｌ　￥520

(349139)
瓢箪瓶180ｍｌ　￥600

その他

米焼酎(減圧蒸留)

納入価格
(1.8Ｌ)

食に寄り添いながら、食事の邪魔をしない。
旨みがあるのに、飲み飽きない。

辛口なのに、尖ったところがない。
淡麗なのに、深みがある。

まるで磨き抜かれた玉のようにきれいな酒。

「カクヤスがオススメする日本酒」シリーズ

メニュー作成致します。

●表示価格は税抜き価格です。掲載内容は作成時点の情報であり予告なく変更する場合がございます。
●ご注文やお問合せは、お気軽に担当営業へご連絡ください。　[　株式会社　カクヤス　]
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※表示の数値・原料米は多少変動及び変更する場合がございます。

繊細な泡を楽しむ
スパークリング日本酒

きれいですっきりとした後
味の発泡にごり酒

減圧蒸留した贅沢な
本格粕取り焼酎

⼋海⼭の原酒に国産の良質
な梅を仕込みました

「よろしく千萬あるべし」
の原酒に国産の良質な梅を

仕込みました

「よろしく千萬あるべし」の
原酒に梅のペーストを

加えました

画像

品名
瓶内二次発酵酒

 あわ八海山
発泡にごり酒 八海山 粕取り焼酎　宜有千萬

八海山の原酒で
仕込んだうめ酒

八海山の焼酎で
仕込んだ うめ酒

八海山の焼酎で
仕込んだうめ酒 にごり

容量 720ｍｌ 720ｍｌ 720ｍｌ 1.8L 1.8L 1.8L

349146 341216 221362 200385 209760 341218

\3,000 \1,650 \3,850 \2,700 \2,700 \3,143

度数 13.0% 15.0% 40.0% 13.0% 14.0% 14.0%

日本酒度 -5.0 -23.0

麹米 山田錦  五百万石 

説明

シャンパンと同じ”瓶内二次
発酵”製法で造られている
為、グラスに注いだとき繊細
な一筋泡が立つ透明な日本
酒です。フルーティーな香りと
上品な甘み、口の中ではじけ
る爽やかなスパークリング清
酒です。

精米歩合　50%

食前酒としてもお勧めですが、
濃厚な味のお料理や、スパイ
シーなお料理、また、フルーツ
などのデザートにあわせてい
ただくのもお勧めです。さわや
かな酸味と華やかな香りで
す。

精米歩合　60%

新鮮な清酒粕のみを原料に、そ
のままの状態でゆっくり時間を
かけて減圧蒸留した贅沢な本格
粕取り焼酎です。3年以上の貯
蔵により円熟したまろやかさと日
本酒の風味が一体化した、ふく
よかな味わいです。

カロリー控えめで「甘くない」
「飲みあきしない」「食事に合
う」すっきりとした味わいのお酒
です。冷やして氷を入れずにス
トレートでもおすすめ。梅がも
つ自然の酸味と八海山ならで
はの柔らかな味わいとの調和
を楽しめます。

梅がもつ自然の酸味と上品な
甘さをお楽しみいただけま
す。通常の梅酒に比べエキス
分を豊富に含んでいるため、
ロックや水割りでもお楽しみ
いただけます。

梅のペーストを加えることで梅
の風味が増し、とろりとした口当
たりとなりました。エキス分が高
く、濃厚な味わいに仕上がって
おります。ロックや水割り、ソー
ダ割りでもお楽しみいただけま
す。

他サイズ (349147) 360ｍｌ \1,900 (349148) 360ｍｌ \935 (218515)　720ｍｌ　￥1,300 (341217)　720ｍｌ　\1,300 (341219)　720ｍｌ　\1,524

焼酎ベースの梅酒焼酎ベースの梅酒

納入価格

(清酒)粕取り焼酎
減圧蒸留

日本酒ベースの梅酒

 日本酒以外のラインナップも揃えています

メニュー作成致します。

●表示価格は税抜き価格です。掲載内容は作成時点の情報であり予告なく変更する場合がございます。
●ご注文やお問合せは、お気軽に担当営業へご連絡ください。　[　株式会社　カクヤス　]

作成日：2020/7/31
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（普通酒，特別本醸造酒，吟醸酒それぞれこ用意あります。）
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南魚沼の豊かな自然と
雪国の文化によって造り出された酒

八海山
淡麗なすっきりとした飲み口
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【テー ブルテント】
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　　　　　カクヤス営業までお気軽にお問い合わせください。
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