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⼩売参考価格

（税抜）
和酒（⽇本酒） 305319 ⾼清⽔ 加温熟成解脱酒 720ml 720㎖ \2,500
和酒（⽇本酒） 308817 ⾼清⽔ 純⽶⼤吟醸 蔵付酵⺟仕込み 磨き35 720ml 720㎖ \1,900
和酒（⽇本酒） 250014 ⾼清⽔ ⾟⼝純⽶ 1,800ml 1,800㎖ \2,050
和酒（⽇本酒） 212061 ⾼清⽔ 純⽶⼤吟醸 1,800ml 1,800㎖ \2,857
和酒（⽇本酒） 92983 ⻁千代 純⽶ （新潟） 1,800㎖ \1,400
和酒（⽇本酒） 209290 ⻁千代 純⽶吟醸酒 （新潟） 1,800㎖ \1,830
和酒（⽇本酒） 331590 ⻁千代 純⽶⼤吟醸 （新潟） 720㎖ \1,280
和酒（⽇本酒） 209291 ⻁千代 純⽶ （新潟） 720㎖ \720
和酒（⽇本酒） 290314 ⻁千代 純⽶吟醸酒 （新潟） 720㎖ \1,000
和酒（⽇本酒） 337394 ⻁千代 純⽶⼤吟醸 （新潟） 1,800㎖ \2,600
和酒（⽇本酒） 92984 ⻁千代 普通酒 （新潟） 1,800㎖ \1,090
和酒（⽇本酒） 337393 ⻁千代 純⽶⼤吟醸 ⼭⽥錦 （新潟） 720㎖ \1,600
和酒（⽇本酒） 337395 M-310 農⼝ ⼤吟醸 磨き五割⼭⽥錦 1,800㎖ \2,800
和酒（⽇本酒） 337396 M-310 農⼝ ⼤吟醸 磨き五割⼭⽥錦 720㎖ \1,400
和酒（⽇本酒） 337397 M-310 農⼝ ⼤吟醸 磨き四割⼭⽥錦 1,800㎖ \3,200
和酒（⽇本酒） 337398 M-310 農⼝ ⼤吟醸 磨き四割⼭⽥錦 720㎖ \1,600
和酒（⽇本酒） 337399 純⽶⼤吟醸原酒 全量⼭⽥錦五⼗磨 千曲錦 720㎖ \1,238
和酒（⽇本酒） 5142 越の寒中梅 特別本醸造 1,800㎖ \2,277
和酒（⽇本酒） 2801 越の寒中梅 特別本醸造 720㎖ \1,211
和酒（⽇本酒） 290042 越の寒中梅 濃醇旨⼝ 純⽶酒 1,800㎖ \1,950
和酒（⽇本酒） 301375 越の寒中梅 濃醇旨⼝ 純⽶酒 300㎖ \980
和酒（⽇本酒） 越の寒中梅 雪蔵貯蔵 吟醸⽣原酒 720㎖ \1,350
和酒（⽇本酒） 越の寒中梅 雪蔵貯蔵 吟醸⽣原酒 300㎖ \675
和酒（⽇本酒） 純⽶⼤吟醸 瑤雫50 無濾過⽣原酒 1,800㎖ \3,400
和酒（⽇本酒） 苗加屋 純⽶吟醸 琳⻘ 1,800㎖ \2,700

洋酒（ウイスキー・ブランデー） 297513 サンシャイン プレミアム 700㎖ \2,300
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 332656 ⼗年明 Half Decade 700㎖ \3,500
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 282239 サンシャイン ウイスキー 1,800㎖ \2,700

和酒（⽇本酒） 37343 加賀鳶 極寒純⽶ ⾟⼝ 1,800㎖ \2,300
和酒（⽇本酒） 230379 ⿊帯 悠々 1,800㎖ \2,500
和酒（⽇本酒） 37344 加賀鳶 純⽶ 翔 1,800㎖ \1,980
和酒（⽇本酒） 37342 加賀鳶 ⼭廃純⽶ 超⾟⼝ 1,800㎖ \3,000
和酒（⽇本酒） 37341 加賀鳶 純⽶吟醸 1,800㎖ \3,280

洋酒（スピリッツ・リキュール） 268680 造り酒屋のゆず酒 純⽶酒仕込み 720㎖ \1,315
洋酒（スピリッツ・リキュール） 232162 苺にごり酒 500㎖ \800

和酒（焼酎) 272247 ホマレ焼酎 720㎖ \614
和酒（⽇本酒） 268091 純⽶⼤吟醸 極 720㎖ \1,200
和酒（⽇本酒） 純⽶⼤吟醸 極 ⿊ラベル 720㎖ \1,200
和酒（⽇本酒） 純⽶吟醸 巽蔵（たつみくら） ⼀回瓶⽕⼊れ 720㎖ \1,400
和酒（⽇本酒） 263571 播州産⼭⽥錦仕込純⽶⼤吟醸 720㎖ \3,500
和酒（⽇本酒） 268899 華吹雪仕込 純⽶酒 720㎖ \980
和酒（⽇本酒） 268900 ⼭⽥錦仕込 吟醸酒 720㎖ \1,000
和酒（⽇本酒） 會津⽣⼀本 ⾟⼝純⽶酒 720㎖ \636
和酒（⽇本酒） 無濾過⼀回瓶⽕⼊ 特別純⽶原酒 720㎖ \1,365
和酒（⽇本酒） 18 ⼤吟醸 特製ゴールド賀茂鶴 丸瓶 180㎖ \545
和酒（⽇本酒） 239343 広島錦 純⽶（料飲店様限定） 1,800㎖ \2,500
和酒（⽇本酒） 42 本醸造 上等酒 1,800㎖ \2,043
和酒（⽇本酒） 18014 本醸造 からくち 1,800㎖ \1,828
和酒（⽇本酒） 19790 本醸造 からくち 300㎖ \364
和酒（⽇本酒） 11470 本醸造 上等酒 180㎖ \250
和酒（⽇本酒） 10830 純⽶酒 1,800㎖ \1,955
和酒（⽇本酒） 9928 ⽣貯蔵酒 冷温 蔵⽣囲い 300㎖ \368
和酒（⽇本酒） 広島錦 純⽶（料飲店様限定） 300㎖ \500

洋酒（スピリッツ・リキュール） 228628 梅酒 純⽶酒仕込み 1,800㎖ \2,850
和酒（⽇本酒） 335911 純⽶酒 決まり⼿ 1.8Lはこ詰 1,800㎖ \1,560
和酒（⽇本酒） 228406 極上の⽢⼝ 300ml瓶詰 300㎖ \432

洋酒（スピリッツ・リキュール） 335962 わが家のレモンサワーの素 居酒屋の味 900ml はこ詰 900㎖ \1,080
洋酒（スピリッツ・リキュール） 333309 凍らせ桃梅酒 150mlパウチ 150㎖ \220

和酒（⽇本酒） 271204 凍らせ冷酒 150mlパウチ 150㎖ \220
洋酒（スピリッツ・リキュール） 271197 凍らせ梅酒150mlパウチ 150㎖ \220
洋酒（スピリッツ・リキュール） 285517 もも梅湯720ml瓶詰 720㎖ \1,200

和酒（⽇本酒） 306355 ⾟丹波⽣貯蔵酒300ml瓶詰 300㎖ \370
和酒（⽇本酒） 228385 ⾟丹波300ml瓶詰 300㎖ \370

その他（ソフトドリンク） 268074 おいしい⽢酒950ｇ 950㎖ \600
和酒（⽇本酒） 名城 涼鈴純⽶酒 720㎖ \1,200
和酒（⽇本酒） 名城 涼冷え⼭⽥錦100% 720㎖ \1,056
和酒（⽇本酒） 名城 銀次郎 1,800㎖ \1,185
和酒（⽇本酒） 名城 ひやし銀次 1,800㎖ \1,185
和酒（⽇本酒） 名城 ひやし銀次 720㎖ \951
和酒（⽇本酒） 官兵衛しぼりたて 1,800㎖ \1,424
和酒（⽇本酒） 官兵衛しぼりたて 720㎖ \791
和酒（⽇本酒） 官兵衛しぼりたて 300㎖ \332
和酒（⽇本酒） 277296 名城 純⽶ひやおろし 720㎖ \1,200
和酒（⽇本酒） 291482 みかえり兎純⽶にごり酒 720㎖ \1,380
和酒（⽇本酒） 221954 新酒しぼりたて 1,800㎖ \1,905
和酒（⽇本酒） 新酒しぼりたて 720㎖ \965
和酒（⽇本酒） 純⽶雫ノ⾹ 1,800㎖ \3,300
和酒（⽇本酒） 純⽶雫ノ⾹ 720㎖ \1,600
和酒（⽇本酒） 332128 まるわらい純⽶⼤吟醸 1,800㎖ \3,200
和酒（⽇本酒） まるわらい純⽶⼤吟醸 720㎖ \1,420
和酒（⽇本酒） 名城 中取り⼤吟醸 1,800㎖ \3,000
和酒（⽇本酒） 291483 名城 中取り⼤吟醸 720㎖ \1,380
和酒（⽇本酒） 239734 官兵衛にごり酒 1,800㎖ \1,654

名城酒造株式会社16

10 賀茂鶴酒造株式会社

11、12 ⼤関株式会社

7 株式会社福光屋

9 ほまれ酒造株式会社

5 新潟銘醸株式会社

6 若鶴酒造株式会社

KAKUYASU DEXPO 2019 出品商品リスト

2 秋⽥酒類製造株式会社

3、4 株式会社トレジャーアイランド
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和酒（⽇本酒） 232298 官兵衛にごり酒 720㎖ \807
和酒（⽇本酒） 官兵衛にごり酒 300㎖ \298
和酒（⽇本酒） 76648 兵庫男⼭ 1,800㎖ \1,205
和酒（⽇本酒） 239740 兵庫男⼭ 720㎖ \584
和酒（⽇本酒） 239739 兵庫男⼭ 300㎖ \312
和酒（⽇本酒） 332172 あだたら吟醸 300㎖ \410
和酒（⽇本酒） 41313 あだたら吟醸 720㎖ \1,000
和酒（⽇本酒） あだたら吟醸 1,800㎖ \2,000
和酒（⽇本酒） 遊佐 純⽶吟醸 300㎖ \460
和酒（⽇本酒） 301158 遊佐 純⽶吟醸 720㎖ \1,050
和酒（⽇本酒） 301159 遊佐 純⽶吟醸 1,800㎖ \2,280
和酒（⽇本酒） 76033 純⽶⼤吟醸スパークリング 290㎖ \560
和酒（⽇本酒） 257105 特別純⽶⽣原酒 720㎖ \1,400
和酒（⽇本酒） 1236 上撰 ⽩鶴 ⽣貯蔵酒 300㎖ \346
和酒（⽇本酒） 13179 上撰 ⽩鶴 淡麗純⽶グリーン瓶 180㎖ \225
和酒（⽇本酒） 201770 ⽩鶴 ⼤吟醸 720㎖ \1,100
和酒（⽇本酒） 26898 ⽩鶴 杜⽒鑑 1,800㎖ \2,033
和酒（⽇本酒） 264531 ⽩鶴 上撰 深⼭霞 1,800㎖ \1,830
和酒（⽇本酒） 290023 ⽩鶴 超⾟⼝ 1,800㎖ \1,430
和酒（⽇本酒） 546 ⽩鶴 上撰 ⽣貯蔵酒 180㎖ \211
和酒（⽇本酒） 266365 ⽩鶴 淡雪スパークリング 300㎖ \450
和酒（⽇本酒） 278879 ⽩鶴 純⽶⼤吟醸 720㎖ \1,340

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 92328 ⽩鶴 ぷるぷる梅酒 190㎖ \142
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 222444 ⽩鶴 ぷるぷる林檎酒 190㎖ \142
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 257232 ⽩鶴 ぷるぷる桃酒 190㎖ \142

和酒（⽇本酒） 291707 SHUSHU 180㎖ \300
和酒（⽇本酒） 330380 特撰 純⽶吟醸瑞兆 300㎖ \507
和酒（⽇本酒） 276072 純⽶樽酒 180㎖ \270
和酒（⽇本酒） 2754 惣花 業務⽤ 1.8ｌ 1,800㎖ \2,615
和酒（⽇本酒） ⽣の贅沢 純⽶⼤吟醸 ⽣酒 300㎖ \453
和酒（⽇本酒） 334389 かちわり⽣原酒 720㎖ \788
和酒（⽇本酒） 268467 ⽣原酒 ⼤吟醸 ボトル⽸ 200㎖ \320
和酒（⽇本酒） 291708 ⽣原酒 純⽶吟醸 ボトル⽸ 200㎖ \300
和酒（⽇本酒） 268468 ⽣原酒 ボトル⽸ 200㎖ \260
和酒（⽇本酒） チアーズボトル ⼤吟醸 180mlボトル⽸ 180㎖ \250
和酒（⽇本酒） 301425 チアーズボトル 純⽶吟醸 180mlボトル⽸ 180㎖ \250
和酒（⽇本酒） 302335 燗酒 180mlボトル⽸ 180㎖ \223

290055 ⽶ぬか美⼈ メイク落とし 100 \1,500
290056 ⽶ぬか美⼈ 洗顔クリーム 100 \1,800
290057 ⽶ぬか美⼈ 化粧⽔ 120㎖ \1,500
290058 ⽶ぬか美⼈ 乳液 100 \1,500
290059 ⽶ぬか美⼈ 保湿クリーム 35 \1,500
290503 ⽇本酒の保湿化粧⽔ 500㎖ \720
290504 ⽇本酒の保湿化粧⽔ しっとり 500㎖ \800

⽇本酒の保湿ジェルクリーム 180 \1,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 331547 梅恋し 720㎖ \1,700

和酒（⽇本酒） 331546 ⼤吟醸榮四郎 1,8ℓ \10,000
和酒（⽇本酒） 65839 本醸造ぎょく 300㎖ \568
和酒（⽇本酒） 272262 純⽶酒にごりカップ 180㎖ \327
和酒（⽇本酒） 特醸酒⽣貯蔵びん詰 180㎖ \230
和酒（⽇本酒） 39298 特醸酒カップ 180㎖ \219

和酒（焼酎) 209216 ゴールド秘酎 720㎖ \3,857
和酒（焼酎) 35730 秘酎 720㎖ \1,400

和酒（⽇本酒） 331544 純⽶酒⾟⼝ 1,8ℓ \1,978
和酒（⽇本酒） 3265 純⽶酒 1,8ℓ \1,978
和酒（⽇本酒） 331549 純⽶原酒醇80 1,8ℓ \2,000
和酒（⽇本酒） 209208 純⽶吟醸 1,8ℓ \2,857
和酒（⽇本酒） 209214 特別純⽶酒 1,8ℓ \2,476
和酒（⽇本酒） 47201 特醸酒 1,8ℓ \1,781
和酒（⽇本酒） 331548 特醸酒⾟⼝ 1,8ℓ \1,781

洋酒（スピリッツ・リキュール） 209215 造り酒屋のゆずのお酒 1,8ℓ \1,800
洋酒（スピリッツ・リキュール） 79220 造り酒屋のうめのお酒 1,8ℓ \1,800

和酒（⽇本酒） 2756 澤乃井 特別純⽶ 1,800㎖ \2,400
和酒（⽇本酒） 63398 澤乃井 純⽶吟醸蒼天 1,800㎖ \3,000
和酒（⽇本酒） 209196 澤乃井 純⽶銀印 1,800㎖ \1,850
和酒（⽇本酒） 5518 澤乃井 純⽶⼤⾟⼝ 1,800㎖ \2,240
和酒（⽇本酒） 3279 澤乃井 本醸⼤⾟⼝ 1,800㎖ \1,930
和酒（⽇本酒） 63516 澤乃井 純⽶本地酒 1,800㎖ \2,100
和酒（⽇本酒） しぼりたて⽣貯蔵酒 300㎖ \330
和酒（⽇本酒） 333156 しぼりたて⽣貯蔵原酒 300㎖ \350
和酒（⽇本酒） 294692 上撰 純⽶樽酒 1,800㎖ \2,110
和酒（⽇本酒） ⽣もと⼤吟醸 雫瓶  180㎖ \327
和酒（⽇本酒） 254787 ⽣もと純⽶ 雫瓶 180㎖ \283
和酒（⽇本酒） 294721 純⽶樽酒 雫瓶 180㎖ \258
和酒（⽇本酒） 254788 ⾹り冷酒 雫瓶 180㎖ \206

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 228392 すだち冷酒 1,800㎖ \1,060
和酒（⽇本酒） 301313 ⽂楽 純⽶吟醸1回⽕⼊ 1.8L 1,800㎖ \2,650
和酒（⽇本酒） 301314 ⽂楽 純⽶吟醸1回⽕⼊ 720ml 720㎖ \1,450
和酒（⽇本酒） 75655 麒麟 元⽇初しぼり 1830ml 1,830㎖ \2,500
和酒（⽇本酒） 76192 麒麟 元⽇初しぼり 720ml 720㎖ \1,280
和酒（⽇本酒） 蒲原 純⽶吟醸⼭⽥錦 ⽣貯蔵酒 1,800㎖ \3,200
和酒（⽇本酒） 蒲原 純⽶吟醸⼭⽥錦 ⽣貯蔵酒 720㎖ \1,600
和酒（⽇本酒） 蒲原 純⽶吟醸たかね錦 ⽣貯蔵酒 1,800㎖ \2,700

24 ⼩澤酒造株式会社

25 菊正宗酒造

22 ⽇本盛株式会社

23 榮川酒造株式会社

19、20 ⽩鶴酒造株式会社

21 沢の鶴株式会社

18 奥の松酒造株式会社

16 名城酒造株式会社

26 北⻄酒造株式会社

下越酒造27
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和酒（⽇本酒） 蒲原 純⽶吟醸たかね錦 ⽣貯蔵酒 720㎖ \1,375
和酒（⽇本酒） 283611 麒麟 純⽶吟醸 夏蔭涼⾵ 720㎖ \1,350
和酒（⽇本酒） 40564 ほまれ麒麟 別撰⾟⼝カップ 180㎖ \225
和酒（⽇本酒） 71752 上善如⽔純⽶吟醸 720㎖ \1,305
和酒（⽇本酒） 17771 淡麗⿂沼純⽶ 720㎖ \1,000
和酒（⽇本酒） 93437 湊屋藤助純⽶⼤吟醸 630㎖ \1,364
和酒（⽇本酒） 268919 上善如⽔スパークリング 360㎖ \700
和酒（⽇本酒） 258430 ロック酒の上善如⽔純⽶ 720㎖ \1,200
和酒（⽇本酒） 11365 ⼤七 純⽶⽣もと 1,800㎖ \2,545
和酒（⽇本酒） 283559 ⼤七 純⽶⽣もと 爽快冷酒 1,800㎖ \2,400
和酒（⽇本酒） 4548 酔鯨 特別純⽶酒 1,800㎖ \2,350
和酒（⽇本酒） 60658 酔鯨 特別本醸造 吟⿓ 1,800㎖ \2,110
和酒（⽇本酒） 253191 美丈夫 特別本醸造 1,800㎖ \1,800
和酒（⽇本酒） 201059 美丈夫 しゅわっ!! 発泡性清酒 500㎖ \857
和酒（⽇本酒） 5291 浦霞 本醸造 本仕込 1,800㎖ \1,960
和酒（⽇本酒） 969 浦霞 本醸造 ⾟⼝ 1,800㎖ \2,200
和酒（⽇本酒） 4505 浦霞 純⽶酒 1,800㎖ \2,500
和酒（⽇本酒） 2493 浦霞 ⽣⼀本 特別純⽶ 1,800㎖ \2,700
和酒（⽇本酒） 231506 浦霞 ⼤吟醸 720㎖ \3,500
和酒（⽇本酒） 224857 浦霞 ⼭⽥錦 純⽶⼤吟醸 720㎖ \3,000
和酒（⽇本酒） 6702 浦霞 禅 純⽶吟醸 箱⼊ 720㎖ \2,160
和酒（⽇本酒） 293702 浦霞 純⽶原酒に漬けた梅酒 720㎖ \1,800
和酒（⽇本酒） 222800 桃川 吟醸純⽶ 1,800㎖ \2,550

洋酒（スピリッツ・リキュール） 300551 雪りんご 500㎖ \860
洋酒（スピリッツ・リキュール） 雪りんごれもん 500㎖ \860

和酒（⽇本酒） 257235 桃川 吟醸純⽶ 720㎖ \1,250
和酒（⽇本酒） 桃川 吟醸純⽶ 300㎖ \480
和酒（⽇本酒） 10516 桃川 にごり酒 1,800㎖ \1,625
和酒（⽇本酒） 25076 桃川 にごりカップ 200㎖ \200
和酒（⽇本酒） 1538 ねぶた淡麗純⽶ 1,800㎖ \2,100
和酒（⽇本酒） 94791 桃川 純⽶ 1,800㎖ \2,200

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 217548 ⽣マッコリ うさぎのダンス（茨城） 720㎖ \777
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 218697 ⽣マッコリ うさぎのダンス（茨城） 300㎖ \427

和酒（⽇本酒） 336757 春鶯囀 カットよっちゃん専⽤⽇本酒（⼭梨） 720㎖ \950
和酒（⽇本酒） 336758 春鶯囀 カットよっちゃん専⽤⽇本酒（⼭梨） 300㎖ \460
和酒（⽇本酒） 近江ねこ正宗×すぐるビッグカツ（滋賀） 720㎖ \1,380
和酒（⽇本酒） 近江ねこ正宗×すぐるビッグカツ（滋賀） 300㎖ \680
和酒（⽇本酒） 近江⿓⾨ 純⽶吟醸（滋賀） 1,800㎖ \2,880
和酒（⽇本酒） 近江⿓⾨ 純⽶吟醸（滋賀） 720㎖ \1,380
和酒（⽇本酒） 近江⿓⾨ 純⽶酒（滋賀） 1,800㎖ \2,680
和酒（⽇本酒） 305273 近江⿓⾨ 純⽶酒（滋賀） 720㎖ \1,280

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 近江ねこ正宗 梅酒 UME-NEKO（滋賀） 300㎖ \680
和酒（⽇本酒） 202671 特別本醸造 超⾟⼝ 1,800㎖ \2,421
和酒（⽇本酒） 216378 特別本醸造 超⾟⼝ 720㎖ \1,178
和酒（⽇本酒） 本醸造酒 本醸⾟⼝ 1,800㎖ \2,072
和酒（⽇本酒） 本醸造酒 本醸⾟⼝ 720㎖ \983
和酒（⽇本酒） 272647 ⾟⼝純⽶吟醸 銘鶴 1,800㎖ \2,800
和酒（⽇本酒） ⾟⼝純⽶吟醸 銘鶴 720㎖ \1,400
和酒（⽇本酒） 320 純⽶酒 1,800㎖ \2,364
和酒（⽇本酒） 8567 純⽶酒 720㎖ \1,179
和酒（⽇本酒） 301415 特別純⽶酒 1,800㎖ \2,350
和酒（⽇本酒） 301416 特別純⽶酒 720㎖ \1,150
和酒（⽇本酒） 40104 吟醸酒 アジュール 720㎖ \1,861
和酒（⽇本酒） 特別純⽶ 無濾過原酒 720㎖ \1,650
和酒（⽇本酒） 1816 ⽣貯蔵酒＜⾓＞ 300㎖ \356
和酒（⽇本酒） 2164 本格⾟⼝⽣貯蔵酒 300㎖ \350

和酒（焼酎) 61290 海援隊・⼗年古酒 720㎖ \1,226
洋酒（スピリッツ・リキュール） 301418 早摘み⼩夏と柚⼦リキュール 500㎖ \1,100

和酒（⽇本酒） 美酒爛漫 特別純⽶酒 1,800㎖ \2,600
和酒（⽇本酒） 美酒爛漫 特別純⽶酒 720㎖ \1,250
和酒（⽇本酒） 5478 純⽶まなぐ凧 1,800㎖ \1,800
和酒（⽇本酒） 2049 純⽶まなぐ凧 720㎖ \801
和酒（⽇本酒） 272313 ⾹り爛漫 純⽶吟醸 1,800㎖ \2,240
和酒（⽇本酒） 257242 ⾹り爛漫 純⽶吟醸 720㎖ \1,000
和酒（⽇本酒） 272312 ⾹り爛漫 純⽶⼤吟醸 720㎖ \1,278
和酒（⽇本酒） ⾹り爛漫 純⽶酒 720㎖ \787
和酒（⽇本酒） 4557 美酒パック 1,800㎖ \1,596
和酒（⽇本酒） 6122 特別純⽶酒 銀樽平 1,800㎖ \2,309
和酒（⽇本酒） 50 特別純⽶酒 銀住吉 1,800㎖ \2,309
和酒（⽇本酒） 95244 特別純⽶酒 超⾟⼝住吉＋10 1,800㎖ \2,409
和酒（⽇本酒） 31461 特別純⽶酒 銀樽平 720㎖ \982
和酒（⽇本酒） 272619 特別純⽶酒 銀住吉 720㎖ \982
和酒（⽇本酒） 205612 特別純⽶酒 超⾟⼝住吉＋10 720㎖ \1,000
和酒（⽇本酒） 272620 純⽶酒 ⼀⽣住吉 1,800㎖ \1,991
和酒（⽇本酒） 205610 純⽶酒 ⼀⽣住吉 720㎖ \818
和酒（⽇本酒） 8165 純⽶⽣酒 雪むかえ ササニシキ 720㎖ \1,391
和酒（⽇本酒） 24641 純⽶⽣酒 雪むかえ ササニシキ 300㎖ \455
和酒（⽇本酒） 12279 純⽶吟醸「醉⼼稲穂」 1,800㎖ \2,465
和酒（⽇本酒） 19972 純⽶吟醸「醉⼼稲穂」 720㎖ \1,335
和酒（⽇本酒） 4531 醉⼼⽣貯蔵酒 300㎖ \372
和酒（⽇本酒） 鳴⾨鯛 純⽶ 超⾟⼝ 720㎖ \1,300

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 20917 松浦 無添加 ⽣すだち酒の素 720㎖ \1,250
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 288688 松浦 無添加 ⽣⻘みかん酒の素 720㎖ \1,250

27 下越酒造

15 ⽩瀧酒造

28、29 ⼤星岡村株式会社

30 桃川

31 株式会社ＳＢＳ

32 ⼟佐鶴酒造株式会社

33 秋⽥銘醸株式会社

35 樽平酒造株式会社

36 株式会社醉⼼⼭根本店

本家松浦酒造場39
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その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 14617 しゅムリエ すだち酒 720㎖ \740
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 松浦 すだち酒スパークリング 250㎖ \300
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 75491 松浦 とうがらし梅酒 720㎖ \1,200
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 233369 松浦 ⼣張メロンのお酒 500㎖ \1,760
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 28232 松浦 ⽣ゆず酒の素 720㎖ \1,250

和酒（⽇本酒） ナルトタイ Onto the table 純⽶吟醸 720㎖ \1,100
和酒（⽇本酒） 290035 ナルトタイ 純⽶原酒 ⽔ト⽶（⿊ラベル） 720㎖ \1,200
和酒（⽇本酒） ナルトタイ Onto the table 純⽶ 720㎖ \850
和酒（⽇本酒） ナルトタイ Onto the table 純⽶⼤吟醸 720㎖ \1,400
和酒（⽇本酒） 鳴⾨鯛 純⽶吟醸 720㎖ \1,381
和酒（⽇本酒） 284370 鳴⾨鯛 旨⼝ 純⽶吟醸原酒（上勝のお酒） 720㎖ \1,400

和酒（焼酎) 73265 本家 芋⾦ 900㎖ \980
ビール 299210  LUCKY DOG 瓶 330㎖ \300
ビール 299209 LUCKY CAT 瓶 330㎖ \300
ビール 336307 LUCKY CHICKEN 瓶 330㎖ \300
ビール 297271 LUCKY DOG ⽸ 350㎖ \275
ビール 297270  LUCKY CAT ⽸ 350㎖ \275
ビール 334118 LUCKY CHICKEN ⽸ 350㎖ \275
ビール 300397 LUCKY CAT ⽣樽 10ℓ \7,300
ビール 300398  LUCKY DOG ⽣樽 10ℓ \7,300
ビール LUCKY CHICKEN ⽣樽 10ℓ \7,300
ビール 336298 京都⻨味 抹茶 330㎖ \400
ビール 336297 京都⻨味 抹茶10L 10ℓ \9,500

和酒（⽇本酒） 266370 Ｓ純⽶⼤吟醸 500ML 500㎖ \900
和酒（⽇本酒） 277918 Ｓ純⽶⼤吟醸 180ML 180㎖ \360
和酒（⽇本酒） 335157 花の舞 Abysse 720㎖ \1,500
和酒（⽇本酒） 202967 KATANA ⽇本⼑ 720㎖ \1,050
和酒（⽇本酒） 66050 KATANA ⽇本⼑ 1,800㎖ \2,100
和酒（⽇本酒） ⽇本⼑PREMIUM 720㎖ \1,750
和酒（⽇本酒） 308082 ⽇本⼑PREMIUM 1,800㎖ \3,500
和酒（⽇本酒） ⾹る純⽶酒 720㎖ \1,100
和酒（⽇本酒） ⾹る純⽶酒 1,800㎖ \2,200

和酒（焼酎) 306729 阿茶 720㎖ \675
和酒（焼酎) 319930 阿茶 1,800㎖ \1,350

和酒（⽇本酒） 七賢ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ杜ﾉ奏 720㎖ \10,000
和酒（⽇本酒） 290887 七賢ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ星ﾉ輝 720㎖ \5,000
和酒（⽇本酒） 七賢ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ空ﾉ彩 720㎖ \3,000
和酒（⽇本酒） 290886 七賢ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ⼭ﾉ霞 720㎖ \1,800

和酒（焼酎) 333108 ⽊挽BLUE 720ml瓶 25度 720㎖ \1,100
和酒（焼酎) 291951 ⽊挽BLUE 900ml瓶 25度 900㎖ \924
和酒（焼酎) 5978 そば雲海 900ml瓶 25度 900㎖ \922
和酒（焼酎) 19626 マヤンの呟き 38度 720㎖ \2,800
和酒（焼酎) 301157 ⽊挽BLUE 500mlペット 25度 500㎖ \570
和酒（焼酎) 276100 そば雲海 500mlペット 25度 500㎖ \600
和酒（焼酎) 22287 薩摩古秘 900ml瓶 25度 900㎖ \1,150
和酒（焼酎) 239248 綾古稀 900ml瓶 25度 900㎖ \1,102
和酒（焼酎) 277832 いいともBLUE 900ml瓶 25度 900㎖ \906
和酒（焼酎) 6211 那由多の刻 720ml 25度 720㎖ \1,200
和酒（焼酎) 17716 ⼤河の⼀滴 720ml 25度 720㎖ \1,200
和酒（焼酎) 7998 ⽥苑ゴールド 720㎖ \1,200
和酒（焼酎) 2709 ⽥苑シルバー 720㎖ \1,041
和酒（焼酎) 319747 ⽥苑エンヴェレシーダ 700㎖ \1,630

洋酒（スピリッツ・リキュール） 299043 パクチーすぴりっと 500㎖ \1,500
和酒（焼酎) 297301 ⼩鶴初⼼者お断り 900㎖ \1,200

洋酒（スピリッツ・リキュール） 308806 KOMASAGIN-桜島⼩みかん- 500㎖ \3,000
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 335953 ⼩鶴サワー専⽤ゆずレモン 600㎖ \1,200

和酒（焼酎) 211269 ⾚猿 900㎖ \924
和酒（焼酎) 238873 ⻩猿 900㎖ \924
和酒（焼酎) 291014 ⽩猿 900㎖ \924
和酒（焼酎) 14492 ⼩鶴くろ 900㎖ \924
和酒（焼酎) 14491 さつま⼩鶴 900㎖ \924
和酒（焼酎) 330414 ⼩鶴ＰＩＮＫＧＯＬＤ 720㎖ \1,200
和酒（焼酎) 4923 メローコヅル磨 720㎖ \1,102
和酒（焼酎) 280631 メローコヅルエクセレンス 700㎖ \2,602

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 262480 ⼩正の梅酒 700㎖ \1,170
和酒（焼酎) 333087 芋焼酎 お前はもう死んで知る 1,800㎖ \3,200
和酒（焼酎) 909817 芋焼酎 お前はもう死んで知る 900㎖ \1,600
和酒（焼酎) 333086 芋焼酎 我が⽣涯に⼀⽚の悔い無し 1,800㎖ \3,200
和酒（焼酎) 909818 芋焼酎 我が⽣涯に⼀⽚の悔い無し 900㎖ \1,600
和酒（焼酎) デビルマン 魔界への誘い 1,800㎖ \3,200
和酒（焼酎) 307877 デビルマン 魔界への誘い 900㎖ \1,600
和酒（焼酎) 32185 ⿊麹芋焼酎 魔界への誘い 1,800㎖ \2,180
和酒（焼酎) 32186 ⿊麹芋焼酎 魔界への誘い 720㎖ \1,130
和酒（焼酎) 222244 焼き芋焼酎 魔界への誘い 720㎖ \1,220
和酒（焼酎) 276112 裏 魔界への誘い 甕壺貯蔵 900㎖ \1,200

洋酒（スピリッツ・リキュール） 309394 はちみつ梅酒 キューティーハニー 720㎖ \1,390
和酒（焼酎) 231471 ⼋重泉 紙パック 30度  1,800㎖ \1,990
和酒（焼酎) 33482 ⼋重泉 30度  1,800㎖ \1,990
和酒（焼酎) 9105 ⼋重泉 30度  720㎖ \1,065
和酒（焼酎) 27213 ⼋重泉 30度  600㎖ \850
和酒（焼酎) 32083 ⿊真珠 43度  1,800㎖ \3,613
和酒（焼酎) 19630 ⿊真珠 43度  720㎖ \2,004
和酒（焼酎) 301528 ⼋重泉 樽貯蔵 43度  720㎖ \2,405

44 ⻩桜株式会社

39 本家松浦酒造場

45 花の舞酒造株式会社

46 株式会社太⽥商店

47、48 雲海酒造株式会社

49 ⽥苑酒造株式会社

51 ⼩正醸造株式会社

52 合資会社光武酒造場

有限会社⼋重泉53
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和酒（焼酎) 19631 ⼋重泉ゴールド 25度  720㎖ \1,280
和酒（焼酎) 335918 島うらら 25度  1,800㎖ \2,380
和酒（焼酎) 335919 島うらら 25度  720㎖ \1,200
和酒（焼酎) 336168 古酒 ⼋重泉 44度  1,800㎖ \5,000
和酒（焼酎) 336169 古酒 ⼋重泉 44度   720㎖ \2,500
和酒（焼酎) 古酒 ⼋重泉 44度   300㎖ \1,400

洋酒（スピリッツ・リキュール） 301527 ⼋重泉ＢＡＲＲＥＬ 40度  720㎖ \5,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 331531 ⼋重泉バタフライピー 35度  360㎖ \1,650
ワイン（ワイン・シャンパン） 68793 ぱいなっぷるわいん 11度 500㎖ \1,000

洋酒（スピリッツ・リキュール） 231472 ⼋重泉 はぶ酒 36度 700㎖ \4,185
洋酒（スピリッツ・リキュール） 231473 ⼋重泉 はぶ酒 24度 360㎖ \1,614

和酒（焼酎) 309005 だいやめ〜DAIYAME〜 900㎖ \1,175
洋酒（スピリッツ・リキュール） 303971 ジャパニーズ・クラフトジン樹々（JUJU） 700㎖ \1,940
洋酒（スピリッツ・リキュール） 331538 ジャパニーズ・スピリッツ薩州魂 700㎖ \1,940
洋酒（スピリッツ・リキュール） 309387 ジャパニーズ・クラフトジン樹々PLUMBLOSSOM 700㎖ \2,330

和酒（焼酎) 309006 だいやめ〜DAIYAME〜 1,800㎖ \2,230
洋酒（スピリッツ・リキュール） ジャパニーズ・クラフトジン樹々スパークリング 350㎖ \198

和酒（焼酎) 230018 25% シャリキンパウチ 90㎖ \95
和酒（焼酎) 209107 25% キンミヤカップ 200㎖ \193
和酒（焼酎) 64638 25% ⻲甲宮焼酎 300㎖ \301
和酒（焼酎) 22455 25% ⻲甲宮焼酎 600㎖ \499
和酒（焼酎) 718 25% ⻲甲宮焼酎 1,800㎖ \1,373
和酒（焼酎) 65616 25% キンミヤパック 1,800㎖ \1,373

和酒（⽇本酒） 205607 極上 宮の雪 本醸造 720㎖ \930
和酒（⽇本酒） 264530 宮の雪「⼭廃仕込」特別純⽶酒 720㎖ \1,100

洋酒（ウイスキー・ブランデー） 280630 サンピースウイスキーエキストラゴールド 1,800㎖ \2,500
和酒（焼酎) 330389 本格⻨焼酎くろみや 720㎖ \880
和酒（焼酎) 330388 本格⻨焼酎くろみや 1,800㎖ \2,100

洋酒（ウイスキー・ブランデー） 283229 サンピースウイスキーエキストラゴールド 600㎖ \900
和酒（⽇本酒） 13424 宮の雪 ⼤吟醸 720㎖ \2,600
和酒（⽇本酒） 31856 極上 宮の雪 本醸造 1,800㎖ \2,100
和酒（⽇本酒） 72376 宮の雪 純⽶酒 1,800㎖ \2,200
和酒（⽇本酒） 276668 宮の雪「⼭廃仕込」特別純⽶酒 1,800㎖ \2,300

和酒（焼酎) 302339 さつま⽩若潮 1,800㎖ \1,765
和酒（焼酎) 272603 さつま⿊若潮 1,800㎖ \1,752
和酒（焼酎) 60743 さつま⻩若潮 1,800㎖ \2,000

洋酒（スピリッツ・リキュール） 335994 蔵ノ志 1,800㎖ \2,754
319712 GLOW 1,800㎖ \3,240

和酒（焼酎) 209073 ⻨焼酎 壱岐の島25° 720ml  720㎖ \880
和酒（焼酎) 209074 ⻨焼酎 壱岐の島25° 1800ml  1,800㎖ \1,800
和酒（焼酎) 257281 ⻨焼酎 壱岐の島 伝匠25° 720ml  720㎖ \950
和酒（焼酎) 239186 ⻨焼酎 壱岐の島 伝匠25° 1800ml  1,800㎖ \1,900
和酒（焼酎) 23850 ⻨焼酎 壱岐っ娘デラックス25° (箱無) 720㎖ \1,125
和酒（焼酎) 28598 ⻨焼酎 ⼆千年の夢 四拾弐度  720㎖ \2,500
和酒（焼酎) 32346 ⻨焼酎 なでしこ25° 720ml (箱無) 720㎖ \1,105
和酒（焼酎) 207034 ⻨焼酎 なでしこ25° 1800ml 1,800㎖ \2,550

洋酒（スピリッツ・リキュール） 64648 ゆずりきゅーる 500㎖ \1,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 231858 しそりきゅーる 500㎖ \1,000

和酒（焼酎) 344 ⽩岳しろ25度 720㎖ \1,100
和酒（焼酎) 202625 謹醸しろ（⾦しろ）25度 720㎖ \1,200
和酒（焼酎) 202633 吟麗しろ（銀しろ）25度 720㎖ \1,150
和酒（焼酎) 61434 ⽩岳しろ25度 1,800㎖ \2,150
和酒（焼酎) 257319 謹醸しろ（⾦しろ）25度 1,800㎖ \2,296
和酒（焼酎) 257320 吟麗しろ（銀しろ）25度 1,800㎖ \2,222
和酒（焼酎) 283638 想伝40度 720㎖ \2,500
和酒（焼酎) 319716 肥後 時習館25度 900㎖ \962
和酒（焼酎) 222454 ⽩岳くまモンボトル25度 900㎖ \916

洋酒（スピリッツ・リキュール） 271311 うめぽん10度 720㎖ \1,124
和酒（焼酎) 290521 利右衛⾨⿊パック 1,800㎖ \1,706
和酒（焼酎) 257031 ⿊利右衛⾨720 720㎖ \848
和酒（焼酎) 206269 ⾚利右衛⾨720 720㎖ \848
和酒（焼酎) 21069 前⽥利右衛⾨1800 1,800㎖ \2,264

洋酒（スピリッツ・リキュール） 37984 利右衛⾨さんの梅酒500 500㎖ \969
洋酒（スピリッツ・リキュール） 37983 利右衛⾨さんの梅酒1800 1,800㎖ \1,790

和酒（焼酎) 76157 ⾚利右衛⾨1800 1,800㎖ \1,724
和酒（焼酎) 60726 薩摩藩 720㎖ \1,095
和酒（焼酎) 278875 時の旅⼈ ⻨ オリジナル 720㎖ \1,200
和酒（焼酎) 278876 時の旅⼈ 芋 オリジナル 720㎖ \1,200

洋酒（スピリッツ・リキュール） 258650 モカ☆フシギ 500㎖ \724
和酒（焼酎) 常圧蒸留 氷点濾過 ふしぎ屋 900㎖ \950
和酒（焼酎) 272650 ふしぎ屋 ⻑期貯蔵 720㎖ \1,370
和酒（焼酎) 212112 特醸 豊後の⾥ 900㎖ \908
和酒（焼酎) いらっしゃい招き猫「⾦運招き猫」 720㎖ \3,800
和酒（焼酎) 19620 時の旅⼈ ⻨カットボトル 720㎖ \1,286
和酒（焼酎) 46306 時の旅⼈ ⽶カットボトル 720㎖ \1,398
和酒（焼酎) 272649 時の旅⼈ 芋カットボトル 720㎖ \1,314
和酒（焼酎) 47506 限定川辺（徳⽤） 720㎖ \1,300
和酒（焼酎) 16957 たる繊⽉（徳⽤） 720㎖ \1,200
和酒（焼酎) 21745 焔の刻印  720㎖ \4,000
和酒（焼酎) 29030 繊⽉25度（特撰） 1,800㎖ \1,728
和酒（焼酎) 60734 繊⽉25度（徳⽤） 720㎖ \855
和酒（焼酎) 66296 ⿊麹峰の露 1,800㎖ \1,728
和酒（焼酎) 60733 ⿊麹峰の露（徳⽤） 900㎖ \924

54 濵⽥酒造

53 有限会社⼋重泉

55、56 株式会社宮﨑本店

59 若潮酒造株式会社

60 壱岐の蔵酒造株式会社

61 ⾼橋酒造株式会社

62 指宿酒造株式会社

63 藤居酒造

繊⽉酒造株式会社64
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KAKUYASU DEXPO 2019 出品商品リスト

和酒（焼酎) 30773 限定川辺 1,800㎖ \2,450
和酒（焼酎) 38473 舞せんげつ（徳⽤） 720㎖ \1,100

洋酒（スピリッツ・リキュール） 66629 しそリキュール 恋しそう 500㎖ \1,200
和酒（焼酎) 200579 島⾵ 10年古酒25°720ml 720㎖ \2,000

洋酒（スピリッツ・リキュール） 68721 ヒラミエイトリキュール6°720ml 720㎖ \1,209
洋酒（スピリッツ・リキュール） 209564 イエラムサンタマリアクリスタル37°720ml 720㎖ \2,500

和酒（焼酎) 68730 ⽟友44°600ml 600㎖ \1,200
和酒（焼酎) 68729 ⽟友30°600ml 600㎖ \924
和酒（焼酎) 272652 ⽟友甕仕込5年古酒25°720ml 720㎖ \1,480

洋酒（スピリッツ・リキュール） 209563 イエラムサンタマリアゴールド37°720ml 720㎖ \2,500
その他（フード・調味料・医薬品） 228375 イエラムサンタマリアケインシロップ290ml 290㎖ \900

和酒（焼酎) 231469 ⽟友44°1.8L 1,800㎖ \3,000
和酒（焼酎) 68723 ⽟友30°1.8L 1,800㎖ \2,233
和酒（焼酎) 200379 ⽟友甕仕込5年古酒25°1.8L 1,800㎖ \3,400
和酒（焼酎) ごま祥酎 紅⼄⼥ ＫＵＲＯ 720㎖ \1,380
和酒（焼酎) 257097 時の超越スペリオーレ 720㎖ \2,400
和酒（焼酎) 32374 紅⼄⼥ ＳＴＡＮＤＡＲＤ 720㎖ \952

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 290629 ⼗⼋番梅酒 720㎖ \1,470
和酒（焼酎) 10696 紅⼄⼥ ＳＴＡＮＤＡＲＤ 900㎖ \1,107
和酒（焼酎) 4848 紅⼄⼥ ＳＴＡＮＤＡＲＤパック 1,800㎖ \2,103
和酒（焼酎) 1537 紅⼄⼥ゴールド 720㎖ \3,650
和酒（焼酎) 紅⼄⼥ ＳＴＡＮＤＡＲＤ江⼝寿史バージョン 900㎖ \1,107
和酒（焼酎) 60776 浜千⿃乃詩原酒 1,800㎖ \4,505
和酒（焼酎) 60777 浜千⿃乃詩原酒 720㎖ \2,657
和酒（焼酎) 29425 浜千⿃乃詩 1,800㎖ \2,409
和酒（焼酎) 32788 浜千⿃乃詩 900㎖ \1,300
和酒（焼酎) 29190 ⾼倉 1,800㎖ \2,600
和酒（焼酎) 18225 ⾼倉 720㎖ \1,705
和酒（焼酎) 35942 じょうご 1,800㎖ \2,162
和酒（焼酎) 36144 じょうご 900㎖ \1,205
和酒（焼酎) 66628 じょうごパック 1,800㎖ \1,905
和酒（焼酎) 10116 ⻑期貯蔵⻨焼酎41°麹屋伝兵衛 720㎖ \2,600
和酒（焼酎) 290665 ⻑期貯蔵⻨焼酎 極上閻魔（箱無し） 720㎖ \1,800
和酒（焼酎) 20962 樽熟成⻨焼酎 閻魔<樽> 720㎖ \1,190
和酒（焼酎) 32192 全量麹仕込焼酎 ⿊閻魔 720㎖ \1,110
和酒（焼酎) 40578 常圧蒸留⻨焼酎 常圧閻魔 720㎖ \1,150
和酒（焼酎) 291340 やきいも焼酎 寧 720㎖ \1,250

洋酒（スピリッツ・リキュール） 291064 本格梅酒 閻魔梅酒 720㎖ \1,250
洋酒（スピリッツ・リキュール） 73739 樽熟梅酒 天空の⽉ 720㎖ \945
洋酒（スピリッツ・リキュール） 75589 梨のお酒 梨園 500㎖ \1,143
洋酒（スピリッツ・リキュール） 291065 ﾘｷｭｰﾙ すっぱいｶﾎﾞｽ 500㎖ \980

和酒（焼酎) 5829 博多⼩⼥郎 吟醸磨き 720㎖ \1,000
和酒（焼酎) 14054 夢想仙楽 720㎖ \2,700
和酒（焼酎) 332856 泥⻲プレミアム25°(⻨)720ml 720㎖ \1,300
和酒（焼酎) 14050 博多⼩⼥郎 吟醸磨き1.8Ｌ 1,800㎖ \1,707
和酒（焼酎) 1183 博多⼩⼥郎 吟醸磨き壺 720㎖ \1,760
和酒（焼酎) 332857 泥⻲プレミアム25°(⻨)1800ml 1,800㎖ \2,500
和酒（焼酎) 博多⼩⼥郎 福吉900ml 900㎖ \906
和酒（焼酎) 博多⼩⼥郎 福吉1.8Ｌ 1,800㎖ \1,743
和酒（焼酎) 博多⼩⼥郎 ⼤⻲BLACK(芋) 720㎖ \1,200

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 太宰府さんのおいしい梅酒 720㎖ \1,200
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 太宰府さんのおいしい梅酒 1,800㎖ \2,200

和酒（焼酎) 29491 さつま五代 900㎖ \924
和酒（焼酎) 34803 蔵の神 900㎖ \924
和酒（焼酎) 298170 蔵の神 720㎖ \953
和酒（焼酎) 2397 五代⻨⻑期貯蔵酒 900㎖ \992
和酒（焼酎) 1216 ⾄福の陶酔 720㎖ \1,202

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 65840 アロマ梅酒 720㎖ \1,095
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 204976 にごり梅酒【梅太夫】 720㎖ \1,429
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） となりのハンサム 1,800㎖ \2,950
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 336773 となりのハンサム 720㎖ \1,500

和酒（焼酎) 16781 鉄幹 720㎖ \1,117
和酒（焼酎) 30755 鉄幹⿊ 720㎖ \1,117
和酒（焼酎) 12637 蛮酒の杯 720㎖ \2,202
和酒（焼酎) 335926 本格⻨焼酎 ⾢ 720㎖ \777
和酒（焼酎) 335925 本格⻨焼酎 ⾢ 1,800㎖ \1,555
和酒（焼酎) 36623 薩摩⾢ 720㎖ \940
和酒（焼酎) 36622 薩摩⾢ 1,800㎖ \1,880
和酒（焼酎) 222224 紅芋薩摩⾢ 900㎖ \1,030
和酒（焼酎) 202533 紅芋薩摩⾢ 1,800㎖ \2,000
和酒（焼酎) 61880 おやっとさあ 900㎖ オープン価格
和酒（焼酎) 301321 おやっとさあ ⿊麹造り 900㎖ オープン価格
和酒（焼酎) 222225 いわがわ「業務⽤」芋 720㎖ オープン価格
和酒（焼酎) 222226 いわがわ「業務⽤」⻨ 720㎖ オープン価格
和酒（焼酎) ハイカラさんの焼酎 安納芋 900㎖ \1,360
和酒（焼酎) ハイカラさんの焼酎 安納芋 1,800㎖ \2,520

洋酒（スピリッツ・リキュール） ゆずのお酒 360㎖ \1,000
和酒（焼酎) 74734 ？ないな 900㎖ \1,250
和酒（焼酎) 232953 ？ないな紫 900㎖ \1,500
和酒（焼酎) 74019 明⽉ 900㎖ \924
和酒（焼酎) 36621 ⿊明⽉ 900㎖ \924
和酒（焼酎) 216840 明⽉まさり 900㎖ \1,200

68 南島酒販株式会社

64 繊⽉酒造株式会社

70 株式会社紅⼄⼥酒造

71 奄美⼤島酒造

72 ⽼松酒造株式会社

73 光酒造株式会社

81
⼭元酒造株式会社・
オガタマ酒造株式会

82 岩川醸造

83 明⽯酒造株式会社
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KAKUYASU DEXPO 2019 出品商品リスト

和酒（焼酎) 11797 ⿊伊佐錦 1,800㎖ \1,752
和酒（焼酎) 13335 ⿊伊佐錦 900㎖ \924
和酒（焼酎) 18825 ⿊伊佐錦 720㎖ \1,000
和酒（焼酎) 32289 ⿊伊佐錦 パック 1,800㎖ \1,733
和酒（焼酎) 13148 ⽩麹仕込 伊佐錦 1,800㎖ \1,752
和酒（焼酎) 32070 ⽩麹仕込 伊佐錦 900㎖ \924
和酒（焼酎) 94544 ⿊伊佐錦 原酒 1,800㎖ \3,238
和酒（焼酎) 26958 ⿊伊佐錦 原酒 720㎖ \1,743
和酒（焼酎) 233215 甕伊佐錦 1,800㎖ \2,381
和酒（焼酎) 74940 甕伊佐錦 720㎖ \1,333
和酒（焼酎) 266977 伊佐⼩町 1,800㎖ \2,000
和酒（焼酎) 301392 伊佐⼩町 900㎖ \1,080
和酒（焼酎) 290529 永禄⼆歳 720㎖ \1,200

洋酒（スピリッツ・リキュール） 279545 残波 ゆずスパークリング 5° 275㎖ \300
洋酒（スピリッツ・リキュール） 298188 残波 ⻘切りシークヮーサー 12° 720㎖ \1,800
洋酒（スピリッツ・リキュール） 290531 残波 梅酒 14° 720㎖ \2,300

和酒（焼酎) 15186 残波 ホワイト 25° 720㎖ \1,400
和酒（焼酎) 20726 残波ホワイト 25° 1,800㎖ \2,360
和酒（焼酎) 301529 残波 ホワイトパック 25° 900㎖ \1,100
和酒（焼酎) 77912 残波 ホワイトパック 25° 1,800㎖ \2,000
和酒（焼酎) 26240 残波 ブラック 30° 720㎖ \1,070
和酒（焼酎) 19816 残波 1升瓶 30° 1,800㎖ \2,040
和酒（焼酎) 222343 残波 プレミアム 30° 720㎖ \1,850
和酒（焼酎) 258538 残波 プレミアム 30° 1,800㎖ \3,600
和酒（焼酎) 258537 残波 プレミアム5年古酒 35° 720㎖ \2,600
和酒（焼酎) 36574 残波 43° 720㎖ \2,200
和酒（焼酎) 68520 残波 43° 1,800㎖ \3,100
和酒（焼酎) 257268 忠孝よっかこうじ 720㎖ \1,550
和酒（焼酎) 68744 夢航海 720㎖ \1,088
和酒（焼酎) 33098 忠孝 720㎖ \1,088
和酒（焼酎) 257267 忠孝よっかこうじ 1,800㎖ \3,250
和酒（焼酎) 36994 夢航海 1,800㎖ \1,900
和酒（焼酎) 33097 忠孝 1,800㎖ \1,900
和酒（焼酎) 37058 忠孝3年古酒 1,800㎖ \2,895

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） Ryukyu Bubble Cola 275㎖ \250
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） Ryukyu Bubble Ginger Ale 275㎖ \250
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 263575 泡盛仕込みシークヮーサー 720㎖ \1,500
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 301271 あらごし球美の梅酒 750㎖ \2,500

和酒（焼酎) 254746 KUMEJIMA`S KUMESEN40 720㎖ \1,400
和酒（焼酎) 10724 でいご43度 1,800㎖ \2,540
和酒（焼酎) 8年43度 720㎖ \3,500
和酒（焼酎) 32319 ブラウン 720㎖ \1,000
和酒（焼酎) 27210 久⽶島の久⽶仙30度 600㎖ \790
和酒（焼酎) 14590 久⽶島の久⽶仙30度 1,800㎖ \1,860
和酒（焼酎) 319722 本格⻨焼酎くろうま天駆25度1800ml 1,800㎖ \1,851
和酒（焼酎) 309016 本格⻨焼酎くろうま天駆25度900ml 900㎖ \923
和酒（焼酎) 296622 本格⻨焼酎となりのおくさん25度720ml 720㎖ \1,100
和酒（焼酎) 93644 琉球ゴールド 720㎖ \1,350
和酒（焼酎) 31431 古酒琉球クラシック 720㎖ \1,350
和酒（焼酎) 94752 古酒琉球プレミアム 720㎖ \2,667

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 337506 新⾥ 7年 700㎖ \3,500
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 262728 フルーツ⼯房 パッション 500㎖ \952
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 77735 シークァーサー梅酒 500㎖ \952
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 77734 紅芋梅酒 500㎖ \952
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 94749 コーヒースピリッツ 720㎖ \1,620
洋酒（スピリッツ・リキュール） 305332 まさひろオキナワジン レシピ01 700㎖ \3,000

和酒（焼酎) 282248 島唄ゴールド 720㎖ \1,090
和酒（焼酎) 45094 島唄⿊ 720㎖ \1,000
和酒（焼酎) 20422 島唄 720㎖ \930
和酒（焼酎) 76634 花島唄 720㎖ \1,124
和酒（焼酎) 301118 まさひろLOUNGE 720㎖ \1,100

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 301119 まさひろ梅酒 600㎖ \1,300
和酒（焼酎) 28396 島唄1升 1,800㎖ \1,795
和酒（焼酎) 64939 島唄⿊1升 1,800㎖ \1,900
和酒（焼酎) 94754 花島唄1升 1,800㎖ \2,171

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 295901 まさひろ梅酒1升 1,800㎖ \2,300
和酒（焼酎) 33387 瑞泉 ⻘⿓ 3年古酒 1,800㎖ \2,200
和酒（焼酎) 23610 瑞泉「古酒」1升 1,800㎖ \2,840
和酒（焼酎) 257241 瑞泉 紙パック 1,800㎖ \1,810
和酒（焼酎) 25619 瑞泉 ⻘⿓ 3年古酒 720㎖ \1,280
和酒（焼酎) 301380 瑞泉 碧-blue- 720㎖ \1,400
和酒（焼酎) 瑞泉 碧-blue- 1,800㎖ \2,800
和酒（焼酎) 272680 瑞泉 原酒53度 600㎖ \2,000
和酒（焼酎) 17583 御酒 720㎖ \2,570

洋酒（スピリッツ・リキュール） 335910 ZUISEN LEGARE 375㎖ \1,250
洋酒（スピリッツ・リキュール） 301381 ZUISEN LEGARE 750㎖ \2,000

和酒（焼酎) 319717 夜空のむこう 720㎖ \1,600
和酒（焼酎) 46897 如⻁ 720㎖ \1,200

洋酒（スピリッツ・リキュール） 221691 しそ次郎 500㎖ \1,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 62533 ゆずうめ(M) 500㎖ \1,300

和酒（焼酎) 240780 うすにごり芋焼酎 黙雷 900㎖ \1,200
和酒（焼酎) 75573 茜とんぼ 900㎖ \1,381

84 ⼤⼝酒造株式会社

87、88 有限会社⽐嘉酒造

90 忠孝酒造株式会社

91 株式会社久⽶島の久⽶仙

93〜96 神楽酒造株式会社

100 新⾥酒造株式会社

102 まさひろ酒造株式会社

103 瑞泉酒造株式会社

株式会ルネサンス・プロジェクト104
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⼩間番号 企業名 商品カテゴリー カクヤス商品コード 商品名（正式名称） 内容量
⼩売参考価格

（税抜）

KAKUYASU DEXPO 2019 出品商品リスト

和酒（焼酎) 21561 ⻨焼酎黙雷（⼄類甲類混和） 1,800㎖ オープン価格
和酒（焼酎) 297550 信天望(M) 720㎖ \1,600
和酒（焼酎) 21569 河童の誘い⽔ 300㎖ \1,100
和酒（焼酎) 28437 平⼋郎 300㎖ \1,100

和酒（⽇本酒） 216331 清酒宗政 特別純⽶酒 720㎖ \1,143
和酒（焼酎) 211890 秋の露・純⽶ 720ml 720㎖ \1,000
和酒（焼酎) 211891 秋の露・純⽶ 1800ml 1,800㎖ \1,800
和酒（焼酎) 42336 秋の露 蔵のこだわり 720ml 720㎖ \1,080
和酒（焼酎) 秋の露 蔵のこだわり 720ml 1,800㎖ \2,150
和酒（焼酎) 無濾過 豪傑 舞芋⿊ 900ml 900㎖ \980
和酒（焼酎) 無濾過 豪傑 舞芋⿊ 1800ml 1,800㎖ \1,810
和酒（焼酎) ほるも街道焼酎芋 900ml 900㎖ \924
和酒（焼酎) ほるも街道焼酎芋 1800ml 1,800㎖ \1,783

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 焼酎蔵の梅酒 720ml 720㎖ \1,300
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 37757 不知⽕デコポン酒 500ml 500㎖ \1,000
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 233142 特濃ヨーグルト とろ〜り くまモンラベル 500ml 500㎖ \850
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 284315 トマーティン 12年 700ML㎖ \6,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 305342 ポールジョン ブリリアンス 700ML㎖ \6,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 332150 ウニクム ハーブ・リキュール 500ML㎖ \2,400
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 305315 ポールジョン エディテッド 700ML㎖ \7,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 305316 ポールジョン ボールド 700ML㎖ \8,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 294428 望⽉ Aomori Cassis 500ML㎖ \3,500

和酒（焼酎) 332689 琉球焼酎 がじゅまる 600ML㎖ \850
洋酒（ウイスキー・ブランデー） シガースペシャル 500㎖ \6,800
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ランガトゥン オールド・ベアー 500㎖ \8,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ランガトゥン オールド・ディア― 500㎖ \8,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ランガトゥン ジェイコブズドラム 500㎖ \12,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 286252 ムチャリガ ブラーヴォ ブランコ 750㎖ \5,500
洋酒（スピリッツ・リキュール） 286253 ムチャリガ カニバル レポサド 750㎖ \6,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 286254 ムチャリガ インヴィクト アネホ 750㎖ \6,500
洋酒（スピリッツ・リキュール） 335518 ムチャリガ ミニボトル3本セット 100×3㎖ \4,500
洋酒（スピリッツ・リキュール） 290333 プランテーション ラム オリジナルダーク 700㎖ \2,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 280569 プランテーション ラム スリースターズ 700㎖ \2,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 331682 プランテーション ラム パイナップル 700㎖ \3,200
洋酒（スピリッツ・リキュール） 335526 プランテーション ラム ザイマカ 700㎖ \3,300
洋酒（スピリッツ・リキュール） 331683 プランテーション ラム フィジー2009 700㎖ \5,500
洋酒（スピリッツ・リキュール） 331684 プランテーション ラム ペルー2004 700㎖ \5,500
洋酒（スピリッツ・リキュール） レゼルヴァ・デ・MFM フラスクボトル 200㎖ \1,500
洋酒（スピリッツ・リキュール） テキーラ カサ・マエストリ フラスクボトル 200㎖ \1,500
洋酒（スピリッツ・リキュール） ウォッカ カサ・マエストリ フラスクボトル 200㎖ \1,500
洋酒（スピリッツ・リキュール） ドーニャ・セリア アネホ 750㎖ \8,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） メスカル ディヴィーノ ブラックラベル 750㎖ \4,700
洋酒（スピリッツ・リキュール） 290346 イホス・デ・ビジャ コン・グサニト 500㎖ \2,400
洋酒（スピリッツ・リキュール） 330136 イホス・デ・ビジャ ブランコ バレットボトル付きガンベルトセット 750㎖ \12,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 7674 ドラキュラズ・ブラッド 700㎖ \2,200
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ペンダーリン レジェンド（ウェールズ） 700㎖ \6,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ペンダーリン ミス（ウェールズ） 700㎖ \6,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ペンダーリン ケルト（ウェールズ） 700㎖ \7,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ペンダーリン マディラフィニッシュ（ウェールズ） 700㎖ \7,700
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ペンダーリン ピーティッド（ウェールズ） 700㎖ \9,600
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ペンダーリン シェリーウッド（ウェールズ） 700㎖ \8,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ペンダーリン ブリンターフェル（ウェールズ） 700㎖ \11,400
洋酒（スピリッツ・リキュール） ブレコン ボタニカルズ ジン（ウェールズ） 700㎖ \4,300
洋酒（スピリッツ・リキュール） ファイブ ウォッカ（ウェールズ） 700㎖ \5,700
洋酒（スピリッツ・リキュール） マーリン クリーム（ウェールズ） 700㎖ \4,200
洋酒（スピリッツ・リキュール） カーキューバー ジン 700㎖ \5,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） カーキューバー アークエンジェル ジン 700㎖ \6,400
洋酒（スピリッツ・リキュール） サント・メスキーラ 750㎖ \7,300
洋酒（スピリッツ・リキュール） サングレ・デ・ヴィダ 700㎖ \8,400
洋酒（スピリッツ・リキュール） デ・ロス・ドラドス シルバー 5ℓ オープン価格
洋酒（スピリッツ・リキュール） デ・ロス・ドラドス ゴールド 5ℓ オープン価格
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ヴァン・ブラント スティルハウス バーボン・ウィスキー 750㎖ \7,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ヴァン・ブラント スティルハウス ライ・ウィスキー 750㎖ \8,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 205579 コアントロー 700㎖ \2,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 233075 ボタニスト 700㎖ \4,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 308888 ポートシャーロット10年 700㎖ \7,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 205582 レミーマルタンVSOP 700㎖ \5,300
洋酒（スピリッツ・リキュール） 286685 コアントロー ノワール 700㎖ \3,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 289014 コアントロー ブラッドオレンジ 700㎖ \2,600
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 229740 ブルックラディ・クラシック・ラディ 700㎖ \5,500
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 332879 ブルックラディ・アイラバーレイ2011 700㎖ \6,500
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 286654 オクトモア07.3 アイラ・バーレイ 700㎖ \22,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 330938 オクトモア09.1 スコティッシュバーレイ 700㎖ \16,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 308887 ポートシャーロット アイラ・バーレイ2011 700㎖ \8,500
洋酒（スピリッツ・リキュール） 286655 マウントゲイ ブラックバレル 700㎖ \2,500
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 300176 ハイランドパーク ヴァルキリー 700㎖ \7,500
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 295642 グレンロセス バーボンカスクリザーヴ 700㎖ \6,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 284517 グレンロセス ピーテッドカスクリザーブ 700㎖ \6,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 332876 グレンロセス12年 700㎖ \7,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 218175 フェイマスグラウス ファイネスト 700㎖ \1,600
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 260338 ネイキッドグラウス 700㎖ \2,800
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 205583 レミーマルタン XO 700㎖ \19,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 299696 バッファロートレース 750㎖ \3,000

104 株式会ルネサンス・プロジェクト

105 常楽酒造株式会社

116、117 国分グループ本社株式会社

119 株式会社スリーアローズ

120 アクサス株式会社

レミーコアントロージャパン株式会社128〜133
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（税抜）

KAKUYASU DEXPO 2019 出品商品リスト

洋酒（ウイスキー・ブランデー） 299697 サゼラック・ライ 750㎖ \6,500
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 292981 EHテイラー スモールバッチ 750㎖ \8,500
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 292982 EHテイラー シングルバレル 750㎖ \9,500
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 292983 EHテイラー ストレートライ 750㎖ \10,500

和酒（焼酎) 94592 あらわざ桜島 900㎖ \924
和酒（焼酎) 魂の芋 900㎖ \1,400

洋酒（ウイスキー・ブランデー） 277028 マルス モルテージ 越百 700㎖ \4,200
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 257913 TWIN ALPS 750㎖ \1,780
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 282209 マルスウイスキー 3＆7 720㎖ \1,400
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 30917 マルス エクストラ 1,800㎖ \2,300
洋酒（スピリッツ・リキュール） MARU MATCHA 750㎖ \1,800
洋酒（スピリッツ・リキュール） 294380 ジャパニーズ・ジン 和美⼈ 700㎖ \3,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 69458 甲州 穂坂収穫 720㎖ \1,650
ワイン（ワイン・シャンパン） 66568 カベルネ・ベーリーA穂坂収穫 720㎖ \1,650
ワイン（ワイン・シャンパン） 279524 穂坂マスカット・ベーリーA コールド・マセレーション 720㎖ \1,480
ワイン（ワイン・シャンパン） 234405 甲州 ヴェルディーニョ 720㎖ \1,480
ワイン（ワイン・シャンパン） 305360 甲州 オランジュ・グリ 750㎖ \1,480

洋酒（ウイスキー・ブランデー） 292463 AMRUT FUSION SINGLE MALT WHISKY 50％ 700㎖ \7,080
洋酒（ウイスキー・ブランデー） AMRUT INDIAN SINGLE MALT WHISKY Special Limited Edition Madeira Finish 50％ 700㎖ \14,055
洋酒（ウイスキー・ブランデー） AMRUT INDIAN SINGLE MALT WHISKY 46％ 700㎖ \5,553
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 337352 AMRUT PEATED INDIAN SINGLE MALT WHISKY 46％ 700㎖ \7,378
洋酒（ウイスキー・ブランデー） AMRUT SINGLE CASK WHISKY BOURBON CASK UN-PEATED 60％ 700㎖ \10,345
洋酒（スピリッツ・リキュール） AMRUT Two Indies Rum 42.8％ 700㎖ \3,102
洋酒（ウイスキー・ブランデー） SPEY Beinn Dubh 43％ 700㎖ \10,158
洋酒（ウイスキー・ブランデー） SPEY TENNE 46％ 700㎖ \5,830
洋酒（ウイスキー・ブランデー） SPEY TRUTINA 46％ 700㎖ \6,363
洋酒（ウイスキー・ブランデー） SPEY FUMARE 46％ 700㎖ \7,063
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 309172 カバラン ディスティラリーセレクト 700㎖ \4,500

308914 ズブロッカ クリア 700㎖ \1,180
308940 オレンダイン オリータス クリスタリーノ 750㎖ \4,300
254521 デイ・オブ・ザ・デッド IPA 330㎖ \400
254519 デイ・オブ・ザ・デッド ヘーフェバイツェン 330㎖ \400

洋酒（ウイスキー・ブランデー） 301133 カバラン ソリスト ヴィーニョ 700㎖ \26,000
330007 オレンダイン オリータス ブランコ 750㎖ \3,200
330008 オレンダイン オリータス レポサド 750㎖ \3,500
308941 グランオレンダイン ブランコ 750㎖ \4,700
308942 グランオレンダイン レポサド 750㎖ \5,000
308943 グランオレンダイン アニェホ 750㎖ \5,400

オレンダイン ブランコ 750㎖ \1,500
332851 コセチャ ピノ・ノワール 750㎖ \630
332852 コセチャ ソーヴィニヨンブラン 750㎖ \630
254520 デイ・オブ・ザ・デッド アンバーエール 330㎖ \400

洋酒（ウイスキー・ブランデー） 301132 カバラン コンサートマスター 700㎖ \9,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 233476 カバラン クラシックシングルモルト 700㎖ \11,000
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 305434 富⼠⽩レモンチュウハイの素 1,800㎖ \4,000
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 富⼠⽩レモンチュウハイの素 600㎖ \1,500
洋酒（スピリッツ・リキュール） 300230 槙-KOZUE- 700㎖ \2,700
洋酒（スピリッツ・リキュール） ⾹雪-KAYUKI- 700㎖ \3,500
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） KISHUUMESHU 1,800㎖ \1,400
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） KISHUUMESHU 720㎖ \800
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 61665 紅南⾼ 1,800㎖ \3,500
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 61666 紅南⾼ 720㎖ \1,905

和酒（⽇本酒） 純⽶酒 紀伊国屋⽂左衛⾨ ⾟⼝ 1,800㎖ \2,600
和酒（⽇本酒） 純⽶酒 紀伊国屋⽂左衛⾨ ⾟⼝ 720㎖ \1,400
和酒（⽇本酒） 222310 純⽶酒 紀伊国屋⽂左衛⾨ 五百万⽯全量使⽤ 1,800㎖ \2,000
和酒（⽇本酒） 222311 純⽶酒 紀伊国屋⽂左衛⾨ 五百万⽯全量使⽤ 720㎖ \1,000

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 307872 The CHOYA BLACK 1,800㎖ \2,000
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 283100 The CHOYA SINGLE YEAR 720㎖ \1,000
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 283099 The CHOYA AGED 3 YEARS 720㎖ \2,500
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 001460 エクセレント 750㎖ \1,501
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 238463 The CHOYA ブラック 720㎖ \995
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 304173 The CHOYA ⼤地の梅 750㎖ \1,428
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 240770 チョーヤ とろける⿊糖梅酒 720㎖ \1,111
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 282218 チョーヤ 梅酒 紀州 パック 14° 1,000㎖ \1,000

その他（ソフトドリンク） 219660 酔わないウメッシュ 瓶 300㎖ \142
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 240758 2 Towns BrightCider 355㎖ \400
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 240756 2 Towns OutCider 355㎖ \400
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 240757 2 Towns Made Marion 355㎖ \400
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 272177 Godet ANTARCTICA 500㎖ \4,500
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 00030618 関帝陳年5年紹興酒(⾚) 600㎖ \1,150
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 00027294 関帝陳年10年紹興酒(⾦) 600㎖ \2,810
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 00229573 関帝陳年8年加飯酒 750㎖ \1,900
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 00209177 関帝陳年15年紹興酒(⽩) 600㎖ \3,700
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 00034420 越王台紹興花彫酒(⾦) 600㎖ \730
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 00033800 珍蔵紹興酒 500㎖ \1,110
洋酒（スピリッツ・リキュール） 00023710 貴州茅台酒 500㎖ \38,070
洋酒（スピリッツ・リキュール） 00230746 五粮液 500㎖ \29,520
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 00330421 江⼩⽩ 300㎖ \1,250
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 66408 【要冷蔵】ｳﾘｽﾙ 本⽣ ﾏｯｺﾘ ﾍﾟｯﾄ 8°（韓国） 750㎖ \780
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 262188 やわらか みかん（韓国） 360㎖ \331
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 262189 やわらか ジンジャー（韓国） 360㎖ \331
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 262190 やわらか りんご（韓国） 360㎖ \331
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 291537 ｳﾘｽﾙ しゅわっと栗マッコリ 6°（韓国） 750㎖ \525

134 本坊酒造株式会社

レミーコアントロージャパン株式会社128〜133

135 ガイアフロー

137 リードオフジャパン

138 中野BC株式会社

139 チョーヤ梅酒株式会社

142 ⽇和商事株式会社

ウリスル・ジャパン株式会社145
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その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 298515 ウリスル ⿊⾖マッコリ ペット7°（韓国）1L 1,000㎖ \680
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 331018 ウリスル しゅわっと さつまいも マッコリ 6°(韓国) 750㎖ \525
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 331818 純⽶発泡濁酒 かやま 195㎖ \463
その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 純⽶発泡濁酒 かやま 700㎖ \2,000

その他（ソフトドリンク） ⽢酒 あまま 120㎖ \180
その他（販促ツール・サービス等） 279351 14624スタッキングビールピッチャー1．8Ｌ \2,240
その他（販促ツール・サービス等） 209323 10043スタッキングビールピッチャー専⽤フタ \195
その他（販促ツール・サービス等） 282171 ブリタニア ジョッキ 600（149-15） \520
その他（販促ツール・サービス等） 286561 ドン ビアマグ 1250（138-59） \1,200
その他（販促ツール・サービス等） - 40807T型ジョッキ N700 \805
その他（販促ツール・サービス等） - 14727ビールカングラス473 \380
その他（販促ツール・サービス等） 330661 マルス ジョッキ660(149-19) \750
その他（販促ツール・サービス等） 219393 グラス専⽤スポンジ(109-44) \460
その他（販促ツール・サービス等） - 17805氷⼭盛りくんスコップ \680
その他（販促ツール・サービス等） 299237 アクリル ロックアイス(138-49) \220
その他（販促ツール・サービス等） 238128 ワインクーラー クリアカラー 無⾊(116-80) \1,500
その他（販促ツール・サービス等） - 404931徳利 おかめ \1,380
その他（販促ツール・サービス等） - 404932徳利 ひょっとこ \1,380
その他（販促ツール・サービス等） - 404941ぐい呑み おかめ \560
その他（販促ツール・サービス等） - 404942ぐい呑み ひょっとこ \560
その他（販促ツール・サービス等） - 404951⾖⽫ おかめ \690
その他（販促ツール・サービス等） - 404952⾖⽫ ひょっとこ \690
その他（販促ツール・サービス等） - 40695屋外⽤スタンド灰⽫ Ｋ型 \5,000
その他（販促ツール・サービス等） - 40683スーパーステム \2,500
その他（販促ツール・サービス等） - 40656サルサ カクテル \640
その他（販促ツール・サービス等） - 40657サルサ フルート \600
その他（販促ツール・サービス等） 301072 樽型サーバー(159-06) \9,800
その他（販促ツール・サービス等） 290441 オリジナル ワンショットＭ Ｈ30セット（168-73） \8,000
その他（販促ツール・サービス等） 290444 オリジナル ワンショットＭ Ｈ45セット（168-74） \8,000
その他（販促ツール・サービス等） 304863 ﾜﾝｼｮｯﾄﾒｼﾞｬｰ 卓上並列スタンド(166-41) \25,000
その他（販促ツール・サービス等） 299871 トライタン ⼀合升(162-59) \700

和酒（⽇本酒） 308757 摂州男⼭純⽶バッグ・イン・ボックス3．0Ｌ詰 3,000㎖ \2,900
和酒（⽇本酒） 284325 ⽩雪 ⼤吟醸バッグ・イン・ボックス3．0Ｌ詰（業務⽤） 3,000㎖ \3,000
和酒（⽇本酒） 308787 ⽩雪純⽶にごり酒720ml瓶詰 720㎖ \1,080
和酒（⽇本酒） 282201 純⽶にごり しら雪1．8Ｌ瓶詰 1,800㎖ \1,900
和酒（⽇本酒） 222679 ＫＯＮＩＳＨＩ 魔法のにごり酒ＷＩＴ900ml瓶詰 900㎖ \1,200

ビール 69331 ヴェデット・エクストラ ホワイト 330㎖ \340
ビール 260339 リーフマンス 250㎖ \350
ビール 229655 ヴァルシュタイナー 330㎖ \320

その他（ソフトドリンク） 33816 ウコンの⼒ ウコンエキスドリンク 100㎖ \190
その他（ソフトドリンク） 70589 ウコンの⼒ カシスオレンジ味 100㎖ \190
その他（ソフトドリンク） 274352 ウコンの⼒ パイン＆ピーチ味 100㎖ \190
その他（ソフトドリンク） 203952 ウコンの⼒ スーパー 120㎖ オープン価格（参考：\231）

その他（ソフトドリンク） 268270 ウコンの⼒ レバープラス 120㎖ オープン価格（参考：\324）

その他（ソフトドリンク） 301108 ウコンの⼒ レバープラス プラチナ 瓶 50㎖ オープン価格（参考：\463）

その他（フード・調味料・医薬品） 301106 ウコンの⼒ 顆粒200袋⼊り 1.5g×200袋 設定なし
その他（フード・調味料・医薬品） 301107 ウコンの⼒ レバープラス 粒タイプ 160袋⼊り 0.9g×160袋 設定なし
その他（フード・調味料・医薬品） ウコンの⼒ かむタブレ〈1回分〉 1.8g（3粒） オープン価格（参考：\139）

その他（フード・調味料・医薬品） 337101 ウコンの⼒ かむタブレ〈6回分〉 10.8g（3粒×6袋） オープン価格（参考：\796）

ビール 24701 コナ・ビッグウェーブゴールデンエール瓶 355㎖ \430
ビール 24702 コナ・ロングボードラガー瓶 355㎖ \430
ビール 24703 コナ・ファイアロックペールエール瓶 355㎖ \430
ビール 61363 コナ・ワイルアウィート瓶 355㎖ \430
ビール 295630 コナ・ハナレイアイランドIPA瓶 355㎖ \430
ビール 222476 ヴォヌピュアラガー瓶 330㎖ \395
ビール 330061 ユービール瓶 320㎖ \291
ビール 271820 ＴＯＫＹＯ ＢＬＵＥＳ  セッションエール（瓶） 330㎖ \466
ビール 283895 ＴＯＫＹＯ ＢＬＵＥＳ ゴールデンエール（瓶） 330㎖ \466
ビール 306377 ＴＯＫＹＯ ＢＬＵＥＳ シングルホップウィート（瓶） 330㎖ \466
ビール 301050 ホルゲート マウントマセドン ペールエール 330㎖ \436
ビール 301049 ホルゲート ノートンラガー 瓶 330㎖ \436
ビール 301048 ホルゲート アルファクルーシスＸＰＡ 330㎖ \436
ビール 301051 ホルゲート ロードトリップ ＩＰＡ 330㎖ \463
ビール 234210 ホフブロイ・オリジナルラガー 330㎖ \430
ビール 218973 ホフブロイ・ヘーフェヴァイツェン 330㎖ \430
ビール 226966 ホフブロイ・オクトーバーフェストビア 330㎖ \660
ビール 226967 シュパーテン・オクトーバーフェストビア 330㎖ \670
ビール 271885 ブルッグスゾット・ブロンド 330㎖ \546
ビール 271943 ブルッグスゾット・ダベル 330㎖ \554
ビール ストラッフェヘンドリック・ワイルド 330㎖ \626
ビール ブロンシュ ド ブルージュ 330㎖ \462
ビール 308174 コーネリッセン リンブルグス ウィッテ 330㎖ \475
ビール 308175 コーネリッセン リンブルグス ウィッテ ロゼ 330㎖ \490
ビール 331107 コーネリッセン リンブルグス ウィッテ レモン 330㎖ \490
ビール コーネリッセン リンブルグス ウィッテ ストロベリー 330㎖ \490
ビール コーネリッセン リンブルグス ウィッテ ペアー＆アップル 330㎖ \490
ビール 308179 コーネリッセン クリーケンビアチェリーラガー 250㎖ \425
ビール 308180 コーネリッセン クリーケンビアチェリーウィート 250㎖ \425
ビール 308178 コーネリッセン ボスビア 250㎖ \432
ビール 308177 コーネリッセン キングミュールIPA 330㎖ \584
ビール 331108 コーネリッセン ヘルケンロード ヴェスパー 330㎖ \544
ビール 308176 コーネリッセン ヘルケンロード シスター 330㎖ \513
ビール 308181 コーネリッセン ヘルケンロード ノクティス 330㎖ \513

ウリスル・ジャパン株式会社145

147 株式会社ドレイコ

149〜151 サントリーマーケティング＆コマース株式会社

154 ⼩⻄酒造株式会社

157 ハウスウェルネスフーズ株式会社

158 株式会社友和貿易

161 コンタツ株式会社

162 株式会社ザート商会
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ビール 299753 「馨和 KAGUA」 SAISON 330㎖
ビール 279178 「馨和 KAGUA」 BLANC 330㎖
ビール 279179 「馨和 KAGUA」 ROUGE 330㎖
ビール 299746 Far Yeast TOKYO WHITE 330㎖
ビール 299745 Far Yeast TOKYO BLONDE 330㎖
ビール 299747 Far Yeast TOKYO IPA 330㎖

洋酒（スピリッツ・リキュール） 332674 養命酒 ⾹の森 ｸﾗﾌﾄｼﾞﾝ47° 700㎖ \4,500
洋酒（スピリッツ・リキュール） 334429 養命酒 ⾹の雫 ｸﾗﾌﾄｼﾞﾝ37° 300㎖ \880
洋酒（スピリッツ・リキュール） 335937 養命酒 2種のグレープフルーツとハーブのクラフトジンカクテル 300㎖ \880
洋酒（スピリッツ・リキュール） 96926 養命酒 ハーブの恵み 700㎖ \1,180
洋酒（スピリッツ・リキュール） 284323 養命酒 琥珀⽣姜酒 700㎖ \1,330
洋酒（スピリッツ・リキュール） 303429 養命酒 琥珀⽣姜酒 700㎖ \1,330
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 305377 くらThe whisky Rum cask Finish 750㎖ \4,800

和酒（焼酎) 3828 くら 樫樽3年熟成古酒 720㎖ \1,200
洋酒（スピリッツ・リキュール） 332630 TEEDA 5年 700㎖ \3,420
洋酒（スピリッツ・リキュール） 73594 ヘリオスラム 720㎖ \2,381
洋酒（スピリッツ・リキュール） 68802 ⿊糖酒 720㎖ \2,720
洋酒（スピリッツ・リキュール） 47188 うるまハブ酒  720㎖ \2,767
洋酒（スピリッツ・リキュール） うるま ハブ⼊3.8L（L) 3,800㎖ \87,638
洋酒（スピリッツ・リキュール） くら原酒 8年 カスクストレングス 700㎖ \6,210

ビール 292405 OKINAWA SANGO BEER IPA 330㎖ \500
ビール 292406 OKINAWA SANGO BEER アルト 330㎖ \500
ビール 292407 OKINAWA SANGO BEER ケルシュ 330㎖ \500
ビール 292408 OKINAWA SANGO BEER ブラックエール 330㎖ \500
ビール OKINAWA SANGO BEER セゾン 330㎖ \500

洋酒（スピリッツ・リキュール） 300537 ハブ源酒 500㎖ \2,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 42105 ハブ源酒 950㎖ \3,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 239322 35リキュール泡盛珈琲 500㎖ \1,400
洋酒（スピリッツ・リキュール） 289389 琉球ハブボール⽤源酒ペットボトル 1,500㎖ \3,300
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 303828 琉球ハブボール ⽸ 350㎖ \239
洋酒（スピリッツ・リキュール） 303829 琉球レモンサワー ⽸ 350㎖ \239
洋酒（スピリッツ・リキュール） 335819 メスカル アハル 750㎖ オープン価格
洋酒（スピリッツ・リキュール） 279227 ポルフィディオ プラタカクタス 750㎖ \10,600
洋酒（スピリッツ・リキュール） 305894 セルバレイ カカオラム 750㎖ オープン価格
洋酒（スピリッツ・リキュール） 305893 セルバレイ ホワイトラム 750㎖ オープン価格
洋酒（スピリッツ・リキュール） 73447 グランドアブサント69 700㎖ \4,630
洋酒（スピリッツ・リキュール） 277095 ゴールドジン999.9ジン 700㎖ \4,970
洋酒（スピリッツ・リキュール） 337319 パンダ オーガニック ジン 500㎖ \6,700
洋酒（スピリッツ・リキュール） 20719 アブサント 55 700㎖ \3,940
洋酒（スピリッツ・リキュール） 73446 エクストリームアブサントリファイン 100㎖ \2,680
洋酒（スピリッツ・リキュール） 273270 アブサントルー 750㎖ \3,670
洋酒（スピリッツ・リキュール） 273265 シトラム・ジン 750㎖ \2,750
洋酒（スピリッツ・リキュール） 273266 タークィンズ・ドライ・ジン 700㎖ \6,100
洋酒（スピリッツ・リキュール） 295962 ノルデス・アトランティック・ガリシアン・ジン 700㎖ \4,220
洋酒（スピリッツ・リキュール） 296324 ジンズウ・ジン 700㎖ \4,720
洋酒（スピリッツ・リキュール） 331730 ブラック・トマト・ジン 500㎖ \6,500
洋酒（スピリッツ・リキュール） 299562 ブロックマンズ・プレミアム・ジン 700㎖ \6,500
洋酒（スピリッツ・リキュール） アマゾニアン・カンパニー・ジン 700㎖ \8,250
洋酒（スピリッツ・リキュール） ジンカ・ペルヴィアン・ジン 700㎖ \8,250
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 336459 アンクル・ニアレスト・プレミアム・ウイスキー 750㎖ \10,000

48897 ｸﾘｭｯｸﾞﾏﾝ ポプジー 20㎖ \500
62523 ｸﾘｭｯｸﾞﾏﾝ ポプジー 500㎖ \4,000
12124 ﾍﾞﾙﾘｰﾅﾍﾞｰﾚﾝｼﾞｰｹﾞﾙ レッドベア・エナジー 700㎖ \3,200
295636 ﾒﾗｰﾅｰ パルフェタムール ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ 700㎖ \2,500
46055 ﾒﾗｰﾅｰ モカ・エーデル 700㎖ \2,700
94601 ｵﾙﾃﾞｽﾛｰｴ ドラッフェンブルート 700㎖ \2,480
9460 ｸﾞﾗｲﾂｧｰ エルドベアザーネ 500㎖ \2,000

332864 ｵﾙﾃﾞｽﾛｰｴ マンゴー 700㎖ \2,480
6296 キス オブ ローズ 700㎖ \3,500
4402 ｼｭﾍﾟﾋﾄ パンペルムーゼ 700㎖ \2,800
71610 ﾊﾟｽｶﾙ クレーム・ド・カシス・ド・ブルゴーニュ 1,000㎖ オープン価格
209237 ﾊﾟｽｶﾙ クレーム・ド・ペシェ・ド・ヴィーニュ 1,000㎖ オープン価格
209903 ﾊﾟｽｶﾙ リキュール・ド・ライチ 1,000㎖ オープン価格

洋酒（スピリッツ・リキュール） 292474 季の美 京都ドライジン 700㎖ \5,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 298754 季のTEA 京都ドライジン 700㎖ \6,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 306644 季の美 勢 京都ドライジン 700㎖ \6,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 335474 フォーピラーズ レアドライジン 700㎖ \3,800
洋酒（スピリッツ・リキュール） 332946 フォーピラーズ ジンネイビーストレングス 700㎖ \4,800
洋酒（スピリッツ・リキュール） 332948 フォーピラーズ ブラッディシラーズジン 700㎖ \4,800
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 45796 アラン 10年 700㎖ \3,993
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 219043 キルホーマン マキヤーベイ 700㎖ \5,267
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 319637 グレンアラヒー 12年 700㎖ \5,267
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 68304 テンプルトン ライ4年 750㎖ \3,500
洋酒（スピリッツ・リキュール） 302618 ディプロマティコ レゼルバエクスクルーシバ 700㎖ \3,993

ビール 203710 ブリュードッグ パンクIPA 330㎖ \400
ビール 332976 ブリュードッグ インディー 330㎖ \300
ビール 292466 ブリュードツグ エルビスジュース 330㎖ \414

その他（ソフトドリンク） 222050 フィーバーツリー ソーダ 200㎖ \235
その他（ソフトドリンク） 222049 フィーバーツリー トニックウォーター 200㎖ \235
その他（ソフトドリンク） 335441 フィーバーツリー エルダーフラワートニックウォーター 200㎖ \235
その他（ソフトドリンク） 335443 フィーバーツリー メディタレーニアントニックウォーター 200㎖ \235

洋酒（ウイスキー・ブランデー） ザ ファウンダーズ リザーブ 10年   54.8% 700ml 700㎖ \9,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） ストックホルム ブランネリ ドライ ジン 40% 500ml 500㎖ \4,500

168 Far Yeast Brewing株式会社

174、175 養命酒製造株式会社

176 ヘリオス酒造

177 株式会社南都

186 株式会社コートーコーポレーション

187 マルカイコーポレーション株式会社

189 株式会社ユニオンフード

191、192 株式会社ウィスク・イー

有限会社⼋重洲⻑⾕川酒⾷品196.197
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⼩間番号 企業名 商品カテゴリー カクヤス商品コード 商品名（正式名称） 内容量
⼩売参考価格

（税抜）

KAKUYASU DEXPO 2019 出品商品リスト

洋酒（スピリッツ・リキュール） ストックホルム ブランネリ オーク ジン 45% 500ml 500㎖ \5,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） ストックホルム ブランネリ ピンク ジン 40% 500ml 500㎖ \4,612
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ピエ－ル リュカ VS No1   40% 700ml 700㎖ \4,500
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ピエール リュカ VSOP エクスペリエンス 40% 700ml 700㎖ \8,149
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ピエ－ル・リュカ XO メモワール 40% 700ml 700㎖ \18,519
洋酒（スピリッツ・リキュール） キュロ ナプエ  46.3% 100ml 100㎖ \1,186
洋酒（スピリッツ・リキュール） キュロ コスクエ 42.6% 100ml 100㎖ \1,371
洋酒（スピリッツ・リキュール） ナプエ G&T パック 46.3% 100ml + 100ml 200㎖ \1,463
洋酒（スピリッツ・リキュール） 292116 キュロ ナプエ フィンランド ジン 46.3% 500ml 500㎖ \3,593
洋酒（スピリッツ・リキュール） 299550 キュロ コスクエ 熟成 ジン 42.6% 500ml 500㎖ \4,056
洋酒（スピリッツ・リキュール） ロング キュロ 5.5% 330ml 330㎖ \537

その他（ソフトドリンク） 297328 K-priceエナジードリンク 250㎖
その他（ソフトドリンク） 297331 K-priceおいしいジャスミン茶 2,000㎖
その他（ソフトドリンク） 297330 K-priceおいしい⻨茶 2,000㎖
その他（ソフトドリンク） 224226 K-priceおいしい烏⿓茶 2,000㎖
その他（ソフトドリンク） 224225 K-priceおいしい緑茶 2,000㎖
その他（ソフトドリンク） 214012 K-priceおいしい烏⿓茶 500㎖
その他（ソフトドリンク） 214013 K-priceおいしい緑茶 500㎖
その他（ソフトドリンク） 232032 K-priceおいしい天然⽔ 500㎖
その他（ソフトドリンク） 223267 K-priceナチュラルミネラルウォーター 500㎖
その他（ソフトドリンク） 236401 K-priceおいしい炭酸⽔ 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 236403 K-priceおいしい炭酸⽔レモン 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 335865 ピール⼊りレモンシロップ 920ｇ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 305045 果⾁⼊り国産桃シロップ 960ｇ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 271173 本格ジンジャーシロップ 980ｇ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 289772 本格ゆずシロップ 1100ｇ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 319493 果⾁⼊り国産みかんシロップ 940ｇ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 330732 果⾁⼊りカシスシロップ 940ｇ オープン価格

200、201 株式会社 秀和物産 その他（ソフトドリンク） 293331 ふるふれ抹茶 340㎖ \300
その他（ソフトドリンク） 230022 セレブレ ノンアルコールスパークリング 355㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 262503 セレブレ ノンアルコールスパークリング ロゼ 355㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 301244 セレブレ ノンアルコールスパークリング フレーバードレモン 355㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 336389 セレブレ ノンアルコールスパークリング ⽩ ミニ 200㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 1144 デルモンテ トマトジュース 190g 190㎖ \115
その他（ソフトドリンク） 10490 デルモンテ トマトジュース 900g 900㎖ \330
その他（ソフトドリンク） 224583 キッコーマン 調製⾖乳 1L 1ℓ
その他（ソフトドリンク） 9836 レモンエード 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 281781 ソルティー＆レモンエード 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 30848 ザ・スタンダード レモン    1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 9945 レモン50 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 17717 レモン100 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 204405 plus ローヤルゼリーとビタミンＣ はちみつレモン  1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 300939 チリシロップ 300㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 305616 レッドビター 300㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 43005 カクテルマジック  ブルーハワイ 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 9767 マスカットエード 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 44142 plusコラーゲン トマト 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 27136 カクテルマジック  カシス 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 9768 ラムネシロップ 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 24810 温州みかん 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 302913 三⽥ plus 彼⼥のやさしさ乳酸菌ピーチ 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 302923 三⽥ plus 仲間のやさしさ乳酸菌マンゴ 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 302924 三⽥ plus 彼⽒のやさしさ乳酸菌パイン 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 302925 三⽥ plus 天使のやさしさ乳酸菌 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 301122 ダ・ヴィンチ フルーツイノベーション レモネード750ml 750㎖ \1,600
その他（ソフトドリンク） 282055 ダヴィンチ フレーバーシロップ クラシック ブルーキュラソー 750ml PET 750㎖ \1,400
その他（ソフトドリンク） 33225 ダヴィンチ 濃縮チャイティ 750ml     750㎖ \1,600
その他（ソフトドリンク） 43318 ダヴィンチ フレーバーシロップ クラシック ヘーゼルナッツ 750ml 750㎖ \1,400
その他（ソフトドリンク） 18020 ダヴィンチ フレーバーシロップ クラシック  キャラメル750ml 750㎖ \1,400
その他（ソフトドリンク） 18019 ダヴィンチ フレーバーシロップ クラシック  バニラ750ml 750㎖ \1,400
その他（ソフトドリンク） 201974 ダヴィンチ フレーバーシロップ クラシック ストロベリー 750ml 750㎖ \1,400
その他（ソフトドリンク） 299949 ダヴィンチ フレーバーシロップ クラシック  クレム・ド・ミント750ml 750㎖ \1,400
その他（ソフトドリンク） 290912 ダ・ヴィンチ フルーツイノベーション  ザクロ 750ml 750㎖ \1,600
その他（ソフトドリンク） 290796 マルカ商事 さくらフレーバーシロップ 720ml 720㎖ \1,400
その他（ソフトドリンク） ダヴィンチ ナチュラルズ ハワイアンソルトキャラメル700ml 700㎖ \1,600
その他（ソフトドリンク） 335871 オリオンサイダー 330㎖ \200
その他（ソフトドリンク） 66576 n.e.oプレミアムジンジャーエール 95㎖ \150
その他（ソフトドリンク） 290410 強炭酸⽔(友桝)500ml 500㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 290411 強炭酸⽔(友桝)1L  1ℓ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 306860 VOX(プレーン) 500㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 331062 VOX(ミント) 500㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 94805 n.e.oプレミアムジンジャーエールシロップ 200㎖ \900
その他（ソフトドリンク） 78519 n.e.oプレミアムトニックウォーター 200㎖ \120
その他（ソフトドリンク） 296877 n.e.oプレミアムジンジャーエール200ml 200㎖ \200
その他（ソフトドリンク） 272677 シークワーサーサワー 1ℓ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 37890 こどもびいる(飲⾷) 330㎖ \270
その他（ソフトドリンク） 335877 強炭酸⽔レモン(友桝)500ml 500㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 335878 強炭酸⽔レモン（友桝）1L 1ℓ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 272674 レモンサワー 1ℓ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 272675 グレープフルーツサワー 1ℓ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 272676 ⻘りんごサワー 1ℓ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 272678 ゆずサワー 1ℓ オープン価格

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 335875 n.e.oジンジャー梅酒 720㎖ \1,380

196.197 有限会社⼋重洲⻑⾕川酒⾷品

198 富⼠キャニング株式会社

199 フードインパクト株式会社

202 株式会社トンボ飲料

203、204 キッコーマン飲料株式会社

205、206 三⽥飲料株式会社

207 ニッシントーア・岩尾株式会社

株式会社友桝飲料208
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⼩間番号 企業名 商品カテゴリー カクヤス商品コード 商品名（正式名称） 内容量
⼩売参考価格

（税抜）

KAKUYASU DEXPO 2019 出品商品リスト

その他（ソフトドリンク） 273382 n.e.oプレミアムソーダ 200㎖ \120
その他（ソフトドリンク） 306861 VOX(シリカ) 500㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 331061 VOX(レモン) 500㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 306862 VOX(コーラ) 500㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 335872 信州りんごサイダー 245㎖ \200
その他（ソフトドリンク） 335873 信州杏サイダー 245㎖ \200
その他（ソフトドリンク） 335874 信州マスカットサイダー 245㎖ \200
その他（ソフトドリンク） 272673 ルートビア 315㎖ \200
その他（ソフトドリンク） 921 ハイサワーレモン リンク瓶 200㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 2962 ハイサワーグレープフルーツ リンク瓶 200㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 2174 ハイサワー⻘リンゴ リンク瓶 200㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 9689 ハイサワー梅 リンク瓶 200㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 44912 ハイサワーハイッピーレモンビア リンク瓶 200㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 290473 ハイサワーハイッピークリア＆ビター リンク瓶 200㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 298869 ハイサワーパクチーレモン リンク瓶 200㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 1552 ハイサワーレモン サワーパック 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 1986 ハイサワー⻘リンゴパック 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 271391 わるなら抹茶 紙パック 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 271392 わるなら⾚しそ 紙パック 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 270692 W濃縮レモン1L 紙パック 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 268816 W濃縮無果汁レモン1L 紙パック 1,000㎖ オープン価格
その他（ソフトドリンク） 73599 ハイサワーハイッピーレモンビア ワンウェイ瓶 350㎖ \130
その他（ソフトドリンク） 290474 ハイサワーハイッピークリア＆ビター ワンウェイ瓶 350㎖ \130

337240 トラーニ バルサミコフィグシロップ 750㎖ \1,500
337241 トラーニ キャンディセサミシロップ 750㎖ \1,500
213399 トラーニ モヒートミントシロップ 750㎖ \1,500
226804 トラーニ マンゴシロップ 750㎖ \1,500
78485 トラー⼆ ピーチシロップ 750㎖ \1,500
226805 トラー⼆ レモンシロップ 750㎖ \1,500
182572 トラー⼆ パッションフルーツシロップ 750㎖ \1,500
182604 トラー⼆ バナナシロップ 750㎖ \1,500
182571 トラー⼆ ココナッツシロップ 750㎖ \1,500
182641 トラーニ グリーンアップルシロップ 750㎖ \1,500
182618 トラー⼆ ライチシロップ 750㎖ \1,500

その他（ソフトドリンク） 205853 ウィルキンソン タンサン ＰＥＴ500ml 500㎖ \95
その他（ソフトドリンク） 259812 ウィルキンソン タンサン ＰＥＴ1Ｌ  1,000㎖ \180
その他（ソフトドリンク） 1426 ウイルキンソンタンサンびん190 190㎖ \63
その他（ソフトドリンク） 206423 ウィルキンソン ジンジャエール ＰＥＴ500ml 500㎖ \140
その他（ソフトドリンク） 303309 ウィルキンソン トニック ＰＥＴ500ml 500㎖ \140
その他（ソフトドリンク） 1553 ウイルキンソン ジンジャびん190 190㎖ \68
その他（ソフトドリンク） 125 ウィルキンソンドライジンジャびん190 190㎖ \68
その他（ソフトドリンク） 5196 ウィルキンソントニックびん190 190㎖ \68
その他（ソフトドリンク） 16 アサヒ ⼀級茶葉烏⿓茶リターナブルびん200ml 200㎖ \70
その他（ソフトドリンク） 840 三ツ⽮サイダーびん200 200㎖ \68
その他（ソフトドリンク） 857 バヤリースオレンジびん200 200㎖ \70
その他（ソフトドリンク） 24550 バヤリースオレンジ50びん200 200㎖ \80
その他（ソフトドリンク） 3852 「カルピス」Ｌパック 紙容器1000ml 1,000㎖ \700
その他（ソフトドリンク） 308371 「カルピス」⽩桃Ｌパック 紙容器1000ml 1,000㎖ \700
その他（ソフトドリンク） 308370 「カルピス」レモンＬパック 紙容器1000ml 1,000㎖ \700
その他（ソフトドリンク） 335067 「カルピス」巨峰Ｌパック 紙容器1000ml 1,000㎖ \700
その他（ソフトドリンク） 295867 肝臓エキス⼊りシロップ ザクロベリー ホルモンサワーコンク 1ℓ \1,000
その他（ソフトドリンク） 295868 肝臓エキス⼊りシロップ ⾼麗⼈参＆ローヤルゼリー ホルモンサワーコンク 1ℓ \1,000

36864 お疲れさんにクエン酸業務⽤ 1,000㎖ \1,200
257617 塩みかん 1,000㎖ \1,200
337315 アップルとシナモンティー 500㎖ \730
337316 蜂蜜 とレモン＆ジンジャー 500㎖ \730

その他（ソフトドリンク） 36864 スター お疲れさんにクエン酸 ペット 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 257617 ｽﾀｰ 塩みかん ペット 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 337315 スター アップルとシナモンティー ペット 500㎖
その他（ソフトドリンク） 337316 スター はちみつとレモン＆ジンジャー ペット 500㎖
その他（ソフトドリンク） 229633 モナン  ハイビスカス 700㎖ \1,660
その他（ソフトドリンク） 66967 モナン ラベンダー 700㎖ \1,660
その他（ソフトドリンク） 282497 モナン アジアンレモングラス 700㎖ \1,660
その他（ソフトドリンク） 268311 モナン レモンティー 700㎖ \1,660
その他（ソフトドリンク） 268312 モナン ピーチティー 700㎖ \1,660
その他（ソフトドリンク） 9743 モナン レモン（シトロン） 700㎖ \1,660
その他（ソフトドリンク） 181752 ﾓﾅﾝ ﾋﾟﾝｸｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ 700㎖ \1,660
その他（ソフトドリンク） 300279 モナン ホワイトグレープ 700㎖ \1,660
その他（ソフトドリンク） 75241 モナン ﾏﾝｺﾞﾌﾙｰﾂ（ﾋﾟｭｰﾚ）ﾐｯｸｽ 1,000㎖ \2,000
その他（ソフトドリンク） 75242 モナン ﾋﾟｰﾁﾌﾙｰﾂ（ﾋﾟｭｰﾚ）ﾐｯｸｽ 1,000㎖ \2,000
その他（ソフトドリンク） 77698 モナン ﾊﾞﾅﾅﾌﾙｰﾂ（ﾋﾟｭｰﾚ）ﾐｯｸｽ 1,000㎖ \2,000
その他（ソフトドリンク） 77699 モナン ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰﾌﾙｰﾂ（ﾋﾟｭｰﾚ）ﾐｯｸｽ 1,000㎖ \2,000
その他（ソフトドリンク） 77700 モナン ﾐｯｸｽﾍﾞﾘｰﾌﾙｰﾂ（ﾋﾟｭｰﾚ）ﾐｯｸｽ 1,000㎖ \2,000
その他（ソフトドリンク） 77701 モナン ﾊﾟｯｼｮﾝF ﾌﾙｰﾂ（ﾋﾟｭｰﾚ）ﾐｯｸｽ 1,000㎖ \2,000
その他（ソフトドリンク） 207189 モナン ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（ﾋﾟｭｰﾚ）ﾐｯｸｽ 1,000㎖ \2,000
その他（ソフトドリンク） 254635 モナン ｸﾞﾘｰﾝｱｯﾌﾟﾙﾌﾙｰﾂ(ﾋﾟｭｰﾚ)ﾐｯｸｽ 1,000㎖ \2,000
その他（ソフトドリンク） 261985 モナン ﾗｲﾁﾌﾙｰﾂ（ﾋﾟｭｰﾚ）ﾐｯｸｽ 1,000㎖ \2,000
その他（ソフトドリンク） 279215 モナン ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾌﾙｰﾂ（ﾋﾟｭｰﾚ）ﾐｯｸｽ 1,000㎖ \2,000
その他（ソフトドリンク） 282803 モナン ﾕｽﾞﾌﾙｰﾂ（ﾋﾟｭｰﾚ）ﾐｯｸｽ 1,000㎖ \2,000
その他（ソフトドリンク） 292264 モナン ﾁｪﾘｰﾌﾙｰﾂ（ﾋﾟｭｰﾚ)ﾐｯｸｽ 1,000㎖ \2,000
その他（ソフトドリンク） 279212 モナン  ホワイトピーチ 700㎖ \1,660
その他（ソフトドリンク） 306235 モナン ソルテッドピスタチオ 700㎖ \1,660
その他（ソフトドリンク） 319449 モナン オレンジスプリッツ 700㎖ \1,660

210 博⽔社

208 株式会社友桝飲料

211 東洋ベバレッジ株式会社

212、213 アサヒ飲料株式会社

219 ⽇⽔製薬医薬品販売株式会社

221 スター⾷品⼯業株式会社

224〜226 ⽇仏貿易
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その他（ソフトドリンク） 74238 ジンジャーシロップ 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 74239 コーラシロップ 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 67155 トニックウォーターコンク 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 231103 エナジーコンク 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 237721 モヒートベース 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 268362 薩摩⻄郷梅シロップ 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 290899 ⿅児島県徳之島産島みかんシロップ 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 211796 三ヶ⽇みかんコンク(静岡県産三ヶ⽇みかんピューレ使⽤) 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 21380 ジンジャーエード(⾟⼝) 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 78108 ドリンクジュレコラーゲン&ヒアルロン酸(ＧＦ⾵味) 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 39246 レモン100 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 203845 カシス 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 203844 ピーチ 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 203846 ライチ 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 204291 ⽇向夏エード 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 203843 アルフォンソマンゴーエード 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 32213 シャルドネコンク 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 254354 ふじ蜜りんごコンク(果⾁⼊り) 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 272573 粒々キウィネクター 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 228867 サングリアベース 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 289562 紅しょうがサワーの素 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 229511 リキッドシュガー（ガムシロップ） 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 221016 ピーチティーベース 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 289370 沖縄県⽯垣島産パインコンク 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 279055 北海道余市産ぶどうシロップ 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 211797 はちみつレモンエード（瀬⼾内産レモン使⽤） 1,000㎖
その他（ソフトドリンク） 304747 特撰抹茶 茶葉茶 100g \2,280
その他（ソフトドリンク） 上撰抹茶 茶葉茶 100g \1,850
その他（ソフトドリンク） 良撰抹茶 茶葉茶 100g \1,550
その他（ソフトドリンク） 抹茶 茶葉茶 100g \1,300
その他（ソフトドリンク） 285228 特撰⽟露 茶葉茶 100g \2,280
その他（ソフトドリンク） 285306 特撰 茶葉茶 100g \2,080
その他（ソフトドリンク） 上撰 茶葉茶 100g \1,740
その他（ソフトドリンク） 抹茶⼊り 茶葉茶 100g \1,200
その他（ソフトドリンク） 茶葉茶 100g \1,150
その他（ソフトドリンク） 285227 上撰⽞⽶ 茶葉茶 100g \1,740
その他（ソフトドリンク） 抹茶⼊り⽞⽶ 茶葉茶 100g \1,200
その他（ソフトドリンク） ⽞⽶ 茶葉茶 100g \1,150
その他（ソフトドリンク） 65976 うこん 茶葉茶 100g \1,900
その他（ソフトドリンク） 65977 だったんそば 茶葉茶 100g \1,900
その他（ソフトドリンク） 301448 ファインジャスミン 茶葉茶 100g \2,160
その他（ソフトドリンク） 295879 レモンマートル 茶葉茶 100g \2,100
その他（ソフトドリンク） 302827 柿の葉 茶葉茶 100g \1,620
その他（ソフトドリンク） 302828 桑の葉 茶葉茶 100g \1,620
その他（ソフトドリンク） 302829 べにふうき 茶葉茶 100g \1,800
その他（ソフトドリンク） 301456 ⿊麹仕込 茶葉茶 100g \2,080
その他（ソフトドリンク） 65978 甜茶 茶葉茶 100g \1,820
その他（ソフトドリンク） 284668 上撰まろやか烏⿓ 茶葉茶 250g \3,000
その他（ソフトドリンク） 301449  即鮮緑テトラティーパック割り材向け抹茶⼊り煎茶8g 800（８g×100個）g \7,000
その他（ソフトドリンク）  即鮮緑テトラティーパック割り材向けジャスミン茶8g 800（８g×100個）g \7,000
その他（ソフトドリンク） 301450  即鮮緑テトラティーパック割り材向け抹茶⼊り⽞⽶茶8g 800（８g×100個）g \6,000
その他（ソフトドリンク） 301453  即鮮緑テトラティーパック割り材向けまろやか烏⿓⼊りウーロン茶8g 800（８g×100個）g \6,000
その他（ソフトドリンク）  即鮮緑テトラティーパック割り材向けほうじ茶8g 800（８g×100個）g \5,500
その他（ソフトドリンク） 300391  即鮮緑テトラティーパック割り材向け抹茶⼊り煎茶4g 400（４g×100個）g \4,700
その他（ソフトドリンク）  即鮮緑テトラティーパック割り材向けジャスミン茶4g 400（４g×100個）g \4,700
その他（ソフトドリンク） 301452  即鮮緑テトラティーパック割り材向け抹茶⼊り⽞⽶茶4g 400（４g×100個）g \4,000
その他（ソフトドリンク） 301451  即鮮緑テトラティーパック割り材向けまろやか烏⿓⼊りウーロン茶4g 400（４g×100個）g \4,000
その他（ソフトドリンク）  即鮮緑テトラティーパック割り材向けほうじ茶4g 400（４g×100個）g \3,700
その他（ソフトドリンク） 205539 クリスタルガイザー 500㎖ \100
その他（ソフトドリンク） 15884 クリスタルガイザー 310㎖ \100
その他（ソフトドリンク） 71448 ジャワティストレートレッド 2,000㎖ \350
その他（ソフトドリンク） 233190 シンビーノジャワティストレートレッド 375㎖ \220
その他（ソフトドリンク） 233191 シンビーノジャワティストレートホワイト 375㎖ \220
その他（ソフトドリンク） 334404 マッチゼリー 260 \129

305906 わつなぎ ゆず 250㎖ \880
305883 プルコ レモン 700㎖ \1,180
295500 ウーロン茶2L 業務⽤専⽤ 2ℓ \230
305910 わつなぎ ⽣姜 250㎖ \780
305912 わつなぎ 抹茶 250㎖ \780
305908 わつなぎ ⿊糖 250㎖ \880
331026 わつなぎ すだち 250㎖ \880

わつなぎ 焦がし砂糖 250㎖ \880
305882 プルコ ライム 700㎖ \1,180
305886 ⼭崎の⽔（微発砲） 330㎖ \300
305895 CALEB'S KOLA キャレブズコーラ 200㎖ \180
305905 わつなぎ ゆず 500㎖ \1,580
305909 わつなぎ ⽣姜 500㎖ \1,380
305911 わつなぎ 抹茶 500㎖ \1,380
305907 わつなぎ ⿊糖 500㎖ \1,580
333052 わつなぎ すだち 500㎖ \1,580
333278 わつなぎ 焦がし砂糖 500㎖ \1,580
305884 ⼭崎の⽔（発砲） 330㎖ \300
76490 サントリーソーダ 490㎖ \110

227、228 スミダ飲料株式会社

229 有限会社イー・システム 茶葉茶本舗

233 ⼤塚⾷品株式会社

サントリーフーズ株式会社234、235
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67181 ｻﾞ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑｿｰﾀﾞ・ﾌﾛﾑ・ﾔﾏｻﾞｷ 240㎖ \100
305900 ⿊烏⿓茶 リターナブル瓶（業務⽤専⽤） 250㎖ \117
259776 ⿊烏⿓茶 350㎖ \160

ワイン（ワイン・シャンパン） 277799 ﾊﾞﾙﾃﾞｨﾋﾞｴｿ ﾘﾐﾃｨｯﾄﾞﾌﾞﾘｭｯﾄ 750㎖ \1,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 333009 ｻﾝﾃﾛ ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾘｭｯﾄ/ ｻﾝﾃﾛ 750㎖ \950
ワイン（ワイン・シャンパン） 307632 ﾌﾛｰﾙｽ ｶﾊﾞ ﾌﾞﾙｯﾄ/ ﾏｻﾞｯｸｽ 750㎖ \1,050
ワイン（ワイン・シャンパン） 304871 ｳﾞｰｳﾞ･ﾃﾞｭ･ｳﾞｪﾙﾈ ﾌﾞﾘｭｯﾄ/ ｸﾘﾃｰﾙ 750㎖ \1,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 304854 ｳﾞｰｳﾞ･ﾃﾞｭ･ｳﾞｪﾙﾈ ﾛｾﾞ/ ｸﾘﾃｰﾙ 750㎖ \1,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 335243 ﾋﾟﾉ ｼｬﾙﾄﾞﾈ ﾌﾗﾜｰﾎﾞﾄﾙ/ ｻﾝﾃﾛ 750㎖ \1,300
ワイン（ワイン・シャンパン） 335244 ﾋﾟﾉ ﾛｾﾞ ﾌﾗﾜｰﾎﾞﾄﾙ/ ｻﾝﾃﾛ 750㎖ \1,300
ワイン（ワイン・シャンパン） 234965 NV ﾗ･ｳﾞｧｰｸﾞ･ﾌﾞﾙｰ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ/ ｴﾙｳﾞｪ･ｹﾙﾗﾝ 750㎖ \2,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 308031 ﾚ･ｻﾝｸ･ｳﾞｧﾚｰ ⽩ 750㎖ \950
ワイン（ワイン・シャンパン） 308032 ﾚ･ｻﾝｸ･ｳﾞｧﾚｰ ⾚ 750㎖ \950
ワイン（ワイン・シャンパン） 319791 17 ﾏﾝﾁｰﾆ･ﾌﾟﾘﾓ/ ﾋﾟｴﾛ･ﾏﾝﾁｰﾆ 750㎖ \2,300
ワイン（ワイン・シャンパン） 281443 16 ｶﾝﾉﾅｳ･ﾃﾞｨ･ｻﾙﾃﾞｰﾆｬ/ ﾋﾟｴﾛ･ﾏﾝﾁｰﾆ 750㎖ \2,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 306263 16 ｻﾞ･ｱｲﾗﾝﾄﾞ･ｼﾝｼﾞｹｲﾄ / ｸﾜﾄﾛｷﾛｽ 750㎖ \2,650
ワイン（ワイン・シャンパン） 332063 17 ﾓﾄｰﾙ/ ｸﾜﾄﾛｷﾛｽ 750㎖ \2,700
ワイン（ワイン・シャンパン） 262706 ﾋﾟｴｰﾙ･ｾﾞﾛ ﾌﾞﾗﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾝ 750㎖ \1,300
ワイン（ワイン・シャンパン） 333275 ﾋﾟｴｰﾙ･ｾﾞﾛ ｼｬﾙﾄﾞﾈ 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 333274 ﾋﾟｴｰﾙ･ｾﾞﾛ ﾒﾙﾛｰ 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 299720 ヴィクトワール ブリュット・プレステージ 750㎖ \7,000
ワイン（ワイン・シャンパン） キンタ・ダ・ラパ ナナ・スパークリング・ブリュット・ブラン・ド・ブラン 750㎖ \2,800
ワイン（ワイン・シャンパン） キンタ・ダ・ラパ ナナ・ホワイト 750㎖ \2,500
ワイン（ワイン・シャンパン） スコット・セラーズ ナイト・フォール・シャルドネ 750㎖ \1,900
ワイン（ワイン・シャンパン） スコット・セラーズ ナイト・フォール・カベルネ・ソーヴィニョン 750㎖ \1,900
ワイン（ワイン・シャンパン） 264706 マイケル・ポザン ダンテ・ピノ・ノワール 750㎖ \2,500
ワイン（ワイン・シャンパン） マイケル・ポザン ダンテ・メルロ 750㎖ \2,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 290763 クロニック・セラーズ ピンク・ペダルス 750㎖ \3,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 263745 クロニック・セラーズ パープル・パラダイス 750㎖ \3,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 286630 クロニック・セラーズ スイート・プチ 750㎖ \3,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 282614 ジャスティン・ヴィンヤード ソーヴィニヨン・ブラン 750㎖ \3,500
ワイン（ワイン・シャンパン） ジャスティン・ヴィンヤード カベルネ・ソーヴィニョン 750㎖ \6,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 335853 ベンド シャルドネ カリフォルニア 2017 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 335854 ベンド カベルネ・ソーヴィニョン カリフォルニア 2017 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） ザ・ペアリング シャルドネ サンタ・バーバラ・カウンティ 2016 750㎖ \4,300
ワイン（ワイン・シャンパン） ザ・ペアリング ピノ・ノワール サンタ・リタ・ヒルズ 2016 750㎖ \4,300
ワイン（ワイン・シャンパン） 337616 ザ・ヒルト シャルドネ サンタ・バーバラ・カウンティ 2015 750㎖ \7,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 337617 ザ・ヒルト ピノ・ノワール サンタ・リタ・ヒルズ 2014 750㎖ \7,500
ワイン（ワイン・シャンパン） ホール カベルネ・ソーヴィニョン ナパ・ヴァレー 2015 750㎖ \9,000
ワイン（ワイン・シャンパン） ヴァン・ロヴェレン ファイブズ・リザーブ シュナン・ブラン ロバートソン 2018 750㎖ \1,180
ワイン（ワイン・シャンパン） ヴァン・ロヴェレン ファイブズ・リザーブ カベルネ・ソーヴィニョン ロバートソン 2018 750㎖ \1,180
ワイン（ワイン・シャンパン） ヴァン・ロヴェレン スキニー・ホワイト サウス・アフリカ NV 750㎖ \1,280
ワイン（ワイン・シャンパン） ヴァン・ロヴェレン スキニー・ホワイト サウス・アフリカ NV 750㎖ \1,280
ワイン（ワイン・シャンパン） 290401 グーウェ･アンリ シャンパーニュ ブリュット 750㎖ \2,980
ワイン（ワイン・シャンパン） 302277 コント・ド・ヌフシャテル ブリュット 750㎖ \1,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 302275 テンタ カベルネ 750㎖ \800
ワイン（ワイン・シャンパン） 302276 テンタ シャルドネ 750㎖ \800
ワイン（ワイン・シャンパン） 13292 シュヴァリエ・デュ・ルヴァン ⾚ 750㎖ \800
ワイン（ワイン・シャンパン） 19124 シュヴァリエ・デュ・ルヴァン ⽩ 750㎖ \800
ワイン（ワイン・シャンパン） 332715 フエンテ･フルータ カベルネ 750㎖ \650
ワイン（ワイン・シャンパン） 332716 フエンテ･フルータ シャルドネ 750㎖ \650
ワイン（ワイン・シャンパン） 288966 フィリップ・フリエール デルモット ブリュット ブラン・ド・ノワール 750㎖ \3,500

その他（ソフトドリンク） 27167 カールユング スパークリング ドライ 750㎖ \1,000
ワイン（ワイン・シャンパン） リッチ＆スパイシー バーボン・バーレル カベルネ 750㎖ \1,950
ワイン（ワイン・シャンパン） 254024 ロリマー ブリュット 750㎖ \1,300
ワイン（ワイン・シャンパン） 218823 ロリマー シラーズ/カベルネ 750㎖ \890
ワイン（ワイン・シャンパン） 278173 サンベルナディノ ドライ レッド 4ℓ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 289753 ロリマー ロゼ スパークリング 750㎖ \1,300
ワイン（ワイン・シャンパン） 218822 ロリマー セミヨン/シャルドネ 750㎖ \890
ワイン（ワイン・シャンパン） 278172 サンベルナディノ ドライ ホワイト 4ℓ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 332282 ダウン・ザ・レーン ピノグリージオ/アルネイス 750㎖ \1,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 332274 ダウン・ザ・レーン メルロー/デュリフ/シラーズ 750㎖ \1,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 66888 ディーン シラーズ 750㎖ \1,740
ワイン（ワイン・シャンパン） 203024 ディーン シャルドネ 750㎖ \1,740
ワイン（ワイン・シャンパン） 278979 ウッドランズ カベルネ/メルロー 750㎖ \3,650
ワイン（ワイン・シャンパン） 40009  ジャン･ピエール ブリュット（スクリューキャップ） 750㎖ \1,520
ワイン（ワイン・シャンパン） 330542 オーガニックワイン プロデューサーズ シャルドネ 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 307218 オーガニックワイン プロデューサーズ カベルネ・ソーヴィニヨン 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 66801 ディーン ソーヴィニヨン・ブラン 750㎖ \1,740
ワイン（ワイン・シャンパン） 209838 ディーン デュリフ 750㎖ \1,740
ワイン（ワイン・シャンパン） 306983  ワトソンファミリー  ヴィンヤーズシャルドネ 750㎖ \2,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 306984  ワトソンファミリー  ヴィンヤーズシラーズ 750㎖ \2,500

その他（ソフトドリンク） 305919 オピア シャルドネ スパークリング  ノンアルコール 750㎖ \1,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 302436 カルフ モル ピノ・ノワール 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 290429 エロス カベルネ・ソーヴィニヨン 750㎖ \1,900

その他（ソフトドリンク） 305920 オピア シャルドネ ノンアルコール 750㎖ \1,500
その他（ソフトドリンク） 305921 オピア カベルネ・ソーヴィニヨン ノンアルコール 750㎖ \1,500

ワイン（ワイン・シャンパン） 302435 カルフ モル ソーヴィニヨン ブラン 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 302434 カルフ モル シャルドネ 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 302437 カルフ クダ ピノ・ノワール 750㎖ \1,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 290425 ヴィッラ カトレヤ ソーヴィニヨン ブラン  750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 290426 ヴィッラ カトレヤ カベルネ・ソーヴィニヨン  750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 286461 エロス シャルドネ 750㎖ \1,900

236〜239 モトックス

サントリーフーズ株式会社234、235

240 株式会社TYクリエイション

241 ワイン・イン・スタイル株式会社

242 株式会社交洋

243、244 ファームストン株式会社

247 パシフィック洋⾏株式会社
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ワイン（ワイン・シャンパン） ミッシェル・ゴネ ブラン・ド・ブラン レ・トロワ・テロワール ミレジム2009 750㎖ \10,250
ワイン（ワイン・シャンパン） 94043 トレオン・デ・パレデス アンデス・コレクション ロゼ-カベルネ・ソーヴィニヨン 2018 750㎖ \1,550
ワイン（ワイン・シャンパン） 41718 トレオン・デ・パレデス レセルバ レイトハーヴェスト スイート・ラケル 2015 375㎖ \3,300
ワイン（ワイン・シャンパン） 222328 トレオン・デ・パレデス ヴァレデモロ カベルネ・ソーヴィニヨン 2017  750㎖ \1,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 222329 トレオン・デ・パレデス ヴァレデモロ ソーヴィニヨン・ブラン 2018 750㎖ \1,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 70918 トレオン・デ・パレデス アンデス・コレクション メルロ 2018 750㎖ \1,550
ワイン（ワイン・シャンパン） 42493 トレオン・デ・パレデス アンデス・コレクション ソーヴィニヨン・ブラン 2018 750㎖ \1,550
ワイン（ワイン・シャンパン） 222324 トレオン・デ・パレデス レセルバ カベルネ・ソーヴィニヨン 2015 750㎖ \2,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 222325 トレオン・デ・パレデス レセルバ シャルドネ 2016 750㎖ \2,500
ワイン（ワイン・シャンパン） エルヴェ・ケルラン スパークリングワイン ブラン・ド・ブラン・ブリュット 750㎖ \2,350
ワイン（ワイン・シャンパン） 263398 カンティーネ デルレ 750㎖ \1,180
ワイン（ワイン・シャンパン） 94851 ポール・シャンブラン ブリュット 750㎖ \1,450
ワイン（ワイン・シャンパン） 307235 ポール・シャンブラン ロゼ 750㎖ \1,450
ワイン（ワイン・シャンパン） 284841 アンドリュー・ピース スパークリング シャルドネ ピノ・ノワール 750㎖ \1,780
ワイン（ワイン・シャンパン） 218071 ワインメーカーズ・ノート シャルドネ 750㎖ \1,280
ワイン（ワイン・シャンパン） 288912 ワインメーカーズ・ノート カベルネ・ソーヴィニヨン 750㎖ \1,280
ワイン（ワイン・シャンパン） 319383 サイドウッド シャルドネ 750㎖ \2,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 302239 サイドウッド ピノ・ノワール 750㎖ \3,600
ワイン（ワイン・シャンパン） 336687 ツー・イン・ザ・ブッシュ シャルドネ 750㎖ \2,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 336686 ツー・イン・ザ・ブッシュ カベルネ・メルロー 750㎖ \2,600
ワイン（ワイン・シャンパン） 337442 カレスキー バックボード デュリフ 750㎖ \3,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 264604 ロルフ・ビンダー イーデン・ヴァレー リースリング 750㎖ \2,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 94859 ストラタム ソーヴィニヨン・ブラン 750㎖ \1,900
ワイン（ワイン・シャンパン） 202531 ストラタム ピノ・ノワール 750㎖ \2,300

76050 プロフェッツ・ロック ピノ・グリ 750㎖ \4,200
237902 プロフェッツ・ロック ホームヴィンヤード ピノ・ノワール 750㎖ \5,900
300941 オーガニック・レッド・サングリア 750㎖ \960
300940 オーガニック・ホワイト・サングリア 750㎖ \960

ビール 335468 ｱｻﾋｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲ ｻﾞ ｸｰﾙ ⼩瓶 334㎖ オープン価格
ビール 307448 TOKYO隅⽥川ブルーイング ゴールデンエール ⽣樽 10ℓ オープン価格
ビール 308292 TOKYO隅⽥川ブルーイング ペールエール ⽣樽＃ 10ℓ オープン価格
ビール 319519 TOKYO隅⽥川ブルーイング チェリールージュ ⽣樽 10ℓ オープン価格

洋酒（スピリッツ・リキュール） 303064 アサヒ スカイブルー 275㎖ \230
洋酒（スピリッツ・リキュール） 334853 アサヒ スカイブルー サニーオレンジ（7/9発売） 275㎖ \230

和酒（焼酎) 295958 ⼄ ⾦⿊ 芋25°（⿅児島） 900㎖ \940
ワイン（ワイン・シャンパン） 332978 ロス モリノス テンプラニーリョ 3L BIB 3ℓ \1,980
ワイン（ワイン・シャンパン） 332979 ロス モリノス アイレン ベルデホ 3L BIB 3ℓ \1,980

洋酒（スピリッツ・リキュール） 331712 アサヒ デザートカクテル ショートケーキ ペット 1,800㎖ \1,650
洋酒（スピリッツ・リキュール） 331713 アサヒ デザートカクテル クレームブリュレ ペット 1,800㎖ \1,650
洋酒（スピリッツ・リキュール） 624 カンパリ 1L 1,000㎖ \1,960
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 31795 ボルス クレーム ド カシス 700㎖ \1,740
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 31788 ボルス ピーチ 700㎖ \1,740
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 332444 ボルス ピンクグレープフルーツ 700㎖ \1,740
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 230332 ウッドフォード リザーブ 43° 750㎖ \5,210
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 283865 ウッドフォード リザーブ ダブルオークド 43° 750㎖ \8,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 307455 ベンリアック 10年 700㎖ \5,190

307452 グレンドロナック 12年 700㎖ \5,770
230320 ジャックダニエル ブラック 40° 700㎖ \2,550

ワイン（ワイン・シャンパン） 239366 ﾐｯｼｪﾙ ﾘﾝﾁ ﾙｰｼﾞｭ  JMｶｰｽﾞ ｾﾚｸｼｮﾝ 750㎖ \1,680
ワイン（ワイン・シャンパン） 239368 ﾐｯｼｪﾙ ﾘﾝﾁ ﾌﾞﾗﾝ 12※  JMｶｰｽﾞ ｾﾚｸｼｮﾝ 750㎖ \1,680
ワイン（ワイン・シャンパン） 319630 ﾚｲﾀﾞ ﾚｾﾙｳﾞｧ ﾋﾟﾉ ﾉﾜｰﾙ 17  ﾚｲﾀ 750㎖ \1,480
ワイン（ワイン・シャンパン） 319631 ﾚｲﾀﾞ ﾚｾﾙｳﾞｧ ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ﾌﾞﾗﾝ 17  ﾚｲﾀﾞ 750㎖ \1,480
ワイン（ワイン・シャンパン） 222020 チャペルヒル スパークリング シャルドネ ブリュット NV 750㎖ \1,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 222022 チャペルヒル リースリング ソーヴィニヨンブラン 2017 750㎖ \1,600
ワイン（ワイン・シャンパン） 222024 チャペルヒル ピノグリージョ 2017 750㎖ \1,600
ワイン（ワイン・シャンパン） 222026 チャペルヒル ピノノワール 2015 750㎖ \1,600
ワイン（ワイン・シャンパン） 331435 ブルズ ブラッド 2014 750㎖ \1,600
ワイン（ワイン・シャンパン） 302191 クルヴォス スペリオール 2018 750㎖ \1,600
ワイン（ワイン・シャンパン） 336677 プローヴァ セガ ドウロ DOC 2016 750㎖ \2,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 302196 アンダーウッド ピノグリ 2017 750㎖ \3,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 319425 アンダーウッド ロゼ 2016 750㎖ \3,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 302194 アンダーウッド ピノノワール 2017 750㎖ \3,000
ワイン（ワイン・シャンパン） ｸｲｰﾝ･ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ NV 750㎖ \1,560
ワイン（ワイン・シャンパン） 330004 ﾍｽ･ｺﾚｸｼｮﾝ･ｾﾚｸﾄ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ S'16 750㎖ \2,700
ワイン（ワイン・シャンパン） 294613 ｺｲﾚ･ｷｭｳﾞｪ･ﾛｽ･ﾘﾝｹﾞｽ･ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ '15 750㎖ \1,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 330928 ﾄﾞｩ･ｳﾞﾉｰｼﾞｭ･ﾌﾟﾗﾝｽ･ﾌﾞﾗﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾝ NV 750㎖ \12,000
ワイン（ワイン・シャンパン） ｻｻﾞﾝ･ｸﾛｽ･ﾏﾙﾎﾞﾛｰ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ S'17 750㎖ \2,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 272989 ﾃﾞｳﾞｨﾙｽﾞ･ｺｰﾅｰ･ｼｬﾙﾄﾞﾈ S'17 750㎖ \2,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 2736234 ﾃﾞｳﾞｨﾙｽﾞ･ｺｰﾅｰ･ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ S'17 750㎖ \2,650
ワイン（ワイン・シャンパン） 330926 ﾏｲｸ･ﾌﾟﾚｽ･ﾒﾙﾛ S'16 750㎖ \1,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 92300 ﾀﾞｰﾚﾝﾍﾞﾙｸﾞ･ﾌｯﾄﾎﾞﾙﾄ･ｼﾗｰｽﾞ S'16 750㎖ \2,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 252720 ﾍｽ･ｺﾚｸｼｮﾝ･ｱﾛｰﾐ･ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ '16 750㎖ \5,300
ワイン（ワイン・シャンパン） 282192 ポル ジェス ブリュット NV 750㎖ \5,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 307892 カヴァ カイルス ブリュット NV 750㎖ \1,900
ワイン（ワイン・シャンパン） 308418 シャルドネ 17 / ピエール・ド・ランブリー 750㎖ \1,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 308419 ピノ・ノワール 17 / ピエール・ド・ランブリー 750㎖ \1,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 307928 ｸｴﾊﾞｼﾞｬﾅ ﾏｶﾍﾞｵ 17 / ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ｾﾆｮﾘｵ ﾌｰｶﾙ 750㎖ \2,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 307897 ｸｴﾊﾞｼﾞｬﾅ ｼﾗｰ 17 / ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ｾﾆｮﾘｵ ﾌｰｶﾙ 750㎖ \2,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 331418 ﾍﾞｶﾞﾏﾙ ﾌﾞﾗﾝｺ 17 750㎖ \2,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 331419 ﾍﾞｶﾞﾏﾙ ｸﾘｱﾝｻ 15 / ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ﾍﾞﾙﾏﾙ 750㎖ \3,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 331420 ﾉﾗ 17 / ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ﾋﾞﾆｬ ﾉﾗ 750㎖ \3,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 307898 ｵﾊﾞﾛ ｸﾘｱﾝｻ 15 / ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ｵﾊﾞﾛ 750㎖ \3,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 308428 ﾏﾝｻﾆｰﾘｬ ﾊﾟﾋﾟﾙｰｻ NV / ｴﾐﾘｵ ﾙｽﾀｳ 750㎖ \2,500

248 株式会社⽇智トレーディング

250 GRN株式会社

256、257 アサヒビール株式会社

264 株式会社KOBEインターナショナル

265 ヴィレッジ・セラーズ株式会社

268 ミリオン商事株式会社

－16－



⼩間番号 企業名 商品カテゴリー カクヤス商品コード 商品名（正式名称） 内容量
⼩売参考価格

（税抜）

KAKUYASU DEXPO 2019 出品商品リスト

ワイン（ワイン・シャンパン） 307900 オロロソ・ドン・ヌーニョ / ｴﾐﾘｵ ﾙｽﾀｳ 750㎖ \4,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 307930 ｸﾘｰﾑ ｲｰｽﾄｲﾝﾃﾞｨｱ / ｴﾐﾘｵ ﾙｽﾀｳ 750㎖ \2,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 307622 ルスタウ ベルモット ブランコ 750㎖ \3,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 307623 ルスタウ ベルモット ロホ 750㎖ \3,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 66458 カネッラ ベリーニ 750㎖ \1,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 41374 カネッラ ブラッドオレンジ・ミモザ 750㎖ \1,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 319435 ロッシーニ カンドンガ  750㎖ \1,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 257081 カネッラ キュヴェ デロア スプマンテ 750㎖ \1,300
ワイン（ワイン・シャンパン） 302214 ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ ｺﾝﾄ ﾄﾞ ﾌﾞﾘﾓﾝ 1Cru ﾌﾞﾘｭｯﾄ 750㎖ \6,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 292856 カルヴィソン セレクション シャルドネ 750㎖ \1,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 296638 カルヴィソン セレクション ヴィオニエ 750㎖ \1,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 274311  カルヴィソン セレクション カベルネ・ソーヴィニヨン 750㎖ \1,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 236573 カルヴィソン セレクション メルロー 750㎖ \1,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 335598 オラ ヌエーヴァ シラーズ  750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 337472 オラ ヌエーヴァ ビウラ シャルドネ    750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 284609 エッセンツァ シラー 750㎖ \1,300
ワイン（ワイン・シャンパン） 69209 カネッラ ベリーニ 200㎖ \600
ワイン（ワイン・シャンパン） 290202 トッレゼッラ シャルドネ・ブリュット 750㎖ \1,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 236992 トッレゼッラ プロセッコ 750㎖ \1,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 67866 カ・デル・ボスコ フランチャコルタ キュヴェ・プレステージ 750㎖ \5,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 295128 トッレゼッラ ソーヴィニヨン 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） ラ・カッライア オルヴィエートクラッシコ アマービレ 750㎖ \1,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 30127 クズマーノ インソリア 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 273364 クズマーノ シャマリス 750㎖ \2,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 29268 ピエロパン ソアーヴェ・クラッシコ 750㎖ \2,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 293444 ヴィエッティ ロエロ・アルネイス 750㎖ \3,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 13640 ポッジョ・レ・ヴォルピ ドンナルーチェ 750㎖ \3,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 290206 トッレゼッラ メルロー 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 33616 クズマーノ ネロダーヴォラ 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 330487 ラ・カッライア カベルネソーヴィニヨン 750㎖ \1,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 65268 バローネ・リカーゾリ キャンティ 750㎖ \1,600
ワイン（ワイン・シャンパン） 65971 カッシーナ・キッコ ネッビオーロ・ランゲ 750㎖ \2,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 306407 ポッジョ・レ・ヴォルピ ローマ 750㎖ \2,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 33099 バローネ・リカーゾリ ”ブローリオ” キャンティ・クラッシコ 750㎖ \2,700
ワイン（ワイン・シャンパン） 47384 コル・ドルチャ ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ 750㎖ \5,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 336248 カ・デル・ボスコ コルテデルルーポ クルテフランカビアンコ 750㎖ \4,800
ワイン（ワイン・シャンパン） カ・デル・ボスコ コルテデルルーポ クルテフランカロッソ 750㎖ \4,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 43202 ペリッセロ ロングナウ 750㎖ \4,800
ワイン（ワイン・シャンパン） ラ・ジュウヴァ イル・ヴァルポ ヴァルポリチェッラ・クラッシコ 750㎖ \3,400
ワイン（ワイン・シャンパン） ラ・ジュウヴァ イル・リエントロ ヴァルポリチェッラ・スーペリオーレ 750㎖ \4,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 336203 ラ・ジュウヴァ アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ 750㎖ \10,800

洋酒（ウイスキー・ブランデー） 61364 ベルタ トレ・ソーリ・トレ グラッパ・ディ・ネッビオーロ 700㎖ \16,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 61309 ベルタ ブリック・デル・ガイアン グラッパ・ディ・モスカート・ダスティ 700㎖ \16,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 61311 ベルタ ロッカニーヴォ グラッパ・ディ・バルベーラ・ダスティ 700㎖ \16,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 331876 ベルタ ディ・ネーロ クレマ・アル・カッフェ 700㎖ \6,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） ベルタ ディ・アニゼ サンブーカ 700㎖ \6,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 336204 ベルタ サン・ニコラオ アマーロ・ディ・エルベ 700㎖ \6,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 331836 ベルタ ディ・モンバルッツォ アマレット 700㎖ \6,000
洋酒（スピリッツ・リキュール） 331877 ベルタ ディ・ロゼ ロゾーリオ 700㎖ \6,000

ビール 298391 ビッラ・アントニアーナ アーレキアーロ 330㎖ \500
ワイン（ワイン・シャンパン） 278258 ﾐｯｼｪﾙ ﾄﾘﾉ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ ﾌﾞﾘｭｯﾄ NV 750㎖ \1,300
ワイン（ワイン・シャンパン） 206728 ﾛｽ ｶﾞﾝｿｽ ｼｬﾙﾄﾞﾈ / ｺﾉｽﾙ（業務） 750㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 268567 ﾛｽ ｶﾞﾝｿｽ ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ / ｺﾉｽﾙ（業務） 750㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 64679 ﾄﾞﾝ ﾀﾞﾋﾞ ﾄﾛﾝﾃｽ ﾚｾﾞﾙﾊﾞ / ｴﾙ ｴｽﾃｺ 750㎖ \1,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 237540 ｼﾝｸﾞﾙｳﾞｨﾝﾔｰﾄﾞ ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ/ ｺﾉｽﾙ 750㎖ \1,950
ワイン（ワイン・シャンパン） 237538 ｼﾝｸﾞﾙｳﾞｨﾝﾔｰﾄﾞ ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ / ｺﾉｽﾙ 750㎖ \1,950
ワイン（ワイン・シャンパン） 206727 ﾛｽ ｶﾞﾝｿｽ ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ / ｺﾉｽﾙ（業務） 750㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 75829 ﾄﾞﾝ ﾀﾞﾋﾞ ﾏﾙﾍﾞｯｸ ﾚｾﾞﾙﾊﾞ / ｴﾙ ｴｽﾃｺ 750㎖ \1,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 336181 ｱｽﾄｰﾙ ﾍﾞﾘｰﾆ ﾌﾘｻﾞﾝﾃ / ﾍﾟｰﾀｰﾒﾙﾃｽ 750㎖ \1,000
ワイン（ワイン・シャンパン） ｿﾞﾝﾈﾝﾌﾞﾙｰﾄ ﾓﾘｵ･ﾑｽｶｰﾄ / ｱｲﾆｯﾋ･ﾂｪﾝﾂｪﾝ 750㎖ \950
ワイン（ワイン・シャンパン） 301235 Jコンテ ペール＆フィス ブリュット NV 750㎖ \3,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 293805 ﾄﾞﾒｰﾇ ﾌｪﾗﾝﾃﾞｨｴｰﾙ ﾘｻﾞｰｳﾞ ｳﾞｨｵﾆｴ / dAﾜｲﾅﾘｰ 750㎖ \1,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 300121 ﾌｪﾗﾝﾃﾞｨｴｰﾙ ﾘｻﾞｰｳﾞ ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ / dAﾜｲﾅﾘｰ 750㎖ \1,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 5128 ソアーヴェ / ベリーニ 750㎖ \850
ワイン（ワイン・シャンパン） 5138 キアンティ / ベリーニ 750㎖ \950
ワイン（ワイン・シャンパン） 71083 ロッカモラ / スコラ サルメンティ 750㎖ \1,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 22719 ﾗｷﾞｰﾀ ﾏﾝｻﾆｰｼﾞｬ / ｲﾎｽ ﾃﾞ ﾗｲﾈﾗ ﾍﾟﾚｽ ﾏﾘﾝ 750㎖ \1,850
ワイン（ワイン・シャンパン） 335307 パイパー・エドシック ブリュット シネマ 2018 エディション 750㎖ \6,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 273035 ルイ・ジャド コトー・ブルギニョン ブラン 750㎖ \2,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 289473 テヌータ・ルーチェ ルチェンテ 750㎖ \5,700
ワイン（ワイン・シャンパン） 273025 ルイ・ジャド コトー・ブルギニョン ルージュ 750㎖ \2,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 335308 グラン・サッソ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ オーガニック 750㎖ \1,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 226328 ボデガ・イニエスタ コラソン・ロコ ティント 750㎖ \1,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 226329 ボデガ・イニエスタ コラソン・ロコ ブランコ 750㎖ \1,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 335309 ボデガ・イニエスタ コラソン・ロコ ボバル 750㎖ \2,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 219767 ﾗ･ｼﾞｬﾗ ｾﾞﾛｱｯｿﾙ-ﾄ ｽﾌﾟﾏﾝﾃ ｴｸｽﾄﾗ ﾌﾞﾘｭｯﾄ 750㎖ \1,950
ワイン（ワイン・シャンパン） 219760 ﾗ･ｼﾞｬﾗ ﾋﾟﾉ ｸﾞﾘ-ｼﾞｮ ﾛｾﾞ ｽﾌﾟﾏﾝﾃ ﾌﾞﾘｭｯﾄ 750㎖ \1,950
ワイン（ワイン・シャンパン） 296498 ｳﾞｨｯﾗ ﾏﾙﾁｪｯﾛ ﾌﾟﾛｾｯｺ ﾌﾞﾘｭｯﾄ ﾐﾚｼﾞﾏ-ﾄ 750㎖ \1,970
ワイン（ワイン・シャンパン） 224811 ｼｬﾄ- ｻﾝ ﾐｯｼｪﾙ ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｳﾞｧﾚ- ﾘ-ｽﾘﾝｸ 750㎖ \1,590
ワイン（ワイン・シャンパン） 305832 ｼﾞｪﾗｰﾙ・ﾍﾞﾙﾄﾗﾝ ﾚｾﾞﾙｳﾞ ｽﾍﾟｼｱﾙ ｳﾞｨｵﾆｴ 750㎖ \1,990
ワイン（ワイン・シャンパン） 290194 ﾗﾎﾟｽﾄ-ﾙ ｼｬﾙﾄﾞﾈ 750㎖ \2,150
ワイン（ワイン・シャンパン） 64158 ﾊﾟﾗｼｵｽ・ﾚﾓﾝﾄﾞ ﾗ・ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾐｱ 750㎖ \1,970
ワイン（ワイン・シャンパン） 296127 ﾓｯﾄ- ｼﾞﾝﾌｧﾝﾃﾞﾙ 750㎖ \2,360

269 株式会社ボンド商会

268 ミリオン商事株式会社

272〜275 株式会社フードライナー

278、279 株式会社スマイル

282 ⽇本リカー株式会社
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KAKUYASU DEXPO 2019 出品商品リスト

ワイン（ワイン・シャンパン） 256304 ｼｬﾄ- ﾄｩ-ﾙ ｻﾝ ﾎﾞﾈ 750㎖ \2,490
ワイン（ワイン・シャンパン） 281851 ﾗﾎﾟｽﾄｰﾙ ｷｭｳﾞｪ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ ﾒﾙﾛ 750㎖ \3,540
ワイン（ワイン・シャンパン） 219702 カボラーニ プロセッコ 750㎖ \1,790
ワイン（ワイン・シャンパン） 238754 カボラーニ プロセッコ ミニボトル 200㎖ \570
ワイン（ワイン・シャンパン） シャルドネ / カボラーニ 750㎖ \2,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 218310 カラソーレ ヴェルメンティーノ/ロッカ・ディ・モンテマッシ 750㎖ \2,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 234787 レ フォカイエ/ロッカ・ディ・モンテマッシ 750㎖ \2,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 233105 アプロ ロッソ/マッセリア・アルテムラ 750㎖ \1,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 233103 アプロ ビアンコ/マッセリア・アルテムラ 750㎖ \1,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 302247 ネロ ルーチェ/プリンチピ・ディ・ブテラ 750㎖ \1,790
ワイン（ワイン・シャンパン） 278957 スーリア ロッソ/プリンチピ・ディ・ブテラ 750㎖ \1,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 278950 スーリア ビアンコ/プリンチピ・ディ・ブテラ 750㎖ \1,400

その他（フード・調味料・医薬品） 289692 サンダニエレプロシュット14 ヶ⽉以上熟成ボンレス 7kg（重量不定貫） \3,750／㎏
ワイン（ワイン・シャンパン） 262788 シャンモリ ⼭梨 甲州 750㎖ \1,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 262789 シャンモリ ⼭梨 マスカットベーリーA 750㎖ \1,500
ワイン（ワイン・シャンパン） シャンモリ ⼭梨県産甲州 720㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） シャンモリ ⼭梨県産マスカットベーリーA 720㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） シャンモリ おいしい⽇本ワイン ⾚ 720㎖ \980
ワイン（ワイン・シャンパン） シャンモリ おいしい⽇本ワイン ⽩ 720㎖ \980
ワイン（ワイン・シャンパン） 254765 グラン・シャンモリ 2018 ブラン アッサンブラージュ 750㎖ \1,650
ワイン（ワイン・シャンパン） 254764 グラン・シャンモリ 2017 ルージュ アッサンブラージュ 750㎖ \1,650
ワイン（ワイン・シャンパン） 277984 シャンモリ ⼭梨県産デラウェア 720㎖ \1,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 277985 シャンモリ ⻑野県産ナイアガラ 720㎖ \1,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 285429 シャンモリ ⼭梨産甲州 ⽩ 1,800㎖ \2,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 285430 シャンモリ ⼭梨県産マスカットベーリーA 1,800㎖ \2,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 271468 ドラピエ・カルト・ドール・ブリュット 750㎖ \6,500
ワイン（ワイン・シャンパン） ラ・カウドリーナ・アスティ・スプマンテ・ラ・セルヴァティカ 750㎖ \2,900
ワイン（ワイン・シャンパン） ジャン・マルク・ブロカール・シャブリ・サント・クレール 750㎖ \2,700
ワイン（ワイン・シャンパン） 305516 ジャン・リュック・コロンボ・コート・デュ・ローヌ・ブラン・レ・ザベイユ 750㎖ \2,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 308018 ジャン・リュック・コロンボ・コート・デュ・ローヌ・ルージュ・レ・ザベイユ 750㎖ \2,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 330085 シャトー・ル・ピュイ・デュック・デノーヴ 750㎖ \2,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 336973 ベナンティ・エトナ・ロッソ 750㎖ \3,000
ワイン（ワイン・シャンパン） ファットリア・アンブラ・トスカーナ・ロッソ・サンジョヴェーゼ・⽇本限定 750㎖ \2,600
ワイン（ワイン・シャンパン） 307643 セブン デッドリー ジンファンデル マイケル・デイヴィット 750㎖ \3,050
ワイン（ワイン・シャンパン） 332513 リースリング クアント カール ローウェン 750 \2,450
ワイン（ワイン・シャンパン） 330208 ピノ・ブラン クロスターベルグ トロッケン マーカス モリトール 750 \2,600
ワイン（ワイン・シャンパン） 307642 シャルドネ マイケル・デイヴィッド 750 \3,050
ワイン（ワイン・シャンパン） 307645 フリークショー・カベルネ・ソーヴィニヨン マイケル・デイヴィッド 750 \3,450
ワイン（ワイン・シャンパン） 306266 シュペートブルグンダー フォン・ロス フランツ・ケラー 750 \3,000
ワイン（ワイン・シャンパン） ジルヴァーナー トロッケン ワグナー シュテンペル 750 \2,650
ワイン（ワイン・シャンパン） 337302 ビコーズカリフォルニアシャルドネ 750 オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 337640 ビコーズカリフォルニアカベルネソーヴィニヨン 750 オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 308641 ロジット＆グアリーニ BIOオーガニックピノ・ノワール ビアンコ フリッツァンテ 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 308644 ノストレテッレ ヴィーガン カベルネ・ソーヴィニョン 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 308257 キャティア ブリュット アンティーク プルミエクリュ 750㎖ \6,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 301254 ホワイトクリフ ソーヴィニョン・ブラン 750㎖ \1,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 308640 ロジット＆グアリーニ BIOオーガニックピノ・ノワール 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 308645 ノストレテッレ ヴィーガン シャルドネ 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 286287 ドミニオ デ ロス デュケス カヴァ ブリュット 750㎖ \1,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 294611 セニョリオ デ マレステ ブリュット 750㎖ \700
ワイン（ワイン・シャンパン） セニョリオ デ マレステ ブリュッ ロゼ 750㎖ \700
ワイン（ワイン・シャンパン） 286288 クレイン・レイク ピノ・ノワール 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） レ・ボッレ ピノ・ノワール ソーヴィニヨン・ブラン 750㎖ \1,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 301253 ホワイト・クリフ ピノ・ノワール 750㎖ \1,600
ワイン（ワイン・シャンパン） 286290 アルマン・ド・ブリニャック ブリュット・ゴールド 750㎖ \45,000
ワイン（ワイン・シャンパン） アルマン・ド・ブリニャック ブリュット・ゴールド 1,500㎖ \120,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 286300 アルマンド・ブリニャック ブリュット・ロゼ 750㎖ \80,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 231516 シャトー・ド・ブリニ グラン・レゼルヴ・ブリュット 750㎖ \5,600
ワイン（ワイン・シャンパン） 307032 キャティア サファイア・ゴールド 750㎖ \25,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 330168 キャティア アンティーク・ロゼ・プルミエ・クリュ 750㎖ \6,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 286293 ロジット＆グアリーニ ランブルスコ・アマービレ 750㎖ \800
ワイン（ワイン・シャンパン） ロジット＆グアリーニ ボッラート 750㎖ \1,500
ワイン（ワイン・シャンパン） ピエトレ・デル・ソーレ プリミティーヴォ 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 337356 ピエトレ・デル・ソーレ ネグロアマーロ 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） ピエトレ・デル・ソーレ ピノ・グリージョ 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 335536 ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾛｰﾇ ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ  2016 750㎖ \5,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 301003 ｺｰﾄ ﾃﾞｭ ﾛｰﾇ ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ  2015 750㎖ \7,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 232064 ｼｬﾄｰ ﾇﾌ ﾃﾞｭ ﾊﾟﾌﾟ 2009 750㎖ \18,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 335534 ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ 750㎖ \6,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 290938 ﾌﾞﾗﾝ ﾄﾞ ﾌﾞﾗﾝ ﾌﾟﾙﾐｴｸﾘｭ 750㎖ \10,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 232090 ロゼ 750㎖ \14,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 290937 ﾌﾞｼﾞｰ ｸﾞﾗﾝｸﾘｭ 750㎖ \16,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 283813  ﾌﾞｼﾞｰ ｸﾞﾗﾝｸﾘｭ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ 12 750㎖ \22,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 335535 ﾌﾞｼﾞｰ ｸﾞﾗﾝｸﾘｭ ｷｭﾍﾞ ﾏｸﾞﾅﾑ 1,500㎖ \48,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 302485 ｽﾜﾛﾌｽｷｰ製ﾃﾞｺｼｬﾝ ﾌﾞｰｼﾞｨｸﾞﾗﾝｸﾘｭ 750㎖ \30,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 240961 化粧箱 \150

240962 ⼿提げ袋 \150
283814 桐箱(1本⽤)  \3,500

ワイン（ワイン・シャンパン） ベルジュロノー・マリオン シャンパーニュ・ブリュット・トラディション 750㎖ \5,600
ワイン（ワイン・シャンパン） ベルジュロノー・マリオン ラタフィア 700㎖ \5,600
ワイン（ワイン・シャンパン） レカナッティ・シャルドネ 750㎖ \2,800
ワイン（ワイン・シャンパン） レカナッティ・シラーズ 750㎖ \2,800
ワイン（ワイン・シャンパン） レカナッティ・カベルネ・ソーヴィニョン 750㎖ \2,800

株式会社ファインズ284

286 株式会社ティーアイトレーディング

盛⽥甲州ワイナリー
（株式会社イズミック東京本

社）
287

テラヴェール株式会社288

290 株式会社フィラディス

292,293 株式会社ノルレェイク・インターナショナル

296、297 株式会社ＸＬＶ ＪＡＰＡＮ

株式会社ドリームスタジオ300
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洋酒（スピリッツ・リキュール） ピオーロ・エ・マックス アマ―ロ 200㎖ \3,400
ワイン（ワイン・シャンパン） フィリップ・ランスロ レ・ゾーデ・ペルネ 750㎖ \12,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 13548 フェッラーリ・マキシマム・ブリュット 750㎖ \5,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 332862 グランド・ロイヤル・キュヴェ・ブリュット 750㎖ \1,200
ワイン（ワイン・シャンパン） リオーネ・デル・ファルコ・ロッソ 750㎖ \950
ワイン（ワイン・シャンパン） リオーネ・デル・ファルコ・ビアンコ 750㎖ \950
ワイン（ワイン・シャンパン） リオーネ・デル・ファルコ・ロッソ 1,500㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） リオーネ・デル・ファルコ・ビアンコ 1,500㎖ オープン価格

イル・カステッロ・ロッソ・ディタリア 1,500㎖ オープン価格
イル・カステッロ・ビアンコ・ディタリア 1,500㎖ オープン価格

ワイン（ワイン・シャンパン） 302639 セパス・プリヴァダス マルベック（アルゼンチン） 750㎖ \700
ワイン（ワイン・シャンパン） 302640 セパス・プリヴァダス トロンテス（アルゼンチン） 750㎖ \700
ワイン（ワイン・シャンパン） 291434 ラ・リンダ マルベック（アルゼンチン） 750㎖ \1,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 290251 ラ・リンダ トロンテス（アルゼンチン） 750㎖ \1,500
ワイン（ワイン・シャンパン） ラ・リンダ ヴィオニエ（アルゼンチン） 750㎖ \1,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 336188 トランペッター マルベック（アルゼンチン） 750㎖ \1,600
ワイン（ワイン・シャンパン） トランペッター シラー（アルゼンチン） 750㎖ \1,600
ワイン（ワイン・シャンパン） マクギガン・ブラック・ラベル レッド（オーストラリア） 750㎖ \1,300
ワイン（ワイン・シャンパン） 331368 マクギガン・ブラック・ラベル スパークリング シラー（オーストラリア） 750㎖ \1,300
ワイン（ワイン・シャンパン） 331369 マクギガン・ブラック・ラベル ブリュット・キュヴェ（オーストラリア） 750㎖ \1,300
ワイン（ワイン・シャンパン） 336187 テヌーテ・デル・ネッチオ ネロ・ダヴォラ（イタリア） 750㎖ \1,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 337507 テヌーテ・デル・ネッチオ インツォリア（イタリア） 750㎖ \1,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 331370 ドンパ アリアニコ・ヴルトゥレ DOC（イタリア） 750㎖ \2,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 280542 ピーター・イーランド ソーヴィニヨン・ブラン（ニュージーランド） 750㎖ \2,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 307548 ヴィノレジェンダ レセルバ カベルネ・ソーヴィニヨン（チリ） 750㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 302186 ヴィノレジェンダ レセルバ メルロー（チリ） 750㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 302187 ヴィノレジェンダ レセルバ ソーヴィニヨン・ブラン（チリ） 750㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 307547 ヴィノレジェンダ レセルバ シャルドネ（チリ） 750㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） シルバーパーム ソーヴィニヨンブラン2016 750㎖ \3,300
ワイン（ワイン・シャンパン） シルバーパーム シャルドネ 2015 750㎖ \3,300
ワイン（ワイン・シャンパン） エンジェル カットグランドリザーブシャルドネ2013 750㎖ \5,600
ワイン（ワイン・シャンパン） エンジェル カット マスカット カネリ2013 750㎖ \3,700
ワイン（ワイン・シャンパン） シルバーパーム ピノ ノワール2014 750㎖ \3,800
ワイン（ワイン・シャンパン） エンジェル カット ジンファンデル2016 750㎖ \2,500
ワイン（ワイン・シャンパン） パワーズ シラー2015 750㎖ \2,500
ワイン（ワイン・シャンパン） パワーズ シェリダン カベルネソーヴィニヨン2014 750㎖ \4,400
ワイン（ワイン・シャンパン） ブートレッグ レッド ブレンド 2015 750㎖ \7,400
ワイン（ワイン・シャンパン） ブートレッグ プレキュール 2015 750㎖ \6,800
ワイン（ワイン・シャンパン） シリタ メルロー2004 750㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） シリタ カベルネ ソーヴィニヨン 2005 750㎖ \11,000
ワイン（ワイン・シャンパン） シルパッソ トスカーナ ロッソ 750㎖ \2,000
ワイン（ワイン・シャンパン） ヴェッチャーノ トスカーナ ロッソ 750㎖ \4,000
ワイン（ワイン・シャンパン） ドルチェット ディ ドリアーニ 750㎖ \4,800
ワイン（ワイン・シャンパン） パッソーネ プリミティーボ 750㎖ \2,000
ワイン（ワイン・シャンパン） ロエロ アルネイス 750㎖ \3,500
ワイン（ワイン・シャンパン） バローロ 750㎖ \10,000
ワイン（ワイン・シャンパン） アッボーナ メトドクラシコ エクストラ ブリュット 750㎖ \6,000
ワイン（ワイン・シャンパン） ルパトリ ネーロ・ダーヴォラ 750㎖ \7,700
ワイン（ワイン・シャンパン） アデンツィア ロッソ 750㎖ \4,600
ワイン（ワイン・シャンパン） ラルーチ グリッロ 750㎖ \4,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 335654 ラウダリ シャルドネ 750㎖ \5,800
ワイン（ワイン・シャンパン） キァンティ ゴヴェルノ 750㎖ \2,000
ワイン（ワイン・シャンパン） トスカーナ ビアンコ 750㎖ \1,800
ワイン（ワイン・シャンパン） プリミティーボ ヴェンデンミア タルディーヴァ 750㎖ \3,500
ワイン（ワイン・シャンパン） フィアーノ サレント モンテ ディ コッチ 750㎖ \3,200
ワイン（ワイン・シャンパン） コンテ ジャン ジローラモ ロッソ 750㎖ \6,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 264867 バーベイト マデイラ デルヴィーノ レゼルバ5年 500㎖ \2,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 264874 ブランディーズ アルヴァダ5年 500㎖ \2,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 336839 ブランディーズ アトランティス ロゼ17 750㎖ \1,650

洋酒（スピリッツ・リキュール） 336385 ジンカニングス 700㎖ \5,300
洋酒（スピリッツ・リキュール） 336386 ウィリアム ヒントン ラム ホワイト 700㎖ \2,700
洋酒（スピリッツ・リキュール） 336387 ウィリアム ヒントン ラム 6年 700㎖ \7,800

ビール 336384 コーラルビール 瓶 330㎖ \400
ワイン（ワイン・シャンパン） レ・ナチュレル 750㎖ \1,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 256408 ビエンベビード バカ 750㎖ \1,300

洋酒（スピリッツ・リキュール） ロン・バルセロ インペリアル 700㎖ \3,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 240816 マツ エル・ピカロ 750㎖ \1,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 256189 ビエンベビード プルポ 750㎖ \1,300
ワイン（ワイン・シャンパン） 307283 クルミスティ 750㎖ \1,900
ワイン（ワイン・シャンパン） 308876 ベレシアルトゥア シドラ 750㎖ \1,500

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） ウイズダム フィノシェリー 750㎖ \1,900
ワイン（ワイン・シャンパン） 335404 マス・ビガス ブリュット 750㎖ \1,900

その他（フード・調味料・医薬品） 298458 フォルム ワインビネガー シャルドネ 3年熟成 500㎖ \2,800
その他（フード・調味料・医薬品） フォルム ワインビネガー カベルネ・ソーヴィニヨン 8年熟成 500㎖ \2,400

ワイン（ワイン・シャンパン） 45789 モエ エ シャンドン モエ アンペリアル 750㎖ \6,300
ワイン（ワイン・シャンパン） 296683 シャンドン パッション 750㎖ \2,900

洋酒（ウイスキー・ブランデー） 75352 グレンモーレンジィ オリジナル（MHD) 700㎖ \5,300
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 78033 タリスカー 10年 700㎖ \5,050
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 68354 ヘネシー ＶＳ (箱なし) 700㎖ \4,150
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 75360 グレンモーレンジィ18年 700㎖ \12,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 75359 グレンモーレンジィシグネット 700㎖ \19,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 300025 ニュートンスカイサイドクラレット 750㎖ \2,900

303 ⽇欧商事株式会社

株式会社ドリームスタジオ300

314 株式会社カサ・ピノ・ジャパン

319 ジリオン

321 光が丘興産株式会社

322 ⽊下インターナショナル株式会社

323 有限会社オーケストラ

326〜329 MHDモエヘネシーディアジオ株式会社
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ワイン（ワイン・シャンパン） サンダラ スパークリング レモン 750㎖ \1,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 298138 サンダラ ワイン モヒートスパークリング 750㎖ \1,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 257195 サンダラ スパークリング ロサード 750㎖ \1,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 257194 サンダラ スパークリング ブランコ 750㎖ \1,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 301383 サンダラ プレミアム サングリア スパークリング 750㎖ \1,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 240991 サンダラ ワイン モヒートスパークリング 375㎖ \600
ワイン（ワイン・シャンパン） 301390 サンダラ スパークリング ブランコ 375㎖ \600
ワイン（ワイン・シャンパン） 301391 サンダラ スパークリング ロサード 375㎖ \600
ワイン（ワイン・シャンパン） 301385 サンダラ シャルドネ＆サケ 375㎖ \600
ワイン（ワイン・シャンパン） カスティリョ・リリア・カヴァ 750㎖ \1,000

その他（ソフトドリンク） 301384 フベル ストレートオレンジジュース 1,000㎖ \450
ワイン（ワイン・シャンパン） 280641 カルーチェ カベルネ・ソーヴィニョン 750㎖ \600
ワイン（ワイン・シャンパン） 280640 カルーチェ メルロー 750㎖ \600
ワイン（ワイン・シャンパン） 280642 カルーチェ ソーヴィニョン・ブラン 750㎖ \600
ワイン（ワイン・シャンパン） 292589 カルーチェ クラシック カベルネ・ソーヴィニョン 750㎖ \900
ワイン（ワイン・シャンパン） 292590 カルーチェ クラシック メルロー 750㎖ \900
ワイン（ワイン・シャンパン） 292591 カルーチェ クラシック ソーヴィニョン・ブラン 750㎖ \900
ワイン（ワイン・シャンパン） カルーチェ クラシック カルメネール 750㎖ \900
ワイン（ワイン・シャンパン） カルーチェ クラシック シャルドネ 750㎖ \900
ワイン（ワイン・シャンパン） 71921 ミュゼドゥヴァン 松本平ブラッククイーン 720㎖ \1,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 63645 ミュゼドゥヴァン 善光寺⻯眼 720㎖ \1,400
ワイン（ワイン・シャンパン） 201572 ミュゼドゥヴァン 塩尻メルロー 720㎖ \1,900
ワイン（ワイン・シャンパン） 65693 ミュゼドゥヴァン 松本平シャルドネ 720㎖ \1,650
ワイン（ワイン・シャンパン） ミュゼドゥヴァン エトワール 塩尻ソーヴィニヨンブラン 720㎖ \2,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 7893 無添加信州コンコード 720㎖ \1,070
ワイン（ワイン・シャンパン） 7894 無添加信州ナイアガラ 720㎖ \1,070
ワイン（ワイン・シャンパン） 331410 ⻑野の恵み ⾚ 720㎖ \1,190
ワイン（ワイン・シャンパン） 331411 ⻑野の恵み ⽩ 720㎖ \1,190
ワイン（ワイン・シャンパン） 289402 信州葡萄酒 ⾚ 1,800㎖ \1,680
ワイン（ワイン・シャンパン） 289403 信州葡萄酒 ⽩ 1,800㎖ \1,680

その他（ソフトドリンク） 205704 ワイナリーこだわりのグレープジュース 1,000㎖ \474
その他（ソフトドリンク） 209723 ワイナリーこだわりのグレープジュース プレミアムホワイト 1,000㎖ \474
その他（ソフトドリンク） 283878 ワイナリーこだわりのグレープミックス ⿊の果実 1,000㎖ \580
その他（ソフトドリンク） 257300 ヴァンフリー ⾚ 720㎖ \1,000

257301 ヴァンフリー ⽩ 720㎖ \1,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 337579 ラガロナDOトロ2006 750㎖ \1,800
ワイン（ワイン・シャンパン） ジネストライアキアンティリゼルヴァDOCG2014 750㎖ \2,100
ワイン（ワイン・シャンパン） マレーナチロロッソクラシコチロDOC2016 750㎖ \1,900
ワイン（ワイン・シャンパン） クリヴスソアーヴェクラシコDOC2016 750㎖ \1,700
ワイン（ワイン・シャンパン） フィオーレベッラロッソデルヴェネトIGPアパッシメント 750㎖ \2,200
ワイン（ワイン・シャンパン） ルプティガスコン⽩IGPコートドガスコーニュ2017 750㎖ \1,320
ワイン（ワイン・シャンパン） 319404 ウロ テンプラニーリョ＆シラー 3,000㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 319405 ウロ マカベオ 3,000㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 319401 ティエラヌエバ シャルドネ トラディション 750㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 271934 ティエラヌエバ カベルネソーヴィニヨン トラディション 750㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 282893 ティエラヌエバ トラディション メルロー 750㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 231813 ティエラヌエバ シャルドネ レゼルバ 750㎖ \1,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 270507 エル コルティホ カベルネソーヴィニヨン 3,000㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 270508 エル コルティホ ソーヴィニヨンブラン 3,000㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 230091 ティエラヌエバ レゼルバ カベルネソーヴィニヨン 750㎖ \1,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 319402 ティエラヌエバ レイトハーベスト レゼルバ 500㎖ \2,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 319406 インペリオ グランレゼルバ 750㎖ \2,000
ワイン（ワイン・シャンパン） フィリペッティ ヴィーノ・スプマンテ ピノシャルドネ 750㎖ \1,600
ワイン（ワイン・シャンパン） 290416 ルーヴォ・ディ・プーリア  プーリア ネーロ・ディ トロイア 750㎖ \1,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 290413 ﾌﾟﾘﾐﾃｨｰｳﾞｫ･ﾃﾞｨ･ﾏﾝﾄﾞｩｰﾘｱ ﾊﾟﾊﾟｰﾚ･ﾘﾈｱ･ｵｰﾛ 750㎖ \3,800
ワイン（ワイン・シャンパン） ｳﾞｧﾙｳﾞｧﾘｵｰﾈ ﾏﾙｳﾞｧｼﾞｱ･ﾃﾞﾙ･ｻﾚﾝﾄ 12.5 750㎖ \1,700
ワイン（ワイン・シャンパン） 330713 ｳﾞｧﾙｳﾞｧﾘｵｰﾈ  ﾌﾟﾘﾐﾃｨｰｳﾞｫ･ﾃﾞﾙ･ｻﾚﾝﾄ 12.5 750㎖ \1,800
ワイン（ワイン・シャンパン） 21519 ｲｯﾙﾐﾅｰﾃｨ ﾓﾝﾃﾌﾟﾙﾁｬｰﾉ･ﾀﾞﾌﾞﾙｯﾂｫ｢ﾘﾊﾟﾛｯｿ｣ 750㎖ \1,700
ワイン（ワイン・シャンパン） ｳﾞｧﾙﾄﾞ ﾌﾟﾛｾｯｺ ｽﾍﾟﾘｵｰﾚ ｴｸｽﾄﾗ･ﾄﾞﾗｲ ｢ﾏﾙｶｵｰﾛ｣ 750㎖ \2,500
ワイン（ワイン・シャンパン） ｳﾞｧﾙﾄﾞ ｽﾌﾟﾏﾝﾃ ﾛｾﾞ ﾌﾞﾘｭｯﾄ｢ﾌﾛｰﾗﾙ ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ｣ 750㎖ \2,400

ビール メナブレア ビオンダビール 330㎖ オープン価格
ビール 222170 ﾒﾅｱﾌﾞﾚｱ ｱﾝﾊﾞｰﾋﾞｰﾙ 330㎖ オープン価格

ワイン（ワイン・シャンパン） ﾄﾗﾐﾝ ｱﾙﾄ･ｱﾃﾞｨｼﾞｪ ｹﾞｳﾞｭﾙﾂﾄﾗﾐﾈｰﾙ 750㎖ \3,400
洋酒（ウイスキー・ブランデー） 45293 ﾎﾞｯﾃｶﾞ ｸﾞﾗｯﾊﾟ ﾁｪｯﾘｰﾆ 700㎖ \3,300
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ﾎﾞｯﾃｶﾞ ｸﾞﾗｯﾊﾟ  ﾘﾓﾝﾁｪｯﾛ･ﾃﾞｨ･ｼﾁﾘｱ 700㎖ \2,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 293507 シャンパーニュ・ルイ・マッサン・リゼルヴ 750㎖ \4,200
ワイン（ワイン・シャンパン） 66699 カヴァ・ムッサ・ブリュット 750㎖ \1,680
ワイン（ワイン・シャンパン） 292097 リオリロ・ブランコ 750㎖ \1,250
ワイン（ワイン・シャンパン） 286967 デュマネ・シャルドネ 750㎖ \1,250
ワイン（ワイン・シャンパン） 331357 ホワイトゴリラ 750㎖ \1,600
ワイン（ワイン・シャンパン） 332984 ブラックゴリラ 750㎖ \1,600
ワイン（ワイン・シャンパン） 293511 アルティガソ 750㎖ \2,150
ワイン（ワイン・シャンパン） 295397 ヤマダ 750㎖ \2,500

その他（フード・調味料・医薬品） 335515 ステーキしょうゆ トリュフ⾵味 570㎖ \465
その他（フード・調味料・医薬品） 335516 ステーキしょうゆ 和⼭椒⾵味 580㎖ \465
その他（フード・調味料・医薬品） 269245 ステーキしょうゆ 和⾵おろし 1,130㎖ \980
その他（フード・調味料・医薬品） 269246 ステーキしょうゆ たまねぎ⾵味 1,160㎖ \800
その他（フード・調味料・医薬品） 283141 いつでも新鮮 超特選 味わい贅沢⽣しょうゆ（業務⽤） 330㎖ \340
その他（フード・調味料・医薬品） 788 こいくちしょうゆ  2ℓ \624
その他（フード・調味料・医薬品） 6726 特選丸⼤⾖しょうゆ 2ℓ \818

ワイン（ワイン・シャンパン） 78814 酵⺟の泡 甲州 セック 720㎖ \1,700
ワイン（ワイン・シャンパン） 335537 酵⺟の泡 ベーリー A  ルージュ 720㎖ \1,700

330,331 川商フーズ株式会社

332 株式会社アルプス

338 巴ワイン・アンド・スピリッツ

339 東栄貿易株式会社

340 株式会社メモス

346 マルカイコーポレーション株式会社（ワイン）

キッコーマン⾷品株式会社347
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ワイン（ワイン・シャンパン） 65148 ゴールドスパーク ブラックラベル 720㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 215526 酵⺟の泡 ブリュット 720㎖ \1,700
ワイン（ワイン・シャンパン） 273779 酵⺟の泡 ベーリーA ロゼ 720㎖ \1,700
ワイン（ワイン・シャンパン） 331365 酵⺟の泡 ⻘森りんご 720㎖ \1,700
ワイン（ワイン・シャンパン） 337391 ⼭梨 甲州 750㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） ⼭梨 マスカット・ベーリーA 750㎖ オープン価格
ワイン（ワイン・シャンパン） 337392 ⼭梨 マスカット・ベーリーA ロゼ 750㎖ オープン価格

その他のアルコール飲料（梅酒・マッコリ・紹興酒 等） 65003 マンジョウ ⾦箔⼊り梅酒 500㎖ オープン価格
その他（フード・調味料・医薬品） 335142 いぶし銀 ⻘柚⼦こしょう 瓶 60㎖ \400
その他（フード・調味料・医薬品） 335143 いぶし銀 ⾚柚⼦こしょう 瓶 60㎖ \400
その他（フード・調味料・医薬品） 335144 いぶし銀 ⻩柚⼦こしょう 瓶 60㎖ \400
その他（フード・調味料・医薬品） 335145 いぶし銀 ⻘柚⼦こしょう(スタンドパック) 80㎖ \500
その他（フード・調味料・医薬品） 335146 いぶし銀 ⾚柚⼦こしょう(スタンドパック) 80㎖ \500
その他（フード・調味料・医薬品） 335147 いぶし銀 柚⼦胡椒 500㎖ \2,650
その他（フード・調味料・医薬品） 335148 いぶし銀 ⾚柚⼦胡椒 500㎖ \2,650
その他（フード・調味料・医薬品） 331216 ゆず塩50ｇ 50ｇ オープン価格
その他（フード・調味料・医薬品） 331211 メキシコ産レモン果汁290ml 290㎖ オープン価格
その他（フード・調味料・医薬品） 331212 メキシコ産ライム果汁290ml 290㎖ オープン価格
その他（フード・調味料・医薬品） 331213 ハニーオリゴ＆レモン480ｇ 480ｇ オープン価格
その他（フード・調味料・医薬品） 331214 ハニーオリゴ＆ブルーベリー480ｇ 480ｇ オープン価格
その他（フード・調味料・医薬品） 331215 りんご糖500ｇ 500ｇ オープン価格
その他（フード・調味料・医薬品） 32187 ヘルシー穀物酢1.8L PET 1.8ℓ
その他（フード・調味料・医薬品） 穀物酢 900ml瓶 900㎖
その他（フード・調味料・医薬品） ⿊酢 1L PET 1ℓ
その他（フード・調味料・医薬品） ｱｯﾌﾟﾙﾋﾞﾈｶﾞｰ 1L PET 1ℓ
その他（フード・調味料・医薬品） らっきょう酢 1L PET 1ℓ
その他（フード・調味料・医薬品） 南蛮漬の素 1L PET 1ℓ
その他（フード・調味料・医薬品） ぽん酢コレ1本 1L PET 1ℓ

その他（ソフトドリンク） 319184 はちみつ⿊酢ダイエット濃縮タイプ 500ml GTP 500㎖
その他（ソフトドリンク） 319187 はちみつりんご酢ダイエット濃縮タイプ 500ml GTP 500㎖
その他（ソフトドリンク） 319185 はちみつうめダイエット濃縮タイプ 500ml GTP 500㎖
その他（ソフトドリンク） はちみつプルーン酢ダイエット濃縮タイプ 500ml GTP 500㎖
その他（ソフトドリンク） 319186 はちみつ⿊酢ブルーベリーダイエット濃縮タイプ 500ml GTP 500㎖
その他（ソフトドリンク） 1430 ペリエ 200㎖ \165
その他（ソフトドリンク） 1375 ペリエ 330㎖ \210
その他（ソフトドリンク） 14865 ペリエ 750㎖ \350
その他（ソフトドリンク） 6167 ペリエ⽸ 330㎖ \180

その他（フード・調味料・医薬品） ポロシャツ 30枚 \1,300／枚
その他（フード・調味料・医薬品） 今治タオル 100枚 \640／枚
その他（販促ツール・サービス等） ポットブラシ（XL） \11,000
その他（販促ツール・サービス等） ポットブラシ（M） \2,700
その他（販促ツール・サービス等） 3本ブラシ \4,500
その他（販促ツール・サービス等） ポットブラシ（オーバル） \6,700
その他（販促ツール・サービス等） 3本ブラシ ロングタイプ \4,500
その他（販促ツール・サービス等） ジョッキシャワー \702

ワイン（ワイン・シャンパン） 331349 レジリアス サモラ ホワイト 750㎖ \1,050
ワイン（ワイン・シャンパン） 331350 レジリアス サモラ ルージュ 750㎖ \1,050
ワイン（ワイン・シャンパン） 337344 ドメーヌ クラマン ルージュ 750㎖ \1,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 41226 パンゴリン カベルネソーヴィニヨン 750㎖ \990
ワイン（ワイン・シャンパン） 48733 パンゴリン シャルドネ 750㎖ \990
ワイン（ワイン・シャンパン） 25003 マルキドボーラン シャルドネ 750㎖ \920
ワイン（ワイン・シャンパン） 91960 トゥルクハイム  リースリング 750㎖ \1,720
ワイン（ワイン・シャンパン） 284199 ラクロワ グラシオ  ピクプール ド ピネ 750㎖ \1,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 211964 アラルディカ ピエモンテ コルテ－ゼ 750㎖ \1,100
ワイン（ワイン・シャンパン） 213470 アラルディカ ピエモンテ バルベーラ 750㎖ \1,100
ワイン（ワイン・シャンパン） アンコーラ モンテプルチアーノ 750㎖ \1,100
ワイン（ワイン・シャンパン） アラルディカ アスティ セッコ 750㎖ \1,500
ワイン（ワイン・シャンパン） 238142 ベルクール ピノノワール 750㎖ \1,280
ワイン（ワイン・シャンパン） 337343 マルキドボーラン ピノノワール 750㎖ \1,080
ワイン（ワイン・シャンパン） 25006 マルキドボーラン カベルネソーヴィニヨン 750㎖ \920
ワイン（ワイン・シャンパン） 25010 オリオルロッセール キュヴェ エスペシャル 750㎖ \1,490

洋酒（ウイスキー・ブランデー） ブラドノック サムサラ 700㎖ \10,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ヘリヤーズ・ロード ロアリング フォーティー 700㎖ \6,000
洋酒（ウイスキー・ブランデー） ヘリヤーズ・ロード ピノ・ノワール フィニッシュ 700㎖ \10,000
ワイン（ワイン・シャンパン） 300143 フレシータ ストロベリー 750㎖ \1,290
ワイン（ワイン・シャンパン） 300188 フレシータ ストロベリー ハーフサイズ 375㎖ \800
ワイン（ワイン・シャンパン） 300155 フレシータ ストロベリー 200ml 200㎖ \450
ワイン（ワイン・シャンパン） フレシータ ブルーベリー＆ラズベリー 750㎖ \1,290
ワイン（ワイン・シャンパン） 330024 フレシータ ブルーベリー＆ラズベリー 200ml 200㎖ \800
ワイン（ワイン・シャンパン） カ・デル・ドージェ イル・シルヴェストレ・ビアンコ スプマンテ エクストラ・ドライ 750㎖ 価格未定

その他（ソフトドリンク） 336160 シュラブ オリジナル 330㎖ \750
その他（ソフトドリンク） 336161 シュラブ ライム＆ジュニパー 330㎖ \750
その他（ソフトドリンク） 336162 シュラブ オレンジ＆ジンジャー 330㎖ \750
その他（ソフトドリンク） 336163 シュラブ アップル＆シナモン 330㎖ \750

348 株式会社いぶし銀

キッコーマン⾷品株式会社347

352 ミントハウス株式会社

354 タマノイ酢株式会社

371 ネスレ⽇本株式会社

376 株式会社マツブン

377 有限会社マーケットブレインズ

381、382 株式会社リラックス

385 東亜商事株式会社

388 株式会社アルト・アルコ
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