
Gran CINVE/Grand CINVE
開運 純米 誉富士 株式会社 土井酒造場 静岡

Gran Oro/Grand Gold
赤磐雄町 利守酒造株式会社 岡山

純米大吟醸原酒 王紋 翠 市島酒造株式会社 新潟
梵・ゴールド 合資会社加藤吉平商店 福井

伊達の都 純米大吟醸 大和蔵酒造株式会社 宮城
純米大吟醸 秀よし 合名会社鈴木酒造店 秋田
純米吟醸酒 松声 合名会社鈴木酒造店 秋田
薫り華やぐ純米酒 キング醸造株式会社 兵庫
煌金陵 純米大吟醸酒 西野金陵株式会社 香川
富鶴 特別純米 竹林 愛知酒造有限会社 滋賀

小豆島にオリーブの実のなるころ･･･ 小豆島酒造株式会社 香川
山田錦純米大吟醸 浦霞 株式会社佐浦 宮城

遊穂純米酒 御祖酒造株式会社 石川 
遊穂生酛純米 百万石乃白 御祖酒造株式会社 石川



Oro/Gold
1

雨降 山廃仕込 純米酒 吉川醸造株式会社 神奈川
綾菊 さぬきオリーブ純米酒 綾菊酒造株式会社 香川

梵・天使のめざめ 合資会社加藤吉平商店 福井
梵・夢は正夢 合資会社加藤吉平商店 福井
梵・吟撰 合資会社加藤吉平商店 福井
梵・日本の翼 合資会社加藤吉平商店 福井
大吟醸 鹿角 千歳盛酒造株式会社 秋田

獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分 旭酒造株式会社 山口
不動 純米大吟醸 鍋店株式会社 千葉

富久長 純米酒 海風土 シーフード 株式会社今田酒造本店 広島 
富久長 純米吟醸 八反草 株式会社今田酒造本店 広島

はちはち 小豆島酒造株式会社 香川
秀よし 純米大吟醸 一穂積 合名会社鈴木酒造店 秋田
平井六右衛門　心星 菊の司酒造株式会社 岩手

蓬莱 純米大吟醸 色おとこ 有限会社渡辺酒造店 岐阜
愛米魅 I MY ME 金の純米酒 西堀酒造株式会社 栃木
今錦 中川村のたま子 特別純米 米澤酒造株式会社 長野

勝鷹 鷹正宗株式会社 福岡
加賀の井 純米大吟醸糸魚川産 加賀の井酒造株式会社 新潟

加賀の井 純米吟醸 加賀の井酒造株式会社 新潟



Oro/Gold
2

開運 純米大吟醸 株式会社土井酒造場 静岡
かたふね 純米大吟醸 合資会社竹田酒造店 新潟

KAWATSURU SINCE 1891~知新~ 川鶴酒造株式会社 香川
金陵 濃藍 純米吟醸酒 西野金陵株式会社 香川

摩訶 関谷醸造株式会社 愛知
三好 Green 阿武の鶴酒造合資会社 山口

南部美人　特別純米 株式会社南部美人 岩手
燦爛 純米大吟醸 株式会社外池酒造店 栃木
青雲 純米大吟醸 合資会社後藤酒造場 三重
七田 純米 天山酒造株式会社 佐賀

七田 純米大吟醸 天山酒造株式会社 佐賀
七田 純米吟醸 天山酒造株式会社 佐賀

七田 純米吟醸雄町50 天山酒造株式会社 佐賀
小豆島の輝 山廃吟醸 小豆島酒造株式会社 香川

純米 HOURAISEN スパークリング
（商品名に誤りがあった為、再送で

関谷醸造株式会社 愛知
台中六十五 PHANG (佐賀宗政酒造) 台雲酒造合同会社 島根 
台中六十五酸基醴酛 (山口はつもみぢ) 台雲酒造合同会社 島根

多賀山 株式会社平田酒造場 岐阜
u yoshidagura 2020 山廃純米

無濾過原酒
株式会社吉田酒造店 石川

遊穂山おろし純米 御祖酒造株式会社 石川



Oro/Gold
3

夢 山廃純米 市島酒造株式会社 新潟
作 穂乃智 清水清三郎商店株式会社 三重
作 雅乃智 清水清三郎商店株式会社 三重
作 モナド 清水清三郎商店株式会社 三重

作 なぐわし東条山田錦 清水清三郎商店株式会社 三重

Plata/Silver
1

雨降 十二年匿蔵・吟醸仕込 吉川醸造株式会社 神奈川
雨降 成 純米大吟醸 吉川醸造株式会社 神奈川
雨降 山廃仕込 純米酒 吉川醸造株式会社 神奈川
綾菊 純米大吟醸 綾菊酒造株式会社 香川
綾菊 純米吟醸 綾菊酒造株式会社 香川
梵・純米55 合資会社加藤吉平商店 福井

梵・特撰純米大吟醸 合資会社加藤吉平商店 福井
大吟醸 鏡田 千歳盛酒造株式会社 秋田
不動　特別純米 鍋店株式会社 千葉

銀嶺月山 純米大吟醸 (限定醸造) 月山酒造株式会社 山形



Plata/Silver
2

初日正宗 長谷川酒造株式会社 新潟
颯 純米吟醸 神の穂 合資会社後藤酒造場 三重
秀よし 純米大吟醸 百田 合名会社鈴木酒造店 秋田
純米大吟醸 "M" 浦霞 株式会社佐浦 宮城
純米酒 浦霞 株式会社佐浦 宮城
開運 純米吟醸 株式会社土井酒造場 静岡
嘉美心 純米大吟醸 嘉美心酒造株式会社 岡山

川鶴 Light オリーブ酵母仕込み 川鶴酒造株式会社 香川
君の井 山廃 純米 君の井酒造株式会社 新潟

金陵 瀬戸内オリーブ純米吟醸 西野金陵株式会社 香川
三好 Blue 阿武の鶴酒造合資会社 山口

南部美人 純米吟醸 株式会社南部美人 岩手
OAK BARREL × PURE RICE WINE 田嶋酒造株式会社 福井

昇龍乃舞 株式会社平田酒造場 岐阜
ゆうほのあお 御祖酒造株式会社 石川

雪の松島 山田錦の酒 純米吟醸 大和蔵酒造株式会社 宮城


