
ビール

Japanese  Whisky

シングル Single ¥ 800
（30ｍｌ）

ダブル Double ¥ 1,600
（60ｍｌ）

with soda ¥ 950

Double　〃 ¥ 1,900

Shōchu 　Japanese  Spirits

グラス Glass ¥ 650

ウーロン割 w/oolong ¥ 850

ボトル Bottle ¥ 4,800

グラス Glass ¥ 750

ウーロン割 w/oolong ¥ 950

ボトル Bottle ¥ 6,000

¥ 950

¥ 950

キリン生ビール　一番搾り “プレミアム”

極上の一番搾り麦汁のうまみと、華やかな香り。 

¥ 850
KIRIN Draft Beer 　ICHIBAN-SHIBORI “Premium”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　330ml

Draft Beer

フルーティーで滑らかな口当たり、
芋の上品な甘味。

ダブルハイボール

ウ イ ス キ ー

Tomi no hōzan

富乃宝山　（芋）

原料の風味が生きている薫り高い
熊本県焼酎。

越百

Amakusa

アサヒ ドライ ゼロ     334ml

ヱビスビール　（中瓶）　５００ｍｌ

アサヒ スーパードライ　（中瓶）　５００ｍｌ

瓶ビール Bottle Beer

 (Yebisu)

 (Asahi)

料金価格には消費税が含まれております。 8% consumption tax is included.

¥ 600Non-Alcohol Beer　Aｌｃ　0.00％

ノンアルコールビール

芋 / Sweeｔ Potato

天草　（麦）

麦 / Wheat

COSMO
　Blended Malt Whisky

本 格 焼 酎

ハチミツやキャラメルを連想させるふくよかな
甘い香りの中に、ほのかなスモーキーフレー
バーと熟した果実の香りが広がり、口当たりは
丸く柔らか、優しい余韻が特徴です。

シングルハイボール



グラス Glass ¥ 1,200

ボトル Bottle 4,800円

グラス Glass ¥ 950

ボトル Bottle 4,800円

グラス Glass ¥ 950

ボトル Bottle 4,800円

グラス Glass ¥ 700

ソーダ割 W/soda ¥ 800

グラス Glass ¥ 700

ソーダ割 W/soda ¥ 800

グラス Glass ¥ 600

ソーダ割 W/soda ¥ 700

グラス Glass ¥ 600

ソーダ割 W/soda ¥ 700

Orange　ｊｕｉｃｅ ¥ 650 Oolong　ｔｅａ ¥ 650

Tomato Juice ¥ 650 Perrier ¥ 700

Cola ¥ 650 紅茶 Tea ¥ 800
ダージリン / ウバ / アールグレイ

Cola - Zero ¥ 650

トアルコトラジャコーヒー ¥ 800
Ginger　Ale ¥ 650 Toarco toraja coffee

料金価格には消費税が含まれております。 8% consumption tax is included.

ソフト ドリンク / Soft Drink

ジンジャーエール

オレンジジュース

トマトジュース

コーラ

コーラ・ゼロ

ウーロン茶

ペリエ

アルコールを抜いた、　爽やかな柚子酒をお楽しみ
頂けます。

Red　Wine
シャトーメルシャン

山梨ベ－リ－A

柚子を日本酒に漬け込んだ爽やかな香りと酸味の
美容飲料。

アルコールを抜いた、美味しい梅酒をお楽しみ頂け
ます。

ノンアルコール柚子酒

和歌山県の梅を日本酒で仕込んだふくらみ
のある味わい。

Yamanashi Muscat Bailey A

Takahata L'or Chardonnay

透明感のある淡いレモンイエロー輝きと、フレッシュ
さと洗練された熟成感が漂う味わいとなっています。
シャルドネならではのクリスピーな味わいと、ほど良
い高級感が感じられる辛口ワインです。

適度な酸味と穏やかなタンニン、ミルキーな甘い味
わいとのバランスが非常に心地よいワインです。

ワイン / Wine

Yuzu citron Wine

ノンアルコール飲料 / Non Alcohol Beverages

Champagne

MOËT IMPÉRIAL

ノンアルコール梅酒

Plum Wine

柚子酒

Citron Wine

梅酒

Plum Wine

高畠ルオール　シャルドネ

果 実 酒 / Fruit　Wine

モエ・エ・シャンドン

モエ アンペリアル
3種類のブドウがバランスよく調和した、モエ・エ・
シャンドンのアイコン的シャンパン。前菜からデザー
トまでどんな料理にもよく合います。

White　Wine



Champagne / シャンパン Bottle

モエ・エ・シャンドン　モエ アンペリアル フランス
¥ 12,000

MOËT IMPÉRIAL Half

¥ 7,500

Sparkling　Wine / スパークリングワイン Bottle

シャンドン　ブリュット オーストラリア ¥ 5,000

Chandon Brut

安心院スパークリングワイン
シャルドネ

大分県
宇佐市 ¥ 10,000

Ajimu Sparkling Wine　Chardonnay Chardonnay

辛口 ／ Dry

Bottle

サントリー　登美の丘　シャルドネ 山梨県
甲斐市

¥ 9,000

Suntory　Tomi No Oka　Chardonnay Chardonnay

辛口 ／ Dry

シャトー・メルシャン

              大森リースリング
秋田県
横手市

¥ 7,000

Chateau Mercian Omori Riesling Riesling

シャトー・メルシャン

             甲州きいろ香
山梨県
甲府市

¥ 5,800

Chateau Mercian Kōshu Kiiroka Kōshu

辛口 ／ Dry

シャトー・メルシャン

　　　　　　　甲州グリ・ド・グリ
山梨県
笛吹市

¥ 5,800

Chateau Mercian Kōshu Gris de Gris Kōshu

辛口 ／ Dry

高畠ワイン

　　　　　　高畠ルオール　シャルドネ
山形県
高畠町

¥ 4,800

Takahata L'or Chardonnay Chardonnay

辛口 ／ Dry

料金価格には消費税が含まれております。 8% consumption tax is included.

やや辛口
Semi dry

料金価格には消費税が含まれております。 8% consumption tax is included.

透明感のある淡いレモンイエロー輝きと、フレッシュさと洗練された熟成感
が漂う味わいとなっています。シャルドネならではのクリスピーな味わい
と、ほど良い高級感が感じられる辛口ワインです。

　Champagne / Sparkling　Wine シャンパン / スパークリングワイン

安心院で収穫されたシャルドネを100％利用したスパークリングワインで
国内でも珍しいビン内2次発酵にて製造。シャルドネ１００％、桃や洋ナシ
のような香りとアールグレイのような甘美なフローラルさを想像される香
り。

　Japanese White Wine 国産白ワイン

3種類のブドウがバランスよく調和した、モエ・エ・シャンドンのアイコン的
シャンパン。前菜からデザートまでどんな料理にもよく合います。

オーストラリアヤラヴァレーにモエ・エ・シャンドン社が設立したメゾン。
シャンパン方式の伝統的で繊細な味わい。

色合いはほのかに赤みを帯びたオレンジ。アプリコットやカリン、リンゴの
コンポートやダージリン、オールドローズのような心地よく、優しい甘い香り
とほのかなヴァニラなど樽由来の香りが全体を包み込みます。

色合いは輝きのある麦わら色。ユズ、カボス、スダチといった和柑橘の香
りやグレープフルーツ、ライムを想起させるさわやかな柑橘の香りが豊か
に感じられます。さわやかな酸とミネラル感が口中に広がります。

秋田県横手市大森町のしっかりとした酸を持つリースリングを収穫。
色合いは光沢のある淡いレモンイエロー。レモン、ライムなどの新鮮な柑
橘と、白い花やハーブのような香りのフルーティーな風味とキレのあるさ
わやかな酸味とのバランスが良いワインです。

White　Wine
パイナップルやパッションフルーツを想わせる、南国フルーツのフレッシュ
な香りとジューシーでふくらみがあり、爽やかな酸味が心地よく感じられる
辛口ワイン。



Bottle

シャトー・メルシャン　城の平 山梨県
甲州市

¥ 15,000

Chateau Mercian Jyōnohira CS、ML

シャトー・メルシャン

　　　北信カベルネ・ソーヴィニョン
長野県

北信地区
¥ 12,000

Chateau Mercian Hokushin Cabernet
Sauvignon

CS

シャトー・メルシャン　椀子メルロー 長野県
上田市

¥ 10,000

Chateau Mercian Mariko Merlot ML

サントリー　登美の丘　＜赤＞ 山梨県
甲斐市

¥ 9,000

Suntory　　Tomi No Oka Reｄ ML、CS、CF

シャトー・メルシャン　長野メルロー 長野県
全域

¥ 8,000

Chateau Mercian Nagano Merlot ML

アルプスワイン　松本平ブラッククイーン 長野県
松本平

¥ 6,000

Alps Wine Matsumotodaira Black queen BQ

シャトーメルシャン　山梨マスカットベーリーA 山梨県
全域

¥ 4,800

Chateau Mercian Yamanashi Muscat Bailey A MBA

　Red Wine 赤ワイン

熟したカシスやラズベリーといったベリー系の果実の香り、ヴァニラやチョ
コレートの樽由来の香り、スパイス、腐葉土やなめし皮などの香りが調和
しています。穏やかな酸味と共に豊かな果実味、柔らかなタンニンが余
韻として残ります。

カシス、ブルーベリー、ブラックチェリー等の黒い果実の香りが豊かに感
じられ、スパイス、チョコレート、コーヒー、ヴァニラなど樽育成に由来する
香りが全体をバランスよく包み込みます。心地よい酸を感じた後、豊かな
果実感と柔らかなタンニンが口中に広がります。

カシスやブラックベリーといった黒い果実、タバコ、チョコレート、コーヒー
などの樽育成に由来する香り、スパイシーな香りやなめし皮といった香り
がほどよく調和しています。心地よい酸をとらえた後、しなやかで甘いタ
ンニンの味わいが長い余韻として口中に広がります。

フルボディ
Full body

フルボディ
Full body

フルボディ
Full body

料金価格には消費税が含まれております。 8% consumption tax is included.

カシスやブラックチェリーなどの黒い果実、スパイスやドライフルーツ、
ヴァニラなどの香りが感じられ、なめし皮や腐葉土などの香りが複雑さを
与えています。心地よい酸としっかりとしたタンニンがバランスよく調和し
たエレガントなワイン。

口当たりはスムースで、赤系果実とチョコレートのニュアンスが感じられ
る。ほどよい酸味と、優しくシルキーなタンニンがバランスよく調和した、
エレガントな味わい。

Red　Wine

ストロベリー、クランベリーのような赤い果実に加え、綿菓子、キャンディ
のような甘い香りがトップに立ち上ります。適度な酸味と穏やかなタンニ
ンを感じ、ミルキーな甘い味わいとのバランスが非常に心地よいワイン。

信州松本平産ブラッククイーンをフレンチオーク樽にて熟成させました。
濃紫色の深い色合い、凝縮された果実味、そして適度な渋みが特徴の
バランスの良い赤ワイン。
＊ブラッククイーンは、ゴールデンクイーン種とベリー種の交配により生ま
れた日本固有の黒葡萄品種です。

フルボディ
Full body

フルボディ
Full body

フルボディ
Full body

ミディアムボ
ディ

Medium body



蔵元： 株式会社滝沢本店 千葉県成田市上町

*Junmai Daiginjō * : Extreme high polished only

* Ginjō * : Higher polished

* Junmai * : Polished rice only

* Honjōzō * : Authenicaiiy-brewed
* Nama chozō * : Live storage sake

原料米 山田錦

精米歩合 45%

日本酒度 6.0

Alc 16%

原料米 山田錦・雄町

精米歩合 45%

日本酒度 2.0

Alc 15%

原料米 国産米

精米歩合 45%

日本酒度 2.0

Alc 13%

原料米 国産米

精米歩合 35%

日本酒度

Alc 13%

地酒祭り 　－長命泉－
所在地：

LOCAL SAKE
大吟醸酒

吟醸酒

大吟醸

Nakadori Daiginjō BTL
720ml ¥ 15,000

* Daiginjō *

純米酒

本醸造酒
生貯蔵酒

中取り大吟醸
　一度火入

150ml ¥ 3,800

Junmai Daiginjō BTL
720ml ¥ 7,800

* Junmai Daiginjō *

華やかな香り、豊かな味わい。

IWC2016「SAKE」部門でブロンズ賞、全日本酒類コンクールでは第1位を
獲得した酒を瓶詰め。 1度は飲んでみたい最高級ランクの日本酒。
｢中取り」というのは、お酒を搾るときに、鑑評会などに出品するため、一番
味の良い中頃に搾られたもののなかから、さらに吟味され選ばれたお酒。

純米大吟醸
一度火入

150ml ¥ 1,800
大吟醸

純米

Gin no Mai BTL
720ml ¥ 6,500

* Daiginjō Junmai *

純米大吟醸ならではの、はなやかな香りと、コクのある味わいが特徴。

通常2度行われる火入れの作業を瓶詰め時の一度だけに押さえ、繊細な
香りを
残しています。

吟の舞 150ml ¥ 1,600
大吟醸

純米

Ginjō Junmai BTL
720ml ¥ 5,000

* Ginjō Junmai *

精米歩合45％上品な香り、なめらかな味。

東京サミットで使用された、純米大吟醸酒です。

吟醸純米
ホテルマイステイズ オリジナルラベル

150ml ¥ 1,200
吟醸

純米

人気の吟醸純米。芳醇で美味。常温または燗酒がおすすめです。

ぬる燗で薫りを味わうのも良し、熱めの燗にして味わうと別の良さが出て
きます。



蔵元： 株式会社滝沢本店 千葉県成田市上町

*Junmai Daiginjō * : Extreme high polished only

* Ginjō * : Higher polished

* Junmai * : Polished rice only

* Honjōzō * : Authenicaiiy-brewed
* Nama chozō * : Live storage sake

原料米 備前雄町

精米歩合 55%

日本酒度 -1.0

Alc 15%

原料米 総の舞・総おとめ

精米歩合 55%

日本酒度 6.0

Alc 15%

原料米 山田錦

精米歩合 45%

日本酒度 6.0

Alc 15%

原料米 国産米

精米歩合 35%

日本酒度 4.0

吟醸酒

純米酒

本醸造酒
生貯蔵酒

備前雄町 150ml

地酒祭り 　－長命泉－
所在地：

LOCAL SAKE
大吟醸酒

¥ 1,600
吟醸

純米

Bizen Omachi BTL
720ml ¥ 6,500

* Ginjō Junmai *

Narita Reisui BTL
720ml ¥ 4,500

* Ginjō *

有名な酒造好適米「山田錦」の祖先「備前雄町」を使用した吟醸純米酒。
やや甘めの味わいは、長命泉としてはやや異端児。
しかしながら、華やかな香りとあいまって、じわじわ人気上昇中。
「雄町」とは江戸時代に岡山県で発見された酒造好適米（酒造りに適した
お米）で、現在も岡山県で栽培されておりますが、丈が高く栽培が難しい
ため普及が難しく、幻の米などとも呼ばれております。

成田霊水 150ml ¥ 1,100
吟醸

Kassei Seishu BTL
720ml ¥ 3,800

成田山表参道の地下を脈々と流れる縁起の良い水で作られた酒。
水の味わいを生かし、スッキリとやや辛口の吟醸酒に仕上げました。
 背筋のピンと伸びた味わいです。

長命泉 活性清酒 150ml ¥ 900

Funakuchi Chōmeisen BTL
720ml ¥ 3,800

生酛

瓶内で発酵が続く微発泡性のお酒。
醪（もろみ）を荒漉ししたやさしい甘さと旨味が味わえる生の濁りタイプの
酒。
グラスに注ぐと、シャンパンのような泡がたちのぼります。

槽口長命泉 150ml ¥ 900
純米

12月～2月の限定商品
毎年、成田山参拝のお客様に大人気の、長命泉のしぼりたて新酒。
お酒を搾る「槽（フネ）」から流れ出たお酒を、そのままビン詰めした、生原
酒です。
出来立てフレッシュな味、原酒らしくアルコール分は19度。飲みごたえガッ
ツリ派の新酒です。精製濾過をしていないので、ほんのり薄にごりではあ



Alc 19%

蔵元： 株式会社滝沢本店 千葉県成田市上町

*Junmai Daiginjō * : Extreme high polished only

* Ginjō * : Higher polished

* Junmai * : Polished rice only

* Honjōzō * : Authenicaiiy-brewed
* Nama chozō * : Live storage sake

原料米 総の舞・総おとめ

精米歩合 55%

日本酒度 6.0

Alc 15%

原料米 国産米

精米歩合 55%

日本酒度

Alc

原料米 国産米

精米歩合 55%

日本酒度 4.5

Alc 15%

原料米 山田錦・雄町

精米歩合 45%

日本酒度 2.5

Alc 15%

原料米 山田錦

精米歩合 45%

吟醸酒

純米酒

本醸造酒
生貯蔵酒

長命泉 吟醸辛口 150ml

12月～2月の限定商品
毎年、成田山参拝のお客様に大人気の、長命泉のしぼりたて新酒。
お酒を搾る「槽（フネ）」から流れ出たお酒を、そのままビン詰めした、生原
酒です。
出来立てフレッシュな味、原酒らしくアルコール分は19度。飲みごたえガッ
ツリ派の新酒です。精製濾過をしていないので、ほんのり薄にごりではあ

地酒祭り 　－長命泉－
所在地：

LOCAL SAKE
大吟醸酒

¥ 800
吟醸

Ginjō Karakuchi BTL
720ml ¥ 3,500

* Ginjō Dry *

Namachozō BTL
300ml ¥ 900

* Nama Chozō *

長命泉を代表する銘柄。
お食事に合わせやすい、香りが穏やかで辛口の吟醸酒です。

長命泉 生貯蔵酒

Ginjo Nama Chozō BTL
720ml ¥ 7,800

* Ginjō Nama chozō *

搾りたての生のお酒を氷点下貯蔵。火入れは瓶詰めの一度だけ。
フレッシュな味わいが詰まっています。

吟醸生貯蔵酒セレクション

吟醸
150ml ¥ 1,800

Junmai Daiginjō Nama BTL
720ml ¥ 7,800

* JunmaiDaiginjō Nama chozō *

本数限定
地元千葉県産の米を使用し、低温でゆっくりと醸しました。
リンゴのような香りと、すっきりとした味わいが特徴です。
おすすめ ： 冷酒でお楽しみください。

吟醸生貯蔵酒セレクション

純米大吟醸
150ml ¥ 1,800

Junmai Daiginjō Genshu BTL
720ml ¥ 7,800

本数限定
山田錦と雄町を使用、吟醸純米仕込みとの相性が良い酵母と麹で仕上げ
ました。
洋梨のような香りが特徴。
おすすめ ： 常温、又は冷酒でお楽しみください。

吟醸生貯蔵酒セレクション

2月 大吟醸原酒
150ml ¥ 1,800



日本酒度 5.0

Alc 17%

本数限定
山田錦を使用し、香り高く、また味わいはまろやかとなるよう醸しました。
おすすめ ： 冷酒でお楽しみください。

BTL
720ml ¥ 7,800

* Daiginjō Undiluted sake *



*Junmai Daiginjō * : Extreme high polished only

* Ginjō * : Higher polished

* Junmai * : Polished rice only

* Honjōzō * : Authenicaiiy-brewed
* Nama chozō * : Live storage sake

原料米 五百万石

精米歩合 60%

日本酒度 十３

酸度 1.8
酵母 協会７号

蔵元 Al 15

原料米 五百万石

精米歩合 65%

日本酒度

酸度
酵母

蔵元 Al 15

原料米 山田錦

精米歩合 55%

日本酒度

酸度
酵母

蔵元 Al 16

原料米 雄町

精米歩合 45%

日本酒度

酸度
酵母

蔵元 Al 16

本醸造酒

日　本　酒
SELECT　SAKE

大吟醸酒

吟醸酒

純米酒

Daishichi BTL
720ml ¥ 5,500

生酛

* Junmai *

大  七 150ml ¥ 1,200
純米

日本古来の伝統,生酛仕込みの存在感のある飲み応え。

福島県二本松市　大七酒造

山廃　雑賀 150ml ¥ 1,200
純米

Yamahai　Saika BTL
720ml ¥ 5,500

山廃

* Junmai *

燗酒を楽しむために造られた存在感のあるお酒。全国燗酒コンテスト最高金賞。

和歌山県紀の川市　九重雑賀

立　山 150ml ¥ 1,500
吟醸

純米

Tateyama BTL
720ml ¥ 6,800

* Junmai  Ginjō *

フルーティーで芳醇な豊かな香り。

富山県砺波市中野　立山酒造

雑賀 雄町純米大吟醸 150ml ¥ 1,800
大吟醸

純米

幻の酒造好適米、雄町を使用したふくらみのある香りが贅沢。

和歌山県紀の川市　九重雑賀

Saika　Omachi Junmai Daiginjō BTL
720ml ¥ 7,800

* Junmai  Daiginjō *



*Junmai Daiginjō * : Extreme high polished only

原料米 山田錦

精米歩合 35%

日本酒度 十3

酸度 1.2
酵母

蔵元 Al 17

原料米 総の舞

精米歩合 55%

日本酒度 十2

酸度 1.4
酵母

蔵元 Al 15

原料米 美山錦

精米歩合 65%

日本酒度 十2

酸度 1.6
酵母 協会1001

蔵元 Al 15

原料米 美山錦

精米歩合 65%

日本酒度 十18

酸度
酵母 協会1001

蔵元 Al 15

純米酒 * Junmai * : Polished rice only

日　本　酒   千葉・北総の地酒
LOCAL SAKE

大吟醸酒

吟醸酒 * Ginjō * : Higher polished

本醸造酒 * Honjōzō * : Authenicaiiy-brewed

叶 150ml ¥ 1,900
大吟醸

Kanō BTL
720ml ¥ 8,800

* Daiginjō *

酒袋しぼりの香り、味、全てのバランスが取れている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　金賞11
回受賞

千葉県香取市　東薫酒造

卯兵衛の酒 150ml ¥ 1,400
吟醸

純米

Uhee-no-sake BTL
720ml ¥ 6,800

* Junmai Ginjō *

伊能忠敬の流れを汲む伝統の味わい、大きな広がりを楽しめる。

千葉県香取市　東薫酒造

不　動 150ml ¥ 1,300
純米

山廃

Fudō BTL
720ml ¥ 5,000

* Junmai *

山廃仕込みで旨くと腰のある飲み応え。

千葉県香取郡神崎町　鍋店

不　動　超辛口　 150ml ¥ 1,300
本醸造

超辛口　、一度火入れ無炭素濾過

千葉県香取郡神崎町　鍋店

Fudō - Dry - BTL
720ml ¥ 5,000

* Honjōzō*



*Junmai Daiginjō * : Extreme high polished only

* Ginjō * : Higher polished

* Junmai * : Polished rice only

* Honjōzō * : Authenicaiiy-brewed
* Nama chozō * : Live storage sake

精米歩合 麹・掛70％

日本酒度 十5.5

酸度2.3 アミ酸2.5
酵母 無添加

無農薬 麹自家培養

蔵元 Al　 15%

麹米 美山錦

掛米 美山錦

精米歩合 麹・掛60%

日本酒度 十2

酸度2.1 アミ酸1.7
酵母 無添加

無農薬 麹自家培養

蔵元 Al 13%

精米歩合 麹・掛80%

日本酒度 十７

酸度2.3 アミ酸2.3
酵母 無添加

無農薬 麹自家培養

蔵元 Al 15%

精米歩合 90%

日本酒度 十５

酸度2.6 アミ酸2.1
酵母 無添加

無農薬 麹自家培養

蔵元 Al 15%

精米歩合 麹・掛70%

日本酒度 十7.5

酸度3.2 アミ酸2.6
酵母 無添加

無農薬 麹自家培養

蔵元 Al 20.5%

麹：美山錦・雪化粧

生酛 掛：雪化粧・出羽燦々・美山錦

日　本　酒   千葉・北総の地酒
LOCAL SAKE

大吟醸酒

吟醸酒

純米酒

本醸造酒
生貯蔵酒

五人娘 純米酒 150ml ¥ 1,100
純米

Gonin Musume BTL
720ml ¥ 4,800

無濾過自然酒

* Junmai *

寺田家での自然酒の先駆けとなった原点の純米酒です。舌先のみならず体の細胞が喜ぶ
濃醇なふくよかな香りをお楽しみください。

千葉県香取郡神崎町　　　寺田本家

五人娘純米吟醸酒 150ml ¥ 1,300
純米

吟醸

Gonin Musume BTL
720ml ¥ 5,800

生酛

 * Junmai Ginjō * 無濾過自然酒

五人娘純米酒より精米歩合の高い、より上品な味わいの純米吟醸酒。生元らしさが出た
芳醇で旨みのある味吟醸です。アルコールを抑え、やさしくやわらかな口当たりです。

千葉県香取郡神崎町　　　寺田本家

香取　純米８０ 150ml ¥ 1,000
純米 麹：出羽燦々・雪化粧

生酛 掛：雪化粧・コシヒカリ・出羽燦々

Katori　80 BTL
720ml ¥ 4,500

無濾過自然酒

* Junmai *

生酛の技法が成立した江戸時代の磨きに近い80％精米。生酛の酸・コクと、自然米の上品
な味のバランスの良いお酒です。「香取」は地元「香取神宮」の御神酒にもなっております。

千葉県香取郡神崎町　　　寺田本家

香取　純米９０ 150ml ¥ 900
純米 麹米：コシヒカリ

生酛 掛米：コシヒカリ

Katori　90 BTL
720ml ¥ 4,000

無濾過自然酒

* Junmai *

昔ながらの精米歩合９０％。生酛の本領を発揮した低精米ならではの独特の味わい香りを
お楽しみください。燗にすると味わいが一層引き出されます。

千葉県香取郡神崎町　　　寺田本家

自然のまんま
五人娘生原酒

150ml ¥ 1,300
純米

純米五人娘の無濾過生原酒「自然のまんま」は濾過や割水などの手を加えず五人娘その
ままを瓶詰めしました。

千葉県香取郡神崎町　　　寺田本家

麹：美山錦

生原酒 掛：雪化粧・出羽燦々・美山錦

Gonin musume　Genshu BTL
720ml ¥ 5,500

生酛

無濾過自然酒



*Junmai Daiginjō * : Extreme high polished only

* Ginjō * : Higher polished

* Junmai * : Polished rice only

* Honjōzō * : Authenicaiiy-brewed
* Nama chozō * : Live storage sake

精米歩合 玄米

日本酒度  －10～－20

酸度7~13 アミ酸1~6
酵母 無添加

無農薬 麹自家培養

蔵元 Al 7~11%

精米歩合 90~93％

日本酒度  －40～－70

酸度６~12 アミ酸２~6
酵母 無添加

無農薬 麹自家培養

蔵元 Al ６~17%

精米歩合 90%

日本酒度 -2.0

酵母 無添加
無農薬 麹自家培養

蔵元 Al 5.5%

精米歩合 80%

日本酒度 -32

酸度2.6 アミ酸4.0
酵母 無添加

無農薬 麹自家培養

蔵元 Al　 15~16%

精米歩合 麹・掛80%

日本酒度 十7.5

酸度3.1 アミ酸3.0
酵母 無添加

無農薬 麹自家培養

蔵元 Al　 20.5%

麹米：コシヒカリ

生酛 掛米：コシヒカリ

日　本　酒   千葉・北総の地酒
LOCAL SAKE

大吟醸酒

吟醸酒

純米酒

本醸造酒
生貯蔵酒

発芽玄米酒「むすひ」 150ml ¥ 1,200
純米

Musubi BTL
720ml ¥ 5,300

無濾過自然酒

生命ある「発芽玄米」と微生物の生命が結ばれ「蒸す日」が誕生しました。酸味が強く、独特の
香りがありあアルコール度数が低く、従来の日本酒という概念から大変かけ離れています。瓶
の中には乳酸菌や酵母も生きていて、さまざまな健康効果が報告されています。

千葉県香取郡神崎町　　　寺田本家

菩提酛仕込み

醍醐のしずく
150ml ¥ 1,200

純米 麹米：コシヒカリ

生酛 掛米：コシヒカリ

Daigonosizuku BTL
720ml ¥ 5,300

無濾過自然酒

現在の菩提山正暦寺に発し、鎌倉時代から戦国時代にかけて編み出された「菩提酛」仕込みの
お酒です。空中の天然乳酸と野生酵母（蔵付き酵母）を取り込んだ『そやし』という水を酛にして
仕込みました。そのまま味わっていただくため、割り水、濾過は一切行っていません。

千葉県香取郡神崎町　　　寺田本家

低アルコールのにごり酒
「ニコニコにっごり」

150ml ¥ 1,100
純米 麹米：

生酛 掛米：

Nigorishu BTL
720ml ¥ 4,800

無濾過自然酒

ヨーグルトやマッコリのような味の、低アルコールのお酒です。

千葉県香取郡神崎町　　　寺田本家

熟成甘口酒「花啓く」 150ml ¥ 1,300
純米 麹：コシヒカリ

生酛 掛：コシヒカリ

Hana Hiraku BTL
720ml ¥ 5,800

無濾過自然酒

甘口に仕上げた生酛純米酒をゆっくりと蔵の中でねかせて生まれたお酒です。原料を贅沢に
使った香り高い甘味が、生酛ならではの酸味とあいまったコクのある濃厚な味わいです。じっくり
と時間をかけ醸された、ふくよかな甘い味わいをお楽しみください。

千葉県香取郡神崎町　　　寺田本家

「なんじゃもんじゃ」
純米８０生原酒

150ml ¥ 1,200
大吟醸

香取80の生原酒。濾過や割水など手を加えずにそのまま瓶詰めしました。原酒の味わい深い
豊かなコク、キレの良い酸味をお楽しみください。「なんじゃもんじゃ」の名は神崎神社のご神木
に由来します。

千葉県香取郡神崎町　　　寺田本家

麹：亀の尾

生酛 掛：亀の尾

Nanjyamonjya　Nama　Genshu BTL
720ml ¥ 5,300

無濾過自然酒



*Junmai Daiginjō * : Extreme high polished only

* Ginjō * : Higher polished

* Junmai * : Polished rice only

* Honjōzō * : Authenicaiiy-brewed
* Nama chozō * : Live storage sake

麹米 美山錦

掛米 美山錦

精米歩合 麹・掛50%

日本酒度 十3

酸度2.2 アミ酸1.4
酵母 無添加

無農薬 麹自家培養

蔵元 Al 15%

精米歩合 麹・掛60%

日本酒度 十2

酸度2.1 アミ酸1.７
酵母 無添加

無農薬 麹自家培養

蔵元 Al 13%

精米歩合 80%

日本酒度 十9.5

酸度3.2 アミ酸1.9
酵母 無添加

無農薬 麹自家培養

蔵元 Al 19%

精米歩合 麹・掛65%

日本酒度 -1

酸度2.3 アミ酸1.9

無農薬 麹自家培養

蔵元 Al 17%

本醸造酒

日　本　酒   千葉の地酒
LOCAL SAKE

大吟醸酒

吟醸酒

純米酒

生貯蔵酒

五人娘純米大吟醸酒 150ml ¥ 1,600
純米

大吟醸

Gonin Musume BTL
720ml ¥ 7,500

生酛

* Junmai Daiginjō * 無濾過自然酒

生酛仕込み・酵母無添加の稀有な純米吟醸酒です。自然米を贅沢に削り、寒の時期にじっくり
と
発酵させた芳醇な味と豊かな香りをお楽しみください。

千葉県香取郡神崎町　　　寺田本家

五人娘純米吟醸　生酒
純米 麹米：美山錦

吟醸生酒 掛米：美山錦

Gonin musume　Nama BTL
300ml ¥ 2,300

生酛

 * Junmai Ginjō * 無濾過自然酒

五人娘純米吟醸酒を火入れせずに瓶詰めしました。やわらかで芳醇な味吟醸の生酒です。

千葉県香取郡神崎町　　　寺田本家

「寺田本家　木桶仕込み」
純米８０火入れ原酒

150ml ¥ 1,500
純米 麹米：中生神力

生酛 掛米：中生神力

Kioke Jikomi BTL
720ml ¥ 6,800

無濾過自然酒

木桶に住むたくさんの微生物、その微生物たちが木桶ならではの、独特のまろやかな味わいを
生み出してくれます。原材料は自家田育ちの在来種。生酛で丁寧に仕込みました。豊かな木桶
の文化、さらなる微生物との響き合い、進化する自然酒造りをお楽しみください。

千葉県香取郡神崎町　　　寺田本家

五人娘熟成古酒「懐古
酒」　火入れ元酒（平成14年度

150ml ¥ 1,600
純米

五人娘の原酒を蔵の中で10年以上寝かせ、時間のエネルギーを詰め込むことでまろやかに、よ
り味わい深くなった熟成酒です。熟成することで水とアルコールの分子が結びつき、身体に吸収
されやすい形になっています。だから体内でアルコールの分解も早く、酔い心地は軽やか。

千葉県香取郡神崎町　　　寺田本家

麹米：

原酒 掛米：

Kaikoshu BTL
720ml ¥ 7,500

生酛

無濾過自然酒


