
商品コード 商品名 容量 旧価格 新価格 税区分

2939 ますいずみ　吟醸辛口 180 ¥330 ¥385 内税

1650 よしのとも  純 1,800 ¥2,420 ¥2,783 内税

5815 よしのとも　純　720ml 720 ¥1,210 ¥1,397 内税

881 よしのとも　純米　旨辛 1,800 ¥2,640 ¥3,036 内税

887 よしのとも　純米　旨辛720ml 720 ¥1,320 ¥1,518 内税

2921 一乃谷　秋あがり山廃仕込特別純米　720ml 720 ¥1,629 ¥1,710 内税

2638 一乃谷　純米大吟醸（稀覯）　720 720 ¥2,036 ¥2,140 内税

2637 一乃谷　大吟醸（暁）720ｍｌ 720 ¥1,884 ¥2,000 内税

7422 花垣　山廃純米　720ml 720 ¥1,595 ¥1,650 内税

346 花垣　純米 1,800 ¥2,750 ¥2,860 内税

363 花垣　純米　720ml 720 ¥1,375 ¥1,430 内税

344 花垣　純米吟醸 1,800 ¥3,300 ¥3,520 内税

345 花垣　純米吟醸　720ml 720 ¥1,650 ¥1,760 内税

343 花垣　純米大吟醸　720ml 720 ¥2,200 ¥2,420 内税

867 花垣　生もと純米酒　720 720 ¥1,650 ¥1,760 内税

5248 花垣　超辛純米 1,800 ¥2,750 ¥2,860 内税

6745 花垣　超辛純米　720ml 720 ¥1,375 ¥1,430 内税

4723 玉旭  そよかぜ純米　1800ml 1,800 ¥2,750 ¥3,080 内税

4724 玉旭  そよかぜ純米　720ml 720 ¥1,650 ¥1,815 内税

4643 玉旭  酒母搾り純米生原酒　ECHOES 1,800 ¥2,860 ¥3,300 内税

3824 玉旭  純米 うすにごり  WHITE 1,800 ¥2,640 ¥2,860 内税

4518 玉旭  純米 ほしぞらにごり　1800ml 1,800 ¥2,750 ¥3,080 内税

4576 玉旭  純米 ほしぞらにごり　720ml 720 ¥1,650 ¥1,815 内税

3828 玉旭  純米うすにごり  WHITE　720ml 720 ¥1,375 ¥1,540 内税

1908 玉旭  大吟醸　おわら娘　720ml 720 ¥2,090 ¥2,310 内税

6749 玉旭　ECHOES　Σ　720ml 720 ¥2,200 ¥2,420 内税

7360 玉旭　ショートケーキ　720ml 720 ¥1,540 ¥1,980 内税
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1183 玉旭　限定大吟醸　風の盆恋唄 1,800 ¥6,930 ¥7,700 内税

2595 玉旭　五臓六腑に染み渡る純米酒 1,800 ¥2,310 ¥2,530 内税

3020 玉旭　五臓六腑に染み渡る純米酒　720ml 720 ¥1,320 ¥1,485 内税

4570 玉旭　酒母搾り純米生原酒ECHOES　720ml 720 ¥1,760 ¥1,980 内税

4614 玉旭　純吟原酒（火入）なかやす限定720ml 720 ¥1,870 ¥2,090 内税

2854 玉旭　純米吟醸　おわらの里 1,800 ¥2,860 ¥3,300 内税

1909 玉旭　純米吟醸　おわらの里　720ml 720 ¥1,760 ¥1,980 内税

4247 玉旭　純米吟醸 シルバー 1,800 ¥2,860 ¥3,300 内税

4243 玉旭　純米吟醸 ｼﾙﾊﾞｰ　720ml 720 ¥1,760 ¥1,980 内税

4246 玉旭　純米吟醸 ﾌﾞﾗｯｸ 1,800 ¥2,860 ¥3,300 内税

4236 玉旭　純米吟醸 ﾌﾞﾗｯｸ　720ml 720 ¥1,760 ¥1,980 内税

4613 玉旭　純米吟醸原酒（火入）　なかやす限定 1,800 ¥3,300 ¥3,520 内税

4604 玉旭　純米吟醸生原酒なかやす限定 1,800 ¥3,300 ¥3,520 内税

4605 玉旭　純米吟醸生原酒なかやす限定 720 720 ¥1,870 ¥2,090 内税

4558 玉旭　純米無濾過原酒 DESPERADO　720ml 720 ¥1,870 ¥2,090 内税

4559 玉旭　純米無濾過生原酒DESPERADO 1,800 ¥3,300 ¥3,520 内税

49 玉旭　上撰本醸造　おわら娘 1,800 ¥2,200 ¥2,420 内税

3655 玉旭　大吟醸　おわら娘（箱なし） 1,800 ¥4,180 ¥4,620 内税

4263 玉旭　大吟醸 ﾌﾞﾙｰ 1,800 ¥4,180 ¥4,620 内税

4484 玉旭　大吟醸 ﾌﾞﾙｰ　720ml 720 ¥2,090 ¥2,310 内税

5381 玉旭　富富富　720ml 720 ¥2,200 ¥2,530 内税

1910 玉旭　風の盆恋歌限定大吟　720ml 720 ¥3,520 ¥3,850 内税

1056 玉旭　豊穣純米　山吹 1,800 ¥2,970 ¥3,520 内税

1253 銀盤　純米大吟醸　米の芯　720ml 720 ¥3,850 ¥4,000 内税

4309 銀盤　特別純米・剣岳 1,800 ¥2,200 ¥2,420 内税

145 銀盤　播州50 純米大吟醸 1,800 ¥2,970 ¥3,100 内税

135 銀盤　播州50純米大吟醸　720ml 720 ¥1,430 ¥1,500 内税
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1429 幻の瀧　しぼりたて純米酒 1,800 ¥2,640 ¥2,915 内税

3684 幻の瀧 ゆずｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ ShuShu 250ml 250 ¥462 ¥495 内税

5546 幻の瀧　奥秘境　720ml 720 ¥3,850 ¥4,235 内税

4014 幻の瀧　夏の涼み酒純米吟醸　720 720 ¥1,650 ¥1,815 内税

4977 幻の瀧　吟醸生貯180 180 ¥330 ¥363 内税

153 幻の瀧　吟醸生貯蔵酒　　300ml 300 ¥518 ¥572 内税

889 幻の瀧　雫酒　純米大吟醸山田錦　720ml 720 ¥3,300 ¥3,630 内税

357 幻の瀧　雫酒　純米大吟醸雄山錦　720ml 720 ¥2,970 ¥3,300 内税

3150 幻の瀧　純金箱入 1,800 ¥2,860 ¥3,300 内税

2791 幻の瀧　純米吟醸 1,800 ¥2,750 ¥3,025 内税

33 幻の瀧　純米吟醸　720ml 720 ¥1,488 ¥1,650 内税

3366 幻の瀧　純米吟醸うすにごり（春限定） 1,800 ¥2,640 ¥2,915 内税

1829 幻の瀧　純米吟醸うすにごり（春限定） 720 ¥1,540 ¥1,705 内税

4918 幻の瀧　純米吟醸ひやおろし 1,800 ¥3,080 ¥3,388 内税

5505 幻の瀧　純米吟醸ひやおろし　720ml 720 ¥1,760 ¥1,936 内税

1711 幻の瀧　純米酒　しぼりたて　720 720 ¥1,320 ¥1,595 内税

6785 幻の瀧　純米大吟醸 1,800 ¥5,500 ¥6,050 内税

537 幻の瀧　大吟醸 1,800 ¥4,400 ¥4,840 内税

686 幻の瀧　大吟醸　720ml 720 ¥2,750 ¥3,025 内税

4688 幻の瀧　大吟醸　しぼりたて 1,800 ¥3,740 ¥4,125 内税

1393 幻の瀧　大吟醸しぼりたて　720 720 ¥2,200 ¥2,420 内税

4494 幻の瀧　本流 1,800 ¥2,310 ¥2,530 内税

3018 幻の瀧　本流　720ml 720 ¥1,100 ¥1,210 内税

4957 幻の瀧　名水乃蔵特別純米　720ml 720 ¥1,210 ¥1,320 内税

1668 皇国晴　純米吟醸　巖瀨 1,800 ¥3,300 ¥3,630 内税

1677 皇国晴　純米吟醸　巖瀨　720 720 ¥1,760 ¥1,936 内税

4300 黒部峡　純米大吟醸 1,800 ¥11,000 ¥13,200 内税
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43 黒部峡　純米大吟醸 斗瓶囲い　720ml 720 ¥5,500 ¥6,600 内税

3754 黒部峡　大吟醸 1,800 ¥6,600 ¥7,260 内税

79 黒部峡　大吟醸　720ml 720 ¥3,300 ¥3,850 内税

2616 黒部峡　大吟醸袋吊しずく　720ml 720 ¥4,400 ¥4,950 内税

74 三笑楽  純米吟醸 1,800 ¥4,235 ¥4,270 内税

72 三笑楽  純米酒 1,800 ¥2,860 ¥3,020 内税

1638 三笑楽  純米大吟醸　720ml 720 ¥4,950 ¥4,958 内税

6922 三笑楽  蔵出生原酒　720ml 720 ¥1,620 ¥1,658 内税

71 三笑楽  大吟醸　720ml 720 ¥3,520 ¥3,858 内税

6299 三笑楽　ｶｯﾌﾟ180ｍｌ 180 ¥285 ¥342 内税

2202 三笑楽　貴醸酒　あまし 300 ¥1,314 ¥1,443 内税

2736 三笑楽　原酒 1,800 ¥2,618 ¥2,740 内税

1689 三笑楽　原酒　720ml 720 ¥1,276 ¥1,357 内税

69 三笑楽　山廃仕込み 1,800 ¥2,310 ¥2,520 内税

1918 三笑楽　山廃仕込み　720ml 720 ¥1,177 ¥1,257 内税

2754 三笑楽　山廃純米 1,800 ¥3,227 ¥3,300 内税

6776 三笑楽　山廃純米吟醸　亀の尾　火入 1,800 ¥3,465 ¥3,500 内税

6777 三笑楽　山廃純米吟醸　亀の尾　火入　720 720 ¥1,947 ¥1,960 内税

4278 三笑楽　純米ひやおろし　720ml 720 ¥1,609 ¥1,748 内税

1350 三笑楽　純米吟醸　720ml 720 ¥2,178 ¥2,208 内税

5958 三笑楽　純米吟醸　生　720ml 720 ¥2,200 ¥2,300 内税

2629 三笑楽　純米吟醸生 1,800 ¥4,439 ¥4,500 内税

73 三笑楽　純米酒　720ml 720 ¥1,430 ¥1,538 内税

5462 三笑楽　純米酒　富山県 1,800 ¥2,607 ¥2,770 内税

1662 三笑楽　純米生原酒 1,800 ¥3,410 ¥3,500 内税

1665 三笑楽　純米生原酒720 720 ¥1,705 ¥1,748 内税

596 三笑楽　純米生貯蔵　300ml 300 ¥620 ¥683 内税
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1917 三笑楽　上撰 1,800 ¥2,090 ¥2,320 内税

6065 三笑楽　赤ﾗﾍﾞﾙ 純米酒 1,800 ¥2,682 ¥2,800 内税

6066 三笑楽　赤ﾗﾍﾞﾙ 純米酒　720ml 720 ¥1,352 ¥1,400 内税

2523 三笑楽　蔵出生原酒 1,800 ¥3,300 ¥3,320 内税

67 三笑楽　蔵出濁酒生 1,800 ¥3,454 ¥3,520 内税

68 三笑楽　蔵出濁酒生　720ml 720 ¥1,804 ¥1,858 内税

1189 三笑楽　大吟醸 1,800 ¥7,095 ¥7,720 内税

6068 三笑楽　特別純米（山廃）720ｍｌ 720 ¥1,865 ¥1,880 内税

4458 三笑楽　酉印 1,800 ¥1,880 ¥2,020 内税

2898 三笑楽　備前雄町　山廃純米 1,800 ¥2,860 ¥2,950 内税

7651 三笑楽　備前雄町　山廃純米　720ｍｌ 720 ¥1,430 ¥1,500 内税

5196 曙　STAR　AKEBONO　720ml 720 ¥2,200 ¥2,530 内税

6758 曙　純米酒ｶｯﾌﾟ180ml 180 ¥330 ¥440 内税

8 勝駒　しぼりたて新酒本生 1,800 ¥2,640 ¥2,860 内税

18 勝駒　しぼりたて新酒本生　720ml 720 ¥1,320 ¥1,430 内税

5 勝駒　純米 1,800 ¥3,080 ¥3,300 内税

15 勝駒　純米　720ml 720 ¥1,650 ¥1,760 内税

3 勝駒　純米吟醸 1,800 ¥4,400 ¥4,730 内税

13 勝駒　純米吟醸　720ml 720 ¥2,310 ¥2,420 内税

14 勝駒　純米吟醸生　720ml 720 ¥2,310 ¥2,420 内税

6 勝駒　純米生酒 1,800 ¥3,080 ¥3,300 内税

16 勝駒　純米生酒　720ml 720 ¥1,650 ¥1,760 内税

25 勝駒　純米大吟醸 　720ml 720 ¥5,500 ¥5,940 内税

21 勝駒　上撰 1,800 ¥2,146 ¥2,380 内税

1 勝駒　大吟醸 1,800 ¥5,500 ¥6,380 内税

11 勝駒　大吟醸 　720ml 720 ¥3,080 ¥3,300 内税

12 勝駒　大吟醸しぼりたて生　720ml 720 ¥3,080 ¥3,300 内税
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19 勝駒　特吟　720ml 720 ¥4,180 ¥4,840 内税

9 勝駒　特吟　化粧箱なし 1,800 ¥8,800 ¥9,680 内税

20 勝駒　特吟　化粧箱入　720ml 720 ¥4,310 ¥4,970 内税

10 勝駒　特吟　化粧箱入り 1,800 ¥9,540 ¥10,420 内税

7 勝駒　本仕込 1,800 ¥2,420 ¥2,640 内税

17 勝駒　本仕込　720ml 720 ¥1,320 ¥1,430 内税

444 成政  大吟醸 なりまさ 1,800 ¥6,600 ¥7,260 内税

6861 成政  斗瓶取り大吟醸 1,800 ¥11,000 ¥12,100 内税

2241 成政　貴醸酒 375ml 375 ¥2,200 ¥2,200 内税

6860 成政　玉栄　魂を醸す 1,800 ¥3,520 ¥3,740 内税

2877 成政　玉栄　特別純米　魂を醸す　720ｍｌ 720 ¥1,760 ¥1,870 内税

1710 成政　吟醸 1,800 ¥3,080 ¥2,860 内税

6743 成政　佐々成政　黒　雄山錦純米酒 1,800 ¥2,860 ¥3,080 内税

6784 成政　佐々成政　純米酒　黒720ml 720 ¥1,430 ¥1,540 内税

2704 成政　純米　生　淡清 1,800 ¥2,640 ¥2,860 内税

7645 成政　純米酒「2006」　300ml 300 ¥2,420 ¥2,750 内税

2705 成政　純米酒生　淡清　720 720 ¥1,320 ¥1,430 内税

382 成政　上撰 1,800 ¥2,095 ¥2,310 内税

65 成政　大吟醸　「医王山」　720ml 720 ¥2,200 ¥2,420 内税

574 成政　大吟醸　医王山 1,800 ¥4,400 ¥4,840 内税

316 成政　大吟醸「なりまさ」　720ml 720 ¥3,300 ¥3,630 内税

2708 成政　雄山錦　純米　魂を醸す 1,800 ¥2,640 ¥3,080 内税

2709 成政　雄山錦　純米　魂を醸す 720 720 ¥1,320 ¥1,540 内税

6826 成政　雄山錦　大吟醸　オーク樽　720ml 720 ¥2,640 ¥2,860 内税

706 満寿泉  吟醸 1,800 ¥2,750 ¥3,080 内税

55 満寿泉　しぼりたて　720ml 720 ¥1,320 ¥1,430 内税

159 満寿泉　しぼりたて新酒 1,800 ¥2,640 ¥2,860 内税
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967 満寿泉　一号しぼり 720 ¥1,650 ¥2,200 内税

3277 満寿泉　貴醸酒　500ml 500 ¥2,420 ¥3,300 内税

3280 満寿泉　貴醸酒　生　500ｍｌ 500 ¥2,420 ¥3,300 内税

1675 満寿泉　貴醸酒オーク樽熟成　720ｍｌ 720 ¥4,400 ¥4,950 内税

57 満寿泉　吟醸　720ml 720 ¥1,430 ¥1,650 内税

6013 満寿泉　限定大吟醸 1,800 ¥7,700 ¥8,800 内税

1372 満寿泉　限定大吟醸　720ml 720 ¥3,850 ¥4,400 内税

175 満寿泉　純米 1,800 ¥2,750 ¥3,080 内税

373 満寿泉　純米吟醸 1,800 ¥3,300 ¥3,630 内税

5791 満寿泉　純米吟醸　720ml 720 ¥1,870 ¥1,980 内税

1430 満寿泉　純米吟醸　生 1,800 ¥3,300 ¥3,740 内税

1395 満寿泉　純米吟醸生 720 ¥1,870 ¥2,035 内税

5304 満寿泉　純米生 1,800 ¥2,750 ¥3,190 内税

2548 満寿泉　純米生　　720ml 720 ¥1,540 ¥1,705 内税

605 満寿泉　純米大吟醸　720ml 720 ¥4,400 ¥4,950 内税

278 満寿泉　純米大吟醸 化粧箱なし 1,800 ¥8,800 ¥9,900 内税

265 満寿泉　純米大吟醸 化粧箱入 1,800 ¥9,350 ¥10,450 内税

3530 満寿泉　辛口　白ﾗﾍﾞﾙ 1,800 ¥1,980 ¥2,090 内税

849 満寿泉　大吟醸 <寿> 化粧箱なし 1,800 ¥11,000 ¥12,100 内税

177 満寿泉　大吟醸 <寿> 化粧箱入 1,800 ¥12,100 ¥13,200 内税

179 満寿泉　大吟醸 <寿>720ｍｌ 720 ¥6,050 ¥6,600 内税

5802 満寿泉　大吟醸　720ml 720 ¥2,970 ¥3,190 内税

276 満寿泉　大吟醸 化粧箱なし 1,800 ¥4,950 ¥5,500 内税

58 満寿泉　大吟醸 化粧箱入 1,800 ¥5,500 ¥6,050 内税

4180 満寿泉　特撰大吟醸　720ml 720 ¥2,420 ¥2,640 内税

54 満寿泉　特選大吟醸　化粧箱入り 1,800 ¥4,400 ¥4,840 内税

1522 満寿泉　特選大吟醸箱なし 1,800 ¥3,850 ¥4,290 内税
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3517 満寿泉　本格辛口　通 1,800 ¥2,750 ¥3,300 内税

1620 満寿泉　本醸造 ﾏｽ印 1,800 ¥2,200 ¥2,420 内税

4295 有磯 曙  純米生原酒　720ml 720 ¥1,650 ¥1,870 内税

5372 有磯 曙  袋吊大吟醸 青海白峰　720ml 720 ¥6,600 ¥7,700 内税

5692 有磯 曙  本醸造 1,800 ¥2,420 ¥2,750 内税

2756 有磯 曙　純米（箱なし） 1,800 ¥3,300 ¥3,300 内税

5186 有磯 曙　純米吟醸　獅子の舞 1,800 ¥3,960 ¥4,180 内税

5191 有磯 曙　純米吟醸　獅子の舞 720ml 720 ¥1,980 ¥2,200 内税

5194 有磯 曙　純米吟醸　八代仙 1,800 ¥2,970 ¥3,630 内税

4001 有磯 曙　純米吟醸　八代仙　720ml 720 ¥1,650 ¥1,980 内税

5321 有磯 曙　純米吟醸（箱入） 1,800 ¥4,400 ¥4,950 内税

4257 有磯 曙　純米吟醸（箱入）　　720ml 720 ¥2,200 ¥2,750 内税

6263 有磯 曙　純米酒　大漁旗 1,800 ¥2,640 ¥2,970 内税

6264 有磯 曙　純米酒　大漁旗　720ml 720 ¥1,430 ¥1,650 内税

2369 有磯 曙　純米生原酒 1,800 ¥2,970 ¥3,300 内税

4753 有磯 曙　純米生原酒　70％精米 1,800 ¥2,259 ¥2,750 内税

4754 有磯 曙　純米生原酒　70％精米　720ml 720 ¥1,100 ¥1,430 内税

5587 有磯 曙　純米大吟醸（箱入） 1,800 ¥6,600 ¥7,150 内税

2033 有磯 曙　純米大吟醸（箱入）　720ml 720 ¥2,750 ¥3,850 内税

4417 有磯 曙　初嵐 純米 1,800 ¥2,750 ¥3,080 内税

956 有磯 曙　初嵐 純米吟醸 富の香 1,800 ¥3,300 ¥3,630 内税

3575 有磯 曙　初嵐 純米吟醸 富の香 720ml 720 ¥1,815 ¥1,980 内税

3576 有磯 曙　初嵐 純米酒 　720ml 720 ¥1,310 ¥1,650 内税

848 有磯 曙　初嵐　純米大吟醸熟成生 1,800 ¥3,630 ¥3,960 内税

846 有磯 曙 初嵐　純米大吟醸熟成生　720 720 ¥1,870 ¥2,200 内税

31 有磯 曙　上撰 1,800 ¥2,200 ¥2,420 内税

4182 有磯 曙　新酒 利右ェ門 1,800 ¥2,860 ¥3,080 内税
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4178 有磯 曙　新酒 利右ェ門　720ml 720 ¥1,320 ¥1,540 内税

5586 有磯 曙　大吟醸（箱入り） 1,800 ¥6,600 ¥7,150 内税

6016 有磯 曙　大吟醸（箱入り）　720ml 720 ¥3,300 ¥3,850 内税

2915 有磯 曙　特別純米　ひやおろし 1,800 ¥3,080 ¥3,300 内税

915 有磯 曙　特別純米ひやおろし　720ml 720 ¥1,760 ¥1,980 内税

6855 有磯曙　STAR　AKEBONO 1,800 ¥4,400 ¥4,730 内税

7382 有磯曙　本醸造　カップ　180ml 180 ¥275 ¥385 内税
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