
1,980 円

円

円

表示価格は全て税込みでございます

（長野県・遠藤酒造場）

1,650 円

③

（長野県・大信州酒造）

1,650

1,980

（山口県・旭酒造）

②

（愛知県・萬乗醸造）

④

獺祭（だっさい）純米大吟醸 磨き二割三分

醸し人九平次（かもしびとくへいじ）純米大吟醸 別誂（べつあつらえ）

大信州（だいしんしゅう）純米大吟醸 梓水龍泉（しすいりゅうせん）

渓流（けいりゅう）大吟醸 しずく

①

今の日本酒人気をつくった立役者ともいえるお酒です。23%という極
限まで磨いた山田錦を使い、最高の純米大吟醸に挑戦しました。
華やかな上立ち香と口に含んだとき のきれいな蜂蜜のような甘み、
飲み込んだ後口はきれいに切れていきながらも長く続く余韻。

まるでワイン・・・ワインに負けないワインような日本酒造りに取り組む
愛知県・萬乗醸造のお酒。アンデスメロン、洋ナシ、リンゴの皮の香
り。　ほのかにライチや木の葉、ヒノキの香り。ホワイトチョコの甘み
に、ミカンの皮の白い部分の様なほのかな渋みを感じます。透明感
がありながらもクリーミーでリッチ。土、水、光、風といった天地の趣
をうちに秘めながらも、エレガントに仕上がっています。

松本市・大信州酒造のコンクール出品酒。ロンドンで開催されるワイ
ン・コンペ「インターナショナル・ワイン・チャレンジ」において2016年
ゴールドメダルなどをW受賞。上品な含み香、山田錦の柔らかでふ
くよか、キレイな旨み。ため息が出るほど、お米からできたとは思え
ない味わいが広がります。

ワイングラスでおいしい日本酒アワード2015.2016二年連続受賞！
モンドセレクション12年連続金賞受賞！他、様々な賞を受賞した須
坂市・遠藤酒造場の逸品。昔のままの自然圧搾で、一滴一滴、時
間をかけて清酒に仕上げました。華やかさと上品さを併せ持つ仕上
がりに「贅」を感じていただける自信作です。

ワイングラスはその形状から、日本の伝統的な酒器ではつかみきれなかった繊細な香りまでも感じさせてくれます。また、底面ま

で見えるグラス形状により、微妙な色付きや粘性をも感じられます。同じ日本酒を猪口からワイングラスに移しただけでも、誰も

が違いを感じられるほど味わいが変わります。日本酒の持つ香りがこんなにも品があり、良いものだったことを初めて知った日本

人も多いほどです。ワイングラスは日本酒の秘めたる魅力を引き出してくれる、最良のパートナーなのです。

-ワイングラスで日本酒を味わう-



表示価格は税込みでございます

⑧縁㐂 本醸造

お酒の原料の米と水にこだわった、信州中野の地酒です。水は平成の名水百選
に選ばれた、「龍興寺清水」を米洗いから全ての仕込みに用い、この土地ならで
はのお料理合う「旨辛」の味わいに仕上げております。お米はもう10年以上前に
兵庫県より苗を分けていただいた山田錦を社長自ら栽培し使用しています。含み
に丸く豊かな旨みが広がり、喉奥に行くにつれ綺麗にキレる、飲み口十分だけど
杯が進むお酒です。

志賀高原の麓、沓野で約200年にわたり、つくっています。決して、淡麗・辛口の
酒ではありません。お飲みいただくのが一番ですが、あえていうなら端麗・旨口で
あると思っています。この地の寒冷な気候と良質な水を活かした、キレのある旨
口の酒を、丹念に適正規模つくり、目の届く範囲で、責任をもってお届けします。

一合（燗・冷） 660 円

一合（冷酒） 990 円

⑤大信州 掟破り 大吟醸

⑥大信州 N.A.C ひとごこち 純米吟醸

⑦志賀泉 一滴二滴 純米吟醸

大信州様の造りの基本は幾つもあるのですが、年間小仕込みのタンクで仕込む
お酒は70本を超えます。他のタンクのお酒とブレンドせず、仕上がったお酒をそ
のまま無濾過、無加水で瓶詰めします。正し年間数本のみブレンドするお酒があ
ります。「槽場詰め」とこの「掟破り」です。至高のイメージを作り上げるための一
本。蔵人が描く理想の一本かもしれません。

NACとは、その加工品の原産地が信州長野県であることを保証する制度で、清
酒の場合、信州でとれた酒造好適米を用い、仕込水も県内に限られ、醸造、瓶詰
め、さらに厳しい官能検査（色、香り、味わいなど）を経て合格したものだけに与え
られる商号です。とても柔らかい口当たりとまろやかな味わい、食事に合うキレイ
な酸が特徴です。米、水、そしてお蔵の実力が全て評価された結果です。信州の
地酒の素晴らしさをどうぞご堪能下さい。

一合（冷酒） 1,540 円

一合（冷酒） 1,210 円

善光寺屋酒店の店主「仁科 通」がおススメする

北信州の日本酒！！

利酒師



北信州で作られた極上の大吟醸を厳選致しました。

３種類の厳選された大吟醸をワイングラスで、香りと共に飲み
比べる至極のセットです。

清酒アドバイザーが厳選した、椿野の料理に合う３酒をお楽し
み下さい。

◆ 醸し人九平次 純米大吟醸 別誂 愛知県・萬乗醸造

◆ 大信州 純米大吟醸 梓水龍泉 松本市・大信州酒造

大信州 飲み比べセット「至高」 円

1,870 円

N.A.C ひとごこち 純米吟醸 松本市・大信州酒造

長野市・よしのや酒造

大吟醸 飲み比べセットSAKEプレミアム

◆

2,530 円

◆ 獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分 山口県・旭酒造

表示価格は全て税込みでございます

超辛口 純米吟醸

1,320

松本市・大信州酒造

手の内　純米吟醸 松本市・大信州酒造

◆

◆

◆

渓流 大吟醸 しずく 須坂市・遠藤酒造場

◆

◆

北信州 大吟醸飲み比べセット「極み」

大信州 厳選中取り 八重原純米大吟醸 松本市・大信州酒造

西之門 純米大吟醸

10

9

11



⑫〈生ビール〉

⑬〈生ビール（小）〉

⑭〈中瓶〉

麦

芋

㉚ザクロサワー 880円

㉛青りんごサワー 880円

㉜ピーチサワー 880円

⑯志賀高原ペールエール

(300ml) ７７０円

ホップの香りをきわだたせたアメリカンペール

エールというスタイルで、グレープフルーツのよ

うな柑橘系のアロマが印象的。味わいはドライ

で、力強く、個性的な風味をかもし出しています。

〈山ノ内町・玉村本店 〉

梅酒

㉙チョーヤ梅酒 グラス 770円
（ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り）

表示金額は税込です

アサヒスーパードライ

㉑ハイボール
１，１００円

㉒その他グラス １，１００円

（ロック・水割り・湯割り)

㉓ボトル １３，２００円

⑱ハイボール
７７０円

⑲その他グラス ７７０円

（ロック・水割り・湯割り）

⑳ボトル ４，８４０円

デザートによく

合います。

㉘大信州 梅酒

厳選された大粒で完熟な南高梅を原料にホワイトリカー（焼酎）を使用

せずに大信州の純米吟醸で造られたこだわりの梅酒です。

日本酒だけで梅を漬けるのは想像以上の手間とリスクがあり梅酒が出来

上がるまで大変神経を使います。

旨味、甘味と酸味のバランスが良く品のある味わいをお楽しみになれま

す。

グラス 990円
（ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り）

８８０円

６０５円

８８０円

⑮〈ノンアルコールビール〉 ５５０円

焼酎
㉔ボトル

㉕グラス

㉖ボトル

㉗グラス

4,400円

770円

4,400円

770円

（ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り）

黒霧島

サワー

ウィスキー

いいちこ

㉙志賀高原ペールエール

(300ml) ７９２円

ホップの香りをきわだたせたアメリカンペール

エールというスタイルで、グレープフルーツのよ

うな柑橘系のアロマが印象的。味わいはドライ

で、力強く、個性的な風味をかもし出しています。

〈山ノ内町・玉村本店 〉

⑰志賀高原ポーター

(300ml) ７７０円

クリーンな味わいで女性にも人気です。

イギリス産最高級モルト「マリスオッター」をベー

スに、エスプレッソのようなほのかなロースト香

が特徴で、グリルした料理などとの相性も抜群

です。黒いビールは苦手という方にこそお試し

いただきたい、ビール創業時からの大定番で

す！

〈山ノ内町・玉村本店 〉

今、地ビールマニアの間で人気急上昇中！



表示価格は税込みでございます

㊲

㊴

レモンやグレープフルーツなどの柑橘系のフレッシュな酸味、
ハーブ系の爽やかな香り。
果実味と酸味のバランスがとても良いワイン。

グラス内で広がる香り、時間の経過による香りの変化も楽しめる。
クリーミーな食材を使った料理や、バターを使った料理などとの相性が
よい。綺麗な酸と果実感に樽由来の香りが混ざり合うワイン。

グラス 990 円 ㊵

990 円

ボトル

ボトル

1,100 円

7,150 円1,100 円 ボトル

●【赤】メルロ＆カベルネ
黒系ベリーの香りの加え、ハーブ（ナツメグ、シナモン）やコーヒーや
ココナッツなどの香り、味わいは繊細なタンニンが柔らかく、雑味の
少ないクリーンな味わい。

6,600 円

6,600 円

●【白】シャルドネ 綺麗な酸と果実感に樽由来の香りが混ざり合うワイン

グラス ㊳

●【赤】ピノ・ノワール 果実感と酸、タンニンがバランスよく重なるワイン

黒系果実の香りにタンニンが芯をなす味わいのワイン

果実感と酸が生き生きと広がり食事を引き立てるワイン

グラス ㉞㉝

㉟

香りにはラズベリーやチェリー、バラの香りがみられ、華やかな印象。
味わいはしなやかで、酸味とスパイシーさの調和がとられている。
果実感とタンニンの軽やかな味わいにグラスが進む赤ワイン。

グラス 7,150

●【白】ソーヴィニヨン・ブラン

円 ボトル㊱

信州たかやまワイナリーは、長野県北部に位置する高山

村に2016年に設立されたばかりの新進気鋭のワイナリー。

ブドウ栽培に好条件な産地である高山村で、醸造・栽培

のスペシャリスト達が、透明感のある味わいのワインを造っ

ています。設立して日は浅いですが、日本ワイナリーア

ワード4つ星を獲得した実績を誇る他、人気漫画「マリアー

ジュ～神の雫 最終章～」に取り上げられるなど、注目度の

高いワイナリーです。

辛 口

やや辛口

やや重い

軽やか



㊹ピーチりんごソーダ

自社農場産りんご果汁と桃果汁のソーダ割り。

㊺ジンジャーアップル

生姜りんごハチミツ漬けのソーダ割り。

㊻ハニーレモン

国産レモンハチミツ漬けのソーダ割り。

㊼ザクロオレンジ

ザクロ果汁のオレンジジュース割り。

㊽ コカ・コーラ

㊾ジンジャーエール

㊿ 三ツ矢サイダー

㊾ ウーロン茶

フレッシュジュース

㊶１００％オレンジジュース

㊷１００％ブルーベリージュース

㊸私たちの農協の１００％りんごジュース

ノンアルコールカクテル

各８８０円

信州のフルーツといえば、やっぱり

「りんご」です。りんごのおいしさを

決めるのは、「昼夜の寒暖差が大きい

気候であること」「純粋で綺麗な水が

あること」「澄んだ空気に育まれた土

壌があること」です。

長野県山ノ内町の志賀高原山麓はこれ

らの条件が揃っているため、おいしい

りんごが収穫されます。

そんなおいしいりんご１００％のスト

レートジュースをぜひお召し上がり下

さいませ。

表示金額は税込です

ソフトドリンク
各３３０円

15

330円

440円

440円


