
酒のやまもと　リキュールリスト

県 蔵元 商品名 小容量 価格

宮城県 新澤 佐藤農場の梅酒 ¥2,970
奥武蔵の梅酒 ¥2,593
琵琶のさざ波　黒糖梅酒 ¥2,530
梅酒ワイン　白 ¥2,657
梅酒ワイン　赤 ¥1,100 ←500ml ¥2,657
奥武蔵　にごり梅酒 ¥2,750

栃木県 小林 鳳凰美田　秘蔵梅酒 ¥1,540 ¥2,860
八海山の梅酒(清酒) ¥2,970
八海山の梅酒(焼酎) ¥2,970

石川県 車多 天狗舞梅酒 ¥2,640
岐阜県 玉泉 醴泉　黒糖梅酒 ¥2,816

青谷の梅酒 ¥1,265 ¥2,530
青谷の梅酒　原酒 ¥2,750 ¥5,500
はんなり京梅酒 ¥2,420
宇治玉露梅酒 ¥2,860
★LUSSO(ルッソ)★ ¥3,520

滋賀県 太田 びわ湖梅酒 ¥1,210 ¥2,640
あらごし梅酒 ¥1,694 ¥3,388
梅の宿梅酒 ¥2,420
月ヶ瀬の梅酒　原酒 ¥5,029
月ヶ瀬の梅酒 ¥3,080
とろとろ梅酒 ¥1,540 ¥3,080
月ヶ瀬の梅酒　花札 ¥2,420
鶴梅　完熟にごり梅酒 ¥1,540 ¥3,080
鶴梅　すっぱい ¥1,320 ¥2,640
八岐の梅酒 ¥2,420
鶴梅　完熟甘口梅酒 ¥1,100 ¥2,200
雑賀にごり梅酒 ¥1,815 ¥3,630
雑賀　黒糖梅酒 ¥3,630
雑賀　梅清酒 ¥1,485 ¥2,970
シークワーサー梅酒 ¥2,640
はっさく梅酒 ¥2,640
ゆず梅酒 ¥2,200
レモン梅酒 ¥2,200
緑茶梅酒 ¥2,178
赤い梅酒 ¥2,178
蜂蜜梅酒 ¥2,178

鳥取県 久米桜 久米桜の梅酒 ¥1,782
広島県 中国 かわいいライチ梅酒 ¥1,980
福岡県 井上 白い梅酒 ¥1,617 ¥3,234

佐多宗二 角玉梅酒 ¥1,760 ¥2,948
星舎　黒糖梅酒 ¥2,969
星舎　上等梅酒 ¥2,265
タカラボシ梅酒 ¥1,705

小正 小正の梅酒 ¥2,090
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酒のやまもとオリジナル
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酒のやまもと　リキュールリスト

県 蔵元 商品名 小容量 味わい 香り 価格

超濃厚ヨーグルト酒 ¥1,870 ¥3,520
芳醇ゆず酒 ¥3,300
香る紅茶酒 ¥1,760 ¥2,970
子宝　月山ぶどう　 ¥2,310 ¥4,620
子宝　いちご ¥3,520
子宝　山形もも・さくらんぼ ¥1,925 ¥3,850
子宝　ゆず ¥3,740
子宝　ラフランス ¥1,815 ¥3,630
子宝　マンゴー ¥1,980 ¥3,960
子宝　山形すもも ¥3,630
子宝　和梨 ¥1,430 ¥2,860
子宝　ヨーグルト ¥1,540 ¥3,080
子宝　りんご ¥1,430 ¥2,860
鳳凰美田　ゆず ¥1,760 ¥3,080
鳳凰美田　完熟もも ¥1,760 ¥3,080
すてきなゆず酒Maximum ¥1,430 ¥2,750
すてきなシークワ―サー酒 ¥2,750
すてきなみかん酒 ¥2,750
すてきなうめレモン酒 ¥1,430 ¥2,750
すてきなもも酒 ¥1,430 ¥2,750
すてきなパッションフルーツ酒 ¥2,750
すてきなマンゴー酒 ¥2,750
すてきなレッドグレープフルーツ酒 ¥2,750
奥武蔵　にごりあんず酒 ¥2,750

群馬県 龍神 尾瀬の雪どけ柚子れもん酒 ¥2,860
滋賀県 浪乃音 プレミアムジンジャーかぼす ¥3,256

ゆず酒 ¥1,694 ¥3,388
あらごしりんご酒 ¥3,388
あらごもも酒 ¥1,694 ¥3,388
あらごしみかん酒 ¥1,694 ¥3,388
鶴梅　夏みかん ¥1,595 ¥3,190
鶴梅　ゆず酒 ¥1,595 ¥3,190
鶴梅　いちご ¥1,430 ¥2,860
白いラフランス ¥1,476 ×
白いライチ ¥1,476 ×
白いシャルドネ ¥1,476 ×
美丈夫　ぽんしゅわ ¥1,100 ×
美丈夫　ゆずしゅわ ¥1,210 ×

鹿児島県 小正 小正すもも酒 ¥2,400

岐阜県 玉泉洞 ピーク ウイスキー × ¥2,673

奈良県 大和蒸留所 橘花 -KIKKA GIN- ¥5,500 ←700ml ×
桜尾 GIN Original ¥2,310 ←700ml ×
桜尾 GIN Limited ¥6,050 ←700ml ×

宮崎県 尾鈴山蒸留所 Osuzu Gin ¥2,035 ←200ml ¥4,290

高知県 池田柚華園 柚華(ゆうが) ¥2,453 ×

枚方本店：072-857-0082
大阪店：06-6214-6107
京都店：075-761-0124
森ノ宮キューズモール店：06-6809-1750

和のリキュール
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500mlのみ

別途期間限定有

1800mlのみ

※白いは牛乳系リキュール

500mlのみ

季節限定※在庫要確認

季節限定※在庫要確認

★・・・酒のやまもとオリジナル
※全て税込みの価格表記です。

クラフトジン
別途期間限定有

ノンアルコール
720mlのみ

←700ml

広島県 別途期間限定有
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