
限定60本

1等
赤ワイン限定

オーストラリア・カウラと日本を繋ぐために架けられた
「虹」をテーマとし、毎年この時期に限定でリリースさ
れる特別なワインです。

28（水）,29（木）,30（金）,31（土） の は、4日間

ポイント5倍歳末感謝祭
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※1柏屋快速便をご利用時に限ります。
※2配送（柏屋快速便）ご利用時には柏屋ポイントは付きません。
       快速便スタンプカードをお付けいたしております。

さらに柏屋ポイントもお付け※2します！

府中市マスコットキャラクター

ふちゅチケ
A券・B券

全部使えます。店頭・配送※1

電子マネー
取扱い開始しました。

電子マネー決済でも
柏屋ポイント付きます。

一七八九年創業

一七八九年創業 2022.12.28 ★お酒は20歳になってから。 年末・年始 営業時間のご案内 店舗は1/2（月） から営業いたします。快速便は1/4（水）からの受付となります。店舗は1/2（月） から営業いたします。快速便は1/4（水）からの受付となります。

 

 

　       1/3（火） 1/4（水）～1/5（木） 1/6（金）～
  店舗営業時間 10：00～20：00     10：00～18：00 10：00～18：00 10：00～20：00
快速便受付時間 10：00～19：00       10：00～16：00 10：00～19：00

10：00～18：00休業
休業 休業 休業

1/1（日） 1/2（月）～12/31(土）

年内無休 完備

http://www.kashiwaya-sake.com
TEL 042-366-4130酒通信 P営業時間 10:00～20:00

限定

泡 ドイツ
やや辛口

ブルーナン
ゴールド ・ エディション

ドイツ
やや辛口

ブルーナン
ゴールド ・ エディション

花やりんごのコンフィなど、少しに詰めた
甘い香り。程よいコクにリースリング特有
の伸びやかな酸味が加わり、甘すぎな
い飲み口。24 カラットの金箔入りで優
雅さを演出します。

花やりんごのコンフィなど、少しに詰めた
甘い香り。程よいコクにリースリング特有
の伸びやかな酸味が加わり、甘すぎな
い飲み口。24 カラットの金箔入りで優
雅さを演出します。

花やりんごのコンフィなど、少しに詰めた
甘い香り。程よいコクにリースリング特有
の伸びやかな酸味が加わり、甘すぎな
い飲み口。24 カラットの金箔入りで優
雅さを演出します。

750ml ¥1,600
（税込¥1,760）

本体
価格750ml750ml750ml ¥1,600¥1,600¥1,600
（税込¥1,760）（税込¥1,760）（税込¥1,760）

本体
価格

赤 オーストラリア
中重口

オーバー ・ ザ ・ レインボー シラーズ
酸化防止剤不使用で醸造されたシラーズ。生き生きとした
果実味、チェリーやダークチョコレートの風味。とてもフレッ
シュな味わいのワインです。

酸化防止剤不使用で醸造されたシラーズ。生き生きとした
果実味、チェリーやダークチョコレートの風味。とてもフレッ
シュな味わいのワインです。

酸化防止剤不使用で醸造されたシラーズ。生き生きとした
果実味、チェリーやダークチョコレートの風味。とてもフレッ
シュな味わいのワインです。

750ml750ml750ml ¥2,500¥2,500¥2,500 （税込¥2,750）（税込¥2,750）（税込¥2,750）
本体
価格

白 オーストラリア
辛口

オーバー ・ ザ ・ レインボー シャルドネ
有機栽培のブドウを使用して造るフレッシュなシャルドネで
す。グレープフルーツやパイナップルのようなトロピカルな
味わいと複雑さを備えた辛口白です。

有機栽培のブドウを使用して造るフレッシュなシャルドネで
す。グレープフルーツやパイナップルのようなトロピカルな
味わいと複雑さを備えた辛口白です。

有機栽培のブドウを使用して造るフレッシュなシャルドネで
す。グレープフルーツやパイナップルのようなトロピカルな
味わいと複雑さを備えた辛口白です。

750ml750ml750ml ¥2,500¥2,500¥2,500 （税込¥2,750）（税込¥2,750）（税込¥2,750）
本体
価格

赤 フランス
中重口

レ ・ ドゥーザニモ 
しなやかなメルロの質感と
適度なタンニンが、醤油や
味噌をつかった和食の料理
にも見事にマッチします。

しなやかなメルロの質感と
適度なタンニンが、醤油や
味噌をつかった和食の料理
にも見事にマッチします。

しなやかなメルロの質感と
適度なタンニンが、醤油や
味噌をつかった和食の料理
にも見事にマッチします。

750ml750ml750ml ¥1,500¥1,500¥1,500
（税込¥1,650）（税込¥1,650）（税込¥1,650）

本体
価格

宝山 干支ラベル
鹿児島県 西酒造

花やりんごのコンフィなど、少しに詰
めた甘い香り。程よいコクにリースリ
ング特有の伸びやかな酸味が加わ
り、甘すぎない飲み口。24 カラットの
金箔入りで優雅さを演出します。

花やりんごのコンフィなど、少しに詰
めた甘い香り。程よいコクにリースリ
ング特有の伸びやかな酸味が加わ
り、甘すぎない飲み口。24 カラットの
金箔入りで優雅さを演出します。

花やりんごのコンフィなど、少しに詰
めた甘い香り。程よいコクにリースリ
ング特有の伸びやかな酸味が加わ
り、甘すぎない飲み口。24 カラットの
金箔入りで優雅さを演出します。

720ml720ml720ml ¥1,500¥1,500¥1,500
（税込¥1,650）（税込¥1,650）（税込¥1,650）

本体
価格

1800ml1800ml1800ml ¥2,500¥2,500¥2,500
（税込¥2,750）（税込¥2,750）（税込¥2,750）

本体
価格

mimi
鹿児島県 原口酒造

「玉茜」と「べにはるか」をブ
レンドし、究極の蜜芋焼酎
に仕上げました。ソーダ割
に最適です。

mimi
鹿児島県 原口酒造

「玉茜」と「べにはるか」をブ
レンドし、究極の蜜芋焼酎
に仕上げました。ソーダ割
に最適です。

「玉茜」と「べにはるか」をブ
レンドし、究極の蜜芋焼酎
に仕上げました。ソーダ割
に最適です。

「玉茜」と「べにはるか」をブ
レンドし、究極の蜜芋焼酎
に仕上げました。ソーダ割
に最適です。

720ml ¥1,900
（税込¥2,090）

本体
価格720ml720ml720ml ¥1,900¥1,900¥1,900
（税込¥2,090）（税込¥2,090）（税込¥2,090）

本体
価格

丹沢山
純吟若水 たれくちの酒

神奈川県 川西屋酒造店

当店の年末、不動の一番人気酒
です！安くはないですがそれでも
このお酒が人気なのは単純明快、
美味いからです！爽やかな新酒の
香りにジューシーに広がる旨味、
綺麗な酸渋、わずかな苦とともに
鮮やかなキレ！余韻に静かな柑
橘。今年も抜群です！

720ml ¥2,000
（税込¥2,200）

本体
価格720ml720ml720ml ¥2,000¥2,000¥2,000
（税込¥2,200）（税込¥2,200）（税込¥2,200）

本体
価格

1800ml ¥3,800
（税込¥4,180）

本体
価格1800ml1800ml1800ml ¥3,800¥3,800¥3,800
（税込¥4,180）（税込¥4,180）（税込¥4,180）

本体
価格

ひこ孫
小鳥のさえずり 純米吟醸

埼玉県 神亀酒造

有機農法で高名な鳥取 ・ 田中
農場産の山田錦を全量使用。さ
らに瓶詰め後、蔵内冷蔵庫で 3
年以上も低温熟成されていま
す。包みこんでくれるようなとても
なめらかで繊細なお米の旨味、
落ち着いた上品な吟香。お燗に
するとさらにそのやさしい甘さが
増し、他では味わいことのできな
い上質な旨みを楽しめます。神亀
の素晴らしい仕事に感服。

720ml ¥2,700
（税込¥2,970）

本体
価格720ml720ml720ml ¥2,700¥2,700¥2,700
（税込¥2,970）（税込¥2,970）（税込¥2,970）

本体
価格

1800ml ¥5,400
（税込¥5,940）

本体
価格1800ml1800ml1800ml ¥5,400¥5,400¥5,400
（税込¥5,940）（税込¥5,940）（税込¥5,940）

本体
価格

月の井 純米吟醸
茨城県 月の井酒造店

茨城 ・ 大洗の潮風香る銘醸蔵『月の
井』の純米吟醸。兵庫山田錦と明利小
川酵母を使用。しっかりと発酵した山田
錦の奥行きある味わいが、青さ渋さを
伴った綺麗な甘みとともに口中で穏や
かに花開きます。キレもとても良し。青魚
との相性は抜群です。

720ml ¥1,650
（税込¥1,815）

本体
価格720ml720ml720ml ¥1,650¥1,650¥1,650
（税込¥1,815）（税込¥1,815）（税込¥1,815）

本体
価格

1800ml ¥3,300
（税込¥3,630）

本体
価格1800ml1800ml1800ml ¥3,300¥3,300¥3,300
（税込¥3,630）（税込¥3,630）（税込¥3,630）

本体
価格

無窮天穏 SaGa2
山廃純米大吟醸

島根県 板倉酒造

R1BY の無窮天穏 SaGa は長崎 ・ 坂本杜
氏という 2 人の名杜氏から血潮を受け継ぐ
こと、受け継いでいるかどうかの確認であり、
今回 ・ 2BY は受け継いだものを伝えられる
かどうかがコンセプトとなっているとのこと。
SaGa2 山廃純米大吟醸は、醸造家 ・上山
氏渾身の一本。小島杜氏からの伝統技術
の継承、そして昇華され、そこに投影される
醸造家個人の姿。無窮天穏として遜色ない、
香味だけで語らず、心身で感ずる佳酒です。

720ml ¥2,500
（税込¥2,750）

本体
価格720ml720ml720ml ¥2,500¥2,500¥2,500
（税込¥2,750）（税込¥2,750）（税込¥2,750）

本体
価格

天穏 イトナミ ミード
島根県 板倉酒造

天穏 ・ 小島杜氏の醸す『歓喜の酒』、人類最古の酒 ・
はちみつ酒です。蜂蜜を和水し、蜂蜜の酵母で発酵さ
せています。その豊かさ、幸福感は素晴らしく、人間であ
る限りきっとおいしいと思ってしまうでしょう。二次発酵
由来のガス感もとても気持ちよく、蜂蜜原料なのは
ハッキリとわかるのにキレもとても良い。原始的で確か
な自然の力を感じさせ、商業的な物に慣れてしまった
私たちの、様々な価値観を揺るがせるお酒です。

475ml ¥2,200
（税込¥2,420）

本体
価格

福島県 ほまれ酒造

会津ほまれ
金箔入り本醸造

福島県 ほまれ酒造

会津ほまれ
金箔入り本醸造
1800ml

¥2,040
（税込¥2,244）

本体
価格

1800ml1800ml1800ml

¥2,040¥2,040¥2,040
（税込¥2,244）（税込¥2,244）（税込¥2,244）

本体
価格

京都府 宝酒造

松竹梅 祝祭
純金箔入

京都府 宝酒造

松竹梅 祝祭
純金箔入
1800ml

¥2,104
（税込¥2,314）

本体
価格

1800ml1800ml1800ml

¥2,104¥2,104¥2,104
（税込¥2,314）（税込¥2,314）（税込¥2,314）

本体
価格

睡龍 純米吟醸
奈良県 久保本家酒造

完全発酵が織り成す五味
の調和。とてもクリアで綺麗
な旨味にすっきりした吟香、
しっかりと旨く、すっと鮮やか
に切れます。

720ml ¥1,700
（税込¥1,870）

本体
価格720ml720ml720ml ¥1,700¥1,700¥1,700
（税込¥1,870）（税込¥1,870）（税込¥1,870）

本体
価格

1800ml ¥3,400
（税込¥3,740）

本体
価格1800ml1800ml1800ml ¥3,400¥3,400¥3,400
（税込¥3,740）（税込¥3,740）（税込¥3,740）

本体
価格

大山 純米大吟醸 干支ラベル
山形県 加藤嘉八郎酒造

大山 純米大吟醸 干支ラベル
山形県 加藤嘉八郎酒造

大山がつくる純米大吟醸、スタイリッシュな卯年ラ
ベル。麹米に大吟品種「雪女神」、掛米に「美山錦」。
透明感と洗練されたきれいな味わいの美酒です。

720ml ¥2,000
（税込¥2,200）

本体
価格720ml720ml720ml ¥2,000¥2,000¥2,000
（税込¥2,200）（税込¥2,200）（税込¥2,200）

本体
価格

水芭蕉 純米大吟醸
干支ラベル

群馬県 永井酒造

水芭蕉の純米大吟醸の新酒を詰
めた年末年始の楽しく彩る干支ボ
トル。華やかな吟醸香をお米の風
味を優しく包み込む味わいです。

水芭蕉 純米大吟醸
干支ラベル

群馬県 永井酒造

水芭蕉の純米大吟醸の新酒を詰
めた年末年始の楽しく彩る干支ボ
トル。華やかな吟醸香をお米の風
味を優しく包み込む味わいです。

水芭蕉の純米大吟醸の新酒を詰
めた年末年始の楽しく彩る干支ボ
トル。華やかな吟醸香をお米の風
味を優しく包み込む味わいです。

水芭蕉の純米大吟醸の新酒を詰
めた年末年始の楽しく彩る干支ボ
トル。華やかな吟醸香をお米の風
味を優しく包み込む味わいです。

720ml ¥2,000
（税込¥2,200）

本体
価格720ml720ml720ml ¥2,000¥2,000¥2,000
（税込¥2,200）（税込¥2,200）（税込¥2,200）

本体
価格

縁起物 数量限定 家飲みに 金箔や干支をあしらった縁起のいいお酒

干支

干支

干支

干支

干支

干支

干支

日本酒

日本酒

日本酒

日本酒

ワイン

ワイン

ワイン
焼酎

年末年始は日本酒で

ラベルは日本人の絵本作家
「谷口智則氏」が手掛ける愛
らしい干支の兔です。

焼酎

限定

限定



即時発行・即利用可、年会費・更新料なし。
現在お持ちのポイントはいつでもご利用できます。
現金でのお買い物だけでなく、ギフト券、
ポイント使用でもポイントが加算されます。
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駐車場30台完備

POINT CARD

000000000777777
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様
会員番号

今回点数

累計点数

酒の大型専門店

P O I N T  C A R D

http://www.kashiwaya-sake.com

2種類のポイントカード
65歳以上の方は

特 典
特典満載グリーンのカード

65歳未満の方は
ブルーのカード

酒類全般 食品 ワイン 100円 毎に1ポイント
缶酎ハイ 贈答セット 300円 毎に1ポイント
ビール類 プレミアムビール 発泡酒 第三ジャンル 500円 毎に1ポイント

ポイント率（両カード共通）

★いつでもポイント2倍
★シニアウィーク※粗品進呈
★試飲会参加費無料

※年金振り込み日から1週間

雨の日ポイント
（両カード共通）

雨の日は
ポイント2倍

000000000777777
07-02-01

2 1  P
321 P

様
会員番号

今回点数

累計点数

酒の大型専門店

P O I N T  C A R D

http://www.kashiwaya-sake.com

付くようになりました。

クレジット、QR決済でも
柏屋ポイント

日本酒 洋 酒 焼酎ワイン

5,200 円
(5,720円税込)

720ml

最高品質の阿波山田錦を使い、全
国きっての手造り蔵が醸した渾身
の一本。その味わいは奥深く高貴。
お燗もうまい純米大吟醸。味で選
ぶなら迷わずこれ

隆 黒金 純米大吟醸
阿波山田錦 40

神奈川県 川西屋酒造店

本体
価格

1800ml 10,400 円
(11,440円税込)

本体
価格

2,025円
(2,227円税込)

720ml

1800ml

奥能登 ・ 輪島の手造りの銘酒。低温長期
でじっくり醸された、もっとも白菊の個性が
出ている 1 本。奥ゆかしくやわらかな香り、
そして優しく綺麗な甘味が口中でふわりと
広がります。甘口ですが重くなく、余韻を残
しすぅーっと消える、素晴らしいバランス。

奥能登の白菊
純米吟醸

石川県 白藤酒造店

本体
価格

4,050円
(4,455円税込)

本体
価格

3,000円
(3,300円税込)

720ml

1800ml

齋＝清らかな、神聖な　香＝食べ物、飲
み物　酒造りの原点 ・ 原初を見つめ続
ける出雲杜氏渾身の一本。清らかな吟
味、重なる余韻。銘酒です！！

無窮天穏 齋香
島根県 板倉酒造

本体
価格

6,000円
(6,600円税込)

本体
価格

7,500円
(8,250円税込)

720ml

茨城 ・ 大洗の潮風の酒蔵『月の井』、その
最高峰にして真骨頂、生酛造りの純米大吟
醸。有機米山田錦を全量使用、酵母は無
添加。圧倒的なキメの細やかさ、なめらか
さ。とても 20 度もあるお酒とは思えません。
甘さ、キレ、旨さ、爽やかさ…さまざまな要素
が複雑に広がりまとまる。こんなにも複雑な
のに全体としてはシンプルで美しい。豊かで
満ち足りた時間をすごせるお酒です。

和の月 39
生酛純米大吟醸

茨城県 月の井酒造店

本体
価格 4,680円

(5,148円税込)
750ml

あのオーパスワンの南隣の畑から収穫
されたぶどうを使用。ベリー系の果実
味、ハーブ、ミントやタバコなど、複雑で
典型的なナパヴァレーのカベルネの香
り。ぎゅっとした凝縮感があり、厚みの
ある長い余韻を楽しめる 1 本です。

ナパ ・ハイランズ
カベルネソーヴィニヨン
ナパヴァレー

アメリカ 赤 重口

本体
価格

5,500円
(6,050円税込)

750ml
本体
価格

テネシーウィスキーの大定番、
ジャックダニエルが造るプレミ
アムボトル。メイプルカスクを使
用した、ふんわりと甘い香りが
漂うマイルドな飲み口の、上質
でエレガントなウィスキー。

ジャックダニエル
NO.27 ゴールド　

12,000円
(13,200円税込)

750ml
本体
価格10,000円

(11,000円税込)
750ml

本体
価格

特級畑と一級畑より収穫された
シャルドネのみから造られる贅
沢なブラン ・ ド ・ ブラン。煌めく
パールゴールドの色合いに洋梨
やライチのアロマ。じっくりと 48
か月熟成させることで、果実味
と酸、ミネラルのバランスがこの
上なく素晴らしい、高級感のある
1 本に仕上がっています。

カナール ・ デュ・ シェーヌ
シャルル 7 世

ブラン ・ ド ・ブラン

フランス 泡 辛口

11,000円
(12,100円税込)

720ml
本体
価格

有機肥料を用いた最高の黄金
千貫を用い、長期低温発酵、常
圧単式蒸留という手をしっかりと
掛けた、まさに ”グランクリュ ”の
一本です。

鹿児島県 西酒造

酒酒楽楽赤

贈答用セレクト
年末のご挨拶のおともに ちょっと喜ばれるいいお酒をピックアップしました。

サントリーが所有する蒸溜所、山
崎、白州、知多の原酒を巧みにブ
レンドした、日本未発売のジャパ
ニーズブレンデッド。ハイボール
にマッチする、フルーティかつ華
やかで爽やかな飲み心地です。

サントリー 
季 TOKI

ジャパニーズ
ブレンデットアメリカ テネシーウイスキー

10,000 円
(11,000円税込)

1800ml
本体
価格

屋久島の地元産の芋を屋
久島の美味しい水で甕仕
込み、蒸溜、甕貯蔵をした
贅沢な逸品です。

鹿児島県 本坊酒造

無何有

12,000円
(13,200円税込)

700ml

もっとも著名なシングルモルトの一つ、
三角のボトルが印象的なグレンフィ
ディックの限定ボトル。軽やかさの中に
も重厚な余韻が感じられ、初心者向け
のイメージが強いグレンフィディックで
すが、こちらは通の方にもご満足いただ
ける逸品です。

グレンフィディック
ヴィンテージカスク

スコットランド シングルモルト

本体
価格

8,200円
(9,020円税込)

750ml
本体
価格

優良年しか生産されなく、熟成に
5 年を費やす贅沢な逸品。ワイン
業界で大変な影響力を持つ専
門誌「ワインスペクテイター」でス
ペインワインとして初の世界 1 位
に輝いた 1 本です。

クネ インペリアル
グランリゼルヴァ

スペイン 赤 重口
芋 芋

赤 アメリカ
重口 サブミッション カベルネ ・ソーヴィニヨン

アメリカ国内では買うことができない、世界的人気ワイナリー 689 セラーズのハウスレンジ。
凝縮感のあるベリー系の果実味と、リッチなボディで、コク深い余韻があります。

750ml ¥2,280（税込¥2,508）本体
価格

赤 フランス
中重口 ル ・ ピノ ・ノワール ・ ド ・ ラ ・ シャペル

オック県の中でも特に日照条件が良いアニエ村のピノ ・ノワールのみを使用。南仏らしい
溢れる果実味を、程よい酸が引き締めます。この価格帯のピノ・ノワールとしては最高クラス。

750ml ¥1,500 （税込¥1,650）本体
価格

720ml

¥2,980
（税込¥3,278）

本体
価格

白 アメリカ
辛口 サブミッション シャルドネ 

大人気のサブミッションシリーズにシャルドネが仲間入り！カリフォルニア産らしい豊かな
果実味にしっかりとした樽の風味とコク。しっかりとしたボディに長い余韻が楽しめます。

750ml ¥2,280（税込¥2,508）本体
価格

白 山梨県
辛口

甲斐ワイナリー
かざま甲州辛口

シンプルでキレがあり、バランスのとれた心地よい飲み口。自然な味わいで、甲州ぶどう
の魅力を十分に引き出した辛口白です。ワイン専門誌で数多くの掲載歴があります。

720ml ¥1,500 （税込¥1,650）本体
価格

赤 山形県
中口

朝日町ワイン
柏原ヴィンヤード遅摘み

糖度と果実味が十分に熟すのを待ち、11 月上旬に「遅摘み」収穫しました。濃密な果実
味とスパイシーな香りに仕上がりました。

720ml ¥1,600 （税込¥1,760）本体
価格

白 山梨県
辛口

くらむぼんワイン

くらむぼん 蔵
みかんやゆずなど、シトラス系の黄色い香りが爽やかに漂う甲州。飲み口もすっきりとし
ていて、グレープフルーツのような適度な酸味が心地よいです。

720ml ¥1,436 （税込¥1,579）本体
価格

柏屋 人気トップ3ワイン 焼 酎今年柏屋で最も売れたワインをご紹介します
年末、年始の家飲みに迷ったらこの銘柄で間違いありません。 年末年始の家飲みに本格焼酎

福岡県 光酒造

夢想仙楽
麦１００％で仕込んだ
原酒を、シェリー樽で５
年間じっくりと貯蔵熟
成。まろやかな甘みと
麦と樽の香りのハー
モニーが絶妙。

720ml ¥4,000
（税込¥4,400）

本体
価格

鹿児島県 本坊酒造

屋久杉地杉樽熟成
世界自然遺産の島 ・ 屋久島で
製造した芋焼酎を、屋久島地杉
樽で熟成させました。ウッディー
でスパイシーな香りとまろやかな
甘味が特徴です。

720ml ¥3,000
（税込¥3,300）

本体
価格

鹿児島県 本坊酒造

原酒 屋久杉
昔ながらのかめ壺仕込み、口に
含んだ瞬間芋の甘い香りが広
がり、コクのある深い味わいに包
まれます。原酒ならではの醍醐
味をご堪能いただけます。

輸入部門

2022
Wine

3

日本部門

2022
Wine

2

32

3

2

3

2

麦

芋

芋

ビール

快速
※配達希望日の午前中までに時間指定なしでご注文の場合。
    時間指定、正午以降の受付で当日配送の場合は、
     配送料330円(税込）かかります。

酒快速便
店頭価格でご自宅迄

無料※でお届け
府中市内限定

ご注文は電話またはFAXで
快速便専用ダイアル

（受付時間10:00～19:00）
042-361-8001
（受付時間10:00～19:00）

FAX 042-361-4441
TEL

本体
価格

サントリー

350mlｘ24
￥2,860
（税込￥3,146）

金 麦
サントリー

350mlｘ24350mlｘ24350mlｘ24
￥2,860￥2,860￥2,860
（税込￥3,146）（税込￥3,146）（税込￥3,146）

金 麦
本体
価格

キリン

350mlｘ24
￥2,860

（税込￥3,146）

のどごし生
キリン

350mlｘ24350mlｘ24350mlｘ24
￥2,860￥2,860￥2,860

（税込￥3,146）（税込￥3,146）（税込￥3,146）

のどごし生
新ジャンル新ジャンル

本体
価格

サッポロ

350mlｘ24
￥4,171

（税込￥4,588）

黒ラベル
サッポロ

350mlｘ24350mlｘ24350mlｘ24
￥4,171￥4,171￥4,171

（税込￥4,588）（税込￥4,588）（税込￥4,588）

黒ラベル
本体
価格

アサヒ

350mlｘ24
￥4,322

（税込￥4,754）

スーパードライ
アサヒ

350mlｘ24350mlｘ24350mlｘ24
￥4,322￥4,322￥4,322

（税込￥4,754）（税込￥4,754）（税込￥4,754）

スーパードライ
ビール

ビール

本体
価格

サッポロ

350mlｘ24
￥4,720
（税込￥5,192）

エビス
サッポロ

350mlｘ24350mlｘ24350mlｘ24
￥4,720￥4,720￥4,720
（税込￥5,192）（税込￥5,192）（税込￥5,192）

エビス
本体
価格

サントリー 

350mlｘ24
￥4,710

（税込￥5,181）

プレミアムモルツ
サントリー 

350mlｘ24350mlｘ24350mlｘ24
￥4,710￥4,710￥4,710

（税込￥5,181）（税込￥5,181）（税込￥5,181）

プレミアムモルツ
ビール

■マイバッグ推進キャンペーン中！　マイバッグご利用の方には5ポイント進呈。※ケース買い等は対象外です。

■マイバッグ推進キャンペーン中！　マイバッグご利用の方には5ポイント進呈。※ケース買い等は対象外です。 ■5日・10日・15日・20日・25日・30日はレディースデー　女性の方はポイント5倍

■5日・10日・15日・20日・25日・30日はレディースデー　女性の方はポイント5倍


