




・ 手稲支店 0120-17-1369
・ 札幌南支店 0120-20-0631
・ 札幌東支店 0120-12-0068

・ 札幌西支店 0120-11-9227
・ 千歳支店 0120-24-2162
・ 小樽支店 0120-89-4500

・ 帯広支店 0120-22-7023
・ 釧路支店 0120-80-8122
・ 函館支店 0120-07-2628

3,500円
税込価格

本体価格

フランスボルドーワイン
２本セット

オーストラリアワイン
２本セット750ml×２本 750ml×２本

シャトー ・ シヴァドー 白

シャトー ・ シヴァドー 赤
鮮やかな真紅の色合い。 熟した果実の香りをうまく引き出し、
丸みのあるバランスの取れた味わいの赤ワインです。

アロマティックなハーブ香や白い
花の香りが印象的で、 低温発酵
により、 すっきりとした味わいの
バランスの良いワインに仕上がって
おり、 酸味も穏やかで柔らかい
口あたりの白ワイン。

複数のモルトを厳選し造った、
モルト100％のウイスキー。
蜂蜜やドライフルーツを思わせる
甘い香りと心地よいピート香が
広がり、 なめらかな口当たりと
豊かなコクを併せ持ちます。3,850円

5,000円
税込価格

本体価格

5,500円

1

3,500円
税込価格

本体価格

KK オリジナルセット CH-30

マルスウイスキー
岳樺 700ml5 6
本坊酒造

KK オリジナルセット LIN-30

KK オリジナルセット GCH-30 国分グループ本社

スパークリング

包装可

包装可

リンデマンズ ビン 45
カベルネ・ソーヴィニヨン 赤

リンデマンズ ビン ブリュット キュヴェ
ネクタリンやレモン、ライムなど柑橘系果実の香りを充分に感じ、
フレッシュでスッキリとし、クリーミーでしっかりした口当たりと余韻。

濃厚な赤いベリーのアロマ、 シダー
オークの含みを持ち、 その味わいは、
柔らかなタンニンのストラクチャーに
支えられたプラムとベリー類のフレー
バーを想起させます。

3,850円

2

フランスボルドーワイン
２本セット

5,000円
税込価格

本体価格

750ml×２本

シャトー マニョー 白

シャトー レオン 赤
やや紫がかった澄んだルビー色、 ベリー系の果実の香りが特徴的。
タンニンに富み、 コクと果実味のバランスが良いフルボディ。

ソーヴィニヨン ・ブランがもたらす
アロマティックなハーブ香が印象的。
白い花や白い果実のアロマと
パイナップルを想わせる爽快な酸の
バランスに優れた辛口白ワインです。

北海道産キャンベルアーリーを 100％使用。
果実本来のまろやかな甘み、 深い味わい、 豊か
な香りをお楽しみください。 本物志向の方に
おすすめの北海道産ぶどう100％ストレート
ジュースです。

北海道七飯町産りんごを 100％使用しました。
原料にこだわって作り上げた果実本来の甘みと
酸味が豊かで深い味わいを醸します。 砂糖・
香料などは一切使用していない、北海道産
りんご100％ストレートジュースです。

5,500円 1,000円 税込価格
本体価格

1,080円 1,000円 税込価格
本体価格

1,080円

ジャカール モザイク・
ブリュット 白

6,000円
税込価格

本体価格

750ml

新鮮で黄金色の色合い。 泡立ちも長くエレガントに続きます。
洋梨を想わせるフルーティーなブーケが特長。 パワフルなアタックで
ありながらもエレガントな味わいが魅力です。

6,600円

世界７０ヵ国以上が
賞賛するシャンパーニュ

3,000円税込価格
本体価格

3,300円

5,000円税込価格
本体価格

5,500円

スーパードライ缶
12本ギフトセット

アサヒ 缶ビールセット AS-3N

スーパードライ缶
21本ギフトセット

アサヒ 缶ビールセット AS-5N

北海道ぶどう100％
ジュース720ml 720ml

はこだてわいん
七飯町特産
りんごジュース

はこだてわいん

ワイン

ウイスキー アサヒスーパードライギフト

ノンアルコール＆ジュース

3 4
7

8 9

ご注文締切

12 17月 日金

アサヒスーパードライ
350ml×10 本、500ml×2 本

アサヒスーパードライ 350ml×21本

飲酒は 20 歳になってから。 飲酒運転は法律で禁じられています。 妊娠中や授乳期の飲酒は胎児 ・ 乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。 お酒は適量を。

スパークリング



1,900円税込価格本体
価格 2,090円

北海道産米１００％使用で道東の大自然を源流と
する伏流水で仕込み長期低温発酵させた逸品。 吟醸
酒特有の芳香、芳醇な味わいと純米造りの力強さは、
まさに北海道を感じさせる味わい。  少し冷やして、
常温で、 香りと味わいをお楽しみ下さい。
日本酒度 +3／酸度 1.5／味わい 芳醇・香り華やか 

720ml

福司 純米吟醸酒10
福司酒造

日本酒

梅 酒

焼 酎

6,500円税込価格本体
価格 7,150円

北海道産米 「きたしずく」 を贅沢に 40％までとことん
磨き上げ、 米と米麹だけで仕込みました。 米と米麹の
力だけで造り上げる純米大吟醸は、 蔵の実力、 当時
の力量が真に問われる究極のお酒。 黄色い林檎を
思わせるふくよかな吟醸香が特徴です。
日本酒度 -2 ／酸度 1.3 ／味わい 淡麗甘口

1.8L
千歳鶴 純米大吟醸12
日本清酒

3,200円 税込価格本体
価格 3,520円

北海道産酒造好適米を全量に使い 40% まで磨いて
仕込んだ、 ほのかな甘みと吟醸香が特徴の純米大吟醸。
口当たりはおだやかで、 華やかな吟醸香が口に広がり、
濃淳ながらキレの良い綺麗な味わいのお酒です。 
北海道が白銀の世界になる幾月かの間に醸しており、
雪輪文様に月の満ち欠けを表現した紋を入れました。
日本酒度 －１／酸度 1.3 ／味わい やや甘口

720ml

雪美月 純米大吟醸11
男山

5,000円 税込価格本体
価格 5,500円

720ml

純米大吟醸 氷温貯蔵 旭神威14
高砂酒造

高砂の伝統と醸造技術の粋を結集して造るこの酒は、
もっとも酒造りに適している山田錦を３５％まで高精米し、
長期間低温発酵を行い、 搾った新酒を生の状態で氷温
貯蔵します。 生酒特有の華やかな香りを保ったまま
瓶詰し、 瓶火入れしました。 芳醇な香りと繊細で
コクのある味わいをお試しください。
日本酒度 ±0 ／酸度 1.3 ／味わい やや辛口 

2,700円 税込価格本体
価格 2,970円

1,630円税込価格本体
価格 1,793円

澄んだ香り、 ゆたかなコクと深み。 「いいちこ」 の頂点に
立つ麦焼酎です。 高精白、 低温発酵。 そして、 大麦麹
だけを使った全麹造り。 麹でつくる酒の、 技のすべてを
傾けました。 オン ・ ザ ・ ロックや水割り、 寒い日は
お湯割りで。 その極められたうまさを、
お楽しみください。

720ml

単式30° いいちこフラスコボトル
麦焼酎16
三和酒類

吟味厳選した米を原料とする原酒を全量樫樽に貯蔵して
熟成させた 「メローコヅル」 は、 本格焼酎の持ち味を
貯蔵の技法でまろやかな口当たりとコクのある味、 芳醇な
香りに仕上げました。 昭和 32 年発売以来人気の
本格的な長期貯蔵焼酎です。 2014 年に開催された
香港 IWSC では、 焼酎部門において最高賞＆金賞を
受賞いたしました。

720ml

単式 41° メローコヅル・
エクレセンス 米焼酎17
小正醸造

9,820円税込価格本体
価格 10,802円

明治 15 年創業となっております、 日本最北の酒蔵
国稀酒造が厳寒の北海道暑寒別連峰を源とする清冽な
水と精米歩合 38% まで磨いた山田錦を使用し、
低温で丁寧に醸した大吟醸。 優しく華やかな吟醸香と
しっとりと気品ある味わいが特長です。
日本酒度 +4～+6／酸度 1.2～1.4／味わい 中辛口

1.8L
国稀 大吟醸 木箱入13
国稀酒造

1,530円税込価格本体
価格 1,683円

清酒 国士無双を使用した梅酒は、 梅の酸味、
ビートオリゴ糖のスッキリした甘み、 日本酒のコクと
旨みが響き合う、 その美味しさをお楽しみください。
２０１４年、 水戸の梅酒大会醸造部門にて金賞を
受賞しました。

720ml

国士無双 梅酒15
高砂酒造

2,700円税込価格本体
価格 2,970円

720ml

単式 25° ENVELHECIDA
芋焼酎18
田苑酒造

ENVELHECIDA（エンヴェレシーダ）とはポルトガル
語で「貯蔵」を意味します。 全量3年貯蔵。 琥珀色の
輝きの中に立ち上がる柑橘系の華やかな香り。
全量 3 年貯蔵酒ならでのまろやかさ。 原料の特
性とオーク樽に由来する甘さが絶妙にマッチして、
フルーティな味わいを醸し出します。

飲酒は 20 歳になってから。 飲酒運転は法律で禁じられています。 妊娠中や授乳期の飲酒は胎児 ・ 乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。 お酒は適量を。


