
球磨焼酎蔵元　取扱リスト
2014/7/28

醸造元 銘柄 当社ＰＢ 備考
1 大石酒造 鬼倒超音波
2 大石酒造 大石　
3 大石酒造 鬼倒
4 大石酒造 呑舞盃（のむばい）
5 大石酒造 極上　大石
6 大石酒造 大石２０年古酒
7 大石酒造 談笑中
8 大石酒造 源流の蔵
9 大石酒造 眠りから覚めた極上１０年

10 大石酒造 杜人
11 大石酒造 権六
12 大石酒造 女三四郎 終売
13 大石酒造 わいわい家　樽 芋
14 大石酒造 わいわい家　焼芋 芋
15 大石酒造 大石長一郎
16 大石酒造 鬼倒２００５年（限定品） ※ ７２０ｍｌ完売
17 大石酒造 鬼倒２００６年（限定品） ※ ７２０ｍｌ完売
18 大石酒造 鬼倒２００７年（限定品） ※
19 大石酒造 水神の杜
20 木下酒造 文蔵
21 木下酒造 文蔵カメ壺入り ※
22 木下酒造 文蔵２００４年 ※ 完売
23 木下酒造 文蔵２００５年 ※
24 木下酒造 文蔵２００６年 ※
25 木下酒造 茅葺
26 木下酒造 かやぶき文蔵
27 木下酒造 文蔵原酒
28 木下酒造 文蔵１０年もの
29 木下酒造 霧の都
30 球磨焼酎 球磨焼酎
31 球磨焼酎 華成
32 球磨焼酎 球磨焼酎1977年
33 球磨焼酎 甲の上
34 球磨焼酎 米倶楽部 PB限定
35 球磨焼酎 球磨つぼ
36 寿福酒造 武者返し　
37 寿福酒造 寿福絹子　 麦
38 常楽酒造 秋の露　樽
39 常楽酒造 秋の露　樽原酒
40 常楽酒造 秋の露古酒
41 常楽酒造 天の雫
42 常楽酒造 秋の露　黒
43 常楽酒造 蔵のこだわり
44 常楽酒造 肥後の恵　黄金千貫 芋
45 常楽酒造 肥後の恵　紅東 芋
46 常楽酒造 道 芋
47 常楽酒造 舞芋 芋
48 常楽酒造 燃える闘魂
49 常楽酒造 燃える闘魂ゴールド
50 常楽酒造 剣豪 芋
51 常楽酒造 天
52 常楽酒造 乱
53 常楽酒造 黒
54 常楽酒造 古
55 常楽酒造 秋の露　純米
56 常楽酒造 秋の露　米
57 常楽酒造 秋の露１９９９(限定品） ※ ７２０ｍｌ完売
58 常楽酒造 秋の露２０００(限定品） ※
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59 常楽酒造 秋の露２００１(限定品） ※ ７２０ｍｌ完売
60 常楽酒造 秋の露２００２(限定品） ※ ７２０ｍｌ完売
61 常楽酒造 秋の露２００３(限定品） ※
62 常楽酒造 秋の露２００４(限定品） ※
63 常楽酒造 秋の露２００５(限定品） ※
64 常楽酒造 肥後の恵黒 芋
65 常楽酒造 水穂

66 繊月 繊月

67 繊月 舞せんげつ

68 繊月 たる繊月
69 繊月 ムーンナイト 終売
70 繊月 峰の露
71 繊月 繊月　金箔入
72 繊月 峰露 終売
73 繊月 さきもり
74 繊月 特醸古酒繊月
75 繊月 大古酒
76 繊月 霧の魔法 終売
77 繊月 五木
78 繊月 白いつき
79 繊月 黒いつき
80 繊月 無言 小売店指定
81 繊月 夢あしきた
82 繊月 葦分
83 繊月 時のわすれもの
84 繊月 川辺
85 繊月 黒麹峰の露
86 繊月 伝助どん １．８Ｌは山江村限定　終売
87 繊月 霧の封印 日酒販二次取引商品
88 繊月 焔の刻印 日酒販二次取引商品
89 繊月 風の女神 終売
90 繊月 月みる杯 終売
91 繊月 霧の祥雲 終売
92 繊月 双月の月 終売
93 繊月 壱古露 終売
94 高田酒造 五十四万石
95 高田酒造 五十四万石原酒
96 高田酒造 葉心
97 高田酒造 オークロード
98 高田酒造 旅のこだわり
99 高田酒造 球磨徳利

100 高田酒造 郷の鴨遊び
101 高田酒造 花五十四萬石
102 高田酒造 柑花くまもん 熊本限定
103 高田酒造 蔵の朔くまモン 熊本限定
104 高田酒造 りんどうくまモン 熊本限定
105 高橋酒造 白岳
106 高橋酒造 しろ
107 高橋酒造 子守唄
108 高橋酒造 待宵
109 高橋酒造 吟麗しろ
110 高橋酒造 謹醸しろ
111 高橋酒造 金銀しろ３本セット しろ・吟麗しろ・謹醸しろ３本セット
112 堤酒造 無限大
113 堤酒造 奥球磨櫻
114 堤酒造 奥球磨櫻（長期熟成）
115 堤酒造 譚（タン）
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116 堤酒造 恋草
117 堤酒造 黒麹　時代蔵八
118 堤酒造 時代蔵八　芋 芋
119 堤酒造 時代蔵八　常圧
120 堤酒造 黒豆焼酎 黒豆
121 堤酒造 むらさき芋 芋
122 堤酒造 吟球磨堤
123 恒松酒造 かなた
124 恒松酒造 米
125 恒松酒造 このか
126 恒松酒造 白徳利
127 恒松酒造 鶴羽
128 恒松酒造 特醸　鶴羽
129 恒松酒造 ひのひかり　減圧
130 恒松酒造 ひのひかり　常圧
131 恒松酒造 球磨拳　減圧
132 恒松酒造 球磨拳　常圧
133 恒松酒造 相良の鬼ころし ペット大容量
134 恒松酒造 王道楽土 芋
135 恒松酒造 王道楽土古酒 芋
136 恒松酒造 極　王道 芋　人吉球磨限定　通年
137 恒松酒造 紫王道 芋　毎年４月頃発売
138 恒松酒造 吟王道 芋　毎年7月頃発売
139 恒松酒造 こめの黄麹恒松仕込（限定品） ※
140 豊永酒造 いきいき
141 豊永酒造 酔って候 終売
142 豊永酒造 一九道 1800mlのみ
143 豊永酒造 観無量 終売
144 豊永酒造 ゆ乃鶴 終売
145 豊永酒造 豊永蔵 限定流通、蔵元承認後配送
146 豊永酒造 完 限定流通、蔵元承認後配送
147 豊永酒造 華吟
148 鳥飼酒造場 鳥飼 限定流通、蔵元承認後配送
149 那須酒造場 球磨の泉　常圧
150 那須酒造場 球磨の泉原酒
151 那須酒造場 球磨の泉　減圧
152 那須酒造場 茶楽 お茶
153 抜群酒造 熟香抜群
154 抜群酒造 肥後椿
155 抜群酒造 ばつぐん
156 抜群酒造 たる抜群
157 抜群酒造 肥後銘花
158 抜群酒造 黒麹抜群
159 林酒造 極楽　減圧
160 林酒造 熊本城
161 林酒造 極楽　常圧
162 林酒造 原酒ごくらく
163 林酒造 ごくらく　減圧
164 林酒造 ゆうき
165 深野酒造 よけまん原酒
166 深野酒造 幻の3ナンバー ２００９年
167 深野酒造 よけまん
168 深野酒造 彩葉
169 深野酒造 よけまん　はなたれ 完売
170 深野酒造 呑香 米芋ブレンド
171 深野酒造 刻の封印原酒
172 深野酒造 刻の封印
173 深野酒造 天酌天
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174 深野酒造 球磨ン衆
175 深野酒造 カネフ
176 深野酒造 球磨樽 完売
177 深野酒造 北辰斜にさすところ ※
178 深野酒造 燈々無尽 ※
179 深野酒造 誉の露
180 深野酒造 二十四孝物語(限定品） ※
181 深野酒造 深野２０００年（限定品） ※ 終売
182 深野酒造 深野２００１年（限定品） ※ １８００ml完売
183 深野酒造 深野２００２年（限定品） ※
184 深野酒造 深野２００３年（限定品） ※
185 深野酒造 深野２００４年（限定品） ※
186 深野酒造 深野２００５年（限定品） ※
187 深野酒造 深野２００６年（限定品） ※
188 深野酒造 深野２００７年（限定品） ※
189 深野酒造 めいどの土産 ※ 熊本限定
190 深野酒造 こめの黒麹深野仕込 ※
191 深野酒造 こめの白麹深野仕込 ※
192 深野酒造 埋蔵金 人吉球磨限定
193 深野酒造 よけまんくまモンラベル
194 福田酒造商店 原酎
195 福田酒造商店 極醸
196 福田酒造商店 流・流・流（ル・ル・ル） ※
197 福田酒造商店 山女魚（まだら） ※
198 福田酒造商店 尺鮎 ※
199 福田酒造商店 山河　
200 福田酒造商店 山河古酒
201 福田酒造商店 山河　特醸
202 福田酒造商店 樽御輿
203 福田酒造商店 はなてばこ
204 福田酒造商店 寒仕込み花手箱
205 福田酒造商店 清流 ※
206 福田酒造商店 福の露 熊本限定
207 福田酒造商店 マイオールドフレンズ
208 福田酒造商店 国彦（限定品）
209 福田酒造商店 青井さんの御門 ９００mlのみ在庫あり
210 福田酒造商店 くまモン山河 熊本限定
211 房の露 しょう
212 房の露 しょうｴｸｾﾚﾝｽ
213 房の露 吟醸　房の露
214 房の露 房の露
215 房の露 房の露　古酒
216 房の露 急流
217 房の露 五木村
218 房の露 蔵八 米麦ブレンド
219 房の露 特選蔵八 米麦ブレンド
220 房の露 倉岳
221 房の露 黒倉岳
222 房の露 吟
223 房の露 くまモン米 熊本限定
224 房の露 くまモン芋 熊本限定　芋
225 房の露 くまモン麦
226 房の露 くまモン２本セット 米・芋のセット
227 房の露 くまモン３本セット 米・芋・麦のセット
228 渕田酒造場 旅愁 米麦ブレンド
229 渕田酒造場 銀の露　米製
230 渕田酒造場 球磨火酎
231 渕田酒造場 FUCHITA
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232 渕田酒造場 F紫 芋
233 渕田酒造本店 園の泉　減圧
234 渕田酒造本店 一勝地
235 渕田酒造本店 のろまの亀
236 渕田酒造本店 こめの白麹渕田仕込（限定品） ※
237 渕田酒造本店 松谷棚田　常圧 ※
238 渕田酒造本店 松谷棚田　減圧 ※
239 渕田酒造本店 松谷棚田　原酒 ※
240 渕田酒造本店 園の泉２００３年 ※ 完売
241 松下酒造 桜の里
242 松下酒造 せんば狸 25度
243 松下酒造 阿蘇
244 松下酒造 美桜里
245 松下酒造 美桜里　古酒
246 松下酒造 櫻盛
247 松下酒造 桜の里くまモン陶器製 熊本限定
248 松の泉 松の泉
249 松の泉 黒松の泉
250 松の泉 もっこす
251 松の泉 おてもやん
252 松の泉 水鏡無私 限定流通、蔵元承認後配送
253 松の泉 精選　水鏡無私 限定流通、蔵元承認後配送
254 松の泉 松の泉樫樽
255 松本酒造 緑松
256 松本酒造 球磨川下り
257 宮原酒造 いつき椿
258 宮原酒造 球磨仙人
259 宮原酒造 宮の誉 限定流通、蔵元承認後配送
260 宮原酒造 十光年 限定流通、蔵元承認後配送
261 宮原酒造 １０年の転寝 限定流通、蔵元承認後配送
262 宮元酒造 肥後路
263 宮元酒造 人生百歳 ※
264 大和一酒造元 温泉焼酎　夢
265 大和一酒造元 夢　特選
266 大和一酒造元 牛乳焼酎　牧場の夢 牛乳
267 大和一酒造元 牧場の夢　原酒 牛乳
268 大和一酒造元 蛍の夢
269 大和一酒造元 大和一１９８４年原酒 ４０度
270 大和一酒造元 大和一
271 大和一酒造元 青井阿蘇神社 熊本限定
272 大和一酒造元 火の国漫遊 熊本限定
273 大和一酒造元 阿蘇ジャージー牛乳焼酎 牛乳/阿蘇限定
274 大和一酒造元 夢常圧
275 大和一酒造元 明治波濤歌
276 六調子酒造 六調子黒
277 六調子酒造 六調子
278 六調子酒造 本吟六調子
279 六調子酒造 特吟六調子
280 六調子酒造 心月
281 六調子酒造 圓
282 六調子酒造 美酒三昧　たける
283 鳥越商店 全蔵物語 ※
284 鳥越商店 ミニチュアのみくらべ３本セット ※ 彩葉、極楽、樽神輿
285 鳥越商店 ミニチュアのみくらべ５本セット ※ 彩葉、極楽、樽神輿、夢、繊月
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