1.8L…10,800 円

（アルコール分 15％・やや辛口）
会津産にこだわり、穏やかな
香りと純米特有のコクのある
味わいが特徴。

本醸造 （アルコール分 15％・中口）
本醸造 砡（ぎょく）
旨味に艶が加わり、キメ細かな
酸味が後味を引き締めた、心地よい味わい。

4906141002728 （入数 6）

4906141003237 （入数 6）

720ml…861 円

4906141001103 （入数 6）

720ml…1,337 円

純米大吟醸榮四郎
（アルコール分 16％・辛口）

1.8L…10,800 円
本体価格 10,000 円
4906141004814 （入数 6）

本体価格 5,000 円

純米大吟醸

4906141004838 （入数 6）

純米大吟醸

（アルコール分 15％・辛口）
果実を思わせる繊細な香りと、
まろやかな口当りが楽しめる。

本体価格 499 円

本体価格 5,000 円
4906141002872 （入数 6）

720ml…2,700 円
本体価格 2,500 円
4906141002889 （入数 6）

純米吟醸

純米吟醸

（アルコール分 15％・辛口）
華やかな香りと米の旨味を
十分に引き出した、香味の
バランスがとれた味わい。

1.8L…3,086 円
本体価格 2,857 円

会津産米全量使用。米の旨さと
穏やかな酸味が調和し、まろやかで
ふくらみのある味わい。

1.8L…2,136 円
本体価格 1,978 円
4906141002421 （福島県内 ・ 日酒販）
4906141004159 （その他）
（入数 6）

4906141002056 （入数 6）

300ml…514 円

720ml…801 円

本体価格 476 円

本体価格 742 円

4906141002445 （入数 12/20）

4906141002063 （入数 12）

4906141005439 （入数 6）

720ml…1,069 円
本体価格 990 円

本体価格 1,429 円
4906141004609 （入数 6）

4906141003640 （入数 6）

720ml…801 円

柔らかな口当たりと旨味、
スッキリとしたキレの良い味わい。
本体価格 1,781 円

本体価格 1,978 円

本体価格 1,781 円

特醸酒
特醸酒カップ（エイセンカップ）

4906141002438 （入数 12）

1.8L…2,136 円

1.8L…1,923 円

（アルコール分 15％・中口）

本体価格 990 円

会津産米全量使用。辛さと旨さを
両立し、冷や～熱燗まで
幅広く対応する味わい。

柔らかな口当たりと旨味、
熱燗でも美味いシャープなキレ。

4906141130087 （入数 12）

1.8L…1,923 円

純米酒辛口

特醸酒辛口
（アルコール分 15％・辛口）

本体価格 568 円

720ml…1,069 円

アルミ缶 180ml…237 円

本体価格 742 円
4906141003657 （入数 12）

ゴールド秘酎

720ml…4,166 円
本体価格 3,857 円

4906141240120 （入数 30）

4906141002490 （入数 6）

特醸酒生貯蔵カップ
秘酎

（アルコール分 17％・中口）

清酒粕を低温で蒸留し、
精製・熟成させた本格焼酎。

アルミ缶 180ml…286 円
本体価格 265 円

720ml…1,512 円

4906141004340 （入数 30）

（アルコール分 14％・中口）

（アルコール分 15％・甘口）

フレッシュな香りで、生貯蔵酒ならでは
の爽やかさを楽しめる飲みやすい味わい。

本体価格 1,400 円
4906141002506 （入数 6）

味わいの目安 ( 日本酒度）

300ml…432 円
本体価格 400 円
4906141002582 （入数 12/20）

本体価格 327 円

180ml…248 円

4906141003183 （入数 30）

本体価格 230 円
4906141002599 （入数 30）

原材料：清酒粕

（アルコール分 25％）

生貯蔵酒ならではの新鮮さと
力強さを持った味わい。

純米酒にごりカップ

アルミ缶 180ml…353 円

清酒粕を蒸留し、オーク樽に
1 年間、更に貯蔵容器で 5 年
以上長期熟成させた本格焼酎。

本体価格 219 円

特醸酒生貯蔵びん詰

醪をあらごしし、のどごし・口当りが
良く、米の旨さが感じられる味わい。

原材料：清酒粕

（アルコール分 30％）

4906141005446 （入数 12）

4906141004593 （入数 6）

720ml…1,543 円

砡箱入 300ml…613 円

（アルコール分 15％・やや辛口）

（アルコール分 15％・辛口）

1.8L…5,400 円

JAN コードなし （入数 12/20）

純米酒

粕取焼酎

720ml…5,400 円

※ご使用の 10 日前までにご予約願います。
枡・柄杓・木槌などもご用意しております。

砡箱無 300ml…539 円

特醸酒

上品で優雅な果実の香りと、
綺麗な甘み、後味の長い余韻。
創業者の名を冠し酒造りの粋を
集めた、杜氏入魂の逸品。

4906141002735 （入数 12）

4906141003114 （入数 6）

純米酒

4906141001110 （入数 6）

本体価格 797 円

本体価格 1,238 円

予約商品

72L 詰…112,835 円
36L 詰…65,307 円
18L 詰…37,987 円
72L 型 36L 詰…79,825 円
36L 型 18L 詰…49,691 円

本体価格 1,900 円

1.8L…2,674 円

本体価格 10,000 円

本体価格 5,000 円

特醸酒 菰樽

（アルコール分 15％・中口）

1.8L…2,052 円

本体価格 2,476 円

720ml…5,400 円

特醸酒

マスクメロンを思わせる香りと、
まろやかで柔らかな口当たり。
創業者の名を冠し酒造りの粋を
集めた、杜氏入魂の逸品。

特別純米酒

本醸造

（アルコール分 16％・辛口）

特別純米酒

大吟醸榮四郎

大吟醸榮四郎

-4 以上 -3 ～ -2 -1 ～ +1 +2 ～ +3 +4 以上
甘口

やや甘口

中口

やや辛口

辛口

※掲載の価格は 8％の税込価格です。

本体価格 1,800 円
4906141002759 （入数 6）

720ml…1,080 円
本体価格 1,000 円
4906141003091 （入数 6）

300ml…432 円
本体価格 400 円
4906141002742 （入数 12）

造り酒屋のゆずのお酒

（アルコール分 10％・甘口）
日本酒ベースに、柚子をまるごと
漬け込んだ柚子酒。ゆず本来の
豊かな香りと爽やかさが特徴。

1.8L…1,944 円
本体価格 1,800 円
4906141003374 （入数 6）

720ml…1,080 円

無料酒蔵見学受付・試飲販売所
くら

「ゆっ蔵」
敷地入口右側にある「ゆっ蔵」では、無料
見学受付や無料試飲・販売など、ゆっくり
とご利用いただけます。

会津磐梯の名水仕込

1.8L…1,944 円

人と人の真ん中に、エイセン

日本酒ベースに、青梅をまるごと漬け込んだ梅酒。
爽やかな香りと上品な旨味、
深い酸味のバランスが特徴。

日本名水百選

リキュール・ノンアルコール

造り酒屋のうめのお酒

（アルコール分 14％・甘口）

営業時間：午前 10 時～午後 4 時半
定休日：水曜日（12 月・年末年始を除く）
※火曜日と木曜日は、自由見学のみ。
団体のお客様は、必ず事前予約願います。

本体価格 1,000 円
4906141003077 （入数 6）

300ml…432 円
本体価格 400 円
4906141003084 （入数 12）

造り酒屋のあまざけ
（アルコール分 0％・甘口）
厳選した酒造用米麹と会津産もち米を
使い、昔ながらの製法で仕上げた、
無添加・無加糖の甘酒。

500ml…514 円
本体価格 476 円
4906141600122 （入数 6）

明治 2 年創業

季節限定酒

えいせん

「榮川酒造」

春：雪の中で熟成「雪中貯蔵酒」
夏：度数控えめ飲み易い「生貯蔵酒」
秋：まろやかに熟成「ひやおろし」
冬：搾りたてフレッシュ「初しぼり」

大自然の中の酒蔵

榮川酒造株式会社
福島県耶麻郡磐梯町大字更科字中曽根平 6841-11
TEL 0242（73）2300 FAX 0242（73）2586
http://www.eisen.jp
2018.03

会津若松市内宮森文次郎酒造店より分家、
明治 2 年に宮森榮四郎酒造店を創業。
平成元年に会津磐梯山西山麓に製造蔵を
新設移転。平成 20 年に壜詰・出荷倉庫・
事務所を新設移転しました。

日本名水百選

会津磐梯の名水

りゅうがさわ

「龍ヶ沢」
会津は地名からして水の豊かな地。
周囲の山々に降り積もった雪が解けて、
地下水となって会津盆地を潤します。
「榮川」の仕込水は日本名水百選の、
磐梯西山麓湧水群の清冽な水を、
全量使用しております。

