本体価格 2,080 円 （入数 6）
4906141002421
4906141004159 ※

本体価格 3,000 円
4906141004593 （入数 6）

本体価格 10,500 円
4906141001103 （入数 6）

箱無 1.8L…3,190 円

720ml…1,144 円

本体価格 2,900 円
4906141005712 （入数 6）

（鑑評会用に仕込む大吟醸）

箱入 720ml…5,775 円

本体価格 1,040 円
4906141002438 （入数 12）

本体価格 5,250 円
4906141001110 （入数 6）

300ml…572 円

箱入 720ml…1,650 円

ｸﾘｱｶｰﾄﾝ入 180ml…1,100 円

本体価格 520 円
4906141002445 （入数 12/20）

本体価格 1,500 円
4906141004609 （入数 6）

本体価格 1,000 円
4906141007402 （入数 12）

箱無 720ml…1,595 円
本体価格 1,450 円
4906141005729 （入数 6）

純米酒辛口
（アルコール分 15％・辛口）
純米ながら辛さと旨さを両立することで、
冷酒～熱燗まで幅広く対応します。
会津産米 100％使用。

純米大吟醸榮四郎

箱入 1.8L…11,550 円

純米吟醸 Go Beyond
（アルコール分 15％・やや甘口）

720ml…1,155 円

箱入 720ml…2,888 円
本体価格 2,625 円
4906141002889 （入数 6）

箱入 300ml…1,444 円

本体価格 2,600 円
4906141003237 （入数 6）

箱無 1.8L…2,750 円
本体価格 2,500 円
4906141005736 （入数 6）

箱入 720ml…1,430 円

180ml…266 円
本体価格 242 円
4906141002599 （入数 30）

特醸酒辛口
（アルコール分 15％・辛口）

本体価格 350 円
4906141003183 （入数 30）

辛口志向の方にオススメする、
熱燗で際立つシャープなキレ。
榮川の新たな定番酒。

本醸造 （アルコール分 15％・中口）
本醸造 砡（ぎょく）

1.8L…2,057 円
本体価格 1,870 円
4906141003640 （入数 6）

米の旨味に艶が加わり、キメ細かな酸味が後味を
引き締める、和食にピッタリの心地よい味わい。

1.8L…2,195 円
本体価格 1,995 円
4906141002728 （入数 6）

720ml…988 円
本体価格 898 円
4906141002735 （入数 12）

砡箱無 300ml…576 円

本体価格 1,300 円
4906141003114 （入数 6）

本体価格 524 円
JAN コードなし （入数 12/20）

箱無 720ml…1,375 円

砡箱入 300ml…656 円

本体価格 1,250 円
4906141005743 （入数 6）

本体価格 420 円
4906141002582 （入数 12/20）

本体価格 596 円
4906141130087 （入数 12）

ゴールド秘酎

（アルコール分 30％）
原材料：清酒粕

（粕取焼酎）

本体価格 1,313 円
4906141005941 （入数 6）

箱入 1.8L…2,860 円

生貯蔵酒ならではの新鮮さを楽しめる
爽やかで飲みやすい味わい。

本格焼酎

本体価格 5,250 円
4906141002872 （入数 6）

穏やかな香りと純米特有のコクのある
味わい。会津産美山錦 100％使用。

特醸酒生貯蔵びん詰
（アルコール分 14％・中口）

300ml…462 円

アルミ缶 180ml…385 円

本醸造

箱入 1.8L…5,775 円

特別純米酒

純米大吟醸

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。
会津産美山錦 100％使用。

特別純米酒

本体価格 230 円
4906141240120 （入数 30）

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。

本体価格 525 円
4906141006122 （入数 12/20）

（アルコール分 15％・やや辛口）

アルミ缶 180ml…253 円

（アルコール分 15％・甘口）

300ml…578 円

本体価格 1,000 円
4906141007419 （入数 12）

本体価格 842 円
4906141002063 （入数 12）

純米酒にごりカップ

本体価格 1,050 円
4906141006115 （入数 12）

ｸﾘｱｶｰﾄﾝ入 180ml…1,100 円

720ml…926 円

本体価格 1,040 円
4906141005446 （入数 12）

本体価格 2,100 円
4906141006108 （入数 6）

本体価格 5,250 円
4906141004838 （入数 6）

本体価格 1,870 円
4906141002056 （入数 6）

720ml…1,144 円

1.8L…2,310 円

箱入 720ml…5,775 円

（アルコール分 15％・やや辛口）

本体価格 2,080 円
4906141005439 （入数 6）

「ゴービヨンド」は「超えてゆく」の意味。
華やかな香りとまろやかな味わいで、
価格を超えた旨さが特徴の新商品。

本体価格 10,500 円
4906141004814 （入数 6）

純米大吟醸

1.8L…2,288 円

1.8L…2,057 円

>

（アルコール分 16％・やや辛口）
上品で優雅な果実の香りと、
綺麗な甘み、後味の長い余韻。
酒造りの粋を集め、創業者の
名を冠した杜氏入魂の逸品。
会津産美山錦 100％使用。

特醸酒 （アルコール分 15％・中口）
特醸酒カップ（エイセンカップ）
柔らかな口当たりと米の旨味、
スッキリとしたキレの良い味わい。
榮川のロングセラー定番酒。

1.8L…2,288 円

箱入 1.8L…3,300 円

糖
< 類や酸味料無添加の普通酒に冠する、弊社独自の呼称です

箱入 1.8L…11,550 円

純米酒
（アルコール分 15％・やや辛口）
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。
会津産米 100％使用。

特醸酒

純米吟醸

（アルコール分 15％・やや辛口）
華やかな香りと米の旨味を十分に引き出し、
香味のバランスがとれた味わい。
会津産夢の香 100％使用。

純米酒

純米吟醸

大吟醸榮四郎

大吟醸榮四郎

（アルコール分 16％・辛口）
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。
酒造りの粋を集め、創業者の
名を冠した杜氏入魂の逸品。
兵庫県産山田錦 100％使用。

清酒粕を蒸留し、オーク樽に
1 年間、更に貯蔵容器で長期
間熟成させることで生まれた、
高貴な香りと金色に輝く色合い。

720ml…4,400 円
本体価格 4,000 円
4906141002490 （入数 6）

720ml…1,100 円
本体価格 1,000 円
4906141003077 （入数 6）
300ml…440 円
本体価格 400 円
4906141003084 （入数 12）

SUDACHI SAKE

（すだち酒）
（アルコール分 9 ～ 10％・甘口）

すだち果汁と日本酒をミックスし
爽やかな香りと力強い酸味が特
徴的な味わいです。
（要冷蔵）
720ml…1,870 円
本体価格 1,700 円
4906141005132 （入数 12）

日本名水百選

180ml…550 円
本体価格 500 円
4906141007334 （入数 12）

日本酒ベースにゆずをまるごと
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。

会津磐梯の名水仕込

300ml…880 円
本体価格 800 円
4906141007143 （入数 12）

造り酒屋のゆずのお酒

（アルコール分 10％・甘口）

人と人の真ん中に、エイセン。

日本酒ベースに青梅を漬け込み、
8 年以上の熟成を重ね、奥深さと
まろやかさが楽しめます。

リキュール

リキュール

UMESAKE 8 年熟成

（アルコール分 14％・甘口）

Since1869

くら

YUKOU SAKE （ゆこう酒）

（アルコール分 9 ～ 10％・甘口）

ゆこう果汁と日本酒をミックスし
穏やかな香りと柔らかな酸味が
特徴的な味わいです。
（要冷蔵）
720ml…1,870 円
本体価格 1,700 円
4906141005149 （入数 12）

「ゆっ蔵」

見学受付・試飲販売所

敷地入口右側にある「ゆっ蔵」では酒蔵見学
受付のほか、試飲とお買い物が楽しめます。
●営業時間 10：00 ～ 16：30
●定休日 年中無休
※団体のお客様は、必ず事前予約願います。
龍ヶ沢湧水

道の駅
ばんだい

榮川酒造
ゆっ蔵
セブン
イレブン

造り酒屋のうめのお酒

明治 2 年創業

（アルコール分 14％・甘口）

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。
箱入 720ml…1,100 円
本体価格 1,000 円
4906141003091 （入数 6）
300ml…440 円
本体価格 400 円
4906141002742 （入数 12）

標高 550m の酒蔵

えいせん

「榮川酒造」
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 2022.11.01
飲酒は 20 歳になってから

明治 2 年会津若松市に宮森榮四郎酒造店
を創業。より良水を求め平成元年に磐梯
町の会津磐梯山西山麓に製造蔵を新設移
転。平成 20 年に壜詰・倉庫・事務所を
新設移転。令和元年に創業 150 周年を迎
えることができました。

日本名水百選

会津磐梯の名水

りゅうがさわ

「龍ヶ沢湧水」
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
地下水となり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地下水を
全量使用しております。

