
居酒屋八兵衛　オリジナル日本酒
All of Hachibeh sake are only at here in Australia

酒屋八兵衛　うっかり八兵衛
1合 $13.00
1800ml $110.00

ちょっとこだわった方の日常酒
うっかり飲み過ぎます！！（笑）
県外でも人気上昇中の三重の地酒『酒屋八兵衛』のお酒！！
辛口を銘打ってあるだけにしっかりした辛口です！！
切れも良く燗にして頂いても美味しく飲んで頂けます♪

辛いのですが単に淡麗な辛さ、綺麗なだけの辛さではなく
奥行きを感じさせてくれます。

酒屋八兵衛　特別純米酒
1合 $13.00
720ml $58.00

原料米：五百万石60％精米 1800ml $110.00

燗で良し、常温で良し、冷で良し。
どの温度帯でも美味しく頂けます。おすすめは『燗酒』。

刺身に鍋にと季節を問わず料理に合わせて頂けるのも特徴です!!

酒屋八兵衛 本醸造生酒

720ml $58.00

原料米：五百万石５５％精米

しぼりたてのお酒をそのまま低温で貯蔵し生のまま
ビン詰めしました。フレッシュな飲み口とさわやかな
味わいをお楽しみください。

Hachibeh Tokubetsu Junmai

Hachibeh hon jozo nama

Ukkari Hachibeh



300ml $21.00
Hachibeh junmai ginjo nama
原料米：五百万石５５％精米

吟醸酒らしい上品な味と香りが料理を引き立てます。

米本来の味を大切にじっくり仕込んだ純米吟醸生酒。

純米生貯蔵酒 300ml $18.00
白鹿生貯蔵
Hakushika nama chozo

蔵出しの新鮮なしぼりたての風味をそのまま瓶詰した、

蔵出しの新鮮な味が冴える淡麗でやや辛口の生貯蔵酒です。

兵庫灘の自然が育んだ、新鮮・爽やかな生貯蔵酒です。
良く冷やしてお飲みください。

上善如水　純米酒 300ml $18.00
Jozen Mizu no gotoshi

美味しい純米酒を気軽に味わってみたい方のために

小瓶にしました。ひや・冷たくしてお飲み下さい。

酒屋八兵衛　純米吟醸生



甘ーいお酒　Sweet Sake

チョーヤ梅の実入り梅酒 650ml $63.00

Choya premium Umeshu
梅の実が入ったまろやかでこくのある梅酒

宇治茶梅酒 Glass $10.00

Green tea umeshu Bottle $54.00

国産梅と京都産の宇治茶を使用。
宇治茶を低温でゆっくり 抽出することで
甘味を引き出しました。
良い香り立ち、上品な旨み、しゃんとした後味が特徴の
食事に合う梅酒。

アルコール度数／10度

沖縄パイン Glass $10.00

Okinawa Pineapple Bottle $58.00

沖縄産パイナップルと泡盛で作った甘いお酒。
女性にうれしい砂糖不使用にこだわりました。

白壁蔵「澪」 300ml $12.00

Mio Sparkling Sake

アルコール度数／5.1度

会津誉　「苺にごり」 $18.00

Strawberry Nigori

にごり酒と苺のコラボ。新感覚のお洒落で不思議な関係

アルコール度数／7度

ぷるぷるスパークリングゼリーゆず酒 $10.00

Puru puru sparkling jelly yuzu 

ひんやりぷるんとした食感と口の中でシュワーっとはじける
炭酸をお楽しみください。ゆずの爽やかな香りが特徴です。

アルコール度数／5度

ぷるぷるスパークリングぜりー梅酒 $10.00

Puru puru sparkling jelly Ume 

ひんやりぷるんとした食感と口の中でシュワーっとはじける
炭酸をお楽しみください。梅酒利き酒大会変わり種部門優勝

アルコール度数／5度



焼酎
芋焼酎 $80.00
我は海の子　720ml 25度

白波で有名な薩摩酒造が造る、伝統と革新の一本！
業界初！海洋酵母仕込み！ 「海洋酵母」は海水中より得られる
酵母で、やわらかな香りと爽やかな甘味を造り出します。
話題の海洋深層水仕上げで喉越しのよい、
深い味わいを生み出しました。

麦焼酎
伝説　720ml 25度 $80.00
平成十四年鹿児島県本格焼酎鑑評会「 総裁賞」受賞
シラス土壌の清らかな水で仕込み、大麦100%のもろみを
減圧蒸留しました。森の中の湧き水のクリアな香りのあとから
リンゴや梨を思わせるほのかなフルーツの香りが漂います
研ぎ澄まされたクリアでシャープな飲み口をお楽しみください。

芋焼酎
大魔王　720ml 25度 $80.00

厳選した芋を原料に米麹を使った100％芋焼酎。
樫樽の中でゆっくり、じっく りやさしく貯蔵し
まろやかな香りに仕上がっています。

芋焼酎
黒霧島　720ｍｌ　25度 $80.00

トロリとした甘み、スッキリとした切れの良さを持ち、
香りに癖がなく飲みやすいです。
とろりとした味わいが楽しめるロックがおすすめです
焼酎を注ぎ、ゆっくりとよくかき混ぜます。
ひんやりとしたノドごしとほのかな香りが楽しめます。



Japanese Craft Beer
ITQI (International taste & quality institute)
superior taste award beer

COEDO Shiro - Non Filtered wheat beer
$12.00

sweet fruity like banana or cloves that comes
from the use of wheat malts and specialy selected
top fermentation yeast

COEDO Kyara - indian pale lagar $12.00

Rich golden brown beer with vivid and clean 
bitterness and savory aroma like white grape
or spicy citrus made from selected aroma hops.

COEDO Ruri - PILS $12.00

A beautifully delicate japanese style pilsner with
a nice white contrast of soft form and a clear 
golden color. It tastes refleshing and crisp in the
mouth, with a good balance of hoppy bitterness
and satisfying deep refined flavor.

COEDO Shikkoku - Black Lagar $12.00

Black & Chocolate malts with six types of malts
creates a pleasant aromatic roast that is light,
smooth and mild drinkable dark beer.
Fragrant coffee or chocolate aroma is comfortable.

Chonmage beer - ALT $12.00

Red brown color original ALT beer
Good balance of  bitterness and
individualistic aroma

Doppo Pilsner $11.00

This is one of the first craft beer 
made by Sake brewery
Malts; Pilsner
Hops; Saaz, Perle, Nugget

Doppo Dunkel $11.00

This is one of the first craft beer 
made by Sake brewery
Malts; Munich, Caramel molts, Caramel munich, 
         Melanoidin, Vienna
Hops; Hallertau,Perle


