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日和商事株式会社 代表取締役社長
黄 曜東

祖国中国は豊饒な国土と豊富な清水の恩恵を受け、

数多くの銘酒が誕生致しました。

四千年以上、脈々と大切に受け継がれてきた中国酒は、

世界に誇りうる伝統文化といえるでしょう。

弊社の経営理念は、中国酒販売事業を通じて祖国の文化を伝え、

より多くの方々に中国を理解していただけるように

微力ながら力を尽くすことにあります。

弊社は日本の商習慣を守り、適正な利益水準を維持し、

末永くお客様とお付き合いさせていただく所存でございます。

何卒ご支援賜りますようお願い申し上げます。

ごあいさつ

中国酒専門で約30年の実績を積み重ねて参りました

厳選された良質な商品のみを提供しております

四千年の銘酒

600ml × 12 本入 　17°

JAN code　4997461010807

関帝陳年 5 年紹興酒
カンテイチンネン　  ネンショウコウシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1335-2110

600ml × 12 本入 　17°

JAN code　4997461010814

関帝陳年 3 年紹興酒
カンテイチンネン　  ネンショウコウシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1325-2310

600ml × 12 本入 　17°

JAN code　4997461010821

関帝陳年 10 年紹興酒
カンテイチンネン　  　 ネンショウコウシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1375-2510

600ml × 12 本入 　17°

JAN code　6925508710012

関帝陳年 15 年紹興酒
カンテイチンネン    　  ネンショウコウシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1395-2910

500ml × 12 本入 　17°

JAN code　4997461010852

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1334-2110

1.8L × 6 本入 　17°

JAN code　4997461010845

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1338-0110

関帝陳年５年紹興酒【1.8L】
カンテイチンネン　ネンショウコウシュ

関帝陳年５年紹興酒【角瓶】
カンテイチンネン　ネンショウコウシュ   カクビン

750ml × 12 本入 　17°

JAN code　6925508710111

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1356-5511

関帝陳年 8 年花彫酒
カンテイチンネン　　ネンハナボリシュ

750ml × 12 本入 　17°

JAN code　6925508710128

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1366-5510

関帝陳年 8 年加飯酒
カンテイチンネン　　 ネンカハンシュ

かん　てい

三国志の英雄 関羽の名を冠した

最高級紹興酒。

豊かな穀倉地帯が生み出す

良質のもち米と清水という自然

の恩恵からつくりだされた

日和商事が誇るトップブランド。

５年間の熟成が生み出す円熟した味わい やわらかな味わいと香り

10 年熟成ならではの華やかな香りと優雅な味 関帝ブランドの最高峰、風格ある味わい 家庭でお手軽に飲める 500ml サイズ

料理酒としても便利な一升瓶の徳用サイズ 贈答品にも相応しいプレミアム紹興酒 やわらかい香りが特徴の加飯酒



600ml × 4 本入 　15°

JAN code　6925508710074

越王台陳年 30 年花彫酒
エツオウダイチンネン　　　ネンハナボリシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1604-9021

600ml × 4 本入 　15°

JAN code　6925508710067

越王台陳年 25 年花彫酒
エツオウダイチンネン　　　ネンハナボリシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1554-9021

300ml × 8 本入（2 本セット ×4） 　15°

JAN code　6925508710104

越王台陳年 30 年･25 年花彫酒
300ml 各 1 本（2 本セット）

エツオウダイチンネン　　ネン　　 　ネンハナボリシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1582-6021

500ml × 6 本入 　16°

JAN code　6925508700259

越王台陳年 20 年花彫酒
エツオウダイチンネン　　　ネンハナボリシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1494-0051 500ml × 12 本入 　16°

JAN code　6925508700280

越王台陳年 12 年花彫酒
エツオウダイチンネン　　　ネンハナボリシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1464-2061 500ml × 12 本入 　16°

JAN code　6925508700310

越王台陳年 10 年花彫酒
エツオウダイチンネン　　　ネンハナボリシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1454-2061

250ml × 24 本入 　16°

JAN code　6925508700440

越王台陳年 10 年花彫王ひょうたん
エツオウダイチンネン　ネンハナボリオウ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1452-5771 500ml × 12 本入 　16°

JAN code　6925508700358

越王台陳年 8 年花彫酒ひょうたん
エツオウダイチンネン　 ネンハナボリシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1444-2071 500ml × 12 本入 　16°

JAN code　6925508700389

越王台陳年 8 年花彫王 
エツオウダイチンネン　　ネンハナボリオウ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1444-2761

600ml × 12 本入 　16°

JAN code　6925508700129

越王台紹興花彫酒
エツオウダイショウコウハナボリシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1415-2510

600ml × 12 本入 　16°

JAN code　6925508712061

越王台陳年 5 年花彫酒
エツオウダイチンネン　　ネンハナボリシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1435-2110

600ml × 12 本入 　16°

JAN code　6925508712078

越王台陳年 10 年花彫酒
エツオウダイチンネン　　   ネンハナボリシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1455-2910

180ml × 24 本入 　16°

JAN code　4997461010869

越王台紹興酒 180ml【瓶】
エツオウダイショウコウシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1411-5310

500ml × 12 本入 　17°

JAN code　6925785000189

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1374-2022

関帝白磁陳年 10 年紹興酒
カンテイハクジ チンネン　　　 ネンショウコウシュ

1625ml × 6 本入 　17°

JAN code　4997461010166

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1347-5021

関帝紹興加飯酒 1625ml
カンテイショウコウカハンシュ

かん　てい

壺入り

お求めになりやすい価格で高品質。個性豊かな逸品を揃えま

した。まろやかで飲みやすく、自信を持っておすすめできる

ラインナップです。

越王台とは、中国春秋時代後期に越王 勾践(ｺｳｾﾝ)が築いた

浙江省紹興市に残されている史跡。

えつ　おう　だい

5 ～ 6 人用で宴会などに最適です 関帝が描かれた壺入りの最高級紹興酒

マイルドで飲みやすいベストセラー商品

やわらかな味わいとほのかな余韻が絶妙 クラシックなラベルが印象的な 10 年紹興酒 お気軽に楽しめる飲み切りサイズ

長寿や吉祥の祈りをこめて雌雄の鶴を施した
一流のおもてなしに最適の逸品

上質なまろやかさと重厚感のある味わい深さは
まさに別格

長期熟成が醸し出す芳醇な香りと気品ある味 優艶で心地よい香りの 12 年ブレンド 縁起の良い双龍が描かれた壺の 10 年ブレンド

紹興酒の醍醐味が楽しめる小さな壺入り 蔵出しの旨さが生きている８年ブレンド 自然の旨味が楽しめる８年ブレンド
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かめ入り

24L× 1 本入 　17°

JAN code　4997461010630

関帝紹興加飯酒 24L
カンテイショウコウカハンシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1900-9520 9L× 1 本入 　17°

JAN code　4997461010159

関帝紹興加飯酒 9L 
カンテイショウコウカハンシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1329-2021

9L× 1 本入 　17°

JAN code　4997461010746

関帝陳年 10 年加飯酒 9L 
カンテイチンネン　　　 ネン カ ハンシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1379-2021 5L× 1 本入 　17°

JAN code　4997461010890

関帝紹興加飯酒 5L 
カンテイショウコウカハンシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1349-0021 24L× 1 本入 　16°

JAN code　4997461010739

越王台紹興加飯酒 24L
エツオウダイショウコウカハンシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1900-9526

9L× 1 本入 　16°

JAN code　4997461010708

越王台紹興加飯酒 9L 
エツオウダイショウコウカハンシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1419-2021 10L× 1 本入 　15°

JAN code　4997461010907

越王台 2002 年原酒 10L
エツオウダイ    　   　　 ネンゲンシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1479-3021 5L× 2 本入 　14°

JAN code　6925508706626

越王台陳年 10 年花彫酒 5Ｌ
エツオウダイチンネン　　　ネンハナボリシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1459-0021

250ml × 24 本入 　17°

JAN code　4997461010654

珍蔵紹興酒 250ML
チンゾウショウコウシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1906-2520 500ml × 12 本入 　17°

JAN code　6925508700266

珍蔵紹興酒 500ML
チンゾウショウコウシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1906-4221 250ml × 24 本入 　17°

JAN code　6925508700273

珍蔵紹興酒 【茶壺】
チンゾウショウコウシュ  チャツボ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1906-2556

1L × 6 本入 　17°

JAN code　6925508700228

特選竹編紹興酒 1L 
トクセンタケアミショウコウシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1027-0021 1L × 6 本入 　15°

JAN code　6921412387036

彩壜浮彫酒【短首】 
サイウンウキボリシュ　 タンクビ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1909-7031 1L × 6 本入 　15°

JAN code　6903290190700

彩壜浮彫酒【ラッパ口】 
サイウンウキボリシュ　 　               グチ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1909-7041

かめ出しの雰囲気が楽しめるミニかめ紹興酒 かめ出しの雰囲気が楽しめるミニかめ紹興酒 趣きある壺デザインで贈答品にもおすすめ

コンパクトサイズな、かめ出し紹興酒 慶びの日に相応しい華やかな振舞い酒
※手作りのため、色、絵柄がそれぞれ異なります。

慶びの日に相応しい華やかな振舞い酒
※手作りのため、色、絵柄がそれぞれ異なります。
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●　白酒（バイジュウ）…中国酒で穀物を使った蒸留酒

●　黄酒（ホワンジュウ）…もち米を原料に麹を使って醸造した酒

　◇　紹興酒… 浙江省紹興市で作られた黄酒

　◇　加飯酒… もち米を多めに使用している紹興酒

　◇　花彫酒… 昔、中国では女児誕生の時に美しい彩色を施したカメにお酒を入れて

　　　　　　　   庭に埋め、嫁入りするときに掘り起こす習慣があり、それを「花彫酒」

　　　　　　   　と呼んだ。その名残で、今ではキレイなラベルで施された紹興酒に

　　　　　　　   商品名として使用される場合が多い。

　◇　老　酒… 黄酒のなかで熟成期間が長く上質なものを示すが、紹興市以外（例えば

　　　　　　　   上海や台湾や日本など）でつくられた黄酒に商品名として使用される

　　　　　　　   場合も多い
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600ml × 12 本入 　17°

JAN code　4997461010517

関公紹興花彫酒【赤】
カンコウショウコウハナボリシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1215-2110

600ml × 12 本入 　17°

JAN code　4997461010524

関公紹興加飯酒【赤】
カンコウショウコウカハンシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1225-2110

600ml × 12 本入 　17°

JAN code　4997461010500

関公紹興花彫酒【青】
カンコウショウコウハナボリシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1215-2310

600ml × 12 本入 　16°

JAN code　6925508712047

呉越人家 陳年 10 年紹興酒
ゴ エツジン カ　チンネン　　　ネンショウコウシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1745-2310

600ml × 12 本入 　16°

JAN code　6925508712054

呉越人家 陳年 15 年紹興酒
ゴ エツジン カ　チンネン　　　 ネンショウコウシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1755-2510

600ml × 12 本入 　17°

JAN code　4997461010494

雙喜花彫酒
ソウ キ ハナボリシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1907-5210

600ml × 12 本入 　16°

JAN code　4997461010616

流泉紹興酒
リュウセンショウコウシュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1910-5210

180ml × 24 本入 　17°

JAN code　4997461010135

紹興花彫酒【壺】
ショウコウハナボリシュ  ツボ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1900-1520

750ml × 12 本入 　17°

JAN code　4997461010449

特選陳年紹興花彫ひょうたん
トクセンチンネンショウコウハナボリ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1908-6521 500ml × 12 本入 　16°

JAN code　6904508937070

女児紅酒
ニョジ コウ シュ

産地：浙江省紹興市

商品番号 

1905-4221

500ml × 6 本入   12.5°

JAN code　6903293500063

石庫門 上海老酒 金綉 12 年
セッコモン シャンハイラオチュウ キンシュウ     ネン

産地：上海市

商品番号 

1918-4011

500ml × 12 本入 　14°

JAN code　6903293600992

石庫門 上海老酒 【青】
セッコモン シャンハイラオチュウ

産地：上海市

商品番号 

1918-4212

500ml × 12 本入 　14°

JAN code　6903293470991

石庫門 上海老酒 【黒】
セッコモン シャンハイラオチュウ

産地：上海市

商品番号 

1918-4211

500ml × 12 本入 　12°

JAN code　6903293470892

石庫門 上海老酒 【赤】
セッコモン シャンハイラオチュウ

産地：上海市

商品番号 

1918-4210

日和商事のロングヒットブランド
上質な紹興酒をお手軽に楽しめます

日和商事のロングヒットブランド
加飯酒タイプで、まろやかな味わい

日和商事のロングヒットブランド
店頭に映えるポップな青ラベル

中国古代四大美人、西施（せいし）が描かれた
オリジナルブランド紹興酒

中国古代四大美人、西施（せいし）が描かれた
オリジナルブランド紹興酒

「雙喜」とは、喜びが重なるという意味
お祝いごとにおすすめの紹興酒

淡麗で爽やかな口当たりのライト紹興酒 飲み切りサイズの一合徳利紹興酒

中国で古来より大変縁起が良いとされている
ひょうたんの形を模した陶器入り

嫁入りの際に振舞われる縁起の良い酒

さらに詳しい商品説明は、

弊社の website をご覧くださいませ。

上海の中洋折衷伝統建築様式である

『石庫門』をイメージした老酒。

すっきり飲みやすく

異国情緒溢れた逸品です。

nichi-wa.co.jp
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500ml × 12 本入 　53°

JAN code　6902952894024

貴州茅台酒【500ML】
キシュウマオタイシュ

産地：貴州省

日中国交正常化の式典で両国首相がこのお酒で
乾杯したことでも有名な唯一無二の最高級白酒

商品番号 

3024-2021

500ml × 6 本入 　53°

JAN code　6902952882861

茅台迎賓酒
マオタイゲイヒンシュ

産地：貴州省

商品番号 

3594-0021

貴州茅台酒のシリーズ商品　お買い求めになり
やすい価格で、後味の良い芳醇な味わい

500ml × 6 本入 　53°

JAN code　6902952894093

貴州茅台酒　猪年ボトル
キシュウマオタイシュ  イノシシドシ

産地：貴州省

商品番号 

3024-2031

干支が描かれた大変貴重な限定ボトル。
【2019 年 猪年】

時価品

500ml × 6 本入 　53°

JAN code　6902952893577

貴州茅台酒　戌年ボトル
キシュウマオタイシュ     イヌドシ

産地：貴州省

商品番号 

3024-2030

干支が描かれた大変貴重な限定ボトル。
【2018 年 戌年】

時価品

500ml × 6 本入 　53°

JAN code　6902952880492

15 年貴州茅台酒
ネンキシュウマオタイシュ

産地：貴州省

商品番号 

3604-0021

貴州茅台酒の希少価値の高い年代物。15 年

時価品

30 年貴州茅台酒
ネンキシュウマオタイシュ

500ml × 6 本入 　53°

JAN code　6902952880249

産地：貴州省

商品番号 

3614-0021

貴州茅台酒の希少価値の高い年代物。30 年

時価品

50 年貴州茅台酒
ネンキシュウマオタイシュ

500ml × 6 本入 　53°

JAN code　6902952880201

産地：貴州省

商品番号 

3624-0021

貴州茅台酒の希少価値の高い年代物。50 年

時価品

白 酒
弊社は、日本で唯一の

貴州茅台酒輸入総代理店です。

メーカー直輸入の商品のみを

ご提供しておりますので、安心して

お買い求めいただけます。

時価品 こちらのマークが付いている

商品は、事前に在庫と価格を

お問い合わせ下さいませ。

時価品

500ml × 6 本入 　53°

JAN code　6902952883622

茅台王子酒
マオタイオウジシュ

産地：貴州省

商品番号 

3594-0023

貴州茅台酒のシリーズ商品　高貴な香りが長く
続く繊細でエレガントな白酒

ショットグラス 2 個付

茅台酒は、貴州省 茅台鎮でのみ生産されている伝統的な特産品です。

スコッチウイスキー、フランスコニャックブランデーと並び、世界三大蒸留酒

の一つで、大切な方への返礼の品や、国賓級のおもてなしなど公的な外交の場

においても多く用いられます。「香りが強く、きめ細やかな上品な味、濃厚か

つ深い味わいで、風味が舌に留まる」と称されています。

中

国

至

高
の
銘

酒

そ
の
香

り
に
酔

い
し
れ
る

き

し
ゅ
う　
ま

お

た
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し
ゅ

貴州茅台酒｜KWEICHOW MOUTAI

-10-
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ご りょう えき

五粮液は、中国最古の白酒と言われる長い歴史を持つ四川省随一の銘酒です。

高粱（コウリャン）、もち米、うるち米、小麦、トウモロコシの五穀を原料とし、

古い貯蔵庫で発酵し、長年にわたって醸造し、丹念に作られてます。

“香気悠久にして味わい醇厚、口当たりは甘美で喉越し爽快”と称され、

中国白酒の中でも独特の風味を誇る銘酒です。

WULIANGYE

 

月

日

が
流

れ
て
も

変

わ
ら
ぬ
酒

造

り
へ
の
情

熱

五粮液｜WULIANGYE
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500ml × 6 本入 　52°

JAN code　6901382023677

五粮液 1618
ゴリョウエキ

産地：四川省

商品番号 

3344-2021

伝統的製法と最新技術を併せてつくられた
至極の五粮液

茅台酒は、貴州省 茅台鎮でのみ生産されている伝統的な特産品です。

スコッチウイスキー、フランスコニャックブランデーと並び、世界三大蒸留酒

の一つで、大切な方への返礼の品や、国賓級のおもてなしなど公的な外交の場

においても多く用いられます。「香りが強く、きめ細やかな上品な味、濃厚か

つ深い味わいで、風味が舌に留まる」と称されています。

500ml × 6 本入 　52°

JAN code　6901382103355

五粮液
ゴリョウエキ

産地：四川省

商品番号 

3044-0011

５種類の穀物が原料であることからその名が
ついた中国を代表する最高級白酒

500ml × 6 本入 　39°

JAN code　6901382065226

五粮液【39°】
ゴリョウエキ

産地：四川省

商品番号 

3044-0331

高貴な風味はそのままの低アルコール五粮液

500ml × 6 本入 　52°

JAN code　6901382040582

五粮国賓酒
ゴリョウコクヒンシュ

産地：四川省

商品番号 

3344-0531

国賓のおもてなし用に製造されている五粮液
のシリーズ商品

500ml × 6 本入 　45°

JAN code　6901382056033

五粮醇【45°】 
ゴリョウジュン

産地：四川省

商品番号 

3344-0011

五粮液のシリーズ商品　甘口でまろやか

500ml × 6 本入 　35°

JAN code　6901382056583

五粮醇【青】 
ゴリョウジュン

産地：四川省

商品番号 

3344-0313

五粮液のシリーズ商品　アルコール度数を
抑え、香り高くすっきりとした味わい

475ml × 6 本入 　38°

JAN code　6901382044382

三星　金六福
ミツボシ　  キンロップク

産地：四川省

商品番号 

3393-4011

五粮液のシリーズ商品　六つの福と酒質の
六要素が融け合うことを表現した白酒

100ml × 24 本入 　58°

【58°赤】商品番号 

3390-6410

100ml × 24 本入 　33°

【58°赤】JAN code　6901382095100
【33°青】JAN code　6901382095124

火爆  
フォーバオ

産地：四川省

【33°青】商品番号 

3390-6310

五粮液のシリーズ商品　コンパクトサイズで
若者がスタイリッシュに飲めるお酒として大人気

500ml × 6 本入 　52°

JAN code　6901382107520

五星　金六福
イツツボシ　キンロップク

産地：四川省

商品番号 

3394-0015

五粮液のシリーズ商品　ワンランク
グレードの高い金六福です。
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台湾

金門高粱酒

金門島は台湾と中国大陸の間に立地し、

四面海に囲まれた小さな島。一年中

太陽がさんさんと降り注ぐ乾地で

育つ高粱に花コウ岩から染み出る

ミネラル豊富な水を使い伝統醸造法で

作られています。

-14- -15-

700ml × 6 本入 　53°

600ml × 12 本入 　46°

JAN code　4719433007826

台湾金門　宝月泉高粱酒 600ML　　
タイワンキンモン  ホウゲツセンコウリャンシュ

産地：台湾

商品番号 

3435-2011

台湾の白酒市場で 80％のシェアを占める人気
古酒とのブレンド酒で、優雅かつ柔らかな香り

500ml × 12 本入 　42°

JAN code　6903431102692

汾酒【茶壺】
フンシュ　  チャツボ

産地：山西省

商品番号 

3064-2050

山西省汾陽市杏花村で作られている中国を
代表する伝統ある白酒　気品ある茶壷入り

500ml × 12 本入 　53°

JAN code　6903431120061

汾酒
フンシュ

産地：山西省

商品番号 

3064-2021

山西省汾陽市杏花村で作られている中国を
代表する伝統ある白酒

500ml × 6 本入 　42°

JAN code　6903431139452

20 年陳醸　汾酒
ネンチンジョウ  フンシュ

産地：山西省

商品番号 

3064-2061

山西省汾陽市杏花村で作られている中国を
代表する伝統ある白酒　最高級 20 年

500ml × 6 本入 　48°

JAN code　6903431138707

30 年陳醸　汾酒
ネンチンジョウ  フンシュ

産地：山西省

商品番号 

3064-2071

山西省汾陽市杏花村で作られている中国を
代表する伝統ある白酒　最高級 30 年

500ml × 12 本入 　52°

JAN code　6901065740068

金星牌 高粮酒 【瓶】
キンセイハイ コウリャンシュ ビン

産地：天津市

商品番号 

3054-2110

華北地方の特産のコーリャンを原料に大麦、
そら豆を加えて蒸留したマイルドなお酒。

500ml × 12 本入 　62°

JAN code　6901065740228

天津  高粮酒 【壷】
テンシン   コウリャンシュ ツボ

産地：天津市

商品番号 

3054-2020

アルコール分 62 度の刺激的な飲み口で
香り豊かな白酒　

JAN code　6926386000202

20 年陳醸 高粮酒
ネンチンジョウコウリャンシュ

産地：天津市

商品番号 

3056-0022

20 年熟成させたグラス付き最高級高粮酒

500ml × 6 本入 　35°

JAN code　6901328000335

貴州醇
キシュウジュン

産地：貴州省

商品番号 

3224-0011

飲んだ後も余韻が広がる低アルコール白酒

500ml × 12 本入 　39°

JAN code　6901221920037

孔府家酒【壺】
コウ フ  カ  シュ

産地：山東省

商品番号 

3104-2021

孔子の誕生の地で製造される秘蔵の白酒

475ml × 12 本入 　32°

JAN code　6901221950645

孔府家酒【瓶】
コウ フ  カ  シュ

産地：山東省

商品番号 

3103-4010

孔子の誕生の地で製造される秘蔵の白酒

白 酒

さらに詳しい商品説明は、

弊社の website をご覧くださいませ。

nichi-wa.co.jp 300ml × 24 本入 　58°

JAN code　4719433002562

台湾金門　小高粱　300ML　
タイワンキンモン　ショウコウリャン

産地：台湾

商品番号 

3432-6010

台湾の白酒市場で 80％のシェアを占める人気
1950 年代「黄金龍」の復刻。

台湾の白酒市場で 80％のシェアを占める人気
口当たりがなめらかで若者や女性に大好評。

300ml × 24 本入 　38°

JAN code　4719433000476

台湾金門　高粱酒　300ML
タイワンキンモン　コウリャンシュ

産地：台湾

商品番号 

3432-6011

600ml × 12 本入 　58°

JAN code　4719433003828

台湾金門　特優　高粱酒 600ML　　
タイワンキンモン  トクユウ　コウリャンシュ

産地：台湾

商品番号 

3435-2111

台湾の白酒市場で 80％のシェアを占める人気
贈答品にも最適である優質な逸品
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携帯しやすいポケットサイズ お得な 300ＭＬボトル

スタイリッシュな 500ml ボトル
低アルコールでさらにまろやか。大人数で

飲む場の盛り上げ役などに最適です
低アルコールでさらにまろやか。大人数で

飲む場の盛り上げ役などに最適です

500ml × 20 本入 　56°

JAN code　6906785220869

紅星　二鍋頭酒
ベニボシ　  アールコードシュ

産地：北京市

商品番号 

3034-5010

500ml × 12 本入 　53°

JAN code　6906785015014

紅星 ８年陳醸 二鍋頭酒
ベニボシ　  ネンチンジョウアールコードシュ

産地：北京市

商品番号 

3034-2110

500ml × 6 本入 　52°

JAN code　6906785010422

紅星珍品 二鍋頭酒
ベニボシチンピン  アールコードシュ

産地：北京市

商品番号 

3034-0021

紅星　二鍋頭酒 100ML

100ml × 24 本入 　56°

JAN code　6906785230165

ベニボシ　  アールコードシュ

産地：北京市

商品番号 

3030-6010

500ml × 12 本入 　50°

JAN code　6906785015878

二鍋頭酒 RED STAR 500ML
アールコードシュ  レッド　　　スター

産地：北京市

商品番号 

3034-2050

150ml × 24 本入 　50°

JAN code　6906785015816

産地：北京市

商品番号 

3031-3050

100ml × 40 本入 　56°

JAN code　6906151601353

牛欄山　二鍋頭酒　100ML
ギュウランザン  アールコードシュ

産地：北京市

商品番号 

3420-6610

500ml × 12 本入 　56°

JAN code　6906151613257

牛欄山　二鍋頭酒　500ML
ギュウランザン  アールコードシュ

産地：北京市

商品番号 

3424-2610

100ml × 24 本入 　40°

JAN code　6938514100715

江小白 100ML
ジャンシャオバイ

産地：重慶市

商品番号 

3900-6010

300ml × 12 本入 　40°

JAN code　6938514100630

江小白 300ML
ジャンシャオバイ

産地：重慶市

商品番号 

3902-6010

500ml × 8 本入 　40°

JAN code　6938514100326

江小白 JOYOUTH　500ML
ジャンシャオバイ　ジョーユース

産地：重慶市

商品番号 

3904-3010

2L × 6 本入 　25°

JAN code　6938514101262

江小白　拾人飲【必勝】
ジャンシャオバイ　ジュウニンノミ　ヒッショウ

産地：重慶市

商品番号 

3908-0011

2L × 6 本入 　25°

JAN code　6938514101125

江小白　拾人飲【召喚】
ジャンシャオバイ　ジュウニンノミ　ショウカン

産地：重慶市

商品番号 

3908-0111

二鍋頭酒 RED STAR 150ML
アールコードシュ  レッド　　スター

隋時代に最初に作られ、王族への捧げ物として
重用されたお酒

500ml × 6 本入 　55°

JAN code　6902135155010

洋河大曲　新天藍
ヨウガダイキョク　  シンテンラン

産地：江蘇省

商品番号 

3164-0011

白 酒
二鍋頭酒（アールコード）は、

庶民の味方として誕生して以来、

特に北京では絶大な人気を誇ります。

純度の高さと強烈な味と香りは

やみつきになる美味しさです。

500ml のスタンダードサイズ お手軽に味わえる 100ml サイズ

綺麗なブルーボトルの 8 年陳醸 カジュアルなデザインでレッドスターが
印象的な 500ml ボトル

カジュアルなデザインでレッドスターが
印象的な 150ml ボトル

贈答品に相応しい高級感あふれるパッケージ
北京市牛欄山地区で伝統的酒造技術を継承し、
独自の風格を生み出してきた白酒　100ml

北京市牛欄山地区で伝統的酒造技術を継承し、
独自の風格を生み出してきた白酒　500ml

江小白（ジャンシャオバイ）は、

中国や韓国の若者に絶大な人気の

アルコール分低めの白酒。

甘くさわやかな香りで

くせのないまろやかな味わい。

カクテルのベースとしても最適で

白酒の独特な香りが苦手な方でも

大変飲みやすい新感覚白酒です。

さらに詳しい商品説明は、

弊社の website をご覧くださいませ。

nichi-wa.co.jp

オリジナルパッケージ入り

特製布バック付き 特製布バック付き
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125ml × 24 本入 　35°

JAN code　6909131169201

中国勁酒
チュウゴクケイシュ

産地：湖北省

商品番号 

2110-9010

500ml × 6 本入 　28°

JAN code　6909131284379

無糖勁酒
ム トウケイシュ

産地：湖北省

商品番号 

2114-0010

500ml × 12 本入 　35°

JAN code　6901584210202

至宝三鞭酒
シホウサンベンシュ

産地：山東省

商品番号 

2054-2011

500ml × 6 本入 　15°

JAN code　4997461030034

スッポン酒
シュ

産地：河北省

商品番号 

2034-0011

500ml × 12 本入 　54°

JAN code　6901065740266

天津　五加皮酒
テンシン　　ゴ   カ   ヒ  シュ

産地：天津市

商品番号 

2044-2020 500ml × 12 本入 　54°

JAN code　6901065740211

天津　メイ瑰露酒 
テンシン　　 メ  イ クイルーシュ

産地：天津市

商品番号 

2024-2020

470ml × 12 本入 　14°

JAN code　4997461041009

杏子酒
アン ズ シュ

産地：浙江省杭州市

商品番号 

4243-4010

470ml × 12 本入 　14°

JAN code　4997461041016

茘枝酒 
ライ チ シュ

産地：浙江省杭州市

商品番号 

4253-4010

470ml × 12 本入  10.5°

JAN code　4997461041023

梅酒
ウメシュ

産地：浙江省杭州市

商品番号 

4263-4010

470ml × 12 本入  10.5°

JAN code　4997461041030

ザクロ酒
シュ

産地：浙江省杭州市

商品番号 

4273-4010

500ml × 12 本入 　45°

JAN code　6903431225506

竹葉青酒
チクヨウセイシュ

産地：山西省

商品番号 

2014-2021

330ml × 24 本入 　4.7°

JAN code　6901035609333

青島ビール
チンタオ

産地：山東省青島市

商品番号 

5000-1100

リキュール
果実酒

ビール

白酒に厳選された中国漢方として有名な薬草を
伝統的手法と最新技術を用いて漬け込んだお酒

中国勁酒の無糖タイプ 500ml サイズ

白酒をベースに至宝三鞭丸と呼ばれる漢方を
用いて作られたお酒

白酒に漢方の植物五加皮（うごき）を漬けて、
コクとほのかな香りを醸し出したお酒

天津のコーリャンと摘み取ったばかりの
玫瑰（はまなすの花）を混ぜ合わせたお酒

ワインをベースに厳選したスッポンを加えた、
栄養豊かでくせのない軽快な味のお酒

白酒に中国南方の竹の若草や当帰や砂仁など
の薬味を配合したお酒

アンズ特有の甘ずっぱい香りと爽やかな
味わいで女性に大人気

ライチの果実をふんだんに使用した
みずみずしい爽やかな甘さ

まろやかな酸味と上品な甘みが調和した
すっきりとした味わい

まるでルビーの雫のような深紅色のお酒

中国を代表するビールとしてダントツの人気

さらに詳しい商品説明は、

弊社の website をご覧くださいませ。

nichi-wa.co.jp
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500ml × 12 本入  15.5°

JAN code　4997461040019

熊岳　リンゴ酒
クマタケ　　　　　　　 シュ

産地：浙江省杭州市

商品番号 

4214-2021

新鮮な熊岳りんごが引き締まった酸味と甘みを
もたらす爽やかで軽口の果実酒

JAN code　6905662191032

中華牌 桂花陳酒 750ml
チュウカハイ ケイ カ チン シュ

産地：北京市

750ml × 12 本入 　15°

商品番号 

4206-5010

白ワインに金木犀を漬け込み３年間熟成させた
中国の代表的な果実酒【中華牌ブランド】

JAN code　4997461041108

豊収牌 桂花陳酒 500ml
ホウシュウハイ ケイカチンシュ

産地：北京市

500ml × 12 本入 　16°

商品番号 

4207-2010

白ワインに金木犀を漬け込み３年間熟成させた
中国の代表的な果実酒【豊収牌ブランド】
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