
2022 年 8 月 1 日 

↑↓日付案内確定日にてプリント会社角印 

 

お客様各位 

 

株式会社西山酒造場 

 

価格改定のお知らせ 

 

 平素より、小鼓西山酒造場をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。 

 

 この度弊社の一部商品におきまして、価格の改定をさせていただくことになりましたの

でお知らせ致します。 

 

前回の価格改定から約 15 年間にわたり企業努力を続けてまいりました。しかしながら、昨

今の原材料や資材、物流費などの諸経費の値上がりが続いているため、やむを得ず、今回の

価格改定を行うこととなりました。 

 

 今後もさらなる品質向上に努め、お客様により満足していただける商品のご提供に努め

てまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い致します。 

  

記 

１．対象商品及び価格について 

  別紙にてご案内 

 

２．実施日 

2022 年 9 月 1 日ご注文分より 

 

３．本件に関するお問合せ先 

株式会社西山酒造場 

〒669-4302 

兵庫県丹波市市島町中竹田 1171 

TEL：0795-86-0331 FAX：0795-86-0202 

以上 



定番商品　*2022年9月1日以降のご注文より

税抜 税込

清酒

虚天楽 720ml ¥6,000 ¥6,600 常温

路上有花　葵 720ml ¥5,000 ¥5,500 常温

路上有花　黒牡丹 720ml ¥3,300 ¥3,630 常温

路上有花　桃花 720ml ¥2,200 ¥2,420 常温

純米大吟醸生酒 360ml ¥1,100 ¥1,210 クール

フローラマグナム 1,500ml ¥6,000 ¥6,600 常温

純米吟醸生酒 300ml ¥660 ¥726 クール

純米吟醸　花吹雪 720ml ¥1,540 ¥1,694 常温

純米吟醸 1,800ml ¥3,080 ¥3,388 常温

花 1,800ml ¥2,450 ¥2,695 常温

発泡性清酒 丹波小鼓　美白酵酒 360ml ¥1,200 ¥1,320 常温

焼酎

栗焼酎　古丹波 720ml ¥2,200 ¥2,420 常温

樽詰栗焼酎　三然古酒 720ml ¥3,000 ¥3,300 常温

古丹波マグナム 1500ml ¥6,000 ¥6,600 常温

臥龍城 720ml ¥2,000 ¥2,200 常温

黒豆焼酎　黒丹波 720ml ¥2,750 ¥3,025 常温

洋酒

タンブランディ―　モンテオエステ 700ml ¥6,000 ¥6,600 常温

ジン モンテオエステ　ジン 700ml ¥5,000 ¥5,500 常温

リキュール

微発泡　泡梅 250ml ¥660 ¥726 常温

微発泡　ゆず 250ml ¥660 ¥726 常温

微発泡　淡ぶどう 250ml ¥660 ¥726 常温

梅申春秋 1,800ml ¥3,080 ¥3,388 常温

梅申春秋 720ml ¥1,540 ¥1,694 常温

プラムトニック梅申（大） 3,850ml ¥8,500 ¥9,350 常温

プラムトニック梅申（小） 1,500ml ¥4,500 ¥4,950 常温

深山ぶどう 720ml ¥1,540 ¥1,694 常温

深山ぶどう 1,800ml ¥3,080 ¥3,388 常温

深山白ぶどう 720ml ¥1,540 ¥1,694 常温

深山白ぶどう 1,800ml ¥3,080 ¥3,388 常温

チョコレートリキュール
モンテオエステ

720ml ¥2,200 ¥2,420 クール

チョコレートリキュール
モンテオエステ ロゼ

720ml ¥2,750 ¥3,025 クール

ノンアルコール

甘酒＋ヨーグルト 150ml ¥250 ¥270 クール

甘糀ヨーグルト 125g ¥300 ¥324 クール

甘酒豆乳 甘糀豆乳 160g ¥270 ¥292 クール

栗果 260ｇ ¥1,650 ¥1,782 常温

黒香白果 250ｇ ¥1,650 ¥1,782 常温

MiMi菓 70ｇ ¥490 ¥529 クール

甘麹 180ｇ ¥700 ¥756 常温

塩麹 180ｇ ¥700 ¥756 常温

酒粕 純米酒粕1kg 1,000ｇ ¥820 ¥886 クール

化粧品 フェイシャルマスク 20ml ¥550 ¥605 常温

*関連するセット商品も価格改定対象です。（ギフトボックス代を加算している場合があります）

*季節限定商品は一部8月より価格改定しています。

*季節商品、セット商品は別紙です。

2022年8月1日

純米吟醸

フォンダンショコラ

調味料

梅酒

乳飲料

パウンドケーキ

リキュール

米焼酎

黒豆焼酎

ブランデー

微発泡

純米酒

栗焼酎

大吟醸

純米大吟醸

価格
配送方法商品名 容量



定番商品　*2022年9月1日以降のご注文より

税抜 税込

清酒

倭丹波　山波 720ml ¥2,200 ¥2,420 常温

倭丹波　山波 1,800ml ¥3,300 ¥3,630 常温

倭丹波　叢林 720ml ¥2,200 ¥2,420 常温

倭丹波　叢林 1,800ml ¥3,300 ¥3,630 常温

季節限定商品　*2022年9月1日以降のご注文より

税抜 税込

清酒

今朝思慕里 720ml ¥2,500 ¥2,750 クール

今朝思慕里 1,800ml ¥3,800 ¥4,180 クール

青陽 720ml ¥2,200 ¥2,420 クール

青陽 1,800ml ¥3,300 ¥3,630 クール

鼓春楽 720ml ¥3,500 ¥3,850 クール

鼓春楽 1,800ml ¥6,000 ¥6,600 クール

白蔵 720ml ¥2,500 ¥2,750 常温

白蔵 1,800ml ¥3,800 ¥4,180 常温

初手思慕里 720ml ¥2,200 ¥2,420 クール

初手思慕里 1,800ml ¥3,300 ¥3,630 クール

玄英 720ml ¥2,500 ¥2,750 クール

玄英 1,800ml ¥3,800 ¥4,180 クール

干支ラベル 720ml ¥2,200 ¥2,420 常温

干支ラベル 1,800ml ¥3,300 ¥3,630 常温

奉鼓獻酒 720ml ¥2,200 ¥2,420 クール

奉鼓獻酒 1,800ml ¥3,300 ¥3,630 クール

焼酎

古丹波ヌーボー 720ml ¥3,500 ¥3,850 常温

黒豆焼酎 黒丹波ヌーボー 720ml ¥3,800 ¥4,180 常温

食品

酒粕 御神酒板500g 500g ¥1,000 ¥1,080 クール

栗の渋皮煮 220ｇ ¥2,000 ¥2,160 常温

黒豆煮 200ｇ ¥1,800 ¥1,944 常温

*季節限定商品は一部8月より価格改定しています。

*定番商品、セット商品は別紙です。

*関連するセット商品も価格改定対象です。
（ギフトボックス代を加算している場合があります）

配送方法

大吟醸

商品名 容量
価格

純米大吟醸

大吟醸

純米大吟醸

栗焼酎

商品名

2022年8月1日

容量
価格

配送方法



*2022年9月1日以降のご注文より

税抜 税込

清酒

極みセット ¥11,200 ¥12,320 常温

路上参酒セット ¥10,700 ¥11,770 常温

桃黒セット ¥5,700 ¥6,270 常温

虚天楽桃花セット ¥8,400 ¥9,240 常温

葵黒牡丹セット ¥8,500 ¥9,350 常温

葵桃花セット ¥7,400 ¥8,140 常温

純米吟醸生酒6本 ¥3,960 ¥4,356 クール

純米吟醸生酒8本 ¥5,280 ¥5,808 クール

純米大吟醸生酒3本 ¥3,300 ¥3,630 クール

純米大吟醸生酒5本 ¥5,500 ¥6,050 クール

純米大吟醸生酒12本 ¥13,200 ¥14,520 クール

冷酒燗酒セット1800ml ¥5,830 ¥6,413 常温

中身で勝負セット720ml ¥6,650 ¥7,315 常温

中身で勝負セット1800ml ¥11,850 ¥13,035 常温

美白酵酒360ml3本セット ¥3,600 ¥3,960 常温

丹波の郷セット2 ¥5,700 ¥6,270 常温

丹波の郷セット3 ¥8,450 ¥9,295 常温

栗黒焼酎セット ¥5,150 ¥5,665 常温

赤白ぶどうセット720ml ¥3,380 ¥3,718 常温

赤白ぶどうセット1800ml ¥6,460 ¥7,106 常温

梅ぶどうセット720ml ¥5,120 ¥5,632 常温

淡三セット ¥1,980 ¥2,178 常温

プチプチセット ¥3,960 ¥4,356 常温

ホワイトセット ¥11,200 ¥12,320 常温

丹波蒸留 個性豊かなセット720ml ¥7,950 ¥8,745 常温

栗黒これくしょん ¥4,950 ¥5,346 常温

スイーツこれくしょん ¥4,770 ¥5,152 クール

季節限定

しぼりたてと燗酒セット1800ml ¥6,550 ¥7,205 クール

お花見セット720ml ¥3,940 ¥4,334 クール

お花見セット1800ml ¥6,680 ¥7,348 クール

明月セット720ml ¥4,240 ¥4,664 常温

明月セット1800ml ¥7,180 ¥7,898 常温

秋麗セット1800ml ¥6,050 ¥6,655 クール

初手本黒セット ¥3,182 ¥3,500 クール

玄冬セット720ml ¥4,240 ¥4,664 クール

玄冬セット1800ml ¥7,180 ¥7,898 クール

干支玄英セット720ml ¥5,000 ¥5,500 クール

干支玄英セット1800ml ¥7,400 ¥8,140 クール

慶鼓セット ¥6,200 ¥6,820 常温

年越しそばセット ¥4,460 ¥4,906 常温

栗渋皮煮と黒豆煮セット ¥3,800 ¥4,104 常温

*関連するセット商品も価格改定対象です。（ギフトボックス代を加算している場合があります）

*季節限定商品は一部8月より価格改定しています。

*単品商品は別紙です。

2022年8月1日

玄英

干支ラベル・玄英

干支ラベル

焼酎セット

リキュールセット

初手思慕里

スイーツセット

蒸留酒セット

今朝思慕里

青陽

白蔵

発泡性日本酒セット

日本酒セット

日本酒と焼酎セット

商品名
価格

配送方法


