
％

ml

本

混載6ケース以上

380 17.0

商品説明

焼酎の本場、鹿児島産本格芋焼酎で楽しい時間を過ごしません

か。黒麹で丹精込めて仕込んだ本格芋焼酎は、黒麹特有のキレ

と甘味、芋本来の香りが晩酌を彩ります。おいしい料理には、

おいしい焼酎で楽しいひと時をお過ごしください。

配送ロット 備考

入数 4

サイズ

荷姿 幅(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 重量(㎏)

単品 143 143 370 4.3

ケース 290 290

原材料名 さつま芋・米麹 容器 ﾍﾟｯﾄ

JANコード

単品 4931348833257 荷姿 段ﾎﾞｰﾙ

ケース 4931348837255 内容量 4,000

ITFコード 34931348833258

品目 単式蒸留焼酎 度数 25 画像

連絡先 TEL　099-482-1151　　FAX　099-482-4896

e-mail info@iwagawa.co.jp

商品名 鬼嫁(芋）

商品案内書

会社名 岩川醸造株式会社

住所 〒899-8102　鹿児島県曽於市大隅町岩川6557番地6



％

ml

本

混載6ケース以上

420 18.4

商品説明

焼酎の本場、鹿児島産本格芋焼酎で楽しい時間を過ごしません

か。黒麹で丹精込めて仕込んだ本格芋焼酎は、黒麹特有のキレ

と甘味、芋本来の香りが晩酌を彩ります。おいしい料理には、

おいしい焼酎で楽しいひと時をお過ごしください。

配送ロット 備考

入数 6

サイズ

荷姿 幅(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 重量(㎏)

単品 105 105 400 2.7

ケース 395 270

原材料名 さつま芋・米麹 容器 ビン

JANコード

単品 4931348231251 荷姿 P箱

ケース ― 内容量 1,800

ITFコード ―

品目 単式蒸留焼酎 度数 25 画像

連絡先 TEL　099-482-1151　　FAX　099-482-4896

e-mail info@iwagawa.co.jp

商品名 鬼嫁(芋）

商品案内書

会社名 岩川醸造株式会社

住所 〒899-8102　鹿児島県曽於市大隅町岩川6557番地6



％

ml

本

混載6ケース以上

315 11.4

商品説明

焼酎の本場、鹿児島産本格芋焼酎で楽しい時間を過ごしません

か。黒麹で丹精込めて仕込んだ本格芋焼酎は、黒麹特有のキレ

と甘味、芋本来の香りが晩酌を彩ります。おいしい料理には、

おいしい焼酎で楽しいひと時をお過ごしください。

配送ロット 備考

入数 6

サイズ

荷姿 幅(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 重量(㎏)

単品 85 85 300 1.9

ケース 280 195

原材料名 さつま芋・米麹 容器 ﾊﾟｯｸ

JANコード

単品 4931348232258 荷姿 段ﾎﾞｰﾙ

ケース 4931348236256 内容量 1,800

ITFコード 14931348232255

品目 単式蒸留焼酎 度数 25 画像

連絡先 TEL　099-482-1151　　FAX　099-482-4896

e-mail info@iwagawa.co.jp

商品名 鬼嫁(芋）ﾊﾟｯｸ

商品案内書

会社名 岩川醸造株式会社

住所 〒899-8102　鹿児島県曽於市大隅町岩川6557番地6



％

ml

本

混載6ケース以上

255 13.5

商品説明

焼酎の本場、鹿児島産本格芋焼酎で楽しい時間を過ごしません

か。黒麹で丹精込めて仕込んだ本格芋焼酎は、黒麹特有のキレ

と甘味、芋本来の香りが晩酌を彩ります。おいしい料理には、

おいしい焼酎で楽しいひと時をお過ごしください。

配送ロット 備考

入数 12

サイズ

荷姿 幅(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 重量(㎏)

単品 81 81 243 1.1

ケース 340 255

原材料名 さつま芋・米麹 容器 ビン

JANコード

単品 4931348431255 荷姿 段ﾎﾞｰﾙ

ケース 4931348438254 内容量 720

ITFコード 24931348431259

品目 単式蒸留焼酎 度数 25 画像

連絡先 TEL　099-482-1151　　FAX　099-482-4896

e-mail info@iwagawa.co.jp

商品名 鬼嫁(芋）

商品案内書

会社名 岩川醸造株式会社

住所 〒899-8102　鹿児島県曽於市大隅町岩川6557番地6



％

ml

本

混載6ケース以上

380 17.0

商品説明

焼酎の本場、鹿児島産本格麦焼酎で楽しい時間を過ごしません

か。「味わいのコク」「キレのある飲みやすさ」の麦焼酎をご

賞味ください。おいしい料理には、おいしい焼酎で楽しいひと

時をお過ごしください。

配送ロット 備考

入数 4

サイズ

荷姿 幅(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 重量(㎏)

単品 143 143 370 4.3

ケース 290 290

原材料名 麦・麦麹 容器 ﾍﾟｯﾄ

JANコード

単品 4931348833264 荷姿 段ﾎﾞｰﾙ

ケース 4931348837262 内容量 4,000

ITFコード 34931348833265

品目 単式蒸留焼酎 度数 25 画像

連絡先 TEL　099-482-1151　　FAX　099-482-4896

e-mail info@iwagawa.co.jp

商品名 鬼嫁(麦）

商品案内書

会社名 岩川醸造株式会社

住所 〒899-8102　鹿児島県曽於市大隅町岩川6557番地6



％

ml

本

混載6ケース以上

420 18.4

商品説明

焼酎の本場、鹿児島産本格麦焼酎で楽しい時間を過ごしません

か。「味わいのコク」「キレのある飲みやすさ」の麦焼酎をご

賞味ください。おいしい料理には、おいしい焼酎で楽しいひと

時をお過ごしください。

配送ロット 備考

入数 6

サイズ

荷姿 幅(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 重量(㎏)

単品 105 105 400 2.7

ケース 395 270

原材料名 麦・麦麹 容器 ビン

JANコード

単品 4931348231268 荷姿 P箱

ケース ― 内容量 1,800

ITFコード ―

品目 単式蒸留焼酎 度数 25 画像

連絡先 TEL　099-482-1151　　FAX　099-482-4896

e-mail info@iwagawa.co.jp

商品名 鬼嫁(麦）

商品案内書

会社名 岩川醸造株式会社

住所 〒899-8102　鹿児島県曽於市大隅町岩川6557番地6



％

ml

本

混載6ケース以上

315 11.4

商品説明

焼酎の本場、鹿児島産本格麦焼酎で楽しい時間を過ごしません

か。「味わいのコク」「キレのある飲みやすさ」の麦焼酎をご

賞味ください。おいしい料理には、おいしい焼酎で楽しいひと

時をお過ごしください。

配送ロット 備考

入数 6

サイズ

荷姿 幅(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 重量(㎏)

単品 85 85 300 1.9

ケース 280 195

原材料名 麦・麦麹 容器 ﾊﾟｯｸ

JANコード

単品 4931348232265 荷姿 段ﾎﾞｰﾙ

ケース 4931348236263 内容量 1,800

ITFコード 14931348232262

品目 単式蒸留焼酎 度数 画像

連絡先 TEL　099-482-1151　　FAX　099-482-4896

e-mail info@iwagawa.co.jp

商品名 鬼嫁(麦）ﾊﾟｯｸ

商品案内書

会社名 岩川醸造株式会社

住所 〒899-8102　鹿児島県曽於市大隅町岩川6557番地6



％

ml

本

混載6ケース以上

310 15.9

商品説明

焼酎の本場、鹿児島産本格麦焼酎で楽しい時間を過ごしません

か。「味わいのコク」「キレのある飲みやすさ」の麦焼酎をご

賞味ください。おいしい料理には、おいしい焼酎で楽しいひと

時をお過ごしください。

配送ロット 備考

入数 12

サイズ

荷姿 幅(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 重量(㎏)

単品 79 79 292 1.3

ケース 335 255

原材料名 麦・麦麹 容器 ビン

JANコード

単品 4931348431262 荷姿 段ﾎﾞｰﾙ

ケース 4931348438261 内容量 720

ITFコード 24931348431266

品目 単式蒸留焼酎 度数 画像

連絡先 TEL　099-482-1151　　FAX　099-482-4896

e-mail info@iwagawa.co.jp

商品名 鬼嫁(麦）

商品案内書

会社名 岩川醸造株式会社

住所 〒899-8102　鹿児島県曽於市大隅町岩川6557番地6


