
吟のさと 60% 1800ml

+3.0 1.5 ¥2,600

出羽の里 60% １８００ｍｌ

＋２．０ １．４ ¥2,315

若水 60% 1800ml

＋１．０ 1.6 ¥2,400

地元米・山田錦 65% 1800ml

＋１．０ １．７ ¥2,500

華吹雪・まっしぐら 60% 1800ml

-12.0 ３．１ ¥2,400

山田錦 70% 1800ml

+8.0 1.8 ¥2,467

美山錦 50% 1800ml

＋３．０ １．６ ¥3,100

松山三井 55% 1800ml

+4.0 １．４ ¥2,600

国産米 55% １８００ｍｌ

－ ー ¥2,400

吟の夢 55% １８００ｍｌ

＋２．０ １．２ ¥3,100

山田錦・八反錦 55% 1800ml

±０ 1.8 ¥3,000

松山三井 50% 1800

＋６．５ １．６ ¥2,671
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八重垣　純米　ひやおろし 純米酒
兵庫県

八重垣酒造

地元兵庫県産の《キヌヒカリ》と《山田錦》の米の旨味を充分に引き出し、ひと夏静かに熟成させました。但馬流独特の、や
さしい味わいの中に旨みを含んだクセになる味わいで、秋の味覚を引き立ててくれます。

しらぎく　吟の夢　微発泡
純米吟醸生

うすにごり発泡

文佳人　純米酒　ひやおろし

純米吟醸

HATOMASAMUNE　りんご酸酵母仕込み
火入れ
昨年。大好評。即完売の[HATOMASAMUNE」りんご酸高生産酵母使用のお酒です。爽やかな酸味とフレッシュな味わい
のお酒です。日本酒度がマイナス13で酸度が3.1スッキリ爽やかな飲み口の純米酒です。

茸の名前で、イタリアの松茸と言われる位、香り高い茸です。その為、お酒も香り高い純米吟醸を詰めており、やわらかな酸味も食中酒に
ぴったりです。粕を大吟醸並みの40％以上出し、すっきりとした味わいで香りも例年以上に出て飲みやすいひやおろしのお酒となっておりま
す。

三井の寿　秋純吟　ポルチーニ

美丈夫　吟麗　純米吟醸タマラベル　秋上り

青森県
鳩正宗酒造

福岡県
三井の寿
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凝縮感のある味わい、後切れの良さはそのままに、秋上がりならではの優しい口当たりが秋の味覚とマッチし
ます。

群馬県
浅間酒造

高知県
アリサワ

浅間山　純米酒　秋上がり 純米酒

純米酒

純米大吟醸を原酒のまま低温熟成したお酒です。美山錦の切れの良さはそのままに低温熟成によりまろやかで奥行きの
ある味わいが付加されております。

山形県
楯の川酒造

18

純米大吟醸
ひやおろし

高知県
濱川商店

30

山形県
米鶴酒造

夏を越して柔らかく旨味のある味わいに熟成した特別純米の原酒を生詰めしました。淡い味付けの料理からやや濃いめの味付けの料理ま
で幅広い相性をみせます。食中酒として最適です。

純米吟醸
無濾過生原酒

ちえびじん　純米吟醸　生熟　八反錦
大分県

中野酒造

米鶴　純米原酒　ひやおろし 純米原酒

秋らしい味わいを出すことを念頭に入れ、製造から貯蔵まで行いました。飲んだ時の余韻が長く続くよう作られました。

松山三井を55％まで磨き上げ、軽快で爽やかな口当たりと淡麗辛口のキレ。柑橘系を思わす酸味と米の旨味は、食中酒にピッタリ。常温や
ぬる燗でもお薦めの純米吟醸です。

18

純米吟醸

酔鯨 純米吟醸 吟麗秋あがり 大好評再入荷!
高知県

酔鯨酒造
純米吟醸

「純米吟醸 吟麗」の季節限定商品です。清酒は季節ごと、それぞれの味わいがお楽しみ頂けます。夏を超え、秋までじっくり熟成させた深み
のある味わいは味覚の秋を盛り上げる一本です。

季節のオススメ酒　酒のきたむら
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出雲富士　秋雲　特別純米　ひやおろし 特別純米
島根県

富士酒造
一度火入れし夏の間をじっくり熟成。夏を越しほどよく熟成されたお酒を火入れをせずに冷でのまま出荷。秋の夕焼けに照らされた雲のよう
に、哀愁深くしっとりとした味わい。

楯野川　源流　純米大吟醸

生原酒を半年間熟成し、旨味と酸味のバランスが良い8月になり出荷されました。旨味の乗った円熟生酒です。

純米酒

高知県
仙頭酒造場

瓶内二次発酵により発泡した薄にごりのお酒です。爽快な味わいで、キリッとはじける飲み口。食欲をそそる、ほど良い酸味と苦みは、これ
からの季節にぴったりのお酒です。

ご注文・お問い合わせは、お気軽に℡０７５（９８２）８９３５ ファックス０７５（９８２）８８１２ メール shop@kitasake.com まで

10月1日より木下酒造　各種価格改定あります。



季節のオススメ酒　酒のきたむら
ご注文・お問い合わせは、お気軽に℡０７５（９８２）８９３５ ファックス０７５（９８２）８８１２ メール shop@kitasake.com まで

山田錦 59% 1800ml

＋２．０ １．８ ¥3,000

雄町 50% １８００ｍｌ

＋３．０ １．６ ¥3,000

さがびより 75% １８００ｍｌ

＋６．０ ２．２ ¥3,000

山田錦 50% １８００ｍｌ

+3.0 １．４ ¥2,756

雄町 60% １８００ｍｌ

＋８．５ ２．３ ¥3,000

岡山県　朝日 50% 1800ml

ー ー ¥3,900

千本錦 60% １８００ｍｌ

±〇 ２．０ ¥2,814

酒未来 50% 1800ml

＋２．０ １．５ ¥3,400

播州山田錦 50% 1800ml

＋１．０ １．５ ¥3,900

雄町 50% １８００ｍｌ

＋２．０ １．８ ¥3,500

五百万石 60% 1800

＋５．０ １．５ ¥2,800

純米大吟醸
三重県

清水清三郎商店

タンク一本分だけの特別限定醸造。派手ではなく穏やかな吟醸香と優しい飲み口。「作」らしい旨味の有る優しい味わいのお酒です。

純米吟醸
ひやおろし
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純米吟醸
ひやおろし

安芸虎　純米吟醸　千本錦　ひやおろし

酒を、造る。仕込む。醸す。様々な表現 がありますが、私は「酒を育てる。」という感覚が最もふさわしいのではと考えています。子育ての様
に、互い響き合い、高め合える関係でありたい…。そう願って、新銘柄 ”美潮 ” (みしお ) を育て上げました。蜜の様にとろみある上品な甘
さ、熟れた果実味を表現し純米吟醸酒ぜひご堪能ください。

ふくよかで透明感のある旨味が綺麗な酸で縁取られてフェイドアウトします。金沢酵母で醸した風格ある味わいのお酒で
す。

高知県
有光酒造

純米吟醸
高知県

仙頭酒造

冩楽　純米吟醸　酒未来　一回火入れ 純米吟醸
福島県

宮泉銘醸

しらぎく　美潮　純米吟醸　雄町

加賀鳶　山廃純米吟醸　冷やおろし 山廃純米吟醸
石川県
福光屋

柔らかな酒質、穏やかな吟醸香と軽やかな今風山廃のスッキリとした味わい。熟成の妙としっかりした造りの絶妙バランスです。

秋・冬季節限定
百十郎　純米吟醸　三枡紋（みますもん）

純米吟醸
岐阜県
林本店

枡×増す×枡でご繁盛！脂ののったお魚や鍋が美味しい季節にぴったり。お料理と相思相愛でしっとり落ち着いたお酒です。一口含むと綺
麗で穏やかな旨味が広がります。来年３月までの定番商品です。季節のお酒オン・メニュー推奨酒。

篠峯　純米吟醸　雄町　秋色生原酒
純米吟醸
生原酒

奈良県
千代酒造

切れよく、膨らみの有る旨味に綺麗で豊かな酸味が利いた夏越しの『無濾過生原酒』です。雄町のコクとシャープな辛さが特徴です。

おまち売りの少女　純米吟醸 純米吟醸
佐賀県

矢野酒造
上質にして清らかな軟水【多良岳山系伏流水】と、９代目・矢野元英（もとひで）さんの守り伝えるかろやかで丁寧な、お酒づくり。ラベルは究
極と言って良いほどふざけてます！佐賀県の特産品を一枚のラベルに込めて作られています。限定数量入荷。売り切れ御免。

辛口生酛　ぱんだ祭り 2016秋冬コレクション 生酛純米
佐賀県

矢野酒造
味わいのタイプ　スッキリさわやかな酸味がおいしい。上品な辛口。毎年徐々にパンダも人気になってます。入荷数も限られ皆様には、ご迷
惑お掛けします。

バランスの良いお酒です。メロン系のスッキリとした香りがあり、夏を越し旨味ののった飲み頃の純吟です。香りも落ち着いていますので燗
酒にも的しています。

山形県十四代を醸す高木辰五郎氏がオリジナルで育成した酒米で山酒４号と美山錦との交配から生まれました酒未来。落ち着いた上立
香、寫楽らしい果実のような含み香、米の綺麗な味わいが広がり吟醸酒ならではの上品さとキレの良い後味が特徴です。

富山県
富美菊酒造

羽根屋　純米吟醸　ひやおろし
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冩楽　純米吟醸　播州山田錦 純米吟醸
福島県

宮泉銘醸

冩楽の限定酒山田錦火入れヴァージョンが入荷しました。搾って即瓶詰めし、瓶燗火入れ、氷点下の温度で貯蔵。穏やかな吟醸香、しぼり
たてのフレッシュ感も感じる。上品で柔らかく円い口当たりでキレがあり、どんな料理にも合う食中酒です。

作　純米大吟醸　朝日

10月1日より木下酒造　各種価格改定あります。



季節のオススメ酒　酒のきたむら
ご注文・お問い合わせは、お気軽に℡０７５（９８２）８９３５ ファックス０７５（９８２）８８１２ メール shop@kitasake.com まで

八反錦 60% 1800ml

+3.0 1.6 ¥2,700

華吹雪 55% 1800ml

＋１．０ １．４ ¥2,800

１８００ｍｌ

¥2,700

1800ml

¥2,000

松山三井 70% １８００ｍｌ

＋９．０ １．６ ¥2,297

県産米 65% 1800ml

+1.0 1.6 ¥1,950

山田錦 40% 1500ml

＋３．０ １．６ ¥2,200

朝日 50% １８００ｍｌ

¥3,000

亀の尾（岩手県産） 50% 1800ml

＋２．０ ¥3,314

ひとめぼれ 55% 1800ml

＋３．０ ２．０ ¥2,960

ひとめぼれ 55% 1800ml

＋４．０ ２．４ ¥3,100

特別純米

秋を迎えるサッパリとした吟醸酒は、富久長の季節限定商品。味覚の秋には、軽快でついつい盃を重ねてしまう吟醸　秋櫻（コスモス）。抜群
の飲みやすさで食欲が沸いてきます！

陸奥八仙　緑ラベル　特別純米　ひやおろし

天の戸　吟泉　純米酒 純米酒
秋田県

浅舞酒造

すっきりとした口当たりで冷やから熱燗まで幅広く楽しんでいただける純米酒。

賀儀屋　Kagiya Nine9　辛口純米 Dry Taste
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山猪（やまじし）201６

（宮崎県すき酒造）

宮崎県　須木酒造
長期熟成　芋焼酎
　無濾過

芋焼酎「山猪」の紫芋バージョン。３年間の貯蔵のおかげで非常にまろやかでスッキリとした味わいに仕上
がりました｡紫芋特有の甘い香りが控えめに感じられ、舌の上でとろけてスッと消えていき、上品な飲み心
地が楽しめます。

愛媛県
成龍酒造

純米酒

澤屋まつもと　守破離　純米大吟醸　朝日 純米大吟醸
京都市

松本酒造

岡山県赤磐産朝日米を使用し醸されました。朝日米は晩性品種のため線の細い味わいの中に力強い荒々しい旨味のある品種です。雄町
のふるさとの土壌と同じ環境で育った赤磐産朝日米米の特性を体感下さい。発酵時の自然なCO2が溶け込んでいます。限定品

喜久盛　シャムロック・純米生原酒 純米生原酒
岩手県

喜久盛酒造

岩手県産米『ひとめぼれ』と『きょうかい７号酵母（泡あり）』を使い、木槽で時間をかけてゆっくり搾りました。日本酒本来の
うまみと深いコク。味が濃く酸度も高い食中酒タイプの純米酒です。ラベルの三つ葉は近江商人の心得である『三方よし』
を現しております。上澄み部分の通常バージョン～『黒ラベル』。限定商品です。あわせて「鬼剣舞」のお取引をお願いい

賀儀屋らしく熟成に応じて旨味が増していく酒質の中で、ファーストタッチはまずお米の旨味や優しさが柔らかく口内に広がっていきます。そ
のあとDryにスッキリと入り込み、喉越しでもう一度楽しめる余韻。冷酒でスッキリと、燗をつければほっこりと、旨味とDry感が共存し再び飲
みたくなる味わいに仕上げました。

原材料 さつま芋、米麹（白麹）
アルコール度 25度

２０１６年第一弾！ひやおろし。優しい香り、旨味と程よい酸を感じるバランスのとれた味わいに仕上がりました。

富久長　秋桜（コスモス）　吟醸ひやおろし

青森県
八戸酒造

紅紫芋・米麹

赤山猪（あかやまじし）

吟醸酒
広島県

今田酒造本
店

超豪快芋焼酎
(無濾過原酒)
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三方良し　DNA　純米吟醸 純米吟醸

鬼剣舞（おにけんばい）　純米吟醸 純米吟醸
岩手県

喜久盛酒造

米・麹共に岩手県産。北上市で千年以上に渡って伝承されてきた郷土芸能「鬼剣舞」の名を頂く喜久盛酒造の代表銘柄。
キレ・香りともにすっきり穏やかで優しい、贅沢なお酒。吟醸酒でありながら食中酒として最適。

鬼剣舞　特別純米酒 特別純米酒
岩手県

喜久盛酒造

米・麹共に岩手県産。北上市で千年以上に渡って伝承されてきた郷土芸能「鬼剣舞」の名を頂く喜久盛酒造の代表銘柄。
しっかりとした味のあるお酒です。嫌味な麹臭さは無くあくまで淡麗ながらも太い旨味のお酒です。

滋賀県
喜多酒造

大好評再入荷！優しい旨味とスイスイ飲めるキレを持つ大好評のお酒です。三方良しとは「香り良し」「旨味良し」「のどごし良し」の3要素
を求めて3種の純米吟醸をブレンド　辛口で豊潤な味わい。ドライ&グラマラスな味わいになっています。優しく心地よい吟醸香が口中に広が
り米の旨み感じられるお酒です。こちらの商品は1500mlのマグナムボトルとなっております。

年一回（３月）の限定焼酎をご厚意で特別に３０本分けていただきました。「無ろ過」で仕上
げられている為、 多少の油分などもそのまま残っています。味わいも豊かで、芋の風味の強
い焼酎となります。（昔ながらの芋くさいタイプ）

10月1日より木下酒造　各種価格改定あります。



季節のオススメ酒　酒のきたむら
ご注文・お問い合わせは、お気軽に℡０７５（９８２）８９３５ ファックス０７５（９８２）８８１２ メール shop@kitasake.com まで

岩手県産ぎんおとめ 45% 1800ml

＋５．０ １．５ ¥5,100

美山錦 55・60 1800ml

＋３．０ ２．３ ¥2,620

吟の精･美山錦 60% １８００ｍｌ

＋１０．０ ２．０ ¥2,500

阿波産山田錦 58% 1800ml

-11.0 ２．５ ¥2,860

愛山 50% 1800ＭＬ

¥4,500

改良雄町 55% 1800ml

＋４．０ １．７ ¥2,839

山田錦 39% 1800ml

¥9,000

五百万石 60% 1800

＋４．０ １．５ ¥2,600

山田錦、越淡麗 50% １８００ｍｌ

－３．０ １．３ ¥4,100

米・米麹 50% 720ml

¥3,100

朝日 60% 1800ml

±０ １．６ ¥2,500

秋田県
浅舞酒造

キリリとした辛口。スパッとキレて、あとから槽搾りの柔らかさが現れます。肉料理や、白身のお刺身と会います。

島根県
富士酒造

純米酒

天の戸　『美稲』（うましね）　特別純米 特別純米
秋田県

浅舞酒造

「酒は田んぼから生まれる」を信条に真心こめて醸した芳醇旨口純米酒。ザ・天の戸。それがこの特別純米酒です。

天の戸　醇辛　純米酒

純米吟醸
無濾過生原酒

土蜘蛛　純米吟醸生酒　LED酵母
純米吟醸

生酒

島根県が昭和35年に島根の風土気候にあった雄町を品種改良にて開発。どっしりしっかりとした力強い味わいのお酒です。華やかさとは
違った旨味のお酒で食事を選ばない万能なお酒です。この季節限定の生原酒です。

杜氏栽培米仕込　特別純米　妙高山

八海山　純米吟醸　雪室貯蔵三年 純米吟醸
新潟県

八海醸造
自然お力を利用して酒を熟成するという新しい発想に挑戦しています。降雪量の豊富な魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫『雪
室』を酒造りに活かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。3度前後という低温が雪によって安定的に保たれています。この環境
で3年の歳月をかけまろやかに育った酒です。

特別純米酒
新潟県

妙高酒造
「にいがたの名工」、「全技連マイスター」の２つの認定を持つ「平田正行」杜氏が自ら栽培した酒米五百万石で仕込んだ自信作。原料は全
て新潟産で、「新潟清酒産地呼称協会」認定商品です。味と香りを閉じ込める為に生酒を瓶詰めし、１本１本瓶燗殺菌、低温熟成を施してい
ます。ラベルに杜氏の名前が前面に出ているのは自信の証です。

純米大吟醸越乃雪月花　純米大吟醸（化粧箱入り）

雨後の月　純米大吟醸　愛山 純米大吟醸

全国でも限られた酒販店にのみ販売されるレア酒。上品な吟醸香に、『愛山』らしい深みのある旨み・甘みが広がります。
720ml　２２５０円

安芸虎　純米吟醸　朝日米　６０％ 純米吟醸
高知県

有光酒造場

戦国武将『安芸国虎』より命名。適度な酸とバナナ系の香りが特長ですが、このお酒は、派手さの無いおとなしいタイプで食中似合わせやす
いお酒です。
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新潟県
妙高酒造

酒造好適米の山田錦と地元新潟県が開発したこれも酒造好適米である「越淡麗」を贅沢にも大吟醸企画の50％まで磨き上げ低温でゆっくり
と丁寧に醸されたこのお酒はふくよかで幅のある味わいを持ちながらクセやクドサは無く、爽快な米の旨味が溶け込み、ほのかな吟醸香が
優しく口の中に広がっていき純米と吟醸のよさが十分に引き出されています。

電気菩薩（でんきぼさつ）　純米大吟醸　限定品 純米大吟醸
岩手県

喜久盛酒造

香りすぎない吟醸香と飲み口のやさしい味わいのお酒です。食事の邪魔をしない大吟醸酒です。
限定商品です。あわせて鬼剣舞のお取引をお願いいたします。　720ml　２６００円

美山桜　大吟醸　出品仕様　原酒 大吟醸
長野県

古屋酒造店

平成２７年酒造年度　全国新酒鑑評会において金賞受賞。受賞を記念して発売されました。製造本数720ml　で100本、１８００ｍｌでなんと！
20本のみの超限定酒です。

徳島県
本家松浦酒

造

出雲富士　純米吟醸　無濾過生縁酒

阿波国で作られた酒造好適米[山田錦]を100％使用。徳島県立工業センターが開発した新酵母「ＬＥＤ夢酵母」は、LEDの
青色の光を酵母に当て変異させた新酵母で薫り高いお酒を造る酵母です。数量限定。酸が高く甘さを持ったお酒です。い
い感じで飲めます。今は、全国で２店舗（酒店）だけしかない希少なお酒です。

広島県
相原酒造

10月1日より木下酒造　各種価格改定あります。


