
美山錦 49% １８００ｍｌ

+3.0 １．６ ¥2,800

兵庫山田錦 50% １８００ｍｌ

＋４．０ １．６ ¥3,000

山田錦 60% 1800ml

＋５．０ ２．２ ¥2,800

松山三井 50% 1800ml

+3.0 １．８ ¥3,050

吟吹雪 57% １８００ｍｌ

＋４ ¥3,000

美山錦 50% 1800

＋２．０ １．７ ¥3,000

五百万石 50% １８００ｍｌ

＋２．０ 1.4 ¥2,800

山田錦 50% １８００ｍｌ

＋５．０ １７ ¥3,000

山田錦 50% 1800ml

+2.0 1.5 ¥3,500

まなむすめ 65% １８００ｍｌ

＋１．０ １．７ ¥2,580

篠峯　山田錦　純米吟醸「蒼」　無濾過生原酒
晩秋旨酒

純米吟醸
無濾過生原酒

奈良県
千代酒造

朝晩気温も下がってき、秋酒の旨い季節になりました。このお酒はひと夏熟成生酒『晩秋旨酒』、氷温-5度で丁寧に熟成させまろやかな旨
味ののったお酒です。葡萄を思わせる爽やかな香りと酸味の調和が楽しい味わいです。

明鏡止水　純米吟醸　吟織　秋上り 純米吟醸
長野県

大澤酒造

秋の定番。山田錦３５％の純米大吟醸のオリを絡ませ、爽やかさと旨さが調和したウスニゴリ酒です。

上品な香味にあふれ、米の旨味を充分に感じられるひやおろし。奥深い落ち着いた味わいは、明鏡止水渾身の一本で
す。

栃木県
小林酒造

熟成によって、より風味豊かに旨みの増した、山田錦らしい力強い味わいをお楽しみいただけます。 じっくり寝かせた「鳳
凰美田」は、華やかでも有りすっきりと切れる切れ味が優しいフルーツ系の余韻を残します。

栃木県
小林酒造

純米酒
ひやおろし

宮城県
佐浦

浦霞　純米酒ひやおろし

厳寒期に仕込んだ純米酒を火入れ貯蔵し、ひと夏を越し程よく熟成させ、古来より最も美味しいといわれる時期のお酒を加熱処理せず｢ひ
や｣のまま瓶詰めしたお酒で蔵出しそのままのうまさが特徴です。

純米吟醸

鳳凰美田　純米吟醸　ひやおろし

鳳凰美田　純米吟醸　ひやおろし

山和　純米吟醸　ひやおろし

純米吟醸
生詰

長野県産美山錦と宮城酵母の組み合わせで仕込みました。今期は夏の高温障害も無く、全行程順調に進み、山和らしい上品な旨みと爽や
かな香りの酒質に仕上がりました。

今期一番乗りの冷やおろし入荷。新酒を丁寧に火入れしタンク貯蔵、夏場でも冷えた蔵内の貯蔵場よりそのままの状態で
出荷されます。熟成されたまろやかさと「鳳凰美田」の芳醇な香り、まろみが絶妙にバランスがとれています。。

宮城県
山和酒造

季節のオススメ酒　酒のきたむら

純米吟醸
長野県

大澤酒造
明鏡止水　特選純米吟醸　ひやおろし

伊予賀儀屋　日本酒の日　記念酒

伊予賀儀屋　無濾過　純米吟醸　瓶火入れ原酒
純米吟醸

原酒
愛媛県

成龍酒造

10月1日は、日本酒の日。その昔、この日を境に酒造年度が切り替わっていたことから『酒造元旦』として新たな年の始ま
りを祝う風習が多くの酒造家の中で今でも残っております。この日を記念して出荷。成龍酒造の中でもコク・香り・キレなど
主張のある仕込みタンクの別囲い酒として、瓶火入れ後低温殺菌、奥深さも加わった限定出荷のお酒です。

醴泉　純米吟醸　山田錦　ひやおろし 純米吟醸
岐阜県

玉泉堂酒造

円熟味を増した秋上りの純米吟醸。高精白の山田錦で醸した透明感のある味わいと、ほのかな香りとの調和を目指しました。冷蔵庫から出
して10度以上になると味が膨らみ柔らかな味わいと心地良い香りが調和した食中酒となります。秋の食卓におすすめ！

竹の園 強敵と書いて友と読む 特別純米酒 特別純米酒
佐賀県

矢野酒造

「竹の園 強敵と書いて友と読む 特別純米酒」って名前のお酒です。和梨や無花果にも似たほの苦い旨みと酸味。
軟水仕込みのクマーな辛口

純米吟醸
生詰

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・五百万石 58% 1800ml

+3.0 １．３ ¥2,862

ササニシキ 60% １８００ｍｌ

+5.0 1.6 ¥2,430

五百万石 55% １８００ｍｌ

+4.0 １．７ ¥2,500

五百万石 60% １８００ｍｌ

+3.0 1.8 ¥2,700

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋２．５ １．９ ¥3,000

山田錦・五百万石 50% 1800ml

+1.0 １．５ ¥2,980

五百万石・:日本晴 65% １８００ｍｌ

－２．０ ２．１ ¥2,300

しずく媛 60% １８００ｍｌ

+5.0 １．７ ¥3,050

１８００ｍｌ

¥2,770

山田錦 50% １８００ｍｌ

¥3,639

玉川　自然仕込み　本醸造（山廃）　ひやおろし

あたごのまつ　特別純米 特別純米
宮城県

新澤醸造店

世界最大の日本酒コンペティション「SAKE COMPETITION 2016」、「純米酒部門」で見事に一位を獲得。綺麗
な食中酒を念頭に醸しています。

越乃雪月花　純米　ひやおろし 純米酒
新潟県

妙高酒造

旨みたっぷりの生酒を一本一本瓶燗火入れし、一定期間冷蔵庫にて瓶貯蔵されています。米のふっくらとした
穏やかな香りと品のあるバランスの良い香味。

加茂錦　荷札酒　純米大吟醸　黄水仙　ver.2
タンクNo.１３４

純米大吟醸
生酒・無濾過中汲み

新潟県
加茂錦酒造

2４歳の若き杜氏田中氏が造り出した、すべて純米大吟醸のお酒です。全国の有名清酒を取り寄せ利き酒し、造り上げた渾身の一本です。
アルコール13%のやや低アルタイプ。華やかな吟醸香とほどよい甘み、心地よくメリハリのある酸のバランスが絶妙です。13%でも味わいのバ

ランスが充実しており物足りなさを全く感じさせない素晴らしい仕上がりとなりました。今世紀一番のオススメ酒！

伊予賀儀屋　純米原酒　しずく媛　月夜ラベル
「SEIRYO　ＴＵＫＩＭＩ」

純米原酒
愛媛県

成龍酒造

鹿児島県
本坊酒造

原材料は、屋久島の豊かな水の恵みと鹿児島の大地で大切に育てられた大麦。目指したのは、これらが最大限に活きる味わい。深くて柔ら
かな風味は屋久島の森を連想させます。飲み方で濃厚にも爽やかにも味わう事ができ、麦麹本来の香ばしさ、カカオや蜜のような味わいを
感じさせる麦焼酎に仕上げています。【屋久島伝承蔵 特約店限定商品・数量限定・２０１６年９月限定発売】

麦（国産）
麦麹（国産）

燗という字を眺めていると 「寒さの厳しい月の輝く冬の夜、あまりの冷たさに思わずお酒を温めてしまった」 そんな情景が目に浮かんできま
す。
日本酒を温めるという楽しみ方、醸し人九平次でぜひお試しください。秋～冬季にかけてのみの販売

愛知県
萬乗醸造

本醸造
（山廃）

京都府
木下酒造

"酵母無添加"にて造った自然仕込みの山廃本醸造酒を、蔵内で低温にてじっくり熟成。　1回火入れの"生詰め"したお酒です。香りは非常
に穏やかでほのかに感じるヨーグルトのような甘やかさ。柔らかさがありつつも、じわじわと広がる酸味とボリューム感。がっちり凝縮感のあ
る旨みとコク。玉川らしいこの濃醇な旨みは料理をグッと引き立てます。常温・燗がこのお酒のオススメ温度です。

切り絵作家塩崎剛さん秋の代表作「月光稲穂」をラベルにあしらいました。秋の涼風の中、月を見ながら飲んで頂きたい円熟の旨味を実現し
た無濾過原酒。先祖達は夜遅くまで農作業が続いた時、月明かりに感謝しながら豊作を願ったそうです。皆様を明るく照らし続けられるよう
願いを込めました。

春霞　栗ラベル・黄　特別純米　山田錦ひやおろ
し

秋田県
栗林酒造店

山田錦で丁寧に仕込んだお酒を、瓶燗火入れ、瓶貯蔵しました。冷やでも常温に近い温度でもお楽しみ頂ける落ち着いた
味わいです。

醸し人九平次　純米吟醸　火と月の間に

純米吟醸

特別純米

新酒を一夏熟成させ程よく熟成し、味が乗ってきたこの時期に出荷。「武勇」の特徴である深いコクと熟成による存在感を感じる厚みあるボ
ディーと五味がバランス、これぞ「武勇」を堪能できる秋酒です。実りの肴と共にお楽しみください。

純米吟醸

茨城県
武勇

武勇　純米吟醸　ひやおろし

麦焼酎

酒呑童子　紅葉姫　純米吟醸　ひやおろし 純米吟醸
京都府

ハクレイ酒造

秋の京都・丹後から、「紅葉姫」の名前も美しい純米吟醸ひやおろし。じっくり低温発酵させてしっかり米の旨味を引き出し、ひと夏静かに熟
成させました。穏やかな吟醸香も心地よく、優しくなめらかな口当たりと旨味ののった味わいで、秋の味覚を引き立てます。

限定

屋久島　麦　大自然林　（麦焼酎）

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

千本錦 50% １８００ｍｌ

＋２．０ １．５ ¥3,200

五百万石 65% １８００ｍｌ

＋２．６ ２．０ ¥2,750

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋４ １．８ ¥2,500

山田錦 50% １８００ｍｌ

＋３ １．２ ¥2,700

玉栄 60% １８００ｍｌ

＋４ １．８ ¥2,450

酒こまち・愛山 55% １８００ｍｌ

＋５ １．８ ¥2,700

山田錦 55% １８００ｍｌ

+2.0 1.5 ¥2,900

五百万石・山田錦 60% １８００ｍｌ

+2.0 ¥2,700

山田錦 50% １８００ｍｌ

+5.0 1.5 ¥2,200

好適米 70% 1800ml

＋６ １．８ ¥2,500

雨後の月　純米吟醸　ひやおろし 純米吟醸
広島県

相原酒造

広島県で独自に育成した酒米『千本錦』。相原酒造得意の酒米です。この季節まで低温でゆっくりと熟成され出荷させてい
ます。
華やかな果実果が漂い、きりっとすっきりとしたタッチながら、お米の持つ旨味を存分に引き出したお酒です。

益荒男　山廃純米原酒　秋あがり 山廃純米原酒

フモトヰ　吟醸　秋あがり
吟醸

秋上り

石川県
鹿野酒造

ひと夏越して秋あがりした『山廃純米の原酒』です。山廃仕込みならではの酸味と芳醇な味わいが楽しめる本格派。

喜楽長　特別純米ひやおろし
特別純米
ひやおろし

滋賀県
喜多酒造

豊かに膨らむ上品な甘みと爽やかな酸が調和し、喜楽長らしいきめ細かく柔らかな味わいが特長です。

紀土　純米吟醸　ひやおろし 純米吟醸

山形県
麓井酒造

華やかな吟醸酒を冷蔵貯蔵し、フルーティーさと味わいの丸さ、なめらかさが調和しております。

百歳　純米　生詰め熟成原酒　ひやおろし
純米

生詰め熟成原酒
茨城県

吉久保酒造

力強い旨味を十二分に引き出した濃醇な味わい。程良く熟成し、味のりした濃厚なタイプ。
脂ののった秋刀魚をはじめ、秋の味覚と供に。

春鹿　純米吟醸生詰酒　ひやおろし 純米吟醸
奈良県

今西清兵衛商店

ひと夏を越えてほどよく熟成した「秋上がり」の酒。口に含むと柔らかな吟醸香と共に、上品な旨味が染み渡ります。
秋の味覚を引き立てるまろやかな口当たりをお楽しみください。

今期より純米吟醸にグレードアップ。味のり(熟成）を大切にする蔵元らしく、適度に熟した丸みが透明感あるクリアな飲み口を優しく覆ってい
る感じの美味しいお酒に仕上がってます。

純米吟醸
京都市

北川本家酒
造

平成27年産丹州河北農園　減農薬契約栽培『山田錦』１００％。穏やかな香りと味わい。食事と共に飲み続けられる食中酒です。

ゆきの美人　純米吟醸　愛山麹ひやおろし 純米吟醸
秋田県

秋田醸造

今期、「ひやおろし」の中で一番印象に残ったお酒です。スタッフ一押し！控えめな吟醸香と飲み口の優しい旨味。次々
と杯を重ねたくなるお酒です。

富翁　純米吟醸　丹州山田錦ひやおろし

雪彦山(せっぴこさん）　純米原酒　ひやおろし
純米原酒
ひやおろし

和歌山県
平和酒造

兵庫県
壺坂酒造

しっかりとした飲み口でボリューム感の有る旨味と適度な甘味、酸味が広がります。濃純辛口で余韻も長く、料理にも合わせやすいお酒で
す。

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

五百万石 55% 1800ml

＋５．０ １．５ ¥2,600

夢錦 70% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,500

八反錦 49% １８００ｍｌ

＋６．０ ¥2,451

１８００ｍｌ

¥2,800

しずく媛 55% 1800ml

＋２．０ １．６ ¥3,150

山田錦・吟吹雪 50% １８００ｍｌ

ー ー ¥3,000

五百万石 60% 1800

＋４．０ １．３ ¥2,000

750ml

¥8,000

吟のさと 60% 1800ml

+1.0 1.6 ¥2,600

出羽の里 60% １８００ｍｌ

＋２．０ １．４ ¥2,315

大麦・麦麹
鹿児島県
本坊酒造

国産大麦と屋久島の軟らかい水を原料に、一次・二次仕込みに明治20年より現存する和甕も用いた昔ながらの手造り黒
麹甕壷仕込みの造り。原酒を屋久島太忠岳山麓にある隧道（トンネル貯蔵庫）の中、年間を通して冷涼な環境で11年間静
かに甕貯蔵し熟成させました。原酒の味わいを活かすため、一滴の水も加水せず原酒としてそのまま蔵出ししました。

播州一献　秋上り　純米酒
純米

ひやおろし
兵庫県

山陽盃酒造

兵庫夢錦で醸したコクのある常温熟成させた純米酒です。冷やから燗まで幅広く楽しめます。秋の夜長のお供にどうぞ。

純米吟醸
福岡県

三井の寿

英勲　秋上がり　吟醸酒

冬に仕込んだ吟醸酒をひと夏超して秋になり酒質が向上することを｢秋上がり｣と呼びます。新酒のカドが取れ、まろやか
な口当たりの吟醸酒です。吟醸酒ながら、燗をつけても美味しく頂けます。

徳次郎　特別純米　ひやおろし原酒

純米吟醸
冷や卸し

貯蔵温度-5度で氷温熟成させ綺麗な熟成タイプのお酒になりました。冷やで飲んでもよし、燗を付けても優しい旨味のさらりと旨いお酒で
す。

京都府
城陽酒造

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。

特別純米
ひやおろし原酒

吟醸酒
京都府

齋藤酒造

米鶴　純米原酒　ひやおろし

夢銀河　純米大吟醸 純米大吟醸
滋賀県

喜多酒造

酸味がなめらかに溶け込み、きめ細やかな口当たりと豊かかで瑞々しい味わいが特長です。蔵出し本数700本。

ONZE（オンズ）
ＳＷＳＣ2016最優秀
金賞＆ベスト焼酎を

受賞

純米原酒

土佐しらぎく　生詰　純米吟醸
しずく媛　ヒヤオロシ

愛媛県で開発育成された酒造好適米「しずく媛」を使用。旨味があり、柔らかい酒質が特徴。一夏寝かせ穏やかで澄み
切った秋空を想わせるようなまろやかな味わいに仕上がっています。

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

関西出身女性杜氏。焼酎に魅せられ蔵人に、そして杜氏にまでなりました。杜氏に
なってから多くのコンペでの受賞歴を誇る。

芋・米麹
鹿児島県
本坊酒造

ＳＷＳＣ2016（サンフランシスコ ワールド スピリッツ コン
ペディション）最優秀金賞＆ベスト焼酎を受賞

富翁　乾風（あなぜ）　吟醸　ひやおろし 吟醸酒
京都府

北川本家酒
造

乾風（あなぜ）とは、ふゆの北西季節風のことで、当社の酒蔵の乾蔵（いぬいぐら）からの新しい風という意味を込めて名付けました。穏やか
な吟醸香と京都の酒らしい繊細で柔らかな酒質が特徴です。 夏を越え落ち着いた香りと味わい。究極の食中酒です。

ラベルリニューアル

屋久島大自然林

高知県
仙頭酒造

10月1日より木下酒造　各種価格改定あります。


