
備前雄町 50% 1800ml

＋１．０ １．５ ¥3,500

山田錦 非公開 １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥4,000

愛山 55% １８００ｍｌ

－１ １．７ ¥3,400

五百万石 55% ７２０ｍｌ

＋１．０ １．７ ¥1,429

五百万石 55% １８００ｍｌ

+4.0 1.6 ¥2,900

山田錦・五百万石
・こしいぶき他 60% 720ml1800ml

+5.0 1.6 ￥1143￥2371

７２０ｍｌ

¥1,650

八反錦 45% 1800ml

＋３．０ １．５ ¥4,000

山田錦・酒こまち 55% １８００ｍｌ

＋５ １．８ ¥2,700

山田錦 40% 1800ml

¥3,280

あたごのまつ　おりがらみ本生　限定純米吟醸
限定純吟

おりがらみ生
宮城県

新澤醸造店

香りは、フレッシュで酸を感じ、口に含むと、フレッシュでピチピチッと酸を感じる含み香、さわやかに若々しく流
れていきす。おりがらみの強弱のあるボリューム感も、溌剌としたスピード感でスルスルと飲めます。

ゆきの美人　純米吟醸　秋仕込み　しぼりたて生
純米吟醸生

うすにごり発泡
秋田県

秋田醸造

２８BY・第一号しぼりたて純米吟醸酒です。フレッシュでしぼりたて特有の渋味、苦味が少ない食中酒をコンセプトに仕込
みました。

加茂
かも

錦
にしき

　荷札酒　純米大吟醸　月白
げつぱく 純米大吟醸

一つ火入ひやおろし
新潟県

加茂錦酒造

葡萄や、梨のような吟醸香としっかり旨味のある味口の大吟醸酒です。香りすぎず、穏やかな飲み口で切れに若干の苦味がポイントとなり
食事と共に飲んで旨い大吟醸酒です。

2016/10/27

純米大吟醸

上品で深く爽やかな香りを持ちながら、米の旨さが存分に感じられる“芳醇旨口”   うすにごり生原酒です。キリリと冷やして抜群ですが、氷
を浮かべたロックも最高です。

福井県
加藤吉平商

店

しぼりたて

梵　しぼりたて初雪　生原酒

｢八反錦｣のキリッとシャープな横顔を活かし､旨みを乗せるために冷蔵庫で熟成。半年寝かせたことで思い通りの優しい酸と美味しさの心地
いいハーモニーが生まれました。滋味深い秋の味覚に寄り添う食中酒にぴったりです｡数量限定。

　　季節のオススメ酒　酒のきたむら

搾りたての力強い旨さとフレッシュ感を、いかに八海山の目指す＜越後流淡麗＞にするかをコンセプトに試行錯誤を繰り返す!しぼりたて原
酒特有の荒々しさをふくよかに纏める為、麹米に山田錦を使用。越後流淡麗を出す為、掛米にゆきの精と五百万石を使用！更に八海山メー
ン酵母701酵母に加え、有機酸の生成の少ないM310酵母を使用し,ふくよかでフレッシュな喉越しを実現！

青越後(八海山　越後で候)
しぼりたて原酒　青ラベル

雨後の月　八反錦　純米大吟醸
広島県

相原酒造

鳳凰美田　純米吟醸　「Black Pheonix」愛山米
純米吟醸無濾過

瓶燗火入れ
栃木県

小林酒造

酸味を抑え、綺麗で上品な味わいに仕上げました。生酒の時より時間を経て落ち着いた香りと味わいが楽しめます。季節
限定の数量限定品です。

澤屋まつもと　守破離　no title 謎 京都市
松本酒造

兵庫県加東市社地区の完全有機農法で育てた山田錦を醸した特別なお酒です。皆様に伝えたいメッセージがいっぱいあ

り伝えきれないため「no title」と付けました。発酵した際の自然な炭酸が若干感じられます。<超限定品>

寫楽　純米吟醸　備前雄町 純米吟醸
福島県

宮泉銘醸

備前雄町５０％で醸した純米吟醸です。フレッシュでさわやかな果実香、やわらかく甘みを伴うふくよかな米の旨み。雄町ならではの旨みを
存分にお楽しみ下さい。

天吹　PLUM　SAKE
梅酒

（清酒仕込み）
佐賀県

天吹酒造

数量限定・一回限りの販売。海外のレストラン市場に向け、上質な辛口テイストの梅酒として要望された本品は、近年増えつつあるモダンな
日本酒や白ワインのように適度に冷やして、ストレートで愉しむスタイルを想定し、数年に渡る試行錯誤の中から試作されました。甘く重厚な
梅酒のイメージとは一線を画する異例なほど甘さを抑えた、酸味と果実味のインパクト。、食中酒タイプの辛口梅酒です。

原材料／梅の実・純米
酒・糖類・桃の種

純米吟醸うすにごり
生原酒

しぼりたて原酒
新潟県

八海醸造

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

1 ページ 新入荷のお酒リスト



　　季節のオススメ酒　酒のきたむら
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南砺産五百万石 55% 1800ml

±０ １．７ ¥2,800

山田錦 ６０％・７０％ １８００ｍｌ

+10.0 2.0 ¥2,600

山田錦 50% 1800ml

＋２．０ １．６ ¥3,400

羽州誉 50% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,400

山田錦 48% 720ml 

非公開 非公開 ¥1,570

ひとめぼれ 60% 1800ml

＋３．０ １．８ ¥2,300

山田錦 50% 750ml

＋３．０ １．３ ¥4,000

五百万石
こしいぶき 58% 1800

+8.0 １．５ ¥2,000

雄町 50% 1800ml

+4.0 1.6 ¥3,300

山田錦・吟吹雪 50% １８００ｍｌ

ー ー ¥3,000

純米吟醸無濾過

山形県
麓井酒造

柔らかく太い味わいが持ち味の酒米の元祖『雄町』。生酛造りで切れの良い純米吟醸酒に仕上げました。

土佐しらぎく　生詰　純米吟醸
山田錦」　ひやおろし

純米吟醸
冷や卸し

高知県
仙頭酒造

程よい甘味と酸味が旨く調和し、ふわりと優しく流れる余韻をお楽しみ頂ける秋酒です。サンマの塩焼きや、秋なすと鶏の
オイスターソース炒めなど旨味たっぷりのお料理にオススメです。

篠峯　生酛　山田錦　純米二火（２６BY） 生酛純米酒
奈良県

千代酒造

二回火入れ酒で瓶詰め後１年熟成させた26BYのお酒で、深いコクと後口の切れが特徴で熱燗がオススメのお酒です。「生酛」は、900本の
限定数です。

栃木県
小林酒造

新潟県
松乃井酒造

場

スッキリ辛口の夏純米を瓶熟成しました。旨味が増して美味しくなってます。

酒造好適米「五百万石」を55%まで磨き上げ、低温でゆっくりと発酵。マスカットを思わせる上品な吟醸香。爽やかな香りで
とてもフルーティー。、スッキリしていてスルリとした喉ごしの旨口の味わいです。

KISS　of　FIRE　純米大吟醸 純米大吟醸
石川県

鹿野酒造

始まりは、「ルイ・ヴィトン・ジャパン」のパーティー酒、現在では、ノーベル賞ナイトキャップパーティーにも2年連続採用されたお酒です。３年
間貯蔵熟成を経て出荷。限定限定酒

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。

夢銀河　純米大吟醸　ひやおろし 純米大吟醸
滋賀県

喜多酒造

新酒の定番、寒造早槽。新酒のフレッシュ感と味わい。華やかな香りで、少し高めのアルコールしぼりたてのドッシリとしたボリュームのある
味わいが楽しめます。冬季に限定して発売される商品です。

凌駕　純米酒　熟辛 純米酒

獺祭　寒造早槽４８％　純米大吟醸　生
純米大吟醸
しぼりたて生

山口県
旭酒造

麓井　生もと純米吟醸 純米吟醸

山形県の希少酒米３品種、龍の落とし子、酒未来、羽州誉のうち一種の羽州誉で仕込みました。一夏を越し、冷蔵庫で低温熟成された旨
味、まるみのあるお酒です。落ち着いた立ち香に加え口の中に入れると果実のような含み香が特徴です。一回火入れ瓶貯蔵。

山和　燗純米

初しぼり

鳳凰美田　純米吟醸　無濾過生原酒

純米酒

冩楽　純米吟醸　羽州誉　なごし酒

やっと入荷しました。あらゆる温度帯で旨い日本酒です。冷やから常温までならすっきり優しく優しい旨味、熱めの燗をつけると優しく軽やか
な旨味が鼻腔をくすぐるある意味最高のお酒!納得の一本です。

宮城県
山和酒造

純米吟醸
福島県

宮泉銘醸

2 ページ 新入荷のお酒リスト



　　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 50% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,881

赤磐雄町 50% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,639

山形県産出羽の里 60% 1800ml

＋１．０ １．３ ¥2,800

美郷錦 55% 1800ml

+6.0 1.8 ¥3,000

雄町 57% １８００ｍｌ

+11.0 １．８ ¥2,660

山田錦 70% 1800ml

＋６ １．９ ¥2,300

山田錦・ひのひかり 65%・７０％ １８００ｍｌ

¥2,500

滋賀産山田錦 60% １８００ｍｌ

＋３．５ １．９ ¥2,900

松山三井 50% 1800ml

+3.0 １．８ ¥3,050

美山錦 50% 1800

＋２．０ １．７ ¥3,000
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竹の園　超辛口純米酒　雄町
超辛口
純米酒

佐賀県
矢野酒造

香りは穏やかで、ほのかにバナナを思わせる立ち香があります。残糖が少なく全体としてシャープな佇まいです。酸と旨みのバランスが良
く、滑らかな口当たりです。開栓後数日すれば、一層まとまりがでて、より旨さがまします。盛夏から初秋にのんでいただきたい辛口純米酒。

六歌仙　純米吟醸　出羽の里

多くの酒米品種の中でも歴史が古く、その力強い野性味は酒質に大きく反映されます。より多くの光を取り込み、より強く根を張った。 そのシ
ンプルな植物の営みが、ダイレクトに伝わってきます。日本酒も品種によって味わいが変わります。純米吟醸 山田錦と飲み比べていただく
と、その差がわかりやすく表れています。どちらも同じ造り、同じ精米歩合です。品種による違いをお楽しみください。

愛知県
萬乗醸造

EAU DU DESIRとは「希望の水」という意味。口にしたとき、液体の中から希望というエネルギーを感じてほしい。あなたに
とって、自分たちにとって、日本酒がもっとっもっと “幸” 多きものにしたい。それを体現しているお酒です。

愛知県
萬乗醸造

希少な秋田の酒米『美郷錦』を全量使用した純米吟醸です。柔らかな旨味と爽やかな酸味の利いた味わいが
特長です。

七本槍　純米　山田錦　ひやおろし 純米酒

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。

30

ちえびじん　生酛純米　お燗酒 生酛純米酒
大分県

中野酒造

「優しい旨味と綺麗な酸。」初チャレンジした試験醸造『生酛仕込み』のため、数量限定です。常温、ぬる燗、熱燗にしても『優しい旨味と綺麗
な酸』が楽しめるお酒を目指し、作られました。

30

道潅　純米原酒　山田錦　ひやおろし
純米原酒
ひやおろし

滋賀県
太田酒造

滋賀県産環境こだわり米 山田錦を100%使用した濃醇辛口タイプ。米の旨み、味わいにこだわり、酵母は7号を使用しました。ほどよい酸味の
キレが良い食中酒

滋賀県
冨田酒造

１０月までじっくりと熟成を持って出荷されました。他蔵では、どんどん出荷が早くなる「ひやおろし」ですが、冨田酒造は敢えてじっくり熟成さ
せます。地元の契約農家｢山田錦｣使用。しっかりと熟成をさせたおかげで｢七本槍｣らしい野太さと山田錦の優しい風合いを感じて頂けます。

山和　純米吟醸　ひやおろし 純米吟醸
宮城県

山和酒造
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純米大吟醸

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。
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醸し人九平次　純米大吟醸
山田錦 EAU DU DESIR（希望の水）

純米大吟醸

醸し人九平次　純米大吟醸
赤磐雄町米から生まれて

純米吟醸
山形県
六歌仙

華やかで味わいも柔らかく、食中酒に最適なお酒となっています。山形にこだわった山形セレクション民定品。

ゆきの美人　純米吟醸　美郷錦 純米吟醸
秋田県

秋田醸造

3 ページ 新入荷のお酒リスト



　　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 50% 1800ml

+2.0 1.5 ¥3,500

まなむすめ 65% １８００ｍｌ

＋１．０ １．７ ¥2,580

山田錦・五百万石 58% 1800ml

+3.0 １．３ ¥2,862

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・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

山田錦・八反錦 55% 1800ml

±０ 1.8 ¥3,000

山田錦 50% １８００ｍｌ

+3.0 １．４ ¥2,756

播州山田錦 50% 1800ml

＋１．０ １．５ ¥3,900

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。

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！

京都府
木下酒造

加茂錦　荷札酒　純米大吟醸　黄水仙　ver.2
タンクNo.１３４

玉川　自然仕込み　本醸造（山廃）　ひやおろし
本醸造
（山廃）

"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。
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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

純米吟醸

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。

ちえびじん　純米吟醸　生熟　八反錦
大分県

中野酒造

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。

茨城県
武勇

武勇　純米吟醸　ひやおろし

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。

秋・冬季節限定
百十郎　純米吟醸　三枡紋（みますもん）

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。

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。

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！

純米吟醸
無濾過生原酒

4 ページ 新入荷のお酒リスト


