
美山錦 50% １８００ｍｌ

＋２．０ １．６ ¥3,100

山田錦 60% 1800ml

＋４．０ １．７ ¥2,800

松山三井 55% 1800ml

+4.0 １．６ ¥2,800

コシヒカリ 60% 1800ml

＋３．０ １．５ ¥2,400

亀の尾（岩手県産） 50% 1800ml

±０ ２．１ ¥3,314

五百万石 55% 1800ml

＋０．５ １．６ ¥3,000

まっしぐら 65% １８００ｍｌ

＋１３ ２．０ 2,800

山田錦 60% 1800ml

＋３．０ １．７ ¥2,800

美山錦 50% １８００ｍｌ

＋２．０ １．７ 3,000

山田錦 50% １８００ｍｌ

－２ 1.5 ¥3,400

五百万石 60% 1800

ー ー ¥2,600

丹後のヒカリ　純米吟醸 純米吟醸
京都府

白杉酒造

「丹後の美味しいお米で美味しいお酒を。」をテーマに丹後産コシヒカリを100％使用した純米吟醸です。　食べて美味しいコシヒカリを、美味
しいお酒にするために、幾つもの酵母をブレンドしたり、温度を変え、仕込配合を変え、最終的に納得のいく味に仕上がるのに５年かかりまし
た。　口当たりは柔らかく、絹のような喉越しと甘み。微かなフルーツの香りと米本来の穀物の香り。
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美丈夫　純米吟醸　タマラベル　あらばしり生
純米吟醸

あらばしり生
高知県

濱川商店

あらばしり生酒うすにごり。瑞々しい果実実にあふれたフレッシュな味わいです。あらばしりゆえに薄く霞がかかりより米の旨味も感じ、若々
しいお酒です。

綾花　特別純米　生原酒
特別純米
生原酒

福岡県
旭菊酒造

糸島産山田錦１００％使用。上品な旨さと香りのバランスが絶妙なフレッシュで味わい深い純米生原酒です。

楯野川　純米大吟醸　春にごり＜生＞限定流通
品

純米大吟醸
おりがらみ生

山形県
楯の川酒造

精米歩合50%の山形県産井山錦を仕込んだ、おりがらみのお酒です。ほんのり残る雪のような澱は｢春の訪れ｣を無濾過
生原酒ならではの力強さで｢新たな命の芽吹き｣を感じさせます。これからのお花見のお供に・・・・。

鬼剣舞（おにけんばい）　純米吟醸　生おりがら
み

純米吟醸
おりがらみ生

岩手県
喜久盛酒造

蓋が、ぶっ飛ぶ場合があります。気をつけて下さい。上品な香り、豊かな味わいときれいな酸味がバランスよく調和。「おり」が絡むことによ
り旨味と甘味が広がります。後味でスッキリ切れるので食中酒として最適です。季節限定

ミイノコトブキ ジュンマイギンジョウ
 ヤマダニシキ６０　 『バトナージュ』　生

純米吟醸　生
福岡県

井上合名

バトナージュとはワイン製造の時使われる言葉で｢シュールリー｣と言うオリを接触させたまま静地しておく製法の時にバトンでオリをかき混ぜ
る事の名称です。通常日本酒は色んな味や酸、生老が出ないように搾り終わったら速やかにオリを引いて火入れ殺菌するのですが、この商
品は生老が出ないよう常にオリが下らないように1ヶ月カイを入れ(バトナージュして)置いたお酒です。　火入れ無しの生・生のお酒です。年
に２回。

都美人　純米吟醸しぼりたて　おりがらみ
無濾過生原酒

純米吟醸しぼりたて
おりがらみ無濾過生原

酒

兵庫県
都美人酒造

「天秤搾り」にて丁寧に搾られ、瓶詰め。純米吟醸おりがらみ無濾過生原酒です。明るく輝く朝日に雲海が立ちこめるように、かすかに霞をふ
くんだ純米吟醸しぼりたてです。入荷数限定数量限定にお酒です。

特別純米生原酒

山田錦100％の直汲み酒。搾ったお酒をすぐに瓶詰した生酒です。山田錦らしい豊かな味わいと、『楯野川』の特徴の一つ
である綺麗で穏やかな香りを表現しました。直汲み無濾過生酒。

義侠　純米生原酒　五百万石

山和　純米吟醸　無濾過生原酒

純米大吟醸
直汲み生

純米無濾過生原酒

ｚ

裏・男山　超辛純米無濾過生原酒＜数量限定＞
青森県

八戸酒造

2017/2/24

楯野川　純米大吟醸　直汲み＜生＞限定流通
品

今売り出し中の「ダテ７」の中の一つ。最近の賞取りレースには必ず顔を出すほどの実力を持った酒蔵です。爽やかな吟
香、優しい旨味。誰からも愛される優しい飲み口のお酒です。切れ味はスッキリ,旨味は新酒らしい爽やかさと優しい旨味
のお酒です。季節限定オススメ！

　　季節のオススメ酒　酒のきたむら

山形県
楯の川酒造

陸奥男山　超辛純米酒の“生”を数量限定で瓶詰めされました。火入れ酒にはない力強さが有り、フレッシュで切れ味の鋭
いパンチのある超辛口となりました。季節限定・数量限定のお酒です。

愛知県
山忠本家酒

造

毎年好評のお酒です。最近の生系の「義侠」は軽い口当たりで昔のゴツさが無くなっています。華やかでまろやかで柔らか
いお酒です。
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宮城県
山和酒造

純米吟醸
無濾過生原酒

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
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　　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・金紋錦
４０％・６

０％
1800ml

＋５．０ １．５ ¥3,200

雄山錦 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．４ ¥2,400

古代米 ６０ 1800ml

±０ １．０ ¥3,000

山田錦・雄町 50% 1800ml

¥3,080

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋２ ２．２ 2,800

しずく媛 60% １８００ｍｌ

3,050

山田錦 45% 1800ml

＋１．０ １．３ 5,000

山田錦・美山錦 65% 1800ml

＋７．５ １．９ 3,000

八反錦 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．６ 2,900

山田錦 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．７ 3,000

雄町 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．８ 3,000

加賀鳶　純米吟醸生原酒　あらばしり
純米吟醸
生原酒

石川県
福光屋

もろみを搾る過程で最初にほとばしる「あらばしり」という部分をそのまま詰めました。豊かに広がる吟醸香と、米の旨味が存分に生きた、キ
レのよい飲み口が特長です。

火入酒を中心に瓶詰めし生酒での出荷は、極少量の出荷となっております。数量限定30本のみの入荷です。
華やかで軽快な新酒らしいバランスの良い純米大吟醸です。ほのかな甘みと優しい酸味、納得のいく味わい深いお酒で
す。

滋賀県
松瀬酒造

純吟造り

篠峯　Branc　山田錦　純米　無濾過生原酒
田圃ラベルシリーズNo.3

純米無濾過生原酒
奈良県

千代酒造

※Branc（ブラン）は、フランス語で白色のこと、葛城山を形成する花崗岩、石の色をイメージした色合いです。榛原産山田
錦を使用。協会９号泡有酵母で超低温発酵で醸しました。やや低アルコールの純米無濾過生原酒です。味わいが濃すぎ
ず、しっかりとした酸と旨味を重視した盃のすすむお酒です。全蔵出し本数１２００本の限定酒です。

仕込み第一弾初仕込み
伊予賀儀屋　壱番搾り　無濾過　純米　生原酒

純米無濾過生原酒
愛媛県

成龍酒造

愛媛発の『しずく媛』と新酵母『EK-7酵母』で醸すオール愛媛のお酒です。「EK-7酵母]は、酸がやや低く、バナナのような
香り成分『酢酸イソアミル』・りんごのような香り成分『カプロン酸エチル』と言った香味成分を多く出す酵母です。

純米大吟醸生

総米７００ｋｇ仕込みの手仕込みの大吟造りです。穏やかながら品の良い吟醸香となめらかな味わいの純米吟醸。期間限
定の生のお酒です。

麓井　生もと純米　生原酒７００ｋｇ仕込み

兵庫県産山田錦使用。墨廼江特有の吟醸香はそのままに山田錦の米の力を最大限に引き出しました。料理
の種類を選ばない頼もしい食中酒です。

墨廼江　純米吟醸　雄町　生

佐賀県
天吹酒造

天吹　ぴんくれでぃ　純吟造り

ロゼ色の日本酒 「天吹　ぴんくれでぃ」。海外輸出も多くなり日本らしさを表現したいとラベルデザインに稲穂と歌舞伎風を表現しました。製
造方法は吟醸造りですが古代米は農産物検査法の適用が無いので純米吟醸とは名乗れないのです。

吟醸酒

雄山錦（富山県産）は柔らかく溶け易い米ですが、限定吸水を徹底することで、雄山錦ならではの膨らみのある味わいが
引き出され、初亀らしい優しいお酒に仕上がりました。

静岡県
初亀醸造

初亀　吟醸　酒門限定酒

山形県
麓井酒造

松の司　陶酔　純米大吟醸　２０１７生酒

生酛純米生

純米吟醸
無濾過生原酒

宮城県
酔廼江酒造

岡山県産雄町使用。雄町特有のコク、酸味が口中で程よく広がります。お出汁の利いた料理と是非合わせてみて下さい。
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加茂錦　荷札酒　純米大吟醸　雄町５０　ver.2
純米大吟醸

無濾過生原酒
新潟県

加茂錦酒造

しぼりたて無濾過生原酒。「槽場汲み」が大好評で完売し、「雄町５０しぼりたて生原酒（１５度）で入荷しました。雄町米らしい味を素直に表
現したお酒です。口に近づけたとたん甘くフルーティーな香りと含んだ時の優しさと旨味のバランスが素晴らしい。呑み込んだ後の切れと
すっきり感も加茂錦らしいお酒となっています。

墨廼江　純米吟醸　八反錦　生
純米吟醸

無濾過生原酒
宮城県

酔廼江酒造

広島県産八反錦使用。マスカットを想わせる香りが口中に広がり、さっぱりとした味わいが白身魚など素材を
活かした料理を更に引き立てます。

墨廼江　純米吟醸　山田錦　生
純米吟醸

無濾過生原酒
宮城県

酔廼江酒造

墨廼江
米違い企画

３種飲み比

べ

2 ページ 新入荷のお酒リスト
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　　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

+4.0 １．７ ¥2,500

美山錦 50% 1800ml

＋５．０ １．８ 2,847

雄町 50% 1800ml

＋３．０ 1.6 3,300

1800ml

3,000

五百万石 55% 1800ml

非公開 非公開 3,000

華吹雪・まっしぐら 55% １８００ｍｌ

±０ １．６ 2,800

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋６．０ ２．６ 3,000

松山三井 50% １８００ｍｌ

+6.5 1.55 2,671

山田錦・美山錦 45% 1800ml

＋３．０ １．６ 3,334

山田錦・秋田酒こまち 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．７ 3,000

山田錦 70% 1800ml

＋６．０ １．８ 2,372

越乃雪月花　純米酒 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。

目を引くラベル、今回のラベルは全国の有名名所。酒度が＋３ですが、お米の甘やかなインパクトで後半に酸と新酒のほ
ろ苦さがあり、熟したグレフル、スウィーティーのような爽やかさ、スッと切れてもたつかない後口です。

純米吟醸
無濾過生原酒

佐賀県
矢野酒造

純米吟醸

長野県
大澤醸造

10

6

福井県
黒龍酒造
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ぱんだの旅　純米吟醸無濾過生原酒

山形県
麓井酒造麓井　生もと純米吟醸　季節限定・数量限定

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。

和歌山県
平和酒造

純米吟醸
無濾過生原酒

天然檸檬 (和歌山産)・日本
酒

果糖液糖　７％

明鏡止水　純米吟醸　甕口無濾過生原酒

島根県
富士酒造

槽口から流れる純米吟醸のうすにごり新酒を生のまま瓶詰いたしました。しぼりたて原酒独特のみずみずしさ溢れる味わ
いをお楽しみください。

特別純米
無濾過生原酒

純米大吟醸

黒龍　純吟　垂れ口　うすにごり生原酒
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明鏡止水　ｍ｀１５　純米大吟醸（瓶燗生詰）

純米生酒

長野酵母単独の純米吟醸甕口。搾ったそのままを瓶詰めしました。旨味が凝縮された味わいと共にフレッシュ且つ心地良
い長野酵母の香りが楽しめる好仕上がりとなりました。今年も旨い！オススメします！

和の
リキュール

70％精米の純米酒ですが雑味はなく穏やかで優しい飲み口。旨味と酸のバランスが良く、スッキリ切れます。嫌味がなくス
イスイ飲めるお酒です。

純米吟醸うすにごり
生原酒

華やかな香りと優しい口当たりが味わえる純米大吟醸です。

一般的な国産檸檬より更に減農薬。『鶴梅 ゆず』と同じく２年熟成の日本酒と天然檸檬果汁とをブレンド。クエン酸の苦味
を日本酒によって見事に包み込んだ感じで、日本酒と檸檬果汁のそれぞれの特徴がバランス良く溶け込んでいます。

長野県
大澤醸造

鶴梅　檸檬　（れもん）季節限定入荷しました！

出雲富士　純米　生しぼりたて　≪白ラベル
≫

酔鯨　純米吟醸　吟麗　くじらラベル　春
ver.

純米吟醸
高知県

酔鯨酒造

果実香とキレのある辛口に仕上がりました。南国高知の大らかな雰囲気が素直に伝わってくるお酒です。爽快な酸味のあ
る淡麗辛口なので、カツオのたたきや鰺のなめろうなど青魚との相性が抜群です。

濃厚さとさわやかさを絶妙に兼ね備えた八戸酒造人気の1本！一口含むとそのインパクトのある味わいにビックリ！元気な甘み、それをしっ
かりと下支えする艶のある酸。含み香もさわやかでまるで果実のよう。インパクトのある味わいながら飲み飽きの来ないお酒です。空栓後、
徐々に滑らかな味わいとボリューム感も出てきます。期待を裏切らないおすすめの一本です！

陸奥八仙　赤ラベル　特別純米無濾過生原酒
青森県

八戸酒造

秋鹿　純米吟醸生酒　春だし限定五千本 純米吟醸生酒
大阪府

秋鹿酒造

大寒仕込みで角の取れた生酒の春の日差しのような飲み心地をお楽しみ下さい。

3 ページ 新入荷のお酒リスト
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山田錦・酒こまち 50% １８００ｍｌ

＋４ １．５ 3,000

山田錦 55% １８００ｍｌ

＋１ １．５ 2,700

徳島産山田錦 58% １８００ｍｌ

-10 ２．１ 2,860

酒こまち 50% 1800ml

－２ １．８ 3,000

美郷錦 55% 1800ml

+6.0 1.8 3,000

雄山錦 55% 1800ml

＋２．０ １．６ 2,560

八反錦 60% １８００ｍｌ

＋６．０ １．８ 2,300

山田錦・渡船６号 ５０＋６０ 1800ml

+1.8 1.4 2,500

出羽の里 60% 1800ml

+10.0 １．７ 1,905

亀の尾 55% 1800ml

+7.0 １．８ 3,400

伊勢錦 65% 1800ml

＋６．０ ２．４ 2,800
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土蜘蛛　純米吟醸　生酒ＬＥＤ

純米生
うすにごり

富翁　丹州山田錦　純米吟醸　生 純米吟醸生
京都府

北川本家酒
造

京都府綾部市にある丹州河北農園で農薬を極力使用せず契約栽培した酒造好適米「山田錦」だけを原料に、京都で開発
された酵母「京の琴」と伏見の名水「伏水」で醸した純米吟醸酒です。やさしい香りと米の旨みがわかるお酒です。
登録酒販店限定流通商品。

喜楽長　純吟燗 三方良し 43 ℃ 純米吟醸
滋賀県

喜多酒造

① 『ぬる燗専用純米吟醸』 冷でも燗でもではなく、また熱燗、上燗でもなく、 ぬる燗 のみで呑ん頂く純米吟醸す。
②『熟成』燗映えする熟成を目的に、低温瓶貯した二夏越しの純米吟醸三方良しをAlc.15.7に加水にて設計。
③『43℃』ぬる燗専用酒として、43℃で燗付け、お口に入る温度が４１度から４０度をオススメ温度として訴求致します。

ゆきの美人　特選純米吟醸 純米吟醸
秋田県

秋田醸造

山田錦と酒こまちの双方の長所を存分に引き出した別格の純米吟醸です。

広島県
相原酒造

年１回だけの限定品「純米辛口　生酒　無濾過原酒」！レギュラーの「雨後の月　辛口　純米酒」の槽場汲みにあたるもの
で、毎年１１月にしぼられた辛口純米の中から、事前に注文のあった本数だけを無濾過生原酒のままビン詰め出荷する
特別品です。辛くてフルーティー！

純米無濾過
生原酒

純米吟醸
生酒

岐阜県
玉泉堂酒造

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。

純米吟醸
生酒

秋田県
栗林酒造店

徳島県
本家松浦酒

造
フルーティーな香りと上質な白ワインを想わせる味わい。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」と徳島県産山田錦で醸したオール徳島造りの純米吟醸です。数量限定です。
酸が高く甘さを持ったお酒です。いい感じで飲めますよ。全国１２０本。

春霞　栗ラベル・白　酒こまち生　純米吟醸

米鶴　かっぱ超辛口　特別純米うすにごり
【生】

ゆきの美人　純米吟醸　美郷錦　生

秋田酒こまち100％使用。御蔵で見つかった蔵付分離酵母『亀山酵母』で醸しました。酒こまちならではの優しい味わいと
『亀山酵母』が醸す爽やかな香りを目標に醸されました。

純米吟醸生
秋田県

秋田醸造

純米吟醸
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『雄山錦』は大粒で心拍が大きく、芯白発芽率がほど100％という特徴のお米だそうで、そのまま旨みの出やすさが特徴。
しかし割れやすく、原料処理を丁寧に行って醸しています。爽やかでフレッシュさのある吟醸香に、柔らかさの中に、深み
のある旨みと甘みがじわりと広がります。また飲み飽きしない後口のキレの良さがあります。

醴泉　酒無垢　純米吟醸　生　しぼりたて

山形県
米鶴酒造

今年で4年目の『奈良県産伊勢錦』を使い協会6号酵母(泡有酵母)で櫂入れ無しで仕込まれました。グレープを思わせる爽
快な香りと溌溂としたシャープな酸味をアクセントに伊勢錦ならではの綺麗な味わいをお楽しみ下さい。

純米造りの完全熟成醪（もろみ）による旨味と辛み、そして切れ味が程よく調和した超辛口の特別純米酒です。
淡い味付けの料理からある程度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。

雨後の月　「純米辛口」無濾過生原酒

篠峯　田圃ラベルシリーズ　無濾過生原酒
Vert（ｳﾞｪﾙﾄ）　亀の尾　純米吟醸

純米吟醸
無濾過生原酒

奈良県
千代酒造

Vert（ヴェルト）とは、フランス語で翠（みどり）色のこと。来年から本格始動する『田圃ラベルシリーズ』の内、予約限定で発
売された無濾過生原酒です。協会9号酵母でオーソドックスに、尚且つお米の力をフルに出すべく醸されました。

篠峯　純米　伊勢錦　無濾過生原酒 純米無濾過生原酒
奈良県

千代酒造
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