
千本錦 50% 1800ml

＋３．０ １．７ ¥3,400

八反錦 60% 1800ml

－ － ¥2,700

山田錦 45% １８００ｍｌ

－ － ¥3,800

国産米 65% 1800ml

－ － ¥1,900

吟の夢 50% １８００ｍｌ

－ － ¥3,500

愛山・酒こまち 55% １８００ｍｌ

＋９．０ １．８ ¥2,700

吟吹雪 50% 1800ml

±０ １．６ ¥3,400

山田錦 55% 1800ml

+3.0 1.7 ¥2,839

山田錦 60% 1800ml

＋１．０ １．６ 3,000

玉栄 55% １８００ｍｌ

＋２．０ ¥3,200

玉栄 55% １８００ｍｌ

¥2,800
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純米　糀おしろい　（はなおしろい）　初入荷
純米にごり酒
（火入れ酒）

高知県
アリサワ

純米ならではの、お米だけのやさしい甘みを生かした'どぶろく風'のもろみ酒。米の旨みが堪能できる純米にごり酒です。
生のどぶろくと違って火入れ処理をしているので、常温保管もOK。とろりと濃厚で爽やかな甘みで後味はスッキリしていま
す。アルコール度数も低めなので飲みやすく、日常的な食事に合うお酒です。１３～１４度

紀土　純米大吟醸山田錦　精米歩合四十 純米大吟醸
和歌山県
平和酒造

今、注目度も高くとても勢いがある蔵、平和酒造！既存の純米大吟醸とは別に、山田錦を45%まで磨きあげた新しい純米大吟醸が誕生しま
した。香り高く、透明感のある旨みをしっかりと味わえ、紀土の実力を感じさせてくれる純米大吟醸に仕上がっています。爽やかなのに濃厚。
紀土だけが持つ絶妙のバランス感。

島根県
富士酒造

30

出雲富士　純米吟醸　山田錦無濾過生原酒

純米吟醸

神開　純米吟醸　春雨
　LA pioggio di primavera

純米吟醸生々
滋賀県

藤本酒造

春の純米吟醸「春雨」。若々しい純吟新酒をバランス良く調整し、少し落ち着かせました。力強い原酒を１６．５％まで加水調整。ぎっしり詰
まった旨味が交通整理され、透明感を帯びながらスムーズに感じられるようになりました。

12

笑四季 純米大吟醸 エレメンツ　オブ　ライフ
さくら【生】

純米大吟醸
<生>

滋賀県
笑四季酒造

東京農大花酵母の個々の特性を考慮し特徴のある香りや味わいを引き出すことに主眼を置いております。花酵母さくらを
使用しております。

ゆきの美人　純米吟醸　愛山麹　＜生＞ 純米吟醸生酒
秋田県

秋田醸造

愛山のコクのある旨味と酒こまちの軽さが調和した食中酒向きのお酒です。

2017/3/23

大分県
中野酒造

山田錦を使用した純米吟醸無濾過生原酒。すっきりと広がる心地よいイチゴのような香りと山田錦のきれいなうま味・酸味
が全体に広がります。軽やかなうま味と後口に若干の渋味が広がり、食事とご一緒におすすめです。

ちえびじん　特別
とくべつ

純米
じゅんまい

　八反
はったん

錦
にしき

　おりがらみ生
なま

荒走りを袋吊りし、斗瓶に取った澱をブレンドした澱がらみのお酒です。蔵元の自信作。「八反錦」には凄く自
信を持っています。

純米
おりがらみ生

高知県
仙頭酒造

蜜のような上品な甘さと熟れた果実味を基調としたやや甘口タイプのお酒です。飲みやすさと旨さを追求し、ど
なた様にも喜んでもらえるお酒となりました。

土佐しらぎく　純米吟醸　美潮　吟の夢

純米吟醸　
直汲無濾過生

広島県
相原酒造

　　季節のオススメ酒　酒のきたむら
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純米吟醸
無濾過生原酒

年に一度の貴重酒【無濾過生原酒】。相原酒造お得意の『千本錦』で醸しています。全国新酒鑑評会で三年連続金賞受賞
もこのお米使用でとりました。口に含むと青リンゴのような爽やかな香りで、すっきりとした飲み口。食事と合わせると、透
明感がきらめようなくお酒です。じゃこやイクラの大根おろし添えなどと一緒に飲んでいただけると最高です。

うごのつき　純米吟醸　千本錦　無濾過生原酒

純米吟醸
無濾過生原酒

滋賀県
藤本酒造

協会９号酵母を使用。上立ち香を抑えキレを重視しました。槽口から流れ出る中取り酒を頃合いを見て「ひしゃく」で一本一本手汲みしまし
た。硬質なタッチ、心地良い苦味を伴いながらキレイに切れていきます。直詰め特有のガス感と共に米の旨味をしっかり堪能頂けます。

からはし　純米吟醸　山田錦 純米吟醸
福島県

ほまれ酒造

「からはし」は蔵の威信を賭けた新たなブランドの第1歩となるお酒です。兵庫県産山田錦を100％使用。甘酸っぱい桃・リ
ンゴを感じさせる上品な香り、リンゴ・イチゴをかじったような甘酸っぱさ。瑞々しい甘みと若々しい酸の上品さ。

神開　純米吟醸無濾過生原酒　ひしゃく酒

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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亀の尾 60% １８００ｍｌ

＋１．０ １．７ ¥2,300

秋田酒こまち他 60% 1800ml

＋４．０ １．７ ¥2,300

渡船六号 60% １８００ｍｌ

¥2,800

山田錦・五百万石 ５５・６０ １８００ｍｌ

＋１３．０ １．５ 2,300

等外米 65% 1800ml

＋１．０ １．４ 1,950

五百万石 50% 1800ml

¥2,200

吟のさと 60% 1800ml

+2.0 １．８ ¥2,600

山田錦 50% 720ml

－ － ¥2,310

山田錦 80% 1800ml

＋７．０ ２．４ ¥2,625

青みかん（温州みかん）果汁、醸
造ｱﾙｺｰﾙ、はちみつ

ミイノコトブｷ　春純吟　クアドリフォリオ

湖弧艪　Kokoro 特別純米　直汲み　生原酒
特別純米
生原酒

春到来！春の定番酒入荷！イタリア語で幸運のクローバー。春の白詰草の花畑をイメージし、グリーンの瓶に薄にごり
の薫り高い純米吟醸酒を詰めました。｢初めて日本酒を飲んだ人が日本酒を嫌いにならない酒｣がコンセプト。

純米吟醸
福岡県

みいの寿

阿櫻　生詰原酒　亀の尾　２８BY　一回火入れ 生詰め原酒
秋田県

阿桜酒造

今では幻の米と言われる｢亀の尾｣(大潟村)を60&精米、秋田純米酵母仕込みの生詰め原酒です。規格外(３等米外)のお米を使用している
ので｢純米酒｣を名乗れません。契約農家サンが大切に育てた｢亀の尾｣・・・・。ちょっとぐらい見たくれは悪くともしっかりと遺伝子を受け継い
でいるに違いない！一粒も無駄にすること無く大切にしたい。そんな想いから造られました。特別純米仕様のスペシャル普通酒です。

松の司　産土（うぶすな） 純米仕込み
滋賀県

松瀬酒造

"産土　-うぶすな-"とは土地の守り神を意味します。等外米を用いて造られたお酒ですが、このお米もまた、この地の風
土と人が育んだ私たちへの贈り物。香りは立たず、米の味も持ちながら軽さを持ったのみ心地です。等外米を使用してい

るため｢純米酒｣とは名乗れません。

雑賀　春　辛口吟醸本生　スプリングエール 吟醸生
和歌山県
九重雑賀

春は、旅立ちや新しい仕事の始まるの季節。 心機一転への声援という想いで「SPRING'S YELL（スプリングエール）」と命
名致しました。黒色のキャップはネクタイの結び目、肩貼りはネクタイをイメージしデザイン致しました。 少しずつ暖かくなる
この時期に合わせた、辛口の吟醸に仕上げました。 春の歓送迎会、花見等々にどうぞ。

奥播磨　山廃純米　山田錦八割磨き生
「春待ちこがれて」

山廃純米
無濾過生原酒

兵庫県
下村酒造店

米作りリーダー 金子敦司が中心となり、自分たちだけでつくった山田錦を100％使用しました。
黒田庄（くろだしょう）は、私たちが米作りをしている町の名前。ラベルに刻まれた数字は、お米をを栽培した田んぼの、緯度、経度です。スッ
キリとした酸が心地よく、繊細で滑らかな日本酒です。７２０ｍｌのみの発売です。

純米大吟醸醸し人九平次　黒田庄に生まれて　純米大吟醸

山廃山田錦80生酒の春限定ラベルです。鮮烈な味と香りを楽しんでいただくため一切の火入れ作業を行っていません。しっかりコクのある
飲み口、キリッとした酸で厚みのある味わいをお楽しみ下さい。

純米酒
一回火入れ

滋賀県
太田酒造

数量限定。純米生原酒湖弧艪をタンクから直汲みで瓶詰めしました。新酒独特のフレッシュなタイプです。近江で生みだされ、湖の風をうけ
て育った酒米「滋賀渡船六号」を原料米とした銘酒です。濃醇でやや甘口　酸のキレがよく　バランスのよい純米原酒です。

秋田県
栗林酒造店

12

新酒らしくはつらつとした味わいです。低温でゆっくりと発酵。箱麹で丁寧に作りました。穏やかな香り、新酒のきめ細かい
味わい。是非料理とお供に。

和歌山県
平和酒造

純米吟醸生酒紀土　KID　純米吟醸酒　春の薫風　生酒

愛媛県産の温州みかんが、色付く前のわずかな時期に少量摘み取った“青みかん”を使用しました。　
青みかん特有の香りとかすかな酸味、ほろ苦さの残る昔なつかしいおいしさです。
豊かな香りそして酸味の強い“すだち” “ゆず”をお楽しみいただいてた無添加シリーズに、誰もが知ってい
て、素朴な懐かしさを感じる“青みかん”の登場です。ラベルには、“青みかん”だった私たちの人生の応援
酒となる詩を書いてあります。3倍に希釈してお召し上がりください。

松浦　無添加 生　青みかん酒の素

１８００ｍｌ　２５００円／７２０ｍｌ　１２５０円

主原料

愛知県
萬乗醸造

柔らかな味わいとほんのりとした余韻の苦み。そして「紀土」らしいキレが特徴です。また香りもバランスを保ちながら表現
しています。春野菜と是非合わせてみて下さい。

春霞　純米瓶囲い　花ラベル

2 ページ 新入荷のお酒リスト
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岡山県産朝日 60% 1800ml

＋３．０ １．９ ¥2,300

山田錦・日本晴 65% 1800ml

＋２．７ １．６ ¥2,350

雄町 50% 1800ml

－ － ¥3,500

好適米 55% 1800ml

-2.0 １．５ ¥2,500

山田錦 50% 1800ml

－ － ¥3,500

山田錦 70% 1800ml

＋６．０ １．８ 2,372

松山三井 55% 1800ml

+4.0 １．６ ¥2,800

山田錦 50% １８００ｍｌ

－２ 1.5 ¥3,400

五百万石 60% 1800

ー ー ¥2,600

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

純米大吟醸
中汲み

18

春の芽吹きのような上立ち香と、口中に広がるフルーツを感じるジューシーさのバランスの良さが3年目の今年で完成しました。
1800mlで1890本の蔵出し限定酒です。

出雲富士　純米　≪白ラベル≫
純米酒
火入れ

島根県
富士酒造

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。

今年から始まった文佳人純米吟醸の米違いシリーズ。雄町です。香りは若干おとなしめの果実香でボディーは厚くまろや
か。雄町らしさを持ったお酒です。

18

今西　純米吟醸　朝日
純米酒

一回火入れ
奈良県

今西酒造

明鏡止水　酒門　純米吟醸ALL NAGANO　生 純米吟醸　生
長野県

大澤醸造

18

奈良県
梅乃宿酒造

高知県
アリサワ

上品な果実の香りと上品な甘みがバランス良く調和しています。軽やかな飲み口の春限定のお酒です。

純米大吟醸のもろみを酒袋に詰め、槽搾りした無濾過の生酒です。澱と共に、搾りたてのフレッシュな香りと味わいが楽し
めます。上品な旨みと酸が、味わえます。搾りの過程の中で、香味が一番安定する贅沢な部分「中汲み」のみを瓶詰して
います。

梅乃宿　アンフィルタード　SAKE　純米大吟醸
中汲み

純米吟醸

吟醸酒

全量１０kgずつの洗米と限定吸水、徹底した品質管理で育てた麹、低温長期醗酵による醪、上槽後３日以内の瓶詰めと瓶
燗。朝日米の持つ米の力を最大限に引き出せるように丁寧に醸した純米吟醸。穏やかな吟醸香。フレッシュで朝日米の旨
味が広がりながらも綺麗に切れるお酒です。

滋賀県
喜多酒造

喜楽長　琵琶湖の春　純米一回火入れ

30

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。

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。

楯野川　純米大吟醸　直汲み＜生＞限定流通
品

愛知県
山忠本家酒

造

山形県
楯の川酒造

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

純米大吟醸
直汲み生

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

純米酒
一回火入れ

12

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。

文佳人　純米吟醸　雄町

3 ページ 新入荷のお酒リスト



2017/3/23

　　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 60% １８００ｍｌ

＋２ ２．２ 2,800

雄町 50% 1800ml

＋３．０ 1.6 3,300

山田錦・美山錦 65% 1800ml

＋７．５ １．９ 3,000

五百万石 55% １８００ｍｌ

+4.0 １．７ ¥2,500

1800ml

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

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

徳島産山田錦 58% １８００ｍｌ

-10 ２．１ 2,860

和の
リキュール

越乃雪月花　純米酒

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。

純米吟醸

山形県
麓井酒造

生酛純米生
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土蜘蛛　純米吟醸　生酒ＬＥＤ
純米吟醸

生酒

純米大吟醸

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。

純米酒
新潟県

妙高酒造

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

6

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

和歌山県
平和酒造

明鏡止水　ｍ｀１５　純米大吟醸（瓶燗生詰）

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。

長野県
大澤醸造

天然檸檬 (和歌山産)・日本
酒

果糖液糖　７％

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。

徳島県
本家松浦酒

造

鶴梅　檸檬　（れもん）季節限定入荷しました！

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。

山形県
麓井酒造

宮城県
墨廼江酒造

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

墨廼江酒造
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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。

墨廼江　純米吟醸　八反錦　生
純米吟醸

無濾過生原酒

純米吟醸
無濾過生原酒

宮城県
墨廼江酒造

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。

墨廼江
米違い企画

３種飲み比

べ

4 ページ 新入荷のお酒リスト


