
玉栄・吟吹雪 55% １８００ｍｌ

±０ １．５ ¥2,800

好適米 60% １８００ｍｌ

+3.0 １．４ ¥2,600

ひとめぼれ 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．７ ¥2,720

五百万石 60% 1800ml

＋１１．０ １．９ ¥2,400

美山錦 55% 1800ml

＋５．０ １．５ ¥2,800

好適米 65% 1800ml

¥2,700

ひとごこち 59% １８００ｍｌ

＋７．０ １．２ ¥2,200

寿限無 57% １８００ｍｌ

＋３．４ １．９ ¥3,000

山田錦 55% 1800ml

＋５．５ １．０ ¥3,000

佐香錦 60% 1800ml

+8.0 １．７ ¥2,839

吟おうみ 60% １８００ｍｌ

＋３．０ ¥2,400

米鶴　ピンクのかっぱ　純米酒 純米酒
山形県

米鶴酒造

赤色酵母を使ったピンク色の純米酒です。米の旨味をパンチの効いた酸味が引き締め味わいスッキリ。アル
コール分は、体に優しい10％。やや甘口のお酒です。

穂田瑠　HOTARU 純米吟醸
純米

生原酒
滋賀県

太田酒造

近江米『吟おうみ』を60％精米した香り華やかでフレッシュな純米吟醸酒。心地良い酸味のバランスの取れた味わい。夏
の涼み酒に。

長野県
古屋酒造場

純米吟醸

「竹の園 強敵と書いて友と読む 純米吟醸」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
みのクマーな辛口酒。

秋田県
栗林酒造店

松の寿　吟醸　夏のうすにごり

華やかな香りと軽やかな飲み口。後切れもスカッと切れてフルーティー感がふんわり残ります。夏の暑い季節に抜群の相
性のお酒です。爽やか系のお酒です。

2017/5/30

夏向けに仕上げた夏限定のお酒です。若干アルコール度を抑えた爽やかな飲み口の純米吟醸です。昭和初期の絵はが
きをラベルに現在の若い蔵人の感性とのコラボをお楽しみ下さい。

グレープフルーツを想わせる爽やかな酸味と控えめな甘さが、夏の爽やかさと透明感を演出します。軽快な口当たりを感
じながらメロンやバナナを想わせる果実香が優しく広がり、フィニッシュはスパッと切れ、パッと消えていきます。

出雲富士　夏雲NATSUMO　特別純米　本生原
酒

　　季節のオススメ酒　酒のきたむら

島根県
富士酒造

夏のスタミナ料理と合わせて元気よくお酒を飲んで頂きたく生原酒で造りました。ガツンとしっかりとした甘味と果実香。旨
味の固まりがドンとくるお酒です。ロックも旨い。

純米吟醸

コールドミフク　純米吟醸

宮城県
新澤醸造店

微発泡のうすにごり酒です。とても飲みやすく、クイクイ飲めるお酒です。夏にピッタリのお酒です。自然な吟醸香。ライチ
の甘みとパイナップルの酸味が混和したような味わい。米の旨みも十分です。

30

綺麗な旨味、軽やかな酸、冷やして爽やかにいただける食中酒です。秋田産『美山錦』を１００％使用。地元秋田の初夏の風景、田植え直後
の田んぼをイメージしました。このお酒、本当にウマイです。

和和和　夏吟醸　ひとごこち

栃木県
松井酒造

竹の園 強敵と書いて友と読む 純米吟醸酒
佐賀県

矢野酒造

神開　純米吟醸　一つ火　Cocomero&Limone
純米吟醸
一つ火

滋賀県
藤本酒造

薫り高く柔らかな純米吟醸の原酒を細かく温度調整することにより、旨味が、キレイに整理され、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。一回火入れすることにより甘さが少し引け引き締まりました。イタリアの夏は、スイカにはレモンをかけて食べることからそ
んな感じで冷やして爽やかに。

夏限定
天狗舞　超辛　純米酒

純米酒
石川県

車多酒造

穏やかな香り、軽快なさっぱりとした口当たり～米本来のしっかりとした力強い米の味わいがありながら～キレの良いドライな後味の辛口純
米酒。こちらは、速醸仕込みの天狗舞です。

純米吟醸

滋賀県
美富久酒造

純米吟醸

ひと夏の恋　純米吟醸

特純
生原酒

吟醸

吟醸生
微発泡

春霞　夏純吟　田んぼラベル

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
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五百万石 60% 1800ml

¥3,148

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋２．０ １．８ ¥2,720

山田錦 60% 1800ml

＋５．０ 1.6 ¥2,500

美山錦 60% 1800ml

＋４．０ １．６ ¥2,400

山田錦・神の穂 ５０＋５５ 1800ml

＋７．０ 1.2 ¥2,430

山田錦･吟吹雪 60% 1800ml

＋３．４ １．９ ¥2,500

出羽燦々 55% 1800ml

+3.0 1.6 ¥2,700

五百万石・ゆきの精

山田錦・トドロキワセ

他
55% 1800ml

＋１．０ １．５ ¥3,091

山田錦 30% 720ml

非公開 非公開 10,000

山田錦 35% ５００ｍｌ

＋２．０ １．２ ¥3,500

竜王産米 65% １８００ｍｌ

＋３．０ １．９ ¥3,000

松の司　大吟醸出品酒 大吟醸出品酒
滋賀県

松瀬酒造

平成28年度全国新酒鑑評会のに出品するのと同じ製法にて醸された物です。とても少量ですので蔵にももう在庫はございません。香りと味
のバランスが良く、ジューシーで上品な味わいです。

醸し人九平次　彼の岸（ひのきし）
純米大吟醸

純米大吟醸
愛知県

萬乗醸造

彼の岸、それは迷いも憂いも脱し、全てを超越した理想の境地。そこは、無なのか、故に相対することでその意識が浮き
彫られるのか。彼の岸という酒は、日本酒の存在感とは何かを再定義することに他なりません。

暑い夏にさっぱりスッキリ飲めるお酒です。「山田錦」の芳醇な香りが香り立ちます。 まろやかで豊かな旨味と柔らかな酸味がとてもバランス
良く仕上がっています。田舎のあぜ道の夏らしいラベル。今年も入荷しました。去年を上回る旨さ！『絶対買いの一本です。』

羽根屋　夏純吟　生酒

夏のマリンブルーの海に抱かれたような透明感と淡く広がる優しい余韻、突き抜ける青空のようにクリアな後口。

純米吟醸
生酒

京都府
城陽酒造

細身でスマート、且つ柔らかさを併せ持つ酒質が得られる出羽燦々の特性を活かした夏向けの純米吟醸酒。爽やかにお飲み頂けるフレッ
シュな香味を念頭に醸しました。

特別純米原酒

滋賀県
松瀬酒造

滋賀県
喜多酒造

夏季限定商品。マイナス3℃のサーマルタンクに生で囲い、一度火入れして出荷。使用米、山田錦･吟吹雪で豊かな味わいの中に夏らし
い爽やかな酸味による後きれを表現しました。夏の田んぼで育ち始めた『若苗』のように爽やかで生き生きとした味わいをお楽しみ下さい。

山形県
麓井酒造

フモトヰ　夏純吟 純米吟醸

安芸虎　夏純吟　<火入れ>

柔らかで優しいスルッと入るお酒です。山田錦の米の甘味を残しながらも爽やかな酸と旨味、キレの良さが暑い夏に最適です。

八海山　特別純米原酒　夏季限定

純米酒

喜楽長　特別純米　若苗（わかなえ）　夏酒

城陽　徳次郎　夏純米

新潟県
八海醸造

明鏡止水　癒やし系純米　日本の夏

純米

瀧自慢　夏吟醸

爽やかに香り立つ吟醸の含み香と神の穂の特徴である柔らかな旨味が絶妙です。暑い夏にキリリと冷やして頂くと赤目四
十八滝の峡谷を吹き抜ける涼風を感じて頂けると存じます。

特別純米

高知県
有光酒造

生酛純米生原酒

蔵付酵母・天然乳酸菌培養による生酛造りで醸されたお酒です。竜王町産米（環境こだわり農産物認証）を100％使用した
味わい豊かでキレのいい飲むほどに旨みが出てきます。

暑い夏の日によく冷してお召し上がりいただくことを想定して冷やしても深い味わいと清涼感のある香りを お楽しみいただけるよう品質設計
をした日本酒です。まずはビールという発想をかえて、「渇いたのどに冷たい日本酒」という楽しみ方を提案いたします。

松の司　生酛純米生原酒

長野県
大澤醸造

爽やかで淡い純米酒。夏にぴったりの優しい飲み口で飲み飽きしません。ラベルは好評レトロ昭和ラベル。

純米吟醸
無濾過生酒

三重県
瀧自慢酒造

吟醸酒

富山県
富美菊酒造
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美山錦 50% 1800ml

＋１３．０ １．４ ¥2,800

五百万石 65% 1800ml

＋１０．０ １．６ ¥2,600

備前雄町 60% 1800ml

－５．０ １．８ ¥2,900

五百万石・越しぶき 65% 1800ml

＋６．０ １．８ ¥2,000

38 50% １８００ｍｌ

¥2,850

吟の夢 55% １８００ｍｌ

¥3,100

神力 50% 1800ml

＋４．０ １．５ ¥2,900

雄町 50% 1800ml

＋４．０ ¥3,080

五百万石 65% 1800ml

＋５．０ ２．０ ¥2,450

華吹雪 60% 1800ml

－０．５ １．６ ¥2,400

出羽の里 65% 1800ml

－１７ ２．３ ¥2,540
純米酒

加茂錦　荷札酒　純米大吟醸　雄町５０　ver.2
純米大吟醸

生原酒・無濾過
新潟県

加茂錦酒造

雄町を５０％まで磨いて醸しました。心地よい吟醸香、甘酸のバランスが絶妙で雄町らしい味巾を感じつつ、全
体的には流麗な飲み口。

上喜元　純米吟醸　神力 【中採り】

爽やかな香り。口当たりなめらかで、爽快な酸味と適度な苦味があと味を引き締めます。暑い季節にぴったり
の軽快な純米酒です。

山形県
酒田酒造

純米吟醸

米鶴　夏純米　蛍ラベル

すっきりキレの良い味わいとシャープな酸味が印象的な特別純米酒です。

山形県
米鶴酒造

大分県
中野酒造

ちえびじんの特徴は優しい甘味。地下水の甘味のある柔らかさと『備前雄町』の柔らかな甘さのベストマッチ。
初夏に飲んで頂きたいイメージでバランス良くできあがりました。

夏限定夏酒！暑い季節にピュアで透明感のあるさっぱりとして飲みやすい、口当たりのなめらかなお酒です。氷を浮かべて、キリリとした味
わいもお楽しみ下さい。

”低アルコールでスッキリ爽快な辛口酒”を目指して醸造しました。控えめながら綺麗な香りが品よく感じられ、日本酒度は
「+12」ありますが、程よい辛さが心地よく、口当たりはまろやかで飲みやすいので、日本酒ビギナーの方にもおすすめした
い１品です。

爽やかにキレ味抜群、夏の純米生酒低温醗酵でじっくりと仕上げたしぼりたての純米酒を、一切の火入れをせずに爽やか
な風味をそのまま封じ込めました。フレッシュで清涼感あふれるキレの良い辛口は、米の旨味が存分に生きた夏季限定の
美味しさです。

高知県
仙頭酒造

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。

鳩正宗　特別純米　華吹雪６０　夏純

山形県
楯の川酒造

48

純米大吟醸

純米生酒
石川県
福光屋

楯野川　純米大吟醸　爽辛

純米酒

立夏過ぎに搾った「九頭龍 純米」原酒は、黒龍酒造の純米酒らしいほのかな米の旨味を残しながら、搾ったすぐの爽やか
で瑞々しい味わいと原酒のキリッとした飲み口が特長となっています。デザインも緑を基調とした初夏らしいイメージに仕
上がりました。酒造り中、蔵人にも好評だった「九頭龍 純米」のしぼりたて原酒を、今年の夏はキンキンに冷やして愉しん

福井県
黒龍酒造

土佐しらぎく　涼み純米吟醸 純米吟醸

凌駕　夏純米 純米酒

25

しらぎく　吟の夢　微発泡　純米吟醸　生

青森県
鳩正宗酒造

加賀鳶　夏純米　生

高知県
仙頭酒造場

ちえびじん　備前雄町　特別純米酒
無濾過生原酒(初夏の限定品)

総米500kgの小仕込みで丹念に醸造されました。爽快な味わいと酸味が夏に合う純米酒です。

特純無濾過
生原酒

九頭龍　夏しぼり　純米

幻の酒米『神力』を復活させ使用した限定出荷のお酒です。生産量が極端に少ないお米で毎年入手するのが難しいと言われています。爽や
かな吟醸香とキレのある味わいが特徴です。

新潟県
松乃井酒造

場

純米吟醸生
うすにごり発泡酒

特別純米
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常陸日本晴 70% １８００ｍｌ

＋１２．０ １．８ ¥2,000

五百万石 65% 1800ml

＋４．５ ２．２ ¥2,600

若水 60% 1800ml

＋２．０ １．２ ¥2,250

山田錦 55% 720ml

非公開 非公開 1,800

山田錦 50% 720ml

非公開 非公開 1,940

山田錦 55% 1800ml

－２．０ １．４ ¥3,000

神の穂 55% 1800ml

＋８．０ １．４ ¥2,400

山田錦 50% 1800ml

＋４．５ 1.8 ¥3,600

国産米 50% 1800ml

¥2,600

徳島産山田錦 58% １８００ｍｌ

－１１．０ ２．６ 2,860

まっしぐら 55・60 1800ml

-2.0 1.3 ¥2,800

瀧自慢　純米　神の穂 純米酒
三重県

瀧自慢酒造

三重の酒米「神の穂」で醸した純米酒。柔和さと膨らみの有る味わいは洋風テイストにも相性が良く燗も良し。

醸し人九平次　純米大吟醸　山田錦
Le Kシリーズvoyage（ボヤージ）山田５５

純米大吟醸
愛知県

萬乗醸造

＜Le K（ル・カー）＞Kは、醸し人のK　Kは、九平次のK　Kは、黒田庄のK　　voyage（ボヤージ）日本酒を楽しむ旅に出て欲
しい。そんな思いを込めました。甘味と酸味がバランスよく口の中に広がり、アフターに優しく残りビター感。甘酸っぱくて、
後味がちょっと苦い…。柑橘系にほろ苦さを纏った食中酒です。

純米大吟醸
愛知県

萬乗醸造

＜Le K（ル・カー）＞Kは、醸し人のK　Kは、九平次のK　Kは、黒田庄のK　　rendez-vous（ランデブー）皆様と巡り会いた
い。そんな思いを込めました。上品で軽快な甘み。スルスル飲めて重さを感じない軽さ。

純米吟醸

元々蔵で所有されていた田んぼとなるべく蔵の近くの田圃で収穫されたお米を使用しています。生詰め瓶燗火入れを行っ
たこのお酒は、クリアでキレイな酸味が感じられ、なめらかな口当たりとしっかりとした旨味の有る味わいが特徴です。
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吟醸

秋田県
秋田醸造

櫛羅　純米吟醸　生詰瓶燗　２０１６
奈良県

千代酒造

純米吟醸
高知県
アリサワ

夏らしいさわやかな白い手ぬぐいの柄をイメージし、お酒のおばけが描かれたラベルが楽しい、夏にぴったりのすっきり飲める純米吟醸酒。
やや甘めながら、爽やかにすっきりと仕上げています。香りもおだやかで飲み飽きしない味わい。これからの蒸し暑い夏には、しっかりと冷
やしてお楽しみいただきたい１本です。

30

土蜘蛛　純米吟醸　生酒ＬＥＤ

醸し人九平次　純米大吟醸　山田錦Le Kシ
リーズrendez-vous（ランデブー）山田５０

純米吟醸
生酒

純米酒

純米酒

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。

百歳ならではの旨味を残した日本酒度＋１２の超辛口純米酒です。旨味を残しながらも後口に「カラクチ酒」を
感じて頂けるお酒です。

群馬県
浅間酒造

茨城県
吉久保酒造

陸奥八仙　夏吟醸

浅間山　夏　純米

文佳人　夏　純米吟醸

～キンキンに冷やして軽快且つ爽やかに～をうたい文句に、暑い夏にも日本酒を楽しんでいただきたいとの想いから夏限定・低アル酒。（ア
ルコール度14度）数量限定品です。早めの完売が予想されます。

ベネチアンブルーの瓶に青色のラベルを使用し、初夏の浅間山をイメージ。
爽やかな上立ち香と適度な甘味で、ジメジメした季節にぴったりのお酒に仕上がりました。

徳島県
本家松浦酒

造

純米吟醸
生詰瓶燗

青森県
八戸酒造

ゆきの美人　純米吟醸　山田錦　6号酵母

全量山田錦を用い6号酵母で醸しました。6号酵母のスッキリとした飲み口と心地良い柔らかな甘味と酸味が
特徴です。数量限定商品です。

吉乃友　純米無濾過生原酒
純米酒

無濾過生原酒
富山県

吉乃友酒造

新規取り扱い富山県産五百万石と立山連峰からの伏流水を使用。まっすぐ力強い味わいで、切れ上がる。香
りは、穏やかで余韻は短く甘酸辛苦の共存でどんな料理とも合わせられる。滋味深いお酒です。華やか、今風
ではないですが造りがしっかりした旨味重視のお酒です。

百歳　超辛夏純米

4 ページ 新入荷のお酒リスト


