
山田錦・酒こまち 50% １８００ｍｌ

－ － ¥2,980

五百万石 55% 1800ml

＋０．５ １．３ ¥2,800

山田錦・出羽燦々 40%・50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

吟の夢 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．３ ¥3,400

さがの華 60% １８００ｍｌ

＋６．０ １．８ ¥2,553

滋賀県産米 70% １８００ｍｌ

+7.0 ¥2,000

山田錦 50% １８００ｍｌ

±０ １．３ ¥3,500

山田錦 60% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,900

純米吟醸生
かすみ

氷温貯蔵した「純米吟醸無濾過生原酒」と「純米吟醸活性にごり酒」をブレンドし、超軟水の天然水で割り水
し、飲み易く仕上げた夏酒です！水っぽくなくしっかりと優しい旨味。うっすら霞がかった優しい旨味のお酒で
す。

栃木県
松井酒造

純米大吟醸
新潟県

加茂錦酒造

2017/7/21

加茂錦　荷札酒　槽場汲み　純米大吟醸
　無濾過仲汲み　淡麗フレッシュ瓶火入れ

夏ノ寿（なつのことぶき）　純米吟醸
夏かすみ生【山の天然水仕込み】

東洋美人　IPPO　純米大吟醸規格
純米大吟醸

規格

　　季節のオススメ酒
酒のきたむら

しぼりたてのフレッシュ感とフルーティーさがあり、且つ柔らか、、けれども「淡麗」。そんなお酒を目指し作られ
ました。

60

山口県
澄川酒造場

ｉｐｐｏシリーズは、すべて麹米は、40%精米の「山田錦」を使用。掛け米は、酒母も含め「出羽燦々」使用です。酒税法上単一の仕込み総米の
５０％以上使用した場合のみ銘柄にその米の種類を表示することができ、米の銘柄を表示した場合、その米の使用割合を表示する義務が
あります。酒質、品質向上「より飲んでおいしいお酒」を目指した結果すべての商品に麹米に「山田錦」を使用できました。

天吹（あまぶき）　あいらぶすし 　中とろ
　（氷温貯蔵　生酒）

純米辛口生酒
佐賀県

天吹酒造

お寿司はもちろん、旬のお魚の旨みを引き出してくれ、スッキリと上品で、しゃんとキレのある辛口に仕上がり
ました。モダンな感覚の中にもお米から醸される日本酒ならではの穏やかで品格あるまろやかさを感じ取るこ
とのできる、クールジャパンな日本酒です。

弥太郎　純米吟醸 純米吟醸
高知県

濱川商店

美丈夫が醸す、幕末維新150周年記念酒「純米吟醸　弥太郎」。「SAKE　COMPETITION２０１７」純米吟醸部門ではGOLD３位を受賞しまし
た。弥太郎は、幕末から続く諸外国の汽船会社などとの激しい戦いを制し、「東洋の海上王」と異名を取るようになり、世界に名だたる現在の
三菱グループの礎を築いた幕末屈指の経済人です。この土佐が生んだ名士・弥太郎の名を冠し、高知独自の酒造好適米「吟の夢」と県産
酵母「CEL酵母」を使用した高知オールスターの純米吟醸酒造。

裏　ちえびじん　うすにごり
(番外編)　夏バージョン

純米吟醸 生
大分県

中野酒造

チャレンジ酒として毎年、酵母や仕込みを変えて造っています。香り、甘味がありながらも食中酒として呑み続けることが
できるお酒をコンセプトに造られました。番外編として毎年進化していくお酒です。夏酒としてうすにごり（微発泡）のお酒と
なります。

神開　純米辛口仕様　神開蔵 純米火入れ
滋賀県

藤本酒造

暑い夏に食事、団欒でさくさく飲めるお酒です。低温超長期もろみでじっくり発酵。ただ辛いだけでなく米の旨
味、甘味を感じつつしっかり切れるお酒です。

神開　山廃仕込　純米大吟醸　湖南山田錦５
０％

山廃仕込
純米大吟醸

滋賀県
藤本酒造

綺麗な味わいの中に山廃仕込由来の芯の強さと太さを感じさせ、香味・旨味をしっかりと楽しめるお酒です。

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



岡山県　朝日 50% 1800ml

ー ー ¥3,900

蔵の華 55% 1800ml

+3.0 １．６ ¥2,770

山田錦 60% 1800ml

+3.0 1.6 ¥2,500

岡山産　朝日 50% 1800ml

+4.0 １．３ ¥2,800

五百万石 60% １８００ｍｌ

＋３．０ ¥2,600

吟の精・山田錦 55% 1800ml

＋４．０ １．４ ¥2,500

改良雄町 55% 1800ml

＋８．０ １．６ ¥2,839

愛山 50% 1800ＭＬ

¥4,500

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋２．０ ２．２ ¥2,800

山田錦 55% １８００ｍｌ

＋６．０ ２．０ ¥3,200

夏　純米吟醸　雑賀　にごり　ネージュブラン
純米吟醸

発泡にごり酒
和歌山県
九重雑賀

毎年好評の１月発売の「純吟　雑賀　にごりネ-ジュブラン」の夏バージョン。暑い夏に発泡性のにごり酒です。個体差はありますが、吹きこ
ぼれることがございますので抜栓はご注意下さい。

田圃ラベル
篠峯　　Blanc　山田錦　純米　一つ火原酒 純米酒

奈良県
千代酒造

この「田圃ラベルシリーズ」は、蔵元が奈良県内にて契約栽培をお願いしている農家さんのお米を100％使用したお酒となっています。　全て
のお酒を協会9号酵母でオーソドックスに、なおかつ米の力をフルに出すべく醸しています。お米の力を感じつつも味わいが濃すぎず、しっか
りとした酸と旨みのバランスを重視した盃の進むお酒です。

田圃ラベル
篠峯　　Azur　山田錦　純米吟醸　一つ火原酒 純米吟醸

奈良県
千代酒造

爽やかな香り立ち、口あたりが柔らかく瑞々しさいっぱいの味わいが広がります。爽やかな酸立ちでさらりと喉元まで滑り込んでゆくキレの良
い酒質に仕上がりました。輸出をイメージしたラベルです。ラベルにデザインされた図柄は田圃をモチーフにしております。

出雲富士　純米吟醸　無濾過生縁酒

純米大吟醸

島根県
富士酒造

山形県
酒田酒造

島根県が昭和35年に島根の風土気候にあった雄町を品種改良にて開発。どっしりしっかりとした力強い味わいのお酒です。華やかさとは
違った旨味のお酒で食事を選ばない万能なお酒です。この季節限定の生原酒です。

30

純米大吟醸

三重県
清水清三郎

商店

辛口で定評のある「浅間山」ですが、今回は、優し甘味を引き出すよう意識して造りました。かすかに漂う洋なしやメロンの香りに優しい甘
味、後口にフレッシュな果実感を感じ適度な辛さが後口を引き締めるさらりとした味わいのお酒です。

タンク一本分だけの特別限定醸造。派手ではなく穏やかな吟醸香と優しい飲み口。「作」らしい旨味の有る優しい味わいのお酒です。

720ml　１９５０円

広島県
相原酒造

作　純米大吟醸　朝日 純米大吟醸

全国でも限られた酒販店にのみ販売されるレア酒。上品な吟醸香に、『愛山』らしい深みのある旨み・甘みが広がります。

720ml　２２５０円

上喜元　純米吟醸　月夜

純米吟醸
無濾過生原酒

伯楽星　純米吟醸 純米吟醸

雨後の月　純米大吟醸　愛山

全国でも屈指の米の作り手が育んだ秋田県『吟の精』と富山県『山田錦』が融合した、夏に最適の純米吟醸。長い夜のお供にぐっと冷やし
て。

純米吟醸

浅間山　純米大吟醸　朝日
群馬県

浅間酒造

宮城県
新澤醸造店

コンセプトは、究極の食中酒。爽やかな優しい香りと、口当たりに感じられる程良い甘味と適度な酸。繊細な和食の味を引き立てます。繊細
ながら芯のある美味しさで、飲み進むほどに心地良い旨味が感じられます。

伯楽星　特別純米 純米吟醸
宮城県

新澤醸造店

「飲み飽きしない力強さと、心地よい後味で,芯のしっかりとした清潔感あふれる1本。冷で爽やかな酸がいきてくるように造りに取り組んでお
ります。出荷管理には特に気を配り、しっかりと冷蔵管理のできる酒販店だけに販路を限定しており、全てのお酒は、生詰めで瓶燗火入れ、
瓶貯蔵が行われ、酒質が少し若く、固い状態で出荷されます。 その理由は、流通の過程から消費者が口にするまでの時間経過を考えての
事。



亀の尾 55% １８００ｍｌ

＋７．０ １．８ ¥3,400

越淡麗 50% １８００ｍｌ

＋１．０ １．６ ¥2,900

五百万石 60% １８００ｍｌ

＋１１．０ １．８ ¥2,400

八反錦 55% １８００ｍｌ

＋２．０ １．６ ¥2,850

山田錦 50% １８００ｍｌ

＋５．０ 1.7 ¥2,980

山田錦 70% 1800ml

＋８．０ １．８ ¥2,372

雄町 50% 1800ml

＋４．０ ¥3,080

 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

五百万石 65% 1800ml

＋４．５ ２．２ ¥2,600

1800ml

¥2,600

新入荷！特約酒
山城屋　純米　爽快辛口

純米酒
新潟県
越銘醸

The　新潟清酒！辛口の夏季限定酒です。香りは控えめでスッキリ爽快な口あたり。米の旨みも柔らかく残した仕上がりです。甘味とくどさは
無くキレが良く大変綺麗です。冷酒でキリッとどうぞ。

田圃ラベル
篠峯　　Vert　亀の尾　純米吟醸　一つ火原酒

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

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。

島根県
富士酒造

純米吟醸
奈良県

千代酒造

ほんのりとラムネ様の甘い香り香り立ち、口中では旨味と酸味が心地良く広がり、その中に少しの甘さも感じ取ます。爽やかで軽やかな甘
味、酸味が杯を進めます。

新入荷！特約酒
山城屋　純米吟醸　越淡麗

純米吟醸
新潟県
越銘醸

酒造好適米 “越淡麗” を５０％まで精米し醸された純米吟醸酒です。“越淡麗” は “山田錦” を母に “五百万石” を父にもち１５年もの歳月
をかけ作られ酒造好適米です。名前に 淡麗 とついていますが、芳醇で旨口の味わいを持つ酒に仕上がる酒造好適米です。華やかな吟醸
香と濃厚な旨みが楽しめる比較的甘味の高い味わいに仕上がっています。

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。

新潟県
八海醸造

出雲富士　純米　≪白ラベル≫辛口
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。

純米吟醸

特別純米原酒

出雲富士らしい純米吟醸。柔らかで呑みやすい純米酒の中に吟醸の豊かな存在感。呑み進む度に『出雲富士』の良さがじわじわ感じる。
残少量お問い合わせください。

出雲富士　純米吟醸　山田錦５０　赤ラベル

鶴梅　いちご オススメ和のリキュール

再入荷！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。

八海山　特別純米原酒　夏季限定

そのまま食べると美味しい苺は、お酒になると甘味が際だち、フレッシュ感がそれほど感じない味になってしまいます。試行錯誤の結果、苺
由来の柔らかい甘味に梅酒を加え、イチゴの甘味と梅由来の酸味をバランス良く仕上げました。今年の鶴梅イチゴは、果実感を増やしなが
らも後口サッパリ。和のテイストを追求しました。

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

苺（和歌山産）・梅（和歌山産）
醸造用アルコール・糖類・苺果汁

和歌山県
平和酒造

高知県
仙頭酒造

土佐しらぎく　涼み純米吟醸 純米吟醸

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。

和のリキュール



1800ml

３０００円

山田錦 60% 1800ml

＋５．６ １．７ ¥2,760

若水 60% 1800ml

＋５．６ １．７ ¥2,450

広島八反・中生新千本 58% 1800ml

－３．０ １．８ ¥3,000

山田錦・蔵の華 50% 1800ml

＋２．０ １．７ ¥3,000

夢一献 55% １８００ｍｌ

＋５．０ １．４ ¥2,850

南砺産五百万石 55% 1800ml

¥2,200

山田錦他 40%・50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

五百万石 60% 1800ml

¥3,148

五百万石 50% 1800ml

ー ー ¥2,200

梅乃宿　クールゆず 生の果実リキュール
奈良県

梅乃宿酒造

夏限定。ゆずの香りと爽やかさをそのまま味わって頂くために熱処理をしないで作り上げた生のゆず酒です。
『梅乃宿　ゆず』よりもさらに果実率を増やし1800mlで約20個分のゆず果汁を風味を損なわない低温調合でブ
レンドしました。ゆずそのままの美味しさとフレッシュさをストレートにお楽しみ頂ける自信作です。

ゆず果汁・醸造アルコール
果糖・日本酒

alc.８％

鳳凰美田　無濾過本生 本吟醸 吟醸無濾過生原酒
栃木県

小林酒造

「鳳凰美田」が全国区になった要因、手ごろな価格で美味しい吟醸酒で造ったお酒がこの「本吟」でした。純米吟醸系が主体となった今では、
この本吟は通年商品として製造しておらず、滅多に出荷されないまさに幻の酒となっています。程良く香り立ち、芳醇な米の旨味が滑るよう
に流れていく飲み心地の良いお酒です。

萩乃露　吟醸　エチュード２０１７ 吟醸酒
滋賀県

福井弥平商
店

年に一回だけの限定出荷。大吟醸、中でも全国新酒鑑評会に出品する大吟醸は、杜氏の勝負酒として、匠の技で果実を
思わせる香りと絹のようななめらかな別格の味わいを生み出します。この仕込みに先立ち同じ手法で醸した出品大吟醸の
習作です。封を開けた瞬間から立ちこめる芳醇な香り、濃厚でありながら上品でスッキリ楽しめる吟醸酒です。

大人気！再入荷しました。軽やかでシャープな酸と旨味、「紀土」らしい口当たりの優しさが特徴です。夏を乗り切るので
は無く、夏と楽しくつきあう酒を目指しました。

純米吟醸
生酒

純米大吟醸
規格

純米吟醸

墨廼江　純米吟醸　中垂れ

山口県
澄川酒造場

純米吟醸

東洋美人　純米大吟醸規格のお酒です。華やかな吟醸香と優しい旨味。東洋美人らしい旨味のしっかりとしたお酒になりました。人気の

『東洋美人　山田錦』です。

見上げる空は広く、毎日いろんな事があるけれど今日も、上を向いて歩こう。香りはひかえめ。ほんのり白い花や和梨、白あんのニュアン
ス。二口、三口と気持ちがリラックスしてゆくような自然体の旨さを楽しめます。飲み飽きしないナチュラルな魅力が笑顔の輪を広げます。

福岡県
溝上酒造

RockHopper 純米吟醸生原酒

小仕込みによる長期低温もろみで醸し上げた純米吟醸の“中垂れ”です。 爽やかな果実香と透明感溢れる味わいを徹底して追い求めた逸

品です。定番品ですが、久々の入荷です。墨廼江のスッキリとした飲み口と優しい旨味が特徴です。最も墨廼江らしい
お酒です。

宮城県
墨廼江酒造

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。

和歌山県
平和酒造

東洋美人　IPPO　純米大吟醸規格　山田錦

春先に出来上がったお酒を搾ってそのまま瓶詰めし、そのお酒を4ヵ月以上冷蔵保存した「純米吟醸・無濾過生原酒」です。初夏を迎える頃
から荒々しかったお酒が、柔らかいまろみを帯びて参りました。厳選された地元の酒米で醸す広島地酒。リンゴの様な香りとほのかな甘みの
あるフレッシュな味わいです。暖かくなってきたこの時期からはロックや、お水や炭酸水を入れて爽やかに飲むのもお勧めです。

純米吟醸生原酒

紀土　夏ノ疾風　純米吟醸

浅間山に青々とした空にモクモクと湧き上がる雲のようなにごりが爽やかです。飲み口はドライな酒質に仕上がりました。夏本番にぴったり
なお酒です。

広島県
賀茂泉酒造

富山県
富美菊酒造

浅間山　夏　純米　にごり酒生
純米酒
にごり生

群馬県
浅間酒造

上を向いて歩こう　純米吟醸(火入れ) 純米吟醸


