
五百万石 55% １８００ｍｌ

+6.0 １．３ ¥2,800

蔵の華 55% 1800ml

+4.0 1.7 ¥2,770

山田錦 60% 1800ml

+3.0 １．７ ¥2,500

雄山錦 55% 1800ml

＋３．０ １．８ ¥2,400

五百万石 50% 1800ml

＋３．０ １．８ ¥2,700

兵庫山田錦 30% １８００ｍｌ

+4.0 1.4 ¥10,000

五百万石・蔵の華 60% １８００ｍｌ

＋４ １．７ ¥2,500

越淡麗 50% 1800ml

＋４．０ １．５ ¥3,000

伯楽星　純米吟醸　　ひやおろし 純米吟醸
宮城県

新澤醸造店

究極の食中酒　を意識し、一層食材を引き立てる事綺麗で爽やかなキレを演出する事を大切にしております
繊細ながらも芯のある味わいをお楽しみ下さい。ます。

伯楽星　特別純米　ひやおろし 特別純米
宮城県

新澤醸造店

"山田錦"60％精米の特別純米ひやおろし。
柔らかさとフレッシュ感を兼ね備えた味わいです。

凌駕　純米吟醸　秋だより
純米吟醸
ひやおろし

新潟県
松乃井酒造

軽い口当たりの純米吟醸が一夏を越して旨味が増しました。

墨廼江　特別純米　ひやおろし
特別純米
ひやおろし

宮城県
墨廼江酒造

柑橘類を思わせる香りと透明感のある旨味がバランス良く調和しました。

黒龍　吟醸　ひやおろし 吟醸
福井県

黒龍酒造

寒造りのお酒は低温熟成され、秋の訪れとともに旨みがのりまろやかになります。実りの季節の旬を引きたて
る吟醸酒の秋上がり原酒です。

美丈夫　夢許（ゆめばかり）純米大吟醸

季節のオススメ酒
酒のきたむら

2017/9/23

蔵の最高級酒。年に一仕込みのみ『美丈夫』の蔵人が総力を挙げて造る渾身の一本です。兵庫東条町特等米を３０％
まで磨き熊本酵母で３５日間じっくり醸しました。上槽後生のまま瓶詰め、マイナス１℃で低温熟成。最上のタイミングで瓶
燗し、更に秋口まで氷温熟成、９月以降の出荷となりました。

冷で気品のある香りがすばらしく、引き締まった味が抜群の切れのよさを発揮します。
燗をすると滑らかで深い味わい・余韻が心に染み渡る、まさに芳醇旨口です。

福井県
加藤吉平商

店

純米吟醸
ひやおろし

高知県
濱川商店

梵　＜吟粋＞　純米吟醸　ひやおろし

純米大吟醸

苗加屋（のうかや）　特別純米無濾過生原酒
　琳青（りんのあお）

特別純米
無濾過生原酒

富山県
若鶴酒造

米の特徴を充分に引き出した柔らかで膨らみのある味わい。 富山で育った酒米と伏流水が蔵の中で再会。
生粋の富山ブランドのお酒です。芳醇な旨みと爽やかなキレを併せ持つ

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



たかね錦 55% １８００ｍｌ

＋５．０ １．５ ¥2,350

好適米 ５０・５５ １８００ｍｌ

＋５．０ １．６ ¥2,800

山田錦 60% １８００ｍｌ

±０ １．４ ¥2,700

まなむすめ 65% １８００ｍｌ

＋１．０ １．７ ¥2,580

美郷錦 45% 1800ml

+3.0 1.5 ¥4,000

酒造好適米 50% 1800ml

-2.0 １．３ ３０００円

愛山 50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

山田錦 58% １８００ｍｌ

＋３．０ ¥2,900

華吹雪 60% １８００ｍｌ

±０ １．５ ¥2,400

美山錦 55% １８００ｍｌ

＋１．０ １．４ ¥2,665

坤滴　特別純米酒　ひやおろし
特別純米酒

生詰
京都市

東山酒造

土づくりよりこだわり育てた特別栽培米｢山田錦」だけを使用し、京都の名水「伏水」でじっくりと醸した吟醸純米酒です。こ
の「ひやおろし」は、冬に搾った原酒を、夏を経て熟成した旨みが増した秋に出荷するお酒です。加水調整して、生詰のま
ま瓶詰めした限定酒です。旨みがました味わいと生詰ならではの風味を楽しんでいただける限定酒です。

裏★阿櫻 Fallラベル(Premiumひやおろし)
 【限定 700本/1800ml  900本/720ml  】　28ＢY 生詰め

純米吟醸
無濾過原酒

秋田県
阿櫻酒造

 美郷錦の旨味とほのかな甘み、上品な香り、酸のキレ、 秋の味覚を更に美味しく楽しくするお酒で
す。 秋晴れの日に咲く秋桜(コスモス)が イメージ。創業131年目のチャレンジ酒のひとつ

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。

香り豊かな無濾過の特別純米酒です。月日を経て熟成が進み飲み頃となりました。

新潟県
松乃井酒造

「純米大吟醸 たてにゃん vol.4 」

特別純米

東洋美人　IPPO　愛山

和和和　純米吟醸　ひやおろし

山形県
楯の川酒造

純米大吟醸

純大規格
山口県

澄川酒造場

純米大吟醸スペックですがこのお酒はあえて特定名称を名乗っていません。香りはフルーティな吟醸香。口に含むと甘く
丸みのある柔らかな香りが優しく口の中に膨らむとともに、コクのある旨味が広がります。お出汁で炊いたお料理など、素
材本来の旨味が感じられるお料理とお楽しみください。

鳩正宗　純米　華吹雪６０　ひやおろし 純米酒

華やかですが後を引きずらないほのかな吟醸、優しい旨味としっかりとした酸味が特徴です。上質な
白ワインのように酸が豊かで甘みと酸味がいかにも「和和和」らしい都会的な味わいのお酒です。

青森県
鳩正宗酒造

長野県
古屋酒造店

穏やかな香りと熟成されたコクのある味わいです。特出する所はないけれど純米ひやおろしらしいこ
れぞ純米酒という穏やかで柔らかな味わい。

凌駕　特別純米　無濾過しとやか　秋上がり

純米吟醸
ひやおろし

宮城県
佐浦

純米酒
ひやおろし

浦霞　純米酒ひやおろし

『たてにゃん 稲刈りのお手伝いするにゃん♪』赤とんぼが 舞う秋空のもと 、収穫期を迎えた蔵前の 田んぼで せっと 稲刈りのお手伝いをす
る 「たてにゃん」 の様子を ラベルに 描きました。春先にしぼったお酒をそのま すぐに瓶詰め し、 出荷直前まで冷蔵熟成 させました。先日
利き酒を した所、 ちょうど飲み頃 の味わいになってました 。フルーティ で華やかな香り と口当たりのよい甘味 が特長で 、日本酒 通の方
にはも ちろん、日本酒ビギナーの方オススメ。

明鏡止水　純米吟醸　吟織　秋上り

富翁　乾風（あなぜ）
　　純米吟醸　ひやおろし

吟醸酒
京都府

北川本家酒
造

乾風（あなぜ）とは、ふゆの北西季節風のことで、当社の酒蔵の乾蔵（いぬいぐら）からの新しい風という意味
を込めて名付けました。穏やかな吟醸香と京都の酒らしい繊細で柔らかな酒質が特徴です。 夏を越え落ち着
いた香りと味わい。究極の食中酒です。

純米吟醸
長野県

大澤酒造

秋の定番酒。山田錦３５％精米の純米大吟醸のオリを絡ませ、爽やかさと旨さが調和したうすにごり酒です。



秋田酒こまち 60% １８００ｍｌ

＋１．０ １．６ ¥3,099

五百万石 55% １８００ｍｌ

－１．０ １．７ ¥2,700

山田錦 60% １８００ｍｌ

+3.0 １．９ ¥3,000

兵庫山田錦 50% 1800ml

＋３．０ 1.5 ¥3,334

夢一献 60% １８００ｍｌ

+6.0 1.8 ¥2,500

越の雫 55% １８００ｍｌ

¥2,600

吟の精・山田錦 55% 1800ml

＋３．０ １．３ ¥2,600

しずく媛 55% 1800ml

¥3,150

五百万石・:日本晴 65% １８００ｍｌ

－２．０ ２．１ ¥2,300

愛山 50% 1800ml

＋３．６ １．４ ¥3,200

京都府
木下酒造

秋・冬季節推奨
百十郎　純米吟醸　日和（ひより）無濾過生原酒

純米吟醸
無濾過生原酒

岐阜県
林本店

春に好評の純吟無濾過生原酒を生のまま一夏寝かせました。ほんのり甘く綺麗でほのかな酸を感じたお酒を
夏を越えさせ完熟した果実のようなお酒に仕上がります。

ひやおろし
伝心　秋　純米原酒生詰

純米生詰原酒
福井県

一本義久保酒造

秋から冬にかけて仕込んだ「伝心 稲（純米酒）」の原酒（搾られてからアルコール度数調整をしていない無加水の状態）を、蔵内貯蔵タンク
の中で夏越し熟成させます。そして味わいの角が取れてまろやかになった次の秋ごろに、瓶詰め時の火入れ（熱処理）をしない生詰で出荷し
ます。舌先から広がる潤いのある旨さ、そしてダイナミックな酒の強さが後口を引き締めます。

純米吟醸
冷や卸し

新潟県
妙高酒造

本数限定酒

越乃雪月花　純米　ひやおろし

本醸造
（山廃）

山形県
酒田酒造

純米大吟醸

秋田県
栗林酒造店

山田錦で丁寧に仕込んだお酒を、瓶燗火入れ、瓶貯蔵しました。冷やでも常温に近い温度でもお楽しみ頂け
る落ち着いた味わいです。

愛媛県で開発育成された酒造好適米「しずく媛」を使用。旨味があり、柔らかい酒質が特徴。一夏寝かせ穏や
かで澄み切った秋空を想わせるようなまろやかな味わいに仕上がっています。

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。

正雪　純米吟醸　別撰　山影純悦

旧暦の十五夜の満月（現在の九月）の夜は、酒宴を催す習わしでした。見事な満月の夜『中秋』に一夜だけ降
る奇跡の雪『風花』。秋の夜長には、秋上がりのオリがらみ、上喜元『中秋の風花』で楽しいひとときを。

高知県
仙頭酒造

特別純米

上喜元　純米吟醸　おりがらみ
中秋の風花

海の神獣リヴァイアサン。地上の王者バハムート七日間に渡る天地創造の中でこの世界へ現れた太古の神々たち。本品
【天吹　ＢＡＨＡＭＵＴ（バハムート）】は天然セラーでの眠りから目覚めた氷温貯蔵の限定純米大吟醸です。充実の旨味と
ふくらむ香りをたのしむ風格の日本酒。静かに磨かれたまるみを味わうことができる臥龍鳳雛（がりゅうほうすう）の逸品で
す。

"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。

土佐しらぎく　生詰　純米吟醸
しずく媛　ヒヤオロシ

純米吟醸
おりがらみ火入

純米吟醸

特別純米

静岡県
神澤川酒造

現代の名工「山影」を冠した自信の一本。山田錦ならではの澄んだ味わいと果実を思わせる吟醸香が調和し
ました。生で低温熟成後パストライザークーラーで火入れし再び低温熟成。杜氏が自信を持って選別した爽や
かな中にも味のある味が出来ました。

福岡県
若波酒造赤蜻蛉　特別純米

重陽の節句に向けて、秋の蜻蛉「赤とんぼ」が飛び立ちます。酔々とんぼを半年寝かせたその味わいは?秋の
味覚とともにどうぞ。昨年より日本酒度がより＋に切れ辛口でシャープなお酒となっています。

玉川　自然仕込み　本醸造（山廃）　ひやおろし

佐賀県
天吹酒造

春霞　栗ラベル・黄　特別純米　山田錦ひやおろ
し

天吹　BAHAMUT(ﾊﾞﾊﾑｰﾄ)　純米大吟醸



八反 50% 1800

＋１．５ １．５ ¥3,200

千本錦 50% １８００ｍｌ

＋２．０ １．５ ¥3,200

しずく媛 60% １８００ｍｌ

+5.0 １.8 ¥3,050

備前雄町 45% 1800

非公開 非公開 ¥6,000

五百万石・山田錦 60% １８００ｍｌ

+2.0 ¥2,700

美山錦 50% 1800

＋２．０ １．７ ¥3,000

愛山・酒こまち 55% １８００ｍｌ

＋５ １．８ ¥2,700

玉栄 60% １８００ｍｌ

＋４ １．９ ¥2,450

山田錦・吟吹雪 60% １８００ｍｌ

＋２．７ １．７ ¥2,500

山田錦 70% 1800ml

＋６．２ １．９ ¥2,300

喜楽長　特別純米ひやおろし
特別純米
ひやおろし

滋賀県
喜多酒造

豊かに膨らむ上品な甘みと爽やかな酸が調和し、喜楽長らしいきめ細かく柔らかな味わいが特長です。

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

百歳　純米　ひやおろし
完熟生詰原酒

純米
生詰原酒

茨城県
吉久保酒造

米の旨味を充分引き出した純米を澱引き後火入れをし、大谷石蔵で貯蔵生詰しました。百歳らしい
しっかりとした味わいの生詰め純米原酒です。

雨後の月　八反　純米吟醸　ひやおろし

純米吟醸

愛媛県
成龍酒造

純米吟醸

広島が誇る酒米、八反を100%使用して醸しました。八反のシャープですっきりした味わいが特徴で、冷蔵で
ゆっくり熟成され、ひやおろしとして発売します。残暑を感じる初秋から、すっきりした秋の料理ともに相性良が
良く、スルスルと飲めるお酒。

奈良県
今西清兵
衛商店

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。

伊予賀儀屋　純米原酒　しずく媛　月夜ラベル
「SEIRYO　ＴＵＫＩＭＩ」

純米吟醸山和　純米吟醸　ひやおろし　夜長

広島県
相原酒造

広島県で独自に育成した酒米『千本錦』。相原酒造得意の酒米です。この季節まで低温でゆっくりと熟成され
出荷させています。華やかな果実果が漂い、きりっとすっきりとしたタッチながら、お米の持つ旨味を存分に引
き出したお酒です。

広島県
相原酒造

雨後の月　純米吟醸　ひやおろし 純米吟醸

春鹿　純米吟醸生詰酒　ひやおろし

宮城県
山和酒造

作　槐山一滴水　　岡山雄町 純米大吟醸
三重県

清水清三郎商店

ワンランク上の味わいを追求した 作プレミアム槐山・陽山シリーズ。「一適水」とは、山川草木すべての 存在は、世界や森羅万象を具現し、
一滴の水にも仏の命が宿るという教え。 気高い理想のお酒を追い求めることは、帰結として毎日の行いの積み重ねで あるとの思いを込め
ました。岡山・雄町を４５％使用し、限定醸造で造り上げた純米大吟醸酒です。華やかで優しい飲み口、旨味が特長の超限定のお酒です。

純米原酒

ゆきの美人　純米吟醸
　愛山麹ひやおろし

純米吟醸
秋田県

秋田醸造

愛山のコクのある旨味と秋田酒こまちの軽快さが調和した食中酒向きの仕上がりです。

道潅　純米原酒　山田錦　ひやおろし

切り絵作家塩崎剛さん秋の代表作「月光稲穂」をラベルにあしらいました。秋の涼風の中、月を見ながら飲んで頂きたい円熟の旨味を実現し
た無濾過原酒。先祖達は夜遅くまで農作業が続いた時、月明かりに感謝しながら豊作を願ったそうです。皆様を明るく照らし続けられるよう
願いを込めました。

ひと夏を越えてほどよく熟成した「秋上がり」の酒。口に含むと柔らかな吟醸香と共に、上品な旨味が染み渡り
ます。
秋の味覚を引き立てるまろやかな口当たりをお楽しみください。

純米原酒
ひやおろし
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