
山田錦・渡船６号 ５０＋６０ 1800ml

+1.8 1.4 ¥2,500

山田錦 65% 1800ml

＋７ 1.7 ¥3,000

山田錦・ひのひかり 65%・７０％ １８００ｍｌ

¥2,500

１８００ｍｌ

３０００円

有機栽培米 50% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,400

山田錦 48% 720ml 

非公開 非公開 ¥1,570

雄町 60% 1800ml

＋３．０ １．９ ¥2,800

羽州誉 50% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,700

喜楽長　純吟燗 三方良し 43 ℃
寒くなって来る今、この季節にうってつけ!

一夏越して、スッキリとした青リンゴ様の酸味と雄町の甘味がのり、く心地いい食中酒になりました。青リンゴを頬張った時
の甘酸っぱい新酒のような爽やかさで食欲をそそる。限定出荷の割り当て商品。

純米吟醸

純米大吟醸
しぼりたて生

季節のオススメ酒
酒のきたむら

2017/10/20

山口県
旭酒造

秋田県
栗林酒造店

特別純米春霞　特別純米　栗ラベル・赤　雄町(季節限定)

獺祭　寒造早槽４８％　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。

生酛純米

冩楽　純米吟醸　羽州誉　なごし酒 純米吟醸

滋賀県
喜多酒造

福島県
宮泉銘醸

麓井　生もと純米　原酒７００ｋｇ仕込み
山形県

麓井酒造

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です。
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。

新酒の定番、寒造早槽。新酒のフレッシュ感と味わい。華やかな香りで、少し高めのアルコールしぼりたての
ドッシリとしたボリュームのある味わいが楽しめます。冬季に限定して発売される商品です。

山形県の希少酒米３品種、龍の落とし子、酒未来、羽州誉のうち一種の羽州誉で仕込みました。一夏を越し、冷蔵庫で低
温熟成された旨味、まるみのあるお酒です。落ち着いた立ち香に加え口の中に入れると果実のような含み香が特徴です。
一回火入れ瓶貯蔵。

ちえびじん　生酛純米　一回火入れ 生酛純米酒
大分県

中野酒造

「優しい旨味と綺麗な酸。」2年目のチャレンジした試験醸造『生酛仕込み』のため、数量限定です。常温、ぬる
燗、熱燗にしても『優しい旨味と綺麗な酸』が楽しめるお酒を目指し、作られました。

Nature-H　〜Chemical-free〜
ナチュルフ　ケミカルフリー

純米大吟醸
山形県

楯の川酒
造

山形県産の有機栽培米を100％使用した純米大吟。有機栽培米は、炭水化物やミネラルの含有量が豊富で
稲そのものの自力により、農薬を使用した米より強く育ちます。優しい舌触りとほのかな甘味が心地良い柔ら
かな酒質ですが、穏やかな中にも確かに感じられる米の旨味に、"力強さ”を見いだす事が出来ます。

天吹　京都千年抹茶酒　（６度） 抹茶リキュール
佐賀県

天吹酒造

抹茶（京都府産）緑茶、
ゆず果汁、清酒、糖類、
酸味料、香料、安定剤。

日本茶の始まりの地・背振山の伏流水で造った抹茶のお酒。抹茶は京都府産を使用しました。鎌倉時代が始まろうする１１９１年ごろに、栄
西さんが中国から持ち帰った茶の種を今の佐賀県にある脊振山に植えたのが、日本茶・抹茶の始まりとされています。背振山の伏流水を
使った日本酒を醸す天吹酒造が、醸造アルコールなどを使用しない、日本酒仕込みで抹茶特有の甘みのあと、ゆずの酸味がほんのりと顔
を出し、さっぱりと感じさせ、後半は抹茶の旨み、深みが複雑に絡んできます。

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 まで



吟ぎんが 50% 1800ml

＋１．０ １．７ ¥2,700

三重県山田錦 60% 1800ml

+7.0 １．６ ¥2,500

山田錦／雄山錦 60% 1800

＋１．０ １．６５ ¥2,760

美山錦 60% 1800ml

＋１４．０ １．６ ¥2,500

五百万石 55% １８００ｍｌ

+4.0 1.6 ¥2,900

７２０ｍｌ

¥1,500

美郷錦 55% １８００ｍｌ

＋９．０ ２．０ ¥3,000

佐香錦 55% 1800ml

＋５．５ １．７ ¥2,839

西都の雫 50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

山田錦 60% 1800ml

＋３．０ １．７ ¥2,800

瀧自慢　PROUD　特別純米～限定旨辛～ 特別純米
三重県

瀧自慢酒造

三重産山田錦を６０％精米し、三重酵母を使用して、高グルコアミラーゼ活性の麹菌を使用して、旨味を持ち
ながらも辛口タイプに仕上げた食中酒を目指しました。

出雲富士　純米吟醸　佐香錦　無濾過生原酒

調和のとれた心地良い酸と、ハリのある味わいに仕上がっています。味・コク・酸味・香りのバランスが良く、温かいお鍋などと合わせてお楽
しみください。

島根県
富士酒造

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。　一回火入れ酒です。

純米吟醸　生詰

純米吟醸
無濾過生原酒

初亀　純米酒　限定醸造酒　酒門の会スペシャ
ル

静岡県
初亀醸造

純米酒

福岡県
井上合名

明鏡止水　ＯＮＩＫＡＲＡ純米酒　限定品

今年も大好評。日本酒度＋１４まで仕上げた、明鏡止水の新境地の超辛口純米です。辛いと言うよりも明鏡止水らしい軽快さでさらにシャー

プに感じるお酒です。申し訳ありません。限定品に付き品切れはご容赦下さい。

純米
長野県

大澤醸造

和洋問わず、食事との相性の良い純米酒です。冷やでも燗でも飲み飽きしないお酒を造りました。
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ゆきの美人　純米吟醸　美郷錦 純米吟醸生酒
秋田県

秋田醸造

希少な秋田の酒米「美郷錦」を全量使用した純米吟醸。柔らかな旨味と、爽やかな酸味の利いた味わいが特
徴です。

東洋美人　IPPO　西都の雫　new　face 純大規格
山口県

澄川酒造場

山口県が生んだ酒造好適米「西都の雫」使用。香りはしとやか、甘酸っぱくシャープな香りでマスカットに採れたての白桃
のようなニュアンスを持つ。なめらかな口当たりで口いっぱいに広がる、ふくよかな果実のようなジューシーな旨み。濃厚な
旨みでほんのりとガス感、辛さとガス感で心地良い。

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』　生詰

梅乃宿　あらごしれもん
レモンリキュール

10度
奈良県

梅乃宿酒造

数量限定の「あらごしれもん」。お勧めの呑み方は、あらごしれもんとお湯を1:2で割るだけで完成する「HOTあ
らごしれもん」。香りと甘みが引き立ちます。国産レモンを使用。そこに自社製造のレモン浸漬酒、レモンクラッ
シュ、国産蜂蜜を加えることで、本格的な香りとコクのある甘さを実現しました。割っても濃厚な味わいを楽しめ
るレモンのお酒です。

レモン真跡酒・砂糖・レモン果汁
レモンミンチ（レモン/砂糖）

醸造用アルコール・日本酒・蜂蜜・クエ
ン酸

あたごのまつ　純米吟醸　ささら　おりがらみ生
酒

純米吟醸
おりがらみ生

宮城県
新澤醸造店

富山県の五百万五一等米を使用し、、いち早く新米の新酒をお届けします。醪では心地良いバナナ様に爽や
かな青リンゴ様も感じられ、フレッシュ感に満ちた仕上がりです。

純米吟醸
静岡県

神澤川酒造

岩手県の酒造好適米「吟ぎんが」で醸した純米吟醸は、爽やかな香りと綺麗な味わいに仕上がりました。

18

正雪　純米吟醸　吟ぎんが



露葉風 60% 1800ml

－３．９ ２．６ ¥2,800

山田錦・五百万石 58% 1800ml

+2.0 １．６ ¥2,862

雄町 50% 1800ml

＋５．０ 1.6 ¥3,300

山田錦・神の穂 60% 1800ml

＋２．０ １．８ ¥2,500

好適米 50% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,800

五百万石 50% 1800ml

＋０．５ １．４ ¥2,800

ひとめぼれ 55% 1800

＋１．０ １．５ ¥3,000

愛山 50% 1800ml

＋３．６ １．４ ¥3,200

山田錦 非公開 １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥4,000

蔵の華 55% 1800ml

+4.0 1.7 ¥2,770

群馬県
浅間酒造

勝山　縁　特別純米　ひやおろし

お米の旨みと恵みを感じさせる穏やかで親しみ易い酒質です。ひとめぼれを五割五分まで精米し米の旨味を引き出したさらりと飲める旨口
特別純米酒です。

大吟醸仕込みの純米吟醸。程よい甘味と香りを楽しんで頂けます。秋の夜長、旬の食材と共にお楽
しみ下さい。

兵庫県加東市社地区の完全有機農法で育てた山田錦を醸した特別なお酒です。皆様に伝えたいメッセージがいっぱいあり伝えきれないた

め「no title」と付けました。発酵した際の自然な炭酸が若干感じられます。<超限定品>

澤屋まつもと　守破離　no title

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。

30

純米吟醸

純米大吟醸

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。

純米大吟醸

茨城県
武勇

宮城県
勝山酒造

特別純米

高知県
アリサワ

お客様によけいな先入観を持たずに味わっていただきたいという想いから、使用米、日本酒度等を非公開にした純米吟醸酒です。リズール
とは「精読者」という意味。銘柄名の文佳人とは「文の佳人(教養のある美人)」という意味なのですが、そこから読書を連想し、フランスの文学
者、 A・チボーテが文学を深く味わう読書人をリズールと称したことにヒントを得て名付けたそうです。文学と同じように深く味わって頂きたい
お酒です。

新酒を一夏熟成させ程よく熟成し、味が乗ってきたこの時期に出荷。「武勇」の特徴である深いコクと熟成による存在感を
感じる厚みあるボディーと五味がバランス、これぞ「武勇」を堪能できる秋酒です。実りの肴と共にお楽しみください。

純米吟醸文佳人　リズール　純米吟醸

京都市
松本酒造

佐賀県
天吹酒造

天吹　BAHAMUT(ﾊﾞﾊﾑｰﾄ)　純米大吟醸

梅乃宿　奈良流五段　露葉風　純米吟醸 純米吟醸
奈良県
梅乃宿

江戸時代初期の技法「奈良流」を復活させ仕込んだお酒です。通常の三段仕込みより手間のかかる「五段仕込み」で醸す
ことによって梅乃宿独自の味わいを表現しています。五段仕込みによってうまれる深い味わいと独特の酸の調和が絶妙
です。チーズやスパイシーなから揚げなどのお料理に良く合います。常温またはぬる燗でお楽しみください。

瀧自慢　山廃　純米酒 山廃純米酒
三重県

瀧自慢酒造

地元米にこだわり、蔵人頭「雨宮涼太」が山廃酛を育てました。瀧自慢流の山廃は、心地良い酸と神の穂の持
つ旨味が上品にバランスした味わいです。

純米吟醸武勇　純米吟醸　ひやおろし

浅間山　純米吟醸　秋上がり

麓井　生もと純米吟醸　季節限定・数量限定 純米吟醸
山形県

麓井酒造

柔らかく太い味わいが持ち味の酒米「雄町」。生酛仕込みで醸し、その特徴である味幅のある仕上がりと切れのよい味わいの純米吟醸とな
りました。



山田錦 60% 1800ml

+3.0 １．７ ¥2,500

兵庫山田錦 30% １８００ｍｌ

+4.0 1.4 ¥10,000

まなむすめ 65% １８００ｍｌ

＋１．０ １．７ ¥2,580

愛山 50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

山田錦 58% １８００ｍｌ

＋３．０ ¥2,900

五百万石 55% １８００ｍｌ

－１．０ １．７ ¥2,700

しずく媛 55% 1800ml

¥3,150

五百万石・:日本晴 65% １８００ｍｌ

－２．０ ２．１ ¥2,300

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

京都府
木下酒造

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。

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）

純米吟醸
冷や卸し

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。

宮城県
佐浦

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。

純米原酒

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。

愛媛県
成龍酒造

東洋美人　IPPO　愛山

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。

高知県
仙頭酒造

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。

"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。

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。

土佐しらぎく　生詰　純米吟醸
しずく媛　ヒヤオロシ

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。

美丈夫　夢許（ゆめばかり）純米大吟醸
高知県

濱川商店
純米大吟醸

作　槐山一滴水　　岡山雄町 純米大吟醸

浦霞　純米酒ひやおろし

玉川　自然仕込み　本醸造（山廃）　ひやおろし

伊予賀儀屋　純米原酒　しずく媛　月夜ラベル
「SEIRYO　ＴＵＫＩＭＩ」

純米酒

純米酒
ひやおろし

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。


