
蔵の華 55% 1800ml

＋４．０ １．６ ¥2,900

1800

¥2,552

五百万石 65% 1800ml

－６ ２．１ ¥2,400

長野産美山錦 59% 1800ml

＋２．０ １．７ ¥2,400

山田錦・夢一献 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．５ ¥2,450

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋２．０ 1.4 ¥2,800

特A山田錦 60% 1800ml

+4 1.4 ¥2,648

岩手県産吟ぎんが 50% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,400

季節限定

伯楽星　純米吟醸　おりがらみ生酒　限定48本
純米吟醸

宮城県
新澤醸造店

11月末日現在、醪は発酵の終盤を迎えております。１０度という大吟醸同様の最高品温から1日0.1度ずつ､ゆっくりと品温
を下げながら搾りの瞬間を静かに待ち構えております。生酒でありながらも重たすぎず甘すぎず『究極の食中酒』として更
にご満足頂ける酒質をお約束申し上げます。

義侠　純米　はるか 純米酒
愛知県

山忠本家酒
造

万人受けするタイプではない｢義侠｣ですが、もっと「義侠」を身近に感じて頂こうと開発されました。アルコール
度が１４．２％ですが米の旨味や｢義侠｣らしさがしっかりと反映されたお酒となっています。米の甘みや旨みは
しっかり。サラリとした飲み口。水で割った低アルでは無く、原酒です。

赤武　Akabu　純米吟醸
　NEW BORN　生　※要冷蔵・開栓注意

純米吟醸生
岩手県

赤武酒造

岩手県産吟ぎんがを50%精米し醸した純米吟醸の無濾過生原酒です。槽(ふね)から流れた生酒をそのまま瓶に詰めまし
た。もちろん中取りです。ピリピリ感あり!フレッシュ感あり!キレあり!

さつまいも、米麹
度数：32度　貯蔵：３年以上

純米吟醸
無濾過生原酒

黒龍　垂れ口　本醸造

季節のオススメ酒
酒のきたむら

2017/12/11

松の司　樂　純米吟醸
　しぼりたて生原酒

芋焼酎
古酒

鼻つまみ　焼酎　３年熟成古酒
＜数量限定品＞

鹿児島県
霧島町蒸留

所

黒龍の新酒第一弾。ミルキーで旨味たっぷりの味わいです。黒龍の中ではやや甘口の味わ
いです。

福井県
黒龍酒造

本醸造生原
酒

フレッシュな香味が存分に楽しめる生酒です。できたてのフレッシュな味わいとフルーティーな香りをお楽しみく
ださい。
飲み飽きせず、何杯でも美味しくいただけます。

「香り」が強烈な芋焼酎です。ふつうの芋焼酎では物足りなくなった方も、こんなクサい芋焼酎があったのか、と驚かれるかもしれません。
ロックでは、古酒の熟成風味が味わえ、何杯でもおいしく、いただけます。お湯割りにしますと、ふんわり、湯気とともに「クサい」香りが立ちあ
がります。鼻をつまんで、お召し上がりください。アルコール度数３２度と、通常商品２５度よりも高くなっています。

滋賀県
松瀬酒造

庭のうぐいす　特別純米　「しぼりたて」　生酒 特別純米生酒
福岡県

山口酒造場

搾りたての特別純米酒をそのまま生酒で蔵出しします。
甘味と酸味が調和したジューシーな味わい、キレのある爽やかな後味は、冬季限定のお楽しみで
す。

明鏡止水　純米　初しぼり　新酒生　日本の冬 純米生酒
長野県

大澤醸造

今年最初のしぼりたて純米生酒。フレッシュな口当たり、純米ならではの旨味がご堪能頂けます。

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



一本〆 60% １８００ｍｌ

＋４．０ １．８ ¥2,700

八反錦 50% 1800ml

＋３．０ － ¥2,700

契約栽培山田錦 35% １８００ｍｌ

ー ー ¥10,000

五百万石 55% 1800ml

＋５．０ １．６ ¥2,600

五百万石 60% １８００ｍｌ

＋４．０ １．６ ¥2,500

吉川産山田錦 70% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,151

山田錦・雄山錦 60% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,770

松山三井 50% １８００ｍｌ

＋６．０ １．２ ¥2,671

五百万石 60% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,800

雄山錦・雄町 60% １８００ｍｌ

+11.0 ２．０ ３０００円

広島県
相原酒造

山城屋　生酛純米酒　
無濾過一回火入れ

生酛純米
新潟県
越銘醸

やわらかな甘みが心地よく繊細な酸味がほどよく味わいを支えます、口どけよく、重さを感じさせない流麗な生
酛純米に仕上がっています。

菊姫　にごり酒　普通酒 にごり酒
石川県
菊姫

清酒のもろみを練り挽いて、荒濾したお酒です。もろみの自然な甘み･旨みが味わえます。 柔らかく
飲みやすい味わいで、女性にも人気があり、冬はお燗で、夏はソーダ割りなどでお楽しみいただけま
す。

墨廼江　特別純米　しぼりたて　生
特別純米

しぼりたて生
宮城県

墨廼江酒造

ほのかに香るマスカッとの香味とフレッシュな旨味、そして爽やかな酸味がバランス良く調和した出
来映えです。

京都府
城陽酒造

島根県
富士酒造

出雲市佐田町で特別栽培の｢山田錦｣を35％まで磨き上げ神秘なる川ヤマタノオロチの舞台となった斐伊川の
柔らかで上質な伏流水を仕込み水に使用し、出雲杜氏の伝統の手造りの吟醸造りの技で低温でゆっくり醸し
た極上の純米大吟醸酒です。

出雲富士　純米大吟醸　天の叢雲

贅沢に五百万石を55％磨いた特別純米酒。フレッシュな香味と酸味が特徴的です。後キレもよくスイスイと次なる杯を誘っ
てくれる1本です。お料理の美味しさを引き立ててくれる無濾過生原酒です。

たけのその　金箔純米酒 純米酒
佐賀県

矢野酒造

２０１８年新春年明けを祝う金箔入りの純米酒です。べたべた甘く、三増酒の金粉は数多くありますが、純米酒
で更に超辛口の純米酒です。スッキリとした辛口で幅広い年齢層に受け入れていただけるお酒です。

特別純米
無濾過生原酒

徳次郎　特別純米　無濾過生原酒しぼりたて

純米吟醸
生酒酔鯨　純米吟醸　吟麗　しぼりたて　生酒

福袋　純米吟醸　無濾過生原酒

生酒ならではのフレッシュ感と力強い味わいが特徴です。爽やかな柑橘系の酸味もしっかりあり、食中酒とし
ても真価を発揮します。酔鯨らしい酸のしっかりとした香りの良いお酒です。これぞ、新酒の吟醸酒。誰からも
好かれる間違いの無いお酒です。

高知県
酔鯨酒造

タンクの一番良いところの中汲み部分だけを瓶詰めしました。酸味と軽快な味を熱望される『雨後の月』愛好家
の声に応えられるお酒を造りました。9号酵母使用で瑞々しい梨のような香味が広がり徐々に酸味を感じ包み
込まれた軽快な切れ味が口全体に広がります。

京都府
木下酒造

純米吟醸
無濾過生原酒

酒造りに必要な物は全て自然の恩恵がなければできません。今年に収穫された米、仕込み水・その時の天候が酒造りにも出来上がったお
酒にも良くも悪くも大きな影響を与えます。出来上がった酒はどのような旨味で出来上がってくるのか？長年酒造りの経験を持った杜氏や蔵
人でさえ実際に搾らないと分からないことがたくさん有り「福袋」ワクワクどきどき新酒のできを楽しんで下さい。

純米大吟醸

雨後の月　純米吟醸生酒中汲み　限定品
純米吟醸

生酒中汲み

30

初亀　特別純米酒　かすみさけ　生酒
特別純米酒
かすみ生酒

静岡県
初亀醸造

うすにごりしぼりたての生酒です。粉雪のように舞う澱が酒に溶け込む事で甘味が加わり、口当たり
は非常に柔らか。米由来のピュアなうまみが口の中で広がります。



雄山錦 55% 1800ml

＋２．０ １．６ ¥2,560

山田錦 60% 1800ml

＋１０．０ １．５ ¥2,553

山田錦 40% 1800ml

+1.5 １．８ ¥10,000

雄山錦・北雫 65% 1800ml

＋２．０ ２．０ ¥2,300

山田錦・五百万石 50% 1800ml

＋４ １．７ ¥3,600

山田錦 45% １８００ｍｌ

＋１．０ １．５ ¥5,000

山田錦 50% １８００ｍｌ

＋０．５ １．５ ¥3,000

山田錦・レイホウ 65% １８００ｍｌ

１．６ １．８ ¥2,400

山田錦 75% １８００ｍｌ

＋４．５ ２．１ ¥2,400

500ml

¥1,400

純米大吟醸
中取り

年1回だけの限定商品です。通常品とは全く違った規格で仕込んだ純吟しぼりたて原酒です。バランスの取れた酒質を目
標にフレッシュな荒々しさだけで無い洗練された旨味を追求しました。720ml　１８００円

146

栃木県産「とちおとめ」イチゴ
清酒「鳳凰美田　吟醸」

醸造アルコール・乳製品・糖類
アルコール分：5～6度

七田　純米大吟醸　無濾過原酒
火入れ

純米大吟醸
無濾過原酒

佐賀県
天山酒造

「七田」シリーズ最高峰の純米大吟醸無濾過原酒の1回火入です。白桃やトロピカルフルーツを想わせるフルーティーな吟
醸香。でも嫌味無く綺麗な香り。しっかりとした旨味とコク感じられます。７２０ｍｌ　2400円

七田　純米吟醸　無濾過原酒
火入れ

純米吟醸
無濾過原酒

佐賀県
天山酒造

大吟醸と比べると華やかさはさすがに落ち着いて飲み口、香りがとてもシャープな印象を受けます。口に含む
と、スッキリとした透明感で、鼻に抜ける香りは、清々しいりんごのような香りを伴います。余韻もシャープで後
を引きずらない切れを持ったお酒です。

七田　純米酒　無濾過原酒
火入れ

純米
無濾過

佐賀県
天山酒造

純米無濾過。薫り、味わいともに落ち着き、軽くはないけれどもドッシリとまでは行かない適度な『食中酒』。
酸、後口の余韻、上品で雅な味わいの広がり、完成度の高さを感じます。

七田　純米７５％　火入れ
純米

無濾過
佐賀県

天山酒造

７５％磨きでも、雑さは一切無く、低精白である分旨味、甘味が普通の純米より増した感があります。燗をつけ
ても穏やかな旨味と辛さが食事を勧めさせる好酒です。

今の季節だけ!

鳳凰美田　いちご　限定品

新潟県
八海醸造

栃木県産「とちおとめ」イチゴのみを使用し、イチゴの香りや甘味だけでなくイチゴ本来の質感、果実感まで自然なままの
姿のいちご酒です。鳳凰美田特有の香り高い吟醸酒とイチゴ、乳製品のブレンドで今までにないお酒です。香り、甘み、酸
味、果肉感はイチゴそのもので、まるでいちごミルクのような味わいです！

純米吟醸
生原酒

和のリキュー
ル

佐賀県
天吹酒造

待ってました!大好評『酒無垢』！入荷!
醴泉　酒無垢　純米吟醸　生　しぼりたて

八海山　純米吟醸しぼりたて　「赤越後」　生原
酒

超辛口純米生酒

兵庫県特A地区の特等山田錦、自家精米で40％まで丹念に精米し醸した贅沢なお酒です。明利系酵母で醸した華やいでいて、エレガントな
味わいの純米大吟醸です。酸とのバランスもよく飲んで美味しい大吟醸酒です。

通常は、｢さがの華｣を使いますが、この酒だけは、新酒生酒で「山田錦」で醸しました。プラス１１程のきりっと
辛口となるよう酒設計されました。いちご酵母・月下美人花酵母を使いクイクイ杯が進む辛口タイプに仕上がり
ました。キリッとシャープな辛口酒をお楽しみ下さい。

奈良県
千代酒造

奈良県
千代酒造

篠峯　吟和　純米大吟醸　山田錦　中取り

『雄山錦』は大粒で心拍が大きく、芯白発芽率がほど100％という特徴のお米だそうで、そのまま旨みの出やすさが特徴。
しかし割れやすく、原料処理を丁寧に行って醸しています。爽やかでフレッシュさのある吟醸香に、柔らかさの中に、深み
のある旨みと甘みがじわりと広がります。また飲み飽きしない後口のキレの良さがあります。

栃木県
小林酒造

純米吟醸
生

新米新酒第一弾。柔らかな味わいに爽やかな酸味とガス感たっぷりのフレッシュ感です。北雫を掛け米で使ったおかげでしっかりとしたコク
のある味わいに仕上がっています。

純米生原酒

天吹　うるとらDRY　初雪　超辛口純米酒

岐阜県
玉泉堂酒

造

篠峯　純米生原酒　うすにごり



出羽の里 60% 1800ml

+10.0 １．７ ¥1,905

愛山 55% 1800ml

+6.0 １．５ ¥3,600

県産米 70% 1800ml

＋２．０ １．３ ¥1,840

五百万石 60% 1800ml

＋３．０ １．７ ¥2,550

兵庫県特Ａ地区
東条町産　山田錦 40% １８００ｍｌ

－ － ¥12,000

雄山錦 50% 1800ml

+3.0 1.9 ¥2,800

国産米 70% １８００ｍｌ

＋１２．０ １．７ ¥2,096

岩手県産米 60% １８００ｍｌ

＋１．０ 非公開 ¥2,600

吟ぎんが 60% １８００ｍｌ

＋２．０ 非公開 ¥2,400

山田錦 非公開 １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥4,200

澤屋まつもと　守破離　ID　アイデンティティ
特A地区　中東条地域　岡本（村名）ID770-1山田錦１０
０％

特定名称酒ではあり
ません

京都市
松本酒造

２０１６BY.日本酒のID, アイデンティティである『米』の田んぼ別に醸した日本酒です。日本酒の本当の価値は、米の産地
にあります。どこでどのように育った米で醸した日本酒なのかこれからはそのような視点で日本酒が選ばれる時代になる
事を願い、先人の方が守ってきてくれた産地を表現していきたいと思っています。　杜氏　松本日出彦

百十郎　純米　大辛口　ゴールド赤面 純米酒
岐阜県
林本店

控えめながら炊きたての米のようなふくよかな香り、優しい甘味と柔らかな旨味から、後味は切れの
よいドライ感。食事に合わせやすい丸味のある1本。

純米吟醸

『美丈夫』新酒第一弾。しぼったばかりの原酒を生のまま瓶詰めして出荷されました。新酒ならではの瑞々しい
香りと味わいで、柔らかい口当たりと切れの良さが特徴です。

義侠　慶　純米大吟醸　限定品

美丈夫　純米酒　しぼりたて生原酒

新規取引蔵

赤武　純米酒 純米酒
岩手県

赤武酒造

岩手を代表する日本酒を目指し開発しました。将来の目標は、日本を代表する日本酒を創り上げること。このお酒は、果
実実があり口元に運ばれた時の米の旨味を感じる純米酒です。

新規取引蔵

ＡＫＡＢＵ　Ｆ　ＮＥＷＢＯＲＮ 吟醸生
岩手県

赤武酒造

２９年の酒造りのテーマは、「香り」。派手な香りを作ること無くオフフレーバーを極限までなくします。槽から流れ出た生酒
をそのまま瓶に詰めました。もちろん中取り。ガス感があり、フレッシュ感あり。キレあり。

米鶴　かっぱ超辛口　特別純米うすにごり【生】

純米吟醸
中取り生

山形県
米鶴酒造

秋田県
秋田醸造

純米生
うすにごり

純米造りの完全熟成醪（もろみ）による旨味と辛み、そして切れ味が程よく調和した超辛口の特別純米酒で
す。淡い味付けの料理からある程度濃いめの味付けの料理まで、幅広い相性をみせます。食中酒として最適
です。

篠峯　純米吟醸　中取り生酒　五割磨き

高知県
濱川醸造

純米酒
生原酒

全量愛山を使用の純米吟醸です。低温でじっくりと熟成を進め、甲斐あって豊かな味わいとなり正に飲み頃に
なり出荷されました。6号新政酵母を使用し、愛山の甘やかなジューシーさと控えめな酸味で食中にばっちりの
純米吟醸酒です。

ゆきの美人　純米吟醸　全量愛山　6号酵母

奈良県
千代酒造

愛知県
山忠本家酒造

富山県産雄山錦を小仕込みの純米大吟醸スペックのお酒の更に『中取り生酒』になります。華やかな吟醸香
が特徴の明利系酵母ですがあえて吟醸香を抑え気味にして酸を引き出し、甘さも控えめにしたバランスの取
れたお酒です。雄山錦らしいふっくら優しい旨味と発泡感を感じる爽やかなガス感を持っております。

毎年１２月年一回だけの発売となります。義侠を代表する酒。総米７５０ｋｇの小仕込みで造られた４０％精米
の純米大吟醸の３年熟成酒をメインに、膨大なストックから４０％精米の純米大吟醸の３～７年位までの熟成
酒をブレンドして造られています。

純米大吟醸
古酒

妙高山　FRESH　SPADE　しぼりたて新酒
清酒

しぼりたて
新潟県

妙高酒造

収穫したばかりの新潟県産米の新米使用。1年に一度この季節にしか味わえないお酒です。丁寧な麹造りの
よる品のある若々しい糀香と、透明感のあるフレッシュな旨味を併せ持つ自慢の新酒です。『春夏秋冬』季節
に発売される『トランプシリーズ』です。


