
五百万石 55% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,000

美山錦 50% 1800ml

＋５．０ １．８ ¥2,848

山田錦 60% 1800ml

＋１．０ １．８ ¥2,800

雄町 55% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,400

山田錦 50% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,900

しずく媛 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．８ ¥3,050

松山三井・中生新千本 50% １８００ｍｌ

＋６．５ １．７ ¥2,670

山田錦アケボノ 60% 1800ml

＋３．７ ２．０ ¥2,400

ミイノコトブキ ジュンマイギンジョウ
 ヤマダニシキ 『バトナージュ』

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)置きその後澱引きしたお酒です。山田錦本来の旨味であった
り、酸味が凝縮されたタイプのお酒です。

長野酵母単独の純米吟醸甕口。搾ったそのままを瓶詰めしました。旨味が凝縮された味わいと共にフレッシュ且つ心地良い長野酵母の香りが

楽しめる好仕上がりとなりました。今年も旨い！オススメします！

長野県
大澤醸造

福岡県
井上合名

果実香とキレのある辛口に仕上がりました。南国高知の大らかな雰囲気が素直に伝わってくるお酒です。爽快な酸味のあ
る淡麗辛口なので、カツオのたたきや鰺のなめろうなど青魚との相性が抜群です。

純米無濾過生原
酒

84

純米吟醸
生

愛媛県
成龍酒造

純米吟醸うすにごり
生原酒

特別に栽培した地元産の山田錦を使用。青い果実の爽やかな香りとジューシーさが味わえます。松の司らしい
酸味と旨味が楽しめます。

高知県
酔鯨酒造

滋賀県
松瀬酒造

純米吟醸
無濾過生原酒

愛媛発の『しずく媛』と新酵母『EK-7酵母』で醸すオール愛媛のお酒です。「EK-7酵母]は、酸がやや低く、バナ
ナのような香り成分『酢酸イソアミル』・りんごのような香り成分『カプロン酸エチル』と言った香味成分を多く出す
酵母です。

仕込み第一弾初仕込み
伊予賀儀屋　壱番搾り　無濾過　純米　生原酒

季節のオススメ酒
酒のきたむら

2018/2/20

松の司　純米吟醸　生　滋賀県竜王産山田錦
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福井県
黒龍酒造

純米吟醸

槽口から流れる純米吟醸のうすにごり新酒を生のまま瓶詰いたしました。しぼりたて原酒独特のみずみずしさ溢れる味わいをお楽しみくださ
い。

明鏡止水　純米吟醸
甕口無濾過生原酒

純米吟醸
生

酔鯨　純米吟醸　吟麗　くじらラベル　春
ver.

黒龍　純吟　垂れ口　うすにごり生原酒

鳳凰美田　温め燗　生もと仕込　純米吟醸 純米吟醸
栃木県

小林酒造

特定地域の岡山県赤磐地区の皆様と一緒に作った「雄町」を贅沢に使用し「生もと」仕込みにて醸した「温め酒」の純米吟醸酒です。「生もと」
仕込みにより深みを増した味わいは、夏を越すことで更なるステージへと熟成され、グラスに注ぎ常温に近い状態にまで温まることにより、味
わいの膨らみやお米の優しさ、日本酒だけが纏える香り、甘み、雅な質感など日本酒の素晴らしさを堪能できるお酒です。
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梅乃宿　特別純米
生酛無濾過生原酒

特別純米
生酛無濾過生

原酒

奈良県
梅乃宿酒造

通常では発売しない『生もと』の無濾過生原酒です。杜氏が厳選した生で飲んで美味しい生もと酒で
す。コクと旨味の有るお酒。

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



山田錦・五百万石 55% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,800

備前雄町 40% 1800ml

＋５．０ １．５ ¥6,000

好適米 50% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,800

山酒4号 50% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,000

山田錦 50% 1800ml

＋４．３ １．３ ¥2,500

山田錦・アケボノ 60% 1800ml

＋２．２ １．６ ¥1,900

華吹雪・まっしぐら 55%・60% １８００ｍｌ

＋２．０ １．６ ¥2,900

まっしぐら 65% １８００ｍｌ

＋１０ ２．０ ¥2,800

秋田産酒造好適米 60% １８００ｍｌ

＋６．０ １．８ ¥2,400

オオセト 55% １８００ｍｌ

＋１．０ ２．１ ¥2,800
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白虎　純米大吟醸　《吟》 純米大吟醸
奈良県

梅乃宿酒造

華やかな吟醸香と透き通った旨みが際立つ、エレガントな純米大吟醸。フルーツのような華やかな香りと透明感のある旨味が口中に広がる純
米大吟醸です。そのエレガントな味わいを存分にお楽しみいただくために、きりりと冷やしてお試しください。価格以上のクオリティを目指したコ
ストパフォーマンスの高い自信作です。食前酒として、また乾杯のお酒としてもおすすめです。
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朱雀　特別純米　《温》 特別純米
奈良県

梅乃宿酒造

燗酒にぴったりの、どっしりとした押しのある特別純米酒。 麹の甘い香りが鼻をくすぐる特別純米酒です。麹に工夫を加え、
さらに生もとをブレンドし、料理に負けないどっしりとした味わいと、飲み続けられるまろやかさを共存させました。梅乃宿の
おすすめは、常温から上燗。温めることで豊かさを増す旨味の変化と、その余韻をお楽しみください。

川鶴
か わ つ る

　特別
と く べ つ

純米　限定
げ ん て い

生原酒
な ま げ ん し ゅ

特別純米
香川県

川鶴酒造

香川を代表する酒造米『オオセト』。骨太な味わいが特徴的です。オオセト米の力をどこまで引き出せるかをテーマに仕上げ
ました。味の厚みと心地良い爽やかな酸を引き出し濃醇に仕上げた旨味系の純米酒です。コク味と心地良いのど越しが絡
み合い、しぼりたてならではの新鮮な味わいをご堪能下さい。

純米吟醸文佳人　リズール　純米吟醸
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純米無濾過生原酒裏・男山　超辛純米無濾過生原酒＜数量限定＞
青森県

八戸酒造

30

陸奥男山　超辛純米酒の“生”を数量限定で瓶詰めされました。火入れ酒にはない力強さが有り、フ
レッシュで切れ味の鋭いパンチのある超辛口となりました。季節限定・数量限定のお酒です。

陸奥八仙　赤ラベル　特別純米無濾過生原酒
《直汲み》

全国五〇店舗限定。』人気の陸奥八仙赤ラベルのしぼりたて無濾過生原酒　直汲み酒です。華やかで若々しい原酒の重み
も感じず、とても呑みやすい。旨い生原酒です。

特別純米
無濾過生原酒

《直汲み》

青森県
八戸酒造
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ゆきの美人　純米しぼりたて　＜生原酒＞ 純米生原酒
秋田県

秋田醸造

わずか１５０石の小さな蔵元が醸す美味しいお酒。麹米に山田錦、掛米に酒こまちを用い醸した純米搾りたての
生原酒です。軽快な味とさっぱりした酸が特徴ですっきりと仕上げました。香りは控えめですので、どんな食事に
も合わせられます。季節限定

伝心　春　純米吟醸無濾過生酒
純米吟醸

無濾過生酒
福井県

一本義久保酒造

桃を連想させる超名柔らかく甘い春の香り。そしてみずみずしい舌触りの後に、爽やかな酸味が後を
引き締めます。

東洋美人　IPPO　山酒4号
純米大吟醸規格

純大規格
山口県

澄川酒造場

麹米は、山田錦。「山田錦」と「金紋錦」の交配により生まれた酒造好適米「山酒4号」を使用した、純米大吟醸の造り。とって
も上品な酸味、ジューシーな米の旨味を存分に味わえます。女性にもお勧めしたい1本です！

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。

高知県
アリサワ

伯楽星　純米大吟醸　雪華　おりがらみ生
酒

純米大吟醸
おりがらみ生酒

宮城県
新澤醸造店

醪の味わいより、洋梨を思わせる上品な香味と優しい甘さがフワリと広がり、フィニッシュはきれいで透明感のあ
る印象が感じられます。美しく生まれ瞬く間に消える雪の結晶の如く、一瞬の味わいをご堪能下さい。



南砺産五百万石 55% 1800ml

±０ １．７ ¥2,800

酒こまち 50% 1800ml

－２ １．８ ¥3,000

五百万石・一般米 50% 1800ml

¥2,400

若水 55% 1800ml

＋６．８ １．７ ¥2,450

八反錦 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．７ ¥2,900

山田錦 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．７ ¥3,000

雄町 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．８ ¥3,000

雄町 75% １８００ｍｌ

＋４．０ １．９ ¥2,400

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋６．０ ２．６ ¥3,000

きたしずく 50% ７２０ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,000

秋田酒こまち100％使用。御蔵で見つかった蔵付分離酵母『亀山酵母』で醸しました。酒こまちならではの優しい
味わいと『亀山酵母』が醸す爽やかな香りを目標に醸されました。

墨廼江　純米吟醸　八反錦　生

30

岡山県産雄町使用。雄町特有のコク、酸味が口中で程よく広がります。お出汁の利いた料理と是非合
わせてみて下さい。

宮城県
墨廼江酒造

秋鹿　純米吟醸生酒　春だし限定五千本

紀土　純米吟醸　にごりさけ　生
和歌山県
平和酒造

宮城県
墨廼江酒造

大阪府
秋鹿酒造

純米吟醸
にごり酒生

純米吟醸生酒

秋田県
栗林酒造店

大寒仕込みで角の取れた生酒の春の日差しのような飲み心地をお楽しみ下さい。

鍋島　純米大吟醸　きたしずく 純米大吟醸
佐賀県

富久千代酒
造

このお酒は、ネット販売は、致しません。ご来店頂けるもしくは、既存のお客様限定で販売させて頂き
ます。

栃木県
小林酒造

純米吟醸
無濾過生原酒

純米吟醸
無濾過生原酒

純米吟醸
生酒

春霞　栗ラベル・白　酒こまち生　純米吟醸

兵庫県産山田錦使用。墨廼江特有の吟醸香はそのままに山田錦の米の力を最大限に引き出しました。料理の
種類を選ばない頼もしい食中酒です。

18

広島県産八反錦使用。マスカットを想わせる香りが口中に広がり、さっぱりとした味わいが白身魚など素材を活
かした料理を更に引き立てます。

純米吟醸
無濾過生原酒墨廼江　純米吟醸　雄町　生

墨廼江　純米吟醸　山田錦　生

七田　純米７５％　雄町　無濾過生
純米

無濾過生原
酒

佐賀県
天山酒造

品質的に素晴らしくパワーのある酒米をあえて削らず７５％で丁寧に醸すことでそのお米の良さを上品に引き出
そうと挑戦したお酒です。

浅間山　うららか　特別純米生酒 特別純米
群馬県

浅間酒造

春先取り!『春の日の良く晴れて日差しが柔らかくてのどかな様子』の意味で、その響きを連想させる爽やかな上立ち香と
爽快な酸がしっかりとした味わいに仕上がっています。数量限定のお酒です。

初しぼり
鳳凰美田　純米吟醸　無濾過生原酒

純米吟醸
無濾過生原酒

酒造好適米「五百万石」を55%まで磨き上げ、低温でゆっくりと発酵。マスカットを思わせる上品な吟醸香。爽や
かな香りでとてもフルーティー。、スッキリしていてスルリとした喉ごしの旨口の味わいです。

にごり酒生らしいフレッシュな味わいとなめらかな口当たり。紀土らしい爽快さと綺麗な旨味をい感じ取って下さ
い。ガス抜きが付いていますが開栓時は注意して下さい。酒のきたむら　スタッフ一同、『これ、旨い!』ってなった
お酒です。

宮城県
墨廼江酒造

墨廼江
米違い企画

３種飲み比

べ



山田錦・渡船 60% 1800ml

＋１．１ １．９ ¥2,500

山田錦 70% 1800ml

＋６．０ １．８ ¥2,372

備前雄町 45% 1800ml

非公開 非公開 ¥6,000

山田錦・秋田酒こまち 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．６ ¥3,000

全量好適米 65% 1800ml

＋１０．０ １．７ ¥2,500

雄山錦 55% 1800ml

＋２．０ １．６ ¥2,560

まなむすめ 65% 1800ml

-1 1.6 ¥2,700

山田錦 45% 1800ml

＋１．０ １．３ ¥5,000

あきたこまち・美山錦 45% 1800ml

＋１５ 非公開 ¥3,100

山田錦 55% 1800ml

－ － ¥3,500

三千盛　純米大吟醸　蔵出し　生
純米大吟醸

生
岐阜県
三千盛

今しか呑めない旬の酒。優しく香る吟醸香とスッキリした超淡麗ながらも優しい味わいとスッと切れる切れ味。食
事と共に呑み続けられる食中大吟醸です。
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城陽　純米吟醸　氷温熟成　別囲い
無濾過生原酒　2016

武勇　超辛口生酛純米酒　＋１０ 生酛純米酒
茨城県
武勇

超辛生酛純米酒。６号酵母を使用して伝統的な生酛造りで仕上げました。生酛造りながらサッパリとした辛口の
お酒に仕上がっています。食中酒として冷酒からお燗酒としてオールマイティーにお楽しみ頂けます。

純米吟醸
無濾過生原酒

別囲い

京都府
城陽酒造

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。

兵庫県産の山田錦の純米吟醸を無濾過生原酒で別囲い２０１６年の氷温貯蔵酒です。城陽らしい柔らかさと旨
味が穏やかです。生原酒を長期熟成させることでさらに落ち着いたお酒になっています。

純米大吟醸生松の司　陶酔　純米大吟醸　２０１８生酒

純米吟醸
生

大好評『酒無垢』！再入荷!
醴泉　酒無垢　純米吟醸　生　しぼりたて

冬と言えば「浦霞　純米しぼりたて」。厳寒期に造られた「しぼりたて」特有のフレッシュ感と純米酒なら
ではのコク、ほど良い酸味と旨味が心地良い味わいの新酒です。

滋賀県
松瀬酒造

純米生酒浦霞　純米しぼりたて

純米大吟醸

島根県
富士酒造

岐阜県
玉泉堂酒

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

作　槐山一滴水　　岡山雄町

出雲富士　純米　生しぼりたて　≪白ラベル
≫

純米生酒

酵母を協会系9号  酵母ゑ単独で醸しました。気品良く香る甘味と酸味を備えた果実香と奥行きがありきめ細やかな味わいのお酒です。

滋賀県
喜多酒造

宮城県
佐浦

喜楽長　三方良し　純米吟醸

『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。

火入酒を中心に瓶詰めし生酒での出荷は、極少量の出荷となっております。数量限定30本のみの入荷です。
華やかで軽快な新酒らしいバランスの良い純米大吟醸です。ほのかな甘みと優しい酸味、納得のいく味わい深いお酒で
す。

たけのその　パンダ祭り　香香（シャンシャン）
　純米吟醸無濾過生原酒

純米吟醸
無濾過生原酒

佐賀県
矢野酒造

上野動物園のパンダ『シャンシャン』にあやかって名付けられました。柔らかでサッパリとした口当たり、香りハヤ
や控えめ。今期始まりのお酒として無濾過の生酒。すっぴんのお酒です。


