
吟の夢 55% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,000

吟の夢 55% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,000

山田錦・八反錦
５０％・５

５％
１８００ｍｌ

＋８．０ １．５ ¥2,600

岡山県　朝日 50% 1800ml

ー ー ¥3,900

山田錦・美山錦 65% 1800ml

＋７．５ １．９ ¥3,000

ひとごこち 55% 1800ml

＋５．０ １．４ ¥2,500

富山県産山田錦 50% 1800ml

＋３．０ １．４ ¥3,722

愛山 45% 1800ml

＋６．０ １．９ ¥5,000

瀧自慢　酒門　純米酒　ＰＲＯＵＤ　春　生原酒 純米生原酒
三重県

瀧自慢酒造

口に含んだ瞬間、ジューシーかつフレッシュ感が口中に広がります。無濾過生原酒の持つ濃縮され
た旨味とみずみずしい酸の爽快な味わい。

AKABU　純米吟醸　愛山　数量限定
純米吟醸

一回火入れ
高知県

仙頭酒造

杜氏「古館龍之介」がはじめてかもす『愛山』チャレンジ酒です。兵庫県産『愛山』を原料とし、情熱と愛情と根
性で醸されました。フレッシュさを残しながらも、愛山らしい柔らかい味わいと香りが優しく口中に広がります。

明鏡止水　酒門　純米吟醸ALL NAGANO 純米吟醸
長野県

大澤醸造

米、水、酵母、そして蔵人、全て県産にこだわったオール・ナガノです。香味のバランスの良さが光る
お酒です。

篠峯　純米大吟醸　愛山　瓶燗火入れ 純米大吟醸
奈良県

千代酒造

上品な甘さがクリアに主張して瑞々しく､派手ではありませんが、華やかさもあり、じゅんまとして良い仕上がり
となりました。空気とふれ合ってからの味の広がりを充分堪能でき開栓後の味の変化も楽しめるお酒です。

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。

富山県産山田錦を使用し、50%まで磨いてじっくりと低温醗酵させ深みのある余韻と優雅な立香を引き出しまし
た。瑞々しい透明感のある味わいで富山の風土の美味しさを表現しました。丁寧な造りの良さを随所に生かし
た今回だけの特別限定品です。

富山県
富美菊酒

造
大吟醸生羽根屋　特吟　大吟醸　５０　限定生

季節のオススメ酒
酒のきたむら

高知県
仙頭酒造

土佐しらぎく「薄氷の酒」　純米吟醸
生

薄氷～うすらい～　とは、春浅い頃の薄く張った氷の事をいいます。この薄氷の様にきれいな淡色で、土佐しら
ぎくのテーマでもあります「フレッシュ＆フルーティー」な味わいをまさに感じて頂ける限定シリーズのお酒で
す。柑橘系の爽やかな味わいです！

純米吟醸生

2018/3/24

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
の生酛仕込みの純米酒です。期間限定の生原酒です。

山形県
麓井酒造

生酛純米生麓井　生もと純米　生原酒７００ｋｇ仕込み

純米大吟醸
三重県

清水清三郎商店作　純米大吟醸　朝日

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



雄山錦 60% １８００ｍｌ

＋３．０ ２．０ ¥2,600

玉栄 70% 1800ml

＋５．０ １．８ ¥2,000

千本錦 50% 1800ml

＋３．０ １．７ ¥3,400

美山錦・好適米 50% 1800ml

＋１８．０ １．１ ¥2,650

山田錦 80% 1800ml

＋７．０ ２．４ ¥2,764

亀の尾 60% １８００ｍｌ

＋１．０ １．７ ¥2,300

徳島産山田錦 58% １８００ｍｌ

－１２．０ ２．５ ¥2,860

山田錦・さがの華 550% 1800ml

±０ １．４ ３０００円

アケボノ 60% 1800ml

+1.0 １．９ ¥2,200

自作田山田錦 60% 1800

+5.0 2.0 ¥3,000

土蜘蛛　純米吟醸　生酒ＬＥＤ
徳島県

本家松浦酒
造

年に一度の貴重酒【無濾過生原酒】。相原酒造お得意の『千本錦』で醸しています。全国新酒鑑評会で三年連
続金賞受賞もこのお米使用でとりました。口に含むと青リンゴのような爽やかな香りで、すっきりとした飲み口。
食事と合わせると、透明感がきらめようなくお酒です。じゃこやイクラの大根おろし添えなどと一緒に飲んでい
ただけると最高です。

 純米吟醸
無濾過生原酒

 うすにごり

うごのつき　純米吟醸　千本錦　無濾過生原酒

純米吟醸
生酒

フルーティーな香りと上質な白ワインを想わせる味わい。阿波国で作られた酒造好適米[山田錦]を100％使用。徳島県立
工業センターが開発した新酵母「ＬＥＤ夢酵母」と徳島県産山田錦で醸したオール徳島造りの純米吟醸です。数量限定で
す。酸が高く甘さを持ったお酒です。いい感じで飲めますよ。全国１２０本。

七田　純米吟醸　無濾過生原酒

広島県
相原酒造

純米吟醸
直汲無濾過生

奈良県
千代酒造

生詰め原酒

櫛羅　純米酒　無濾過生原酒
純米

無濾過生原酒

酒蔵のある地「櫛羅」産の山田錦米を全量使用したお酒です。ほんのりと爽やかでフルーティーな香り、やさし
い旨味と酸とのバランスが良く、心地よい口当たりでしっかりとした旨味のある酒質に仕上がりました。

奈良県
千代酒造

裏・篠峯　ヴァージョン。富山県産の雄山錦を使用し豊かな香りと上品な甘みのあるお酒に仕上げま
した。

篠峯　ろくまる　 純米吟醸 雄山錦
無濾過生原酒 うすにごり

阿櫻　生詰原酒　亀の尾　２８BY　一回火入れ

香りは控えめでベリー系のフルーティーさ、柔らかな微炭酸を感じさせる口当たりから甘酸っぱくジューシーな旨みが上品
できめ細やかな泡とともに口いっぱいに広がる。タップリとした旨みをほんのり苦みと渋み、しっかりとした辛み。

秋田県
阿桜酒造

山廃山田錦80生酒の春限定ラベルです。鮮烈な味と香りを楽しんでいただくため一切の火入れ作業を行っていません。
しっかりコクのある飲み口、キリッとした酸で厚みのある味わいをお楽しみ下さい。

兵庫県
下村酒造店

純米吟醸

奥播磨　山廃純米　山田錦八割磨き生
「春待ちこがれて」

佐賀県
天山酒造

山廃純米
無濾過生原酒

今では幻の米と言われる｢亀の尾｣(大潟村)を60&精米、秋田純米酵母仕込みの生詰め原酒です。規格外(３等米外)のお米を使用している
ので｢純米酒｣を名乗れません。契約農家サンが大切に育てた｢亀の尾｣・・・・。ちょっとぐらい見たくれは悪くともしっかりと遺伝子を受け継い
でいるに違いない！一粒も無駄にすること無く大切にしたい。そんな想いから造られました。特別純米仕様のスペシャル普通酒です。

道潅
どうかん

　湖弧艪
こころ

　純米生原酒　玉栄 純米生原酒
滋賀県

太田酒造

濃醇辛口。米の旨味が存分に味わえる低精米の辛口純米生原酒。パンチのある味わいと切れとろりとした米の旨みがい
きわたるオンザロックの美味しいお酒です。

三千盛　純米（大吟醸）　ドライ　超辛口 純米大吟醸
岐阜県

三千盛酒造

お酒の甘辛の尺度となる日本酒度において＋18を超え、三千盛の商品郡の中でも最も辛口となります。 うっすらとそして
透明感を感じる梨のようなアロマがグラスに漂います。しかしながら味わいは旨みがしっかりとあり、意外に強さが引き
立っています。そして後味はとてもすっきりと切れが良く食中酒としての味覚をリフレッシュする要素が非常に高いお酒で
す。

梅乃宿　純米吟醸　春の生酒 純米吟醸生酒
奈良県

梅乃宿酒造

寒造りで搾り出された純米吟醸酒です。
アルコール１５％の優しい飲み心地と、ひかえめながら爽やかな吟醸香をお楽しみいただけます。
お花見の季節、ゆっくり過ごす寛ぎの時間におすすめのお酒です。



山田錦・五百万石 ５５・６０ １８００ｍｌ

＋１３．０ １．５ ¥2,300

五百万石 50% 1800ml

－ － ¥2,300

五百万石・一般米 50% 1800ml

－ － ¥2,400

八反錦 60% 1800ml

－ － ¥2,700

愛山 非公開 ７２０ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,700

山田錦 非公開 ７２０ｍｌ

非公開 非公開 ¥4,000

山田錦 45% 1800ml

＋２ １．４ ¥3,900

雄町 50% 1800ml

＋４．０ ¥3,080

露葉風 60% 1800ml

－３．９ ２．６ ¥2,800

愛山 非公開 ７２０ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,700
澤屋まつもと　守破離　愛山　rissimo 謎

京都市
松本酒造

イタリアンに合う酒を目指して作られました。兵庫県特A東条地区愛山を使用。愛山にしかない酸味、柔らかさが特徴。蔵内の低温貯蔵庫で
一年間熟成させています。*こちらの商品は蔵元意向により、特定名称は非公開です。*開栓時注意　ガス圧が強く蓋が飛ぶ可能性がござい
ます。

澤屋まつもと 守破離 秋津山田錦
SAIDO 謎 京都市

松本酒造

兵庫県東条の上流。常田、古家、西戸の3つの地域が秋津と呼ばれており、山田錦の中でも別格最上級の山田錦が育つ土地と評価されて
います。その秋津の中でも出来栄えの良かった西戸の1290番地の田んぼの山田錦を中心に醸しました。口の中に溶け込んでいくような繊
細な透明感と、エネルギー溢れる旨み、舌と喉を心地良く刺激する爽やかな酸味、静と動が一体となった味わいに脳が快感を覚えます。

澤屋まつもと　守破離　愛山　rissimo 謎 京都市
松本酒造

イタリアンに合う酒を目指して作られました。兵庫県特A東条地区愛山を使用。愛山にしかない酸味、柔らかさが特徴。蔵内の低温貯蔵庫で
一年間熟成させています。*こちらの商品は蔵元意向により、特定名称は非公開です。*開栓時注意　ガス圧が強く蓋が飛ぶ可能性がござい
ます。

梅乃宿　奈良流五段仕込み　露葉風　純米吟醸 純米吟醸
奈良県

梅乃宿酒造

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。深い味わいと独特の酸の調和が絶妙です。常
温又は、ぬる燗が旨さが映える温度帯です。

新潟県
加茂錦酒造

加茂錦　荷札酒　純米大吟醸　雄町５０　ver.４
しぼりたて

和歌山県
平和酒造

三重県
瀧自慢酒造

柔らかな味わいとほんのりとした余韻の苦み。そして「紀土」らしいキレが特徴です。また香りもバランスを保ちながら表現しています。春野
菜と是非合わせてみて下さい。

大分県
中野酒造

ちえびじん　特別純米　八反錦　おりがらみ生

荒走りを袋吊りし、斗瓶に取った澱をブレンドした澱がらみのお酒です。蔵元の自信作。「八反錦」に
は凄く自信を持っています。

純米
おりがらみ生

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。
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。

純米吟醸
にごり酒生

紀土　純米吟醸　にごりさけ　生

契約栽培された伊賀産の山田錦のみ使用した純米大吟醸です。飲み飽きしない瀧自慢の良さが実
感できる逸品です。

瀧自慢　純米大吟醸　銀 純米大吟醸

春は、旅立ちや新しい仕事の始まるの季節。 心機一転への声援という想いで「SPRING'S YELL（スプリングエール）」と命
名致しました。黒色のキャップはネクタイの結び目、肩貼りはネクタイをイメージしデザイン致しました。 少しずつ暖かくなる
この時期に合わせた、辛口の吟醸に仕上げました。 春の歓送迎会、花見等々にどうぞ。 大好評再入荷！

純米吟醸生酒

吟醸生

和歌山県
平和酒造

雑賀　春　辛口吟醸本生　スプリングエール

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。

純米大吟醸
生原酒・無濾過

和歌山県
九重雑賀

紀土　KID　純米吟醸酒　春の薫風　生酒


