
山田錦 40% １８００ｍｌ

±0 １．４ ¥3,500

滋賀渡船 60% １８００ｍｌ

＋２．５ １．７ ¥2,600

露葉風 60% １８００ｍｌ

＋６．０ １．９ ¥2,600

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．８ ¥2,850

山田錦 50% １８００ｍｌ

＋３．０ １．８ ¥4,000

雄町 60% １８００ｍｌ

±０ １．９ ３０００円

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋２．０ 1.4 ¥2,800

さがの華 60% １８００ｍｌ

＋７．０ １．７ ¥2,553

季節のオススメ酒
酒のきたむら

2018/4/19

純米吟醸
無濾過生原酒

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。

みむろ杉　純米大吟醸
山田錦　火入れ

純米大吟醸
奈良県

今西酒造

優しく穏やかな吟醸香。軽やかさが味わえます。シンプルに『旨い!］　 と思えるお酒です。開栓後時間が経つにつれ温度
が上がりこのお酒の良さが発揮されます。

天吹（あまぶき）　あいらぶすし 　大漁
純米辛口酒

生詰め
佐賀県

天吹酒造

花酵母、いちご酵母、月下美人酵母を使用。冬に搾った新酒を瓶詰め時に一度火入れした「あいらぶすし 大漁」のご紹介
です。お鮨、お魚など食材の邪魔をしない穏やかな香り、一度火入れしたことによる味わいの落ち着き。キレも良く食材を
引き立てる一本です。ぜひご賞味ください。

みむろ杉　純米吟醸　雄町
無濾過生原酒

純米吟醸
無濾過生原酒

奈良県
今西酒造

季節限定　今の時期だけの生出荷されるお酒です。雄町らしい優しい旨味と軽快さ。原酒の力強さも有り相乗効果で旨さ
を感じます。

滋賀県
松瀬酒造

松の司　樂　純米吟醸　しぼりたて生原酒

喜楽長　特別純米　滋賀渡船　生原酒
特別純米
生原酒

滋賀県
喜多酒造

滋賀県で復活栽培された酒米、滋賀渡船6号を全量使用した特別純米の生原酒です。しっかりとした肉厚な旨
味の幅を感じますが、後からくる酸がキレ味を演出し、芳醇な旨味のバランスを整えています。まろやかな舌
触りが印象的なお酒に仕上げました。

東洋美人　大吟醸　地帆紅（じぱんぐ）　限定品 大吟醸
山口県

澄川酒造場

日ロ首脳会談で使われたお酒は、『東洋美人　一番纏い　純米大吟醸』でした。『一番纏い』は、もう完売でありませんが、数
量限定で『地帆紅』が入荷します。２０１４年酒コンペティションで大吟醸部門一位を取ったお酒です。フルーティーでやさし
く上品な味わい。飲み飽きしない透明感のある旨みがあります。

みむろ杉　特別純米　辛口
露葉風　火入れ

特別純米
奈良県

今西酒造

神の酒が鎮まる地　奈良・三輪で350有余年醸す酒「みむろ杉」。仕込み水は蔵内井戸から湧き出る御神体「三輪山」の伏
流水、米はその水が湧き出る源流地で蔵人自ら田に入り契約農家と共に育てた奈良県唯一の酒造好適米「露葉風」を
100％使用。全量瓶燗火入れ。

みむろ杉　純米吟醸　山田錦　火入れ 純米吟醸
奈良県

今西酒造

蒸し米の移動はシューターを使わず人力で、酛麹米にとどまらず掛け米の洗水も１０ｋｇ単位で人力のみでつくります。こ
れは、全てのお酒に対して愛情を持って造っています。手間暇かけた分の代償は、ちゃんとお酒に現れています。このお
酒は、山田錦を原料に口に入れたときの優しい旨味、爽やかな飲み口。オススメの一本です。

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



赤磐雄町 50% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,500

山形県
山酒4号 40% １８００ｍｌ

＋３．０ １．３ ¥3,600

雄町 55% 1800ml

＋４．０ １．７ ¥3,000

五百万石 55% 1800ml

＋３．５ １．０ ¥2,700

独自ブレンドな為、非公開 独自ブレンドな為、非公開 １８００ｍｌ

＋４．０ 独自ブレンドな為、非公開 ¥2,200

山田錦　美山錦 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．４ ¥2,700

岡山産雄町 50% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,800

山田穂 75% １８００ｍｌ

＋３．０ １．８ ¥2,400

山田錦 50% 1800ml

＋２．５ １．３ ¥3,676

美山錦 55% 1800ml

＋３．０ １．５ ¥2,667

赤武　Akabu　純米吟醸　雄町 純米吟醸
岩手県

赤武酒造

雄町の特長を最大限に活かすため、吸水と麹造りを重点に醸しました。これが雄町！と感じて頂けるよう豊かな味わいに
仕上げています。

横山　五十　純米大吟醸　ＢＬＡＣＫ 純米大吟醸
長崎県

重家酒造

りんごの果実をかじったジューシーな香りに、口に含むと甘味が広がり、最後にキレのある飲み飽きしない味わいになって
います。ファーストドリンクとして、ワイングラスでお楽しみ下さい。

七田　七割五分磨き　山田穂＜生＞
純米

無濾過生原酒

純米吟醸
長野県

古屋酒造店

「和和和」の特徴でもある、米の旨味に、柑橘系のジューシーな酸のバランスが散れたお酒です。ジューシーで
華やか。軽やか。美山錦の甘味に果汁感のある酸が、特徴的で、今流のお酒です。

佐賀県
天山酒造

七割五分シリーズの番外編限定出荷の「山田穂」です。素晴らしくパワーのある酒はあえて削らずに丁寧に醸す事でその
お酒の良さを上品に引き出そうと挑戦しました、

鯖専用日本酒

SABA　de　SHU（サバデシュ）
清酒

茨城県
吉久保酒

造
サバの水揚げ高日本一で知られる茨城県（2017年は143,403トン）。そのサバをよりおいしく食べてもらうためのサバ専用日本酒「サバデ
シュ」は、通常の日本酒より、酸度、アミノ酸が高く、サバの旨味をより楽しむことができ、またサバの脂を洗い流してくれる味わいに仕上がっ
ているとのこと。もともと魚料理と相性の良い日本酒ですが、サバだけに照準を合わせた日本酒を造りました。

益荒男　純米吟醸 純米吟醸
石川県

鹿野酒造

今までの益荒男は全て山廃仕込みでした。この純米吟醸は速醸仕込みのお酒になります。「木谷太津男」杜氏が醸し上げ
た速醸仕込みのお酒は、軽快で優しく、繊細で透明度の高いお酒に仕上がっています。

その年十八番目の醪が搾られる頃、酒蔵は最盛期を迎えます。軽やかで爽やかな香味の吟醸酒を生貯蔵し、
「吟十八号」と名付けました。爽やかな吟醸香にフレッシュで清涼感のある軽快な味わいが特徴の吟醸生貯蔵
酒です。【季節限定酒】

秋田県
秋田醸造

ゆきの美人　純米吟醸　雄町　生 純米吟醸　生

黒龍　吟醸生詰　吟十八号

広島県
相原酒造

墨廼江　大吟醸　吟星四十 大吟醸
宮城県

墨廼江酒造

山形県山酒4号を100％使った大吟醸酒です。フルーティーな香りと繊細な味わいが絶妙です。蔵出
し900本。

和和和　純米吟醸　火入れ

福井県
黒龍酒造

月をテーマにした酒名は、やはり「雨後の月」たる由縁。黒月とは・・・月の後半の16日以後をいい、インドの暦法に基づく称。15日の満月の
日から月が欠け始め、しだいに暗くなるところから名づけられました。雨後の月らしい上品な吟醸香が優しく香り、食事と共に味わえる純米吟
醸です。

全量「雄町」５５％で醸したお酒です。米の旨味を存分に引き出し、豊かな味わいと酸味が特徴です。
豊かな旨味でスッキリシャープな切れ味です。

雨後の月　純米吟醸
　　　Black　Moon　新酒火入れ酒(黒月こくげつ)

純米吟醸

吟醸生詰



松山三井 50% 1800ml

－ － ¥3,050

奈良産伊勢錦 50% １８００ｍｌ

＋７．０ ２．２ ¥3,600

山田錦 40% 1800

非公開 非公開 ¥8,000

佐賀の華・紫黒米 非公開 1800ml

＋３．０ １．７ ¥2,838

結の香 40% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥6,800

山田錦・秋田酒こまち 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．６ ¥3,000

山田錦 55% 1800ml

+3.0 1.7 ¥2,839

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

五百万石 60% 1800ml

+3.0 １．４ ¥2,400

純吟造り

純米大吟醸
三重県

清水清三郎商店作　純米大吟醸　朝日

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。

作　槐山一滴水　純米大吟醸 純米大吟醸

島根県
富士酒造

純米吟醸
佐賀県

天吹酒造

上野動物園のパンダ『シャンシャン』にあやかって命名。柔らかでサッパリとした口当たり、香りは、おだやかで控えめ。

赤武　Akabu　純米大吟醸　結の香 純米大吟醸
岩手県

赤武酒造

岩手県の好適米「結の香」を40%まで磨きあげたＡＫＡＢＵの純米大吟醸酒です。極寒の盛岡で最も適した時期に仕込みを
行い、超低温発酵によりゆっくりと醸しました。食事とも合わせやすい上品な香り、結いの香の膨らみの有る旨味が口の中
に心地良く広がります。

成政　純　純米酒 純米酒

愛媛県
成龍酒造

たけのその　ぱんだ祭
まつ

り 　香香
しゃんしゃん

純米吟醸　無濾過生
うろかなま

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。

やさしさと緊張感が同居する、そんな純米酒がここに。旨みやコクと、キレの良さの綜合がここに。幅
広い温度でお楽しみ頂ける、『成政』の純米酒です。

富山県
成政酒造

天吹　ぴんくれでぃ　純吟造り

山形県
麓井酒造

生酛純米生

島根県産山田錦を使用した純米吟醸無濾過生原酒。すっきりと広がる心地よいイチゴのような香りと山田錦の
きれいなうま味・酸味が全体に広がります。軽やかなうま味と後口に若干の渋味が広がり、食事とご一緒にお
すすめです。

出雲富士　純米吟醸　山田錦無濾過生原酒
純米吟醸

無濾過生原酒

三重県
清水清三郎

商店

華やかなシーンにもよく似合う、上品な和のピンク色。 お酒の旨みにナチュラルな酸味がやさしく溶け合いま
す。よく冷やしてワイングラスで雅なひと時をどうぞ。
※製造方法は吟醸造りですが、古代米は農産物検査法の適用が無いため、純米吟醸とは表記できません。

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。

麓井　生もと純米　生原酒７００ｋｇ仕込み

佐賀県
天吹酒造

田圃ラベル
篠峯　　Blanc　伊勢錦　純米大吟醸
無濾過生原酒

純米大吟醸
奈良県

千代酒造

奈良県榛原の専業農家、生駒さんとの契約栽培で収穫された奈良県産100％のお米です。協会6号泡有酵母を使用しての初めての仕込
み、伊勢錦ならではの軽やかな味わいに、協会６号酵母由来のグレープ系の香りと爽快でジューシーな酸味をプラスしたお酒です。原酒で
15度で濃すぎない杯の進む純米大吟醸です。

伊予賀儀屋　純米吟醸生原酒番外編
シングルタンクNo.15　限定選抜

純米吟醸
無濾過生原酒

蔵に行き、しぼりたてのタンクの中から自ら選んだ『タンクナンバー15号』。普通お酒はブレンドされ加水調整さ
れ出荷されますが、このお酒は各タンクをきき酒し、気に入ったタンクのお酒を未調整のまま出荷されていま
す。しっかりとボディもありフルーティー。入荷数量限定のお酒です。



愛山 45% 1800ml

＋６．０ １．９ ¥5,000

美山錦・好適米 50% 1800ml

＋１８．０ １．１ ¥2,650

徳島産山田錦 58% １８００ｍｌ

－１２．０ ２．５ ¥2,860

自作田山田錦 60% 1800

+5.0 2.0 ¥3,000

五百万石・一般米 50% 1800ml

－ － ¥2,400

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

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

愛山 50% 1800ml

＋３．６ １．４ ¥3,200

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。

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。

天吹　BAHAMUT(ﾊﾞﾊﾑｰﾄ)　純米大吟醸

和歌山県
平和酒造

瀧自慢　純米大吟醸　銀

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。

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。

土蜘蛛　純米吟醸　生酒ＬＥＤ

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

澤屋まつもと　守破離　愛山　rissimo

篠峯　純米大吟醸　愛山　瓶燗火入れ

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。

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。

純米大吟醸

純米大吟醸

徳島県
本家松浦酒

造

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。

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。

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。

三重県
瀧自慢酒造

純米吟醸
にごり酒生

佐賀県
天吹酒造

三千盛　純米（大吟醸）　ドライ　超辛口

奈良県
千代酒造

紀土　純米吟醸　にごりさけ　生


