
美山錦 60% 1800ml

＋３．０ １．６ ¥2,400

常陸日本晴 70% １８００ｍｌ

＋１２．０ 2.0 ¥2,000

松山三井 60% １８００ｍｌ

+4.0 1.6 ¥2,350

山田錦・神の穂 ５０＋５５ 1800ml

＋６．０ １．１ ¥2,600

山田錦・夢一献 60% 1800ml

＋３．０ ２．１ ¥2,600

山田錦･吟吹雪 60% 1800ml

＋３．５ １．８ ¥2,500

五百万石・越いぶき 65% 1800ml

＋９．０ １．６ ¥2,000

出羽燦々 55% 1800ml

+3.0 1.6 ¥2,700

三重県
瀧自慢酒造

夏季限定商品。マイナス3℃のサーマルタンクに生で囲い、一度火入れして出荷。使用米、山田錦･吟吹雪で
豊かな味わいの中に夏らしい爽やかな酸味による後きれを表現しました。夏の田んぼで育ち始めた『若苗』の
ように爽やかで生き生きとした味わいをお楽しみ下さい。

特別純米

純米酒

瀧自慢　夏吟醸 吟醸酒

純米酒

百歳ならではの旨味を残した日本酒度＋１２の超辛口純米酒です。旨味を残しながらも後口に「カラ
クチ酒」を感じて頂けるお酒です。

爽やかで淡い純米酒。夏にぴったりの優しい飲み口で飲み飽きしません。ラベルは好評レト
ロ昭和ラベル。５月２４日くらい入荷予定です。

ほのかな旨味（甘味）と爽やかな酸が特徴的で夏の日本酒として最適な純米酒です。

スキッと爽快！夏の純米。単なる淡麗辛口で無く、程よい爽やかな酸味も有り食中酒にうってつけの
味わいに仕上がりました。

庭のうぐいす　特純　夏囲い
福岡県

山口合名

春先の１０辛を熟成させました。旨味がのったところで瓶燗火入れしました。程よい酸味が爽快で暑
い夏にガツンと冷やしてどうぞ。

百歳　超辛夏純米

特別純米

季節のオススメ酒
酒のきたむら

美丈夫　特別純米　夏酒

2018/5/18

爽やかに香り立つ吟醸の含み香と神の穂の特徴である柔らかな旨味が絶妙です。暑い夏にキリリと冷やして
頂くと赤目四十八滝の峡谷を吹き抜ける涼風を感じて頂けると存じます。

特別純米

純米酒
茨城県

吉久保酒造

高知県
濱川商店

滋賀県
喜多酒造

新潟県
松乃井酒造

場
凌駕　夏辛　純米

長野県
大澤醸造

明鏡止水　純米　日本の夏

喜楽長　特別純米　若苗（わかなえ）　夏酒

フモトヰ　夏純吟 純米吟醸
山形県

麓井酒造

細身でスマート、且つ柔らかさを併せ持つ酒質が得られる出羽燦々の特性を活かした夏向けの純米吟醸酒。
爽やかにお飲み頂けるフレッシュな香味を念頭に醸しました。

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



五百万石 65% 1800ml

¥2,600

北海道産吟風 50% 1800ml

+7.0 1.85 ¥3,000

東条町
特A山田錦 非公開 720ml

非公開 非公開 ¥1,800

雄町 55% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,400

山田錦 50% １８００ｍｌ

±０ ¥3,000

山田錦 50% ７２０ｍｌ

非公開 非公開 ¥5,000

滋賀産玉栄 60% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,500

特Ａ山田錦 35% 1800ml

＋２．５ １．３ ¥5,400

竜王産米 65% １８００ｍｌ

＋３．０ １．９ ¥3,000

ひとめぼれ 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．６ ¥2,720

唯々　夏色純米　特別純米二回火入れ
特別純米
夏仕様

滋賀県
竹内酒造

滋賀のお米にこだわり造られた限定流通シリーズの夏バージョンです。軽やかな飲み口と爽快感を演出する
適度な酸味
・暑い時にでもクイクイ飲みやすいアルコール度１５．０・唯々シリーズ唯一の２回火入で、後キレが良いお酒で
す。

みむろ杉　純米大吟醸　３５ 純米大吟醸
奈良県

今西酒造

サブタイトル『高橋活日命（たかはしいくひのみこと）に捧ぐ。』三輪に鎮座する酒造神。実在する最古の杜氏として活日命
神社に祭られ、全国の作り手から信仰されています。純大ですが香り系のお酒ではなく『穏やかな香り、フレッシュで米の
旨味広がるきれいなお酒』です。

九頭龍　夏しぼり　純米

松の司　生酛純米生原酒

宮城県
新澤醸造店

純米大吟醸

立夏過ぎに搾った「九頭龍 純米」原酒は、黒龍酒造の純米酒らしいほのかな米の旨味を残しながら、搾ったすぐの爽やかで瑞々しい味わい
と原酒のキリッとした飲み口が特長となっています。デザインも緑を基調とした初夏らしいイメージに仕上がりました。酒造り中、蔵人にも好
評だった「九頭龍 純米」のしぼりたて原酒を、今年の夏はキンキンに冷やして愉しんでみませんか。

グレープフルーツを想わせる爽やかな酸味と控えめな甘さが、夏の爽やかさと透明感を演出します。軽快な口当たりを感
じながらメロンやバナナを想わせる果実香が優しく広がり、フィニッシュはスパッと切れ、パッと消えていきます。

酔鯨　純米吟醸　なつくじら　酔鯨夏酒

『キラキラな酔い心地』の夏酒！原料米に『吟風』は北海道産。道内のみで栽培されています。近年酒米として
作付け量、評価ともに高まってきております。いつもの『酔鯨』より、よりドライに仕上がりました。又フレッシュな
香りにする為上槽後すぐに瓶詰め、低温直送しました。

高知県
酔鯨酒造

純米吟醸
原酒

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。

純米酒

夏･推奨　夏の燗！
鳳凰美田　燗　生もと仕込　純米吟醸

純米吟醸

福井県
黒龍酒造

醴泉　純米大吟醸　撥ね搾り（はねしぼり）

生酛純米
生原酒

滋賀県
松瀬酒造

岐阜県
玉泉堂酒造

鳳凰美田　純米大吟醸　５０ 純米大吟醸
栃木県

小林酒造

富山県南砺産山田錦を50%精米し醸した純米大吟醸です。メロンを思わせるような華やかで上品な香り、口当
たりがやわらかです。ほのかな甘味が広がります。

澤屋まつもと　Kocon（ここん） 清酒
京都市

松本酒造

アルコール度数１３度。いわゆる「低アル」ですが、松本らしい旨味を存分に楽しめるお酒です。暑いこの季節
に清酒は、ちょっと飲み疲れる時期ですが、「ココン」でシュワピチッとしてとても飲みやすく美味しいお酒です。
日本酒初心者の方、上級者の方、「松に古今の・・・・」あらゆる人に呑んで貰いたい。

醴泉シリーズにおいて最高峰の酒を目指して醸した純米大吟醸「醴泉正宗」の『初垂れ』『セメ』を合わせたお
酒です。上品な香りにしっかりとした味わいのあるお酒に仕上がりました。

ひと夏の恋　純米吟醸 純米吟醸

蔵付酵母・天然乳酸菌培養による生酛造りで醸されたお酒です。竜王町産米（環境こだわり農産物
認証）を100％使用した味わい豊かでキレのいい飲むほどに旨みが出てきます。



若水 60% 1800ml

＋６．９ １．５ ¥2,250

日本晴 60% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,000

美山錦 50% 1800ml

＋１３．０ １．４ ¥2,800

出羽の里 65% 1800ml

－５．０ ２．３ ¥2,540

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋１．６ 非公開 ¥2,700

山田穂 非公開 1800ml

非公開 非公開 ¥4,200

山田錦・八反錦 55% 1800ml

＋５．０ １．５ ¥2,800

国産米 55% １８００ｍｌ

－４．０ 2.0 ¥3,000

出羽燦々 60% 1800ml

＋１．０ １．３ ¥2,700

国産米 60% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,600

浅間山　夏　辛口純米

純米大吟醸

純米酒

山形県
楯の川酒造

純米ナマ酒
天吹　夏に恋する特別純米酒

生酒です！

群馬県
浅間酒造

”低アルコールでスッキリ爽快な辛口酒”を目指して醸造しました。控えめながら綺麗な香りが品よく感じられ、日本酒度は
「+12」ありますが、程よい辛さが心地よく、口当たりはまろやかで飲みやすいので、日本酒ビギナーの方にもおすすめした
い１品です。

柑橘系の香りと酸味をより一層意識し造られました。例年出荷の物よりもさらに辛口でスカッとドライ
に仕上がりました。

米鶴　夏純米　蛍ラベル

爽やかな香り。口当たりなめらかで、爽快な酸味と適度な苦味があと味を引き締めます。暑い季節に
ぴったりの軽快な純米酒です。

山形県
米鶴酒造

純米吟醸
無ろか生原酒玉川　アイスブレーカー

佐賀県
天吹酒造

仕込み水が軟水でやわらかい味わい。福岡県産の山田錦を花酵母で醸した夏限定の特別純米の生酒。辛口の酒質とほ
のかな香り、真夏にキンキンに冷やして食事と共に楽しめるお酒です。

楯野川　純米大吟醸　爽辛

夏と言えばアイスブレーカー！大人気のお酒が入荷しました！最も問い合わせの多い夏酒です。爽やかな香り、口に含
むと程よい米の旨味と繊細な酸が広がり清涼感のある味わいに仕上がってます。ガッツリ度数でロックで飲んでちょうどい
い。

広島県
相原酒造うごのつき　涼風　純米吟醸

暑い夏にすっきりと軽く飲める純米吟醸として、大吟醸と同様に手造りで低温発酵させて醸しました。できあ
がったお酒はパストライザー･クーラーによる加熱殺菌で瓶に詰め、３℃の部屋で貯蔵しています。キリリと冷
やしてお飲み下さい。

純米吟醸

赤武　Akabu　純米　夏霞 純米酒
岩手県

赤武酒造

爽やかな香りに優しい飲み口。オリが絡むと旨味と酸味が程よく広がります。変化を楽しめるお酒です。暑い夜にはグラス
に注ぎ氷を１個入れるとさらに優しい口あたりになります。

七田　夏純　一回火入れ
純米

一回火入れ
佐賀県

天山酒造

アルコール度数を14度台に加水調整させていますが原酒の旨味や酸味をしっかりとパワーアップさせ、スッキリとした中に
も『七田』らしさを感じさせる仕上がりとなっております。

土蜘蛛　純米吟醸　夏純吟
U2FP55　無濾過生原酒

純米吟醸
無濾過生原酒

徳島県
本家松浦酒

造

無濾過生原酒ならではのトロッと舌に絡む旨味と酸味のバランスの取れたお酒です。ふわっと鼻に抜ける果実実と静かに舌に残る旨味がお
酒の上品さを演出します。「UFP55」の意味は、「U2」は、英語の否定語「ｕｎ」を２回、「Ｆ］は、濾過を意味する『filterのF』、「P]は、低温殺菌を
意味する『PasteurizaitionのP』「５５」が、精米歩合です。『無濾過・無加水原酒５５％』の意味です。

澤屋まつもと　守破離　山田穂２０１５限定
品

純米大吟醸
２年熟成

京都市
松本酒造

2015年兵庫県産の山田穂を醸した日本酒です。山田穂は、山田錦の親にあたる品種で、幅のある旨味が特徴です。搾り後すぐに瓶詰めし
そのまま瓶燗、しぼりたてのガス感をそのまま封じ込めました。2年の歳月を充分に感じ、熟成香の一切無いナチュラルで穏やかな味わいに
なっています。

純米酒

京都府
木下酒造



国産米 50% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,700

美山錦・あきたこまち 45% 1800ml

＋１８．０ 非公開 ¥3,150

まっしぐら 55・60 1800ml

-2.0 1.3 ¥2,800

五百万石 50% 1800ml

ー ー ¥2,300

備前雄町 60% 1800ml

－５．０ １．８ ¥2,900

山田錦 50% １８００ｍｌ

＋３．０ １．５５ ¥5,000

夢錦 55% 1800ml

＋９．０ １．６ ¥3,394

東条山田錦 35% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥10,000

山田錦 60% 1800ml

＋５．０ 1.6 ¥2,500

山田錦 50% １８００ｍｌ

＋０．９ １．９ ¥2,500

奥播磨　純米吟醸　夏の芳醇超辛

高知県
アリサワ

兵庫県
下村酒造店

文佳人　夏　純吟

和歌山県
平和酒造

純米吟醸

梅乃宿
うめのやど

＜吟
ぎん

＞純米大吟醸
じゅんまいだいぎんじょう

　生
なま

酒
さけ

　白虎
びゃっこ

ラベル
純米大吟醸

生酒
奈良県

梅乃宿酒造

旨いですよ。このお酒。通常の火入れ酒の生バージョンでさらに味がのり爽やか!夏らしいお酒です。「山田錦」を50％ま
で磨いて醸した「吟」を、火入れせずに生のまま瓶詰めした、4月から9月の季節限定品です。華やかな上立ち香と、口に含
んだ瞬間に嬉しい驚きを感じるエレガントな味わいに仕上がっています。暑い季節にもお楽しみいただける日本酒です。

ビリッとした辛口ではなく、なめらかな味わい、口の中でパッとふくらみはせず、ゆるやかに流れる感じ、しかもその線は細
くはなくしっかり太い線で流れる。もちろん切れがよく、べたべたした感じは全くなし。夏にもしっかりした日本酒をというコン
セプト通りの味わいです。

知恵美人の柔らかな仕込み水と雄町米のふくよかな味わいがマッチング。初夏に飲んで頂きたいイメージより
アルコール度は15度台、日本酒度は-5甘味を引き締める酸は、１．８ありバランス良いお酒に仕上がりました。
初夏限定、今だけ数量限定のお酒です。

特別純米
無濾過生原酒

夏らしいさわやかな白い手ぬぐいの柄をイメージし、お酒のおばけが描かれたラベルが楽しい、夏にぴったりのすっきり飲
める純米吟醸酒。やや甘めながら、爽やかにすっきりと仕上げています。香りもおだやかで飲み飽きしない味わい。これか
らの蒸し暑い夏には、しっかりと冷やしてお楽しみいただきたい１本です。

Summer  Special　２０１８
三千盛　純米大吟醸　れいじょうドライ

純米大吟醸
岐阜県

三千盛酒造

甘く優雅な香りとときめき、ふりそそぐ旨味のきらめき、余韻を残さない切れの極み。味わい
が一新、夏に冴えわたるＤＲＹテイストとなりました。搾り後即火入れ、瓶詰め。

初亀　瓢月　大吟醸純米 純米大吟醸
静岡県

初亀醸造

初亀の地元岡部町はお茶の玉露の本場でそこのお茶室“瓢月亭”から名付けたのがこの純米大吟醸です。低温で貯蔵し
てから出荷するため、落ち着いた香りと味わいの深さと余韻が特徴です。流麗にきれいな旨味と気品のある一杯をお楽し
みいただけます。

城陽　徳次郎　夏純米 純米酒
京都府

城陽酒造

暑い夏にさっぱりスッキリ飲めるお酒です。「山田錦」の芳醇な香りが香り立ちます。 まろやかで豊かな旨味と
柔らかな酸味がとてもバランス良く仕上がっています。田舎のあぜ道の夏らしいラベル。今年も入荷しました。
去年を上回る旨さ！『絶対買いの一本です。』

鳳凰美田　大吟醸原酒　別誂至高 大吟醸原酒
栃木県

小林酒造

豊かな吟醸香とスッパッと切れる切れ味。日本酒を飲んだことのない方にも飲んで頂きたい。兵庫県西脇産山田錦を贅沢に35%まで磨き雫
絞りを斗瓶で取り分け貯蔵された極上の逸品。鳳凰美田の大吟醸の中でもトップクラスの贅沢品。鑑評会（コンテスト）出品するお酒と同じ仕
込みが商品化。

軽やかでシャープな酸と旨味、「紀土」らしい口当たりの優しさが特徴です。夏を乗り切るのでは無く、
夏と楽しくつきあう酒を目指しました。

大分県
中野酒造

吟醸

ちえびじん　備前雄町　特別純米　無濾過生原
酒

～キンキンに冷やして軽快且つ爽やかに～をうたい文句に、暑い夏にも日本酒を楽しんでいただき
たいとの想いから夏限定・低アル酒。（アルコール度14度）数量限定品です。早めの完売が予想さ
れます。

青森県
八戸酒造

紀土　夏ノ疾風　純米吟醸

陸奥八仙　夏吟醸

純米吟醸
生

純米吟醸


