
まなむすめ 65% 1800ml

±０ １．３ ¥2,400

国産米 50% 1800ml

±０ ¥2,800

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋８．０ １．５ ¥2,600

長野産ひとごこち 55% 1800ml

＋５．０ １．４ ¥2,500

酒造好適米 50% 1800ml

＋４．０ １．５ ３０００円

秋津山田錦・千本錦 ３５＊４０ 720ml

＋３．５ １．４ ¥5,000

華吹雪・まっしぐら 55・60 1800ml

－１５ ３．０ ¥2,800

山田錦　美山錦 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．４ ¥2,700

陸奥八仙　ワイン酵母「Ｖ１１１６」 純米吟醸
青森県

八戸酒造

デンマークのフレッシュな白ワインで用いられるワイン酵母で仕込む。爽やかな酸を特徴に、低アル
コールでスッキリ軽やかに仕上げました。

益荒男　純米吟醸生貯　夏の酒 純米吟醸
石川県

鹿野酒造

柔らかな香りでスッキリとした飲み口喉ごし爽やか！ただただスッキリしているのではなく益
荒男らしい旨味も感じられる『益荒男流夏酒』

広島県
相原酒造

浦霞　純米　夏酒

高知県
（株）アリサワ

宮城県
佐浦

純米吟醸
生原酒

純米生酒

地元、三重県産山田錦を６０％精米し、三重酵母を使用。高グルコアミラ－ゼ活性の麹菌を使用して、旨味を持ちながら、辛口タイプに仕上
げ『食中酒』ど真ん中を狙った味わいです。

山形県
楯の川酒造

暑い夏にもクールに楽しめる日本酒。穏やかな香りがあり純大らしい優しい口当たり。心地良い酸味で口の中
で柔らかく切れていきます。

季節のオススメ酒
酒のきたむら

純米大吟醸たてにゃん　純米大吟醸　Vol.６

第2弾！微発泡で登場！すっきりサッパリ、今年の夏に美味しいお酒が出来ました。よーく冷やして、お好みで
氷を浮かべてロックで。かわいい「お酒のお化け」と共に夏の一夜を楽しく、涼しく。

三重県
瀧自慢酒造

文佳人　夏　純米吟醸　うすにごり　生

明鏡止水　酒門　純米吟醸　ALLNAGANO
長野県

大澤醸造
純米吟醸

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。夏の爽やかなラベルのように
バランス良くすっきりとしたお酒になっております。750本限定

瀧自慢　純米限定★旨辛　ＰＲＯＵＤ
生

2018/6/21

　爽やかで軽快な甘みと米の旨味が感じられる、夏にぴったりの味わいです。

大吟醸雨後の月　大吟醸　金賞受賞酒

平成2８年度全国新酒鑑評会金賞受賞。千本錦らしい上品な柔らかさに加えて、山田錦の骨格も感じ
られ大吟醸の華やかな香りと旨味を持った旨味がじわりと広がります。蔵出し限定1800本

純米夏酒

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 60% 1800ml

＋５．６ １．７ ３０００円

山田錦・ひたち錦 ４０／６５ １８００ｍｌ

－２．０ １．５ ¥2,500

山田錦 45% 1800ml

＋２ １．４ ¥4,200

しずく媛 60% １８００ｍｌ

＋４．０ １．６ ¥2,750

山田錦 40% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,500

五百万石 60% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,800

720/1800ml

1500・3000円

特A地区山田錦 50% 1800ml

＋４．０ １．４ ¥3,000

夢一献 60% 1800ml

＋６ １．８ ¥2,500

山田錦 － 1800ml

－ － ¥20,000

武勇　特別純米　夏　無濾過原酒
特別純米

無濾過原酒
茨城県
武勇

爽やかな呑み心地の夏酒です。原料米に山田錦40％の麹米、掛け米に地元茨城のひたち錦６５％を
使用しました。15度台の原酒を無濾過で仕上げました。

新規取り扱い

望bo:　特別純米　五百万石
特別純米

無濾過原酒
栃木県

外池酒造店

全量栃木産の五百万石使用。低温でじっくり醸した特別純米。バナナ、マスカットを想わせる優しい香り、まる味のある口当
たりに爽快感のある後味がこの時期ぴったりなフレッシュなお酒です。SAKE　COMPE・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾜｲﾝﾁｬﾚﾝｼﾞなど受賞常
連。

加茂錦　荷札酒　純米大吟醸
山田錦４０　瓶燗火入れ

純米大吟醸
新潟県

加茂錦酒造

濃醇でふくよかな山田錦米を瓶燗火入れでナチュラルに表現しました。華やかな吟醸香で滑らかに舌を通り甘
やかでボディの有る旨味とスッキリ綺麗な喉ごしです。

三重県
瀧自慢酒造瀧自慢　純米大吟醸　銀 純米大吟醸

滋賀県
福井弥平商

店

年に一回だけの限定出荷。大吟醸、中でも全国新酒鑑評会に出品する大吟醸は、杜氏の勝負酒として、匠の技で果実を
思わせる香りと絹のようななめらかな別格の味わいを生み出します。この仕込みに先立ち同じ手法で醸した出品大吟醸の
習作です。封を開けた瞬間から立ちこめる芳醇な香り、濃厚でありながら上品でスッキリ楽しめる吟醸酒です。

澤屋まつもと　守破離　“原料に勝る技術無し”
兵庫県東条産特上山田錦２０１４限定品

京都市
松本酒造

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。

一つのタンクから春『澱がらみ生』夏『瓶火入れ加水』秋『瓶火入れ原酒』冬『加水熟生』と季節を変えて出荷さ
れる限定のお酒、夏バージョンです。柔らかく味のあるお酒です。

男性的な力強い味わいとスパッと切れる爽快な切れ味のお酒です。しっかりとした味わいで余韻を楽しめるお酒です。軽や
か且つ涼しげな味わいが特長です。刺身から、天ぷら･フライなど（揚げ物）まで、良く合う酒だと想います。

純米大吟醸
3年熟成

兵庫県東条秋津地区。ここは、別格最上級の山田錦を半世紀以上栽培し続けている特級地域です。秋津地区の最上流部、『西戸1561番2
号』にある田んぼに育った2014年産の特上山田錦を2015年3月12日、日本酒に醸しました。口の中に溶けていくような繊細な透明感とエネル
ギーあふれる旨味舌と喉を心地良く刺激する酸味、甘味と香りを抑えsimpleでいて静と動一体となった味わい。

吟醸酒

蜻蛉　純米うすにごり酒(青とんぼ）

伊予賀儀屋　清涼純米　天正の涙
愛媛県

成龍酒造純米酒

岐阜県
玉泉堂酒造

福岡県
若波酒造

べたべた甘すぎない切れ味最高の純米にごり酒。夏にぴったり青とんぼ。夏のスタミナ料理や油物のお料理も
すっきり洗い流してくれます。夏こそキンキンに冷やしてどうぞ。

純米吟醸

純米
にごり酒

萩乃露　純米吟醸　エチュード２０１８

醴泉　夏吟　吟醸

新商品　「謳歌」　いも焼酎

黒木本店が手掛けている「甦る大地の会」で生産したタマアカネ、麹米には宮崎県産のヒノヒカリを黒麹で仕込んでおります。謳歌という喜び
を分かち合うという意味合いの言葉が示す通り温暖な宮崎の気候を表しているような華やかで豊かな香りと味わいは飲んだ人やその空間を
明るく陽気な気分に変えてくれるような焼酎になって欲しい命名されました。春夏の季節限定焼酎として発売されます。

原材料芋（玉茜）・米麹（ヒノヒカリ）
アルコール度 25度

宮崎県
黒木本店



蔵の華 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．８ ¥2,700

五百万石 60% 1800ml

¥3,148

山田錦・酒こまち 55% 1800ml

＋４．０ １．８ ¥2,900

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．８ ¥2,700

秋田酒こまち・ぎんさん
５５％・６

０％
１８００ｍｌ

＋６．５ １．５ ¥2,400

山田錦・八反錦 50%/60% １８００ｍｌ

＋６．０ １．５ ¥2,800

越の雫 65% １８００ｍｌ

¥2,700

美郷錦 55% 1800ml

＋１０．０ １．５ ¥2,800

五百万石・ゆきの
精

山田錦・トドロキワ
55% 1800ml

＋１．０ １．５ ¥3,091

常陸日本晴 70% １８００ｍｌ

＋１２．０ 2.0 ¥2,000

~power the taste~

川鶴　”Light" 純米吟醸
純米吟醸

一回火入れ
香川県

川鶴酒造

特別純米原酒

『料理の味わいを引き立たせる』をコンセプトに軽やかなアルコール感と酸味,程よい米味を楽しめる酒質を目指した純米吟
醸です。暑い夏の季節、適度に冷やしてお楽しみ下さい。

新潟県
八海醸造

純米酒

伝心　稲　純米生酒　夏限定 純米生
福井県

一本義久保酒造

奥越前でのみ栽培されている酒米「越の雫」を全量使用。この米は2003年にＪＡテラル越前によって新品種登録され、現在
も年間1,000俵程度しか栽培されていない希少な品種です。　この米によって醸された「伝心 稲」は、たわわに実った稲穂
がやさしく風にそよぐ風景を想像させるような、「ふんわりと優しく、なめらかな口あたり、ふくよかな味わい」のお酒になりま
した。

しぼりたて生酒です。年中酒造りをしている四季醸造の蔵だからできるこの時期の『しぼりたて生酒』。暑い夏
向きにすっきりとした爽やかな味わいに仕上げました。

秋田県
栗林酒造店

まんさくの花　吟醸原酒　かち割りまんさく

ゆきの美人　夏吟醸　しぼりたて生

春霞　夏純吟　田んぼラベル

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。

宮城県
山和酒造

宮城県産『蔵の華』と「宮城マイ酵母」の組み合わせで仕込みました。山和らしい爽やかな香りと米の
綺麗な旨味のバランス良い夏酒となりました。夏限定品　入荷数限定のため品切れの際はご容赦
下さい。

特別純米
中取り原酒

秋田県
秋田醸造

秋田県
日の丸酒造

吟醸原酒

暑い夏の日によく冷してお召し上がりいただくことを想定して冷やしても深い味わいと清涼感のある香りを お楽
しみいただけるよう品質設計をした日本酒です。まずはビールという発想をかえて、「渇いたのどに冷たい日本
酒」という楽しみ方を提案いたします。

羽根屋　夏純吟　生酒

夏のマリンブルーの海に抱かれたような透明感と淡く広がる優しい余韻、突き抜ける青空のようにクリアな後
口。

富山県
富美菊酒造

旨辛口の原酒は、グラスに注いだ最初は濃い味。夏の暑さで少しずつ氷が溶けても最後まで美味しくいただけ
るように作りました。氷が溶けるごとに、少しずつ口の中に旨味や柔らかみが広がります。アルコール度数19度

茨城県
吉久保酒造

純米吟醸
生酒

純米吟醸
生

綺麗な旨味、軽やかな酸、冷やして爽やかにいただける食中酒です。秋田産『美郷錦』を１００％使用。地元秋
田の初夏の風景、田植え直後の田んぼをイメージしました。このお酒、本当にウマイです。

山和　特別純米中取り原酒　Rock

純米吟醸

百歳　超辛夏純米

八海山　特別純米原酒　夏季限定

みむろ杉　夏純 純米酒
奈良県

今西酒造

口当たりはフレッシュ、程よい旨味が広がった後、スッキリ切れていく爽快かあふれる夏限定純米酒
です。ラベルもサイコー!



ひとごこち 59% １８００ｍｌ

＋６．０ １．２ ¥2,200

好適米 65% 1800ml

¥2,700

赤磐雄町 60% 1800

＋６．５ １．９ ¥2,800

1800ml

¥3,000

佐香錦 60% 1800ml

＋６．０ １．８ ¥2,839

山田錦 40% ７２０ｍｌ

＋５．０ １．３ ¥3,300

吟の夢 55% １８００ｍｌ

¥3,100

1800ml

¥2,780

南砺産五百万石 60% 1800ml

４．０ １．６ ¥2,200

山田錦・神の穂 ５０＋５５ 1800ml

＋６．０ １．１ ¥2,600

純米酒 富山県
高澤酒造場

「The日本酒として、あまり気取らずぐいぐいと勢いよく愉しんでもらえるような、そんな日本酒です。
切れ味があって様々な肴によく合い、決して飲み飽きしない純米酒です。」全体のバランスが良く、
ほのかな旨みを感じさせながらも、キレの良い後口すっきりタイプです。

赤色酵母を使ったピンク色の純米酒です。米の旨味をパンチの効いた酸味が引き締め味わいスッキ
リ。アルコール分は、体に優しい10％。やや甘口のお酒です。

いかにも『和和和』らしい華やかな香りと軽やかな飲み口。後切れもスカッと切れてフルーティー感がふんわり
残ります。夏の暑い季節に抜群の相性のお酒です。爽やか系のお酒です。

三重県
瀧自慢酒造

荒磯　曙　【大漁旗】　純米酒

和のリキュール
和歌山県
平和酒造

吟醸酒

奈良県
千代酒造

純米吟醸生
うすにごり発泡酒

和和和　夏　吟醸　ひとごこち

出雲富士　夏雲NATSUMO　特別純米　本生原
酒

瀧自慢　夏吟醸 吟醸酒

夏のスタミナ料理と合わせて元気よくお酒を飲んで頂きたく生原酒で造りました。ガツンとしっかりとし
た甘味と果実香。旨味の固まりがドンとくるお酒です。ロックも旨い。

山形県
米鶴酒造

瓶内二次発酵により発泡した薄にごりのお酒です。爽快な味わいで、キリッとはじける飲み口。食欲
をそそる、ほど良い酸味と苦みは、これからの季節にぴったりのお酒です。

特純
生原酒

純米酒米鶴　ピンクのかっぱ　純米酒

篠峯　夏凛　無濾過生原酒　雄町
純米吟醸

長野県
古屋酒造場

上槽日に全て瓶詰め、氷温瓶貯蔵のお酒です。チリチリした微発泡もしっかりと楽しめるお酒です。夏酒ですが
薄い酒で無く旨味があり味わいはしっかり、無濾過生原酒でアルコール度１５度台と軽快感も持ち合わせてい
ます。

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。

鶴梅　夏みかん 夏蜜柑（和歌山産）日本酒・果糖液糖
甘夏（甘夏）・檸檬（和歌山産）

しらぎく　吟の夢　微発泡　純米吟醸　生

純米吟醸
無濾過生原酒

夏らしい爽やかな酸味と和歌山の太陽の恵みをしっかりと感じて頂けるお酒です。ロックなどでお楽し
み頂く事をオススメします。５月より８月までの限定出荷（メーカー売り切れ次第終わりです）

島根県
富士酒造

高知県
仙頭酒造場

薩州　赤兎馬　玉茜
原材料芋（玉茜）黄金千貫・米麹

アルコール度 25度

原料芋に希少品種のタマアカネを使用した玉茜（タマアカネ）仕込み 赤兎馬です。厳選された良質のさつまいも「黄金千
貫」と「玉茜」を使用し、鹿児島特有のシラス台地で天然ろ過 された仕込み水で醸されます。華やかな香りでフルーティーな
味わいです。

庭のうぐいす　大吟醸　心（こころ） 大吟醸
福岡県

山口合名

「最高の酒を造りたい」という杜氏の想いを形にした逸品。フレッシュさを追い求め、すっきりしたなか
にも上品な膨らみがあり、香り・味ともに洗練された大吟醸です。



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

北海道産吟風 50% 1800ml

+7.0 1.85 ¥3,000

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

日本晴 60% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,000

美山錦 50% 1800ml

＋１３．０ １．４ ¥2,800

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

松の司　生酛純米生原酒

凌駕　夏辛　純米
新潟県

松乃井酒造
場

純米酒

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。

山形県
楯の川酒造

特別純米

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。

純米大吟醸

”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。

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。

純米大吟醸

高知県
酔鯨酒造

純米吟醸
原酒

滋賀県
喜多酒造

醴泉　純米大吟醸　撥ね搾り（はねしぼり）

生酛純米
生原酒

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。

滋賀県
松瀬酒造

玉川　アイスブレーカー
純米吟醸

無ろか生原酒

岐阜県
玉泉堂酒造

『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。

楯野川　純米大吟醸　爽辛

酔鯨　純米吟醸　なつくじら　酔鯨夏酒

喜楽長　特別純米　若苗（わかなえ）　夏酒

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。

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。

純米大吟醸
栃木県

小林酒造

京都府
木下酒造

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。

鳳凰美田　純米大吟醸　５０

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。


