
美山錦 60% １８００ｍｌ

＋１．０ １．７ ¥2,650

五百万石・ゆきの
精

山田錦・トドロキワ
55% 1800ml

±０ １．５ ¥3,400

山田錦・夢一献 50% 1800ml

－１６ ２．０ ¥3,000

山田錦 60% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,900

五百万石 60% 1800ml

＋１３．０ ２．２ ¥3,000

山田錦 50% １８００ｍｌ

－２ 1.5 ¥3,400

県産米 60% １８００ｍｌ

＋１．０ ２．４ ¥2,800

五百万石 50% 1800ml

ー ー ¥2,300

望bo:　特別純米　美山錦
特別純米

無濾過原酒
栃木県

外池酒造店

大人しい含み香で、味はやや淡麗、クリアでシャープな飲み口と純米酒らしいスッキリした酸にほのかな苦味が
続きます。料理を選ばないお酒で飲み飽きしない食中酒に仕上がっています。

穏やかな香りとやわらかで力強い酸、口中にググッと広がる米の旨味と豊かなコク、それでいてシャープな斬れ味の「青乃鬼斬」は､飲めば飲
むほど､盃を重ねるごとに旨さを増していきます｡今までの春鹿にはない斬新な味とラベルが特徴の、濃醇辛口生原酒です。またひとつ進化し
た春鹿の酒をどうぞお確かめください。ロックもお試し下さい。

春鹿　生酛純米超辛口生原酒　「青乃鬼斬」
生酛純米

超辛口生原酒

奈良県
今西清兵衛

商店

庭のうぐいす　純米吟醸　いなびかり

甘くジューシーでありながら、後味がスッキリ、キレの良さが身上です。「いなびかり」というと荒々しいイメージですが、早苗
が、稲へと育つ時期に『雷』が多く発生する年は、豊作になる昔から信じられて五穀豊穣を祈願し命名されました。「夏酒」と
『ひやおろし』のほんの一瞬イナビカリのような瞬時商品です。

純米吟醸

季節のオススメ酒
酒のきたむら

2018/7/20

福岡県
山口合名

裏　ちえびじん　うすにごり
(番外編)　夏バージョン

チャレンジ酒として毎年、酵母や仕込みを変えて造っています。香り、甘味がありながらも食中酒として呑み続けることがで
きるお酒をコンセプトに造られました。番外編として毎年進化していくお酒です。夏酒としてうすにごり（微発泡）のお酒となり
ます。

純米吟醸 生
大分県

中野酒造

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。

純米吟醸

上喜元 純米規格　白明かり　白麹仕込み
生

純米規格
本生

山形県
酒田酒造

上喜元として初挑戦となる、白麹を一部に使用した純米規格の「白明かり」。白麹由来の爽やかな酸
味と、米本来の甘みを上喜元流に仕上げました。これからの暑い季節にキンキンに冷やしてお召し上
がりください。

楯野川　純米大吟醸　直汲み＜生　夏熟＞
限定流通品

純米大吟醸
直汲み生

山形県
楯の川酒造

29BYの山田錦50%で仕込んだもろみを上槽後、一切手を加えずそのまま瓶詰めした生酒を、2月に瓶
詰めしてから夏までの間蔵の冷蔵庫でじっくりと熟成させ、味が乗った状態で出荷されます。

和歌山県
平和酒造紀土　夏ノ疾風　純米吟醸

八海山　特別純米原酒　1年熟成 特別純米原酒
新潟県

八海醸造

2017年に製造された「八海山　特別純米　生詰原酒」を蔵内の氷点下冷蔵庫で丸一年間冷蔵貯蔵した限定品
です。原酒の貯蔵による変化を楽しんでいただくために、特別に貯蔵した今回限りの限定商品となります。フ
レッシュな味わいや生まれたての荒々しさがとれ、円熟したまろやかさは、発売当初では味わえない、貯蔵原
酒の新しい一面をお楽しみいただけます。

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



改良雄町 55% 1800ml

＋８．０ １．６ ¥2,839

雄町 80% １８００ｍｌ

＋４．０ １．４ ¥3,000

結の香 35% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥10,000

 国産 酒造用米 60% 1800ml

－１．９ １．７ ¥2,400

オオセト 70% １８００ｍｌ

－２０ ５．０ ¥2,400

山田錦他 40%・50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

朝日 60% １８００ｍｌ

＋４．０ １．８ ¥2,500

北海道吟風 50% 1800ml

＋４．０ １．４ ¥2,960

秋津山田錦・千本錦 ３５＊４０ 720ml

＋３．５ １．４ ¥5,000

山田錦 45% 1800ml

＋２ １．４ ¥4,200

京都市
齋藤酒造

出来上がった新酒を火入れや加水をせずにそのまま瓶詰めした生原酒です。米の旨味がしっかりと
した、味わい深い一本です。少し度数が高く、呑み応えがしっかりとした生原酒です。ぜひ夏の味覚と
一緒にお楽しみ下さい。

広島県
相原酒造

48

大吟醸

瀧自慢　純米吟醸　吟風５０ 純米吟醸

山口県
澄川酒造場

三重県
瀧自慢酒造

北海道産の酒造好適米「吟風」の力強い味わいと風味、そのものの味わいをお楽しみいただけるお酒です。余
韻は長い方ですが、飲み疲れしないすっきりとした切れ味のお酒です。

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。

東洋美人　純米大吟醸規格のお酒です。華やかな吟醸香と優しい旨味。東洋美人らしい旨味のしっ
かりとしたお酒になりました。人気の『東洋美人　山田錦』です。

川鶴　純米吟醸　朝日

雨後の月　大吟醸　金賞受賞酒

三重県
瀧自慢酒造瀧自慢　純米大吟醸　銀 純米大吟醸

島根県
富士酒造

東洋美人　IPPO　純米大吟醸規格
　山田錦

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

島根県が昭和35年に島根の風土気候にあった雄町を品種改良にて開発。どっしりしっかりとした力強い味わい
のお酒です。華やかさとは違った旨味のお酒で食事を選ばない万能なお酒です。この季節限定の生原酒で
す。

純米大吟醸
規格

純米吟醸
無濾過生原酒

出雲富士　純米吟醸　無濾過生縁酒

29BYのチャレンジ酒。瀬戸内産『朝日米』を全量使用し、原料米の個性を最大限に引き出し、瀬戸内の食材をイメージし
『食中酒』として芳醇旨口でキレの良い酒を造りました。

川鶴　純米雄町　８０
純米酒

低精白８０
香川県

川鶴酒造

環境に優しい農家『まめ農園』産雄町100％使用。低精白８０％でじっくり低温で丁寧に醸した純米酒です。味わいは、ふく
よかにして切れ味をシャープに表現し、低温貯蔵で瓶囲いし適度に熟成感を持たせました。川鶴らしいスッキリさとふんわ
り優しい旨味が楽しめます。

純米吟醸
一回火入れ

香川県
川鶴酒造

赤
あか

武
ぶ

　Akabu　純米
じゅんまい

大
だい

吟醸
ぎんじょう

　極上ノ斬
ごくじょうのきれ

純米大吟醸
岩手県

赤武酒造

結の香35%精米を使用。一回火入れの斗瓶取りを氷温熟成しています。出荷本数はごくわずか。AKABUが目指す心地よい
旨味と究極のキレを表現しています。７２０ｍｌ　５０００円もございます。

川鶴　くらうでぃ
本醸造7度
にごりさけ

香川県
川鶴酒造

あまずっぱくてくりーみ〜！香川のソウルフード骨付鳥と相性抜。通常の麹の３倍使用、「白麹」、低アルコール（6%）
での甘みとコクと酸味のバランスをとりました。とてもにクリーミーで甘みと酸みの相性も抜群。アルコールを感じない呑み
やすさ。「骨付鳥」をかぶりつきながらロックで呑むのがベスト！

【季節限定】英勲 純米原酒 生
純米原酒

生



山田錦 40% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,500

720/1800ml

1500・3000円

山田錦 － 1800ml

－ － ¥20,000

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

好適米 65% 1800ml

¥2,700

佐香錦 60% 1800ml

＋６．０ １．８ ¥2,839

1800ml

¥2,780

南砺産五百万石 60% 1800ml

４．０ １．６ ¥2,200

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。

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。

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。

特別純米原酒

伝心　稲　純米生酒　夏限定

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

島根県
富士酒造

秋田県
栗林酒造店

純米酒 富山県
高澤酒造場

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。

「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。

新潟県
八海醸造

荒磯　曙　【大漁旗】　純米酒

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

出雲富士　夏雲NATSUMO　特別純米　本生原
酒

純米大吟醸
3年熟成

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。

京都市
松本酒造

春霞　夏純吟　田んぼラベル

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。

山形県
米鶴酒造

特純
生原酒

純米酒

純米吟醸

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。

米鶴　ピンクのかっぱ　純米酒

八海山　特別純米原酒　夏季限定

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。

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

薩州　赤兎馬　玉茜

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。



山田錦・神の穂 ５０＋５５ 1800ml

＋６．０ １．１ ¥2,600

山田錦･吟吹雪 60% 1800ml

＋３．５ １．８ ¥2,500

山田錦 50% １８００ｍｌ

±０ ¥3,000

山田錦 50% ７２０ｍｌ

非公開 非公開 ¥5,000

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

山田穂 非公開 1800ml

非公開 非公開 ¥4,200

国産米 55% １８００ｍｌ

－４．０ 2.0 ¥3,000

山田錦 50% １８００ｍｌ

＋３．０ １．５５ ¥5,000

玉川　アイスブレーカー

松の司　生酛純米生原酒

純米大吟醸

三重県
瀧自慢酒造

醴泉　純米大吟醸　撥ね搾り（はねしぼり）

生酛純米
生原酒

岐阜県
玉泉堂酒造

特別純米

瀧自慢　夏吟醸 吟醸酒

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。

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

滋賀県
喜多酒造

純米吟醸
無ろか生原酒

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。

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。

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

初亀　瓢月　大吟醸純米 純米大吟醸

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。

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

喜楽長　特別純米　若苗（わかなえ）　夏酒

京都府
木下酒造

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。

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。

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。

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。



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

山田錦 60% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ３０００円

愛山 45% 1800

非公開 非公開 ¥6,000

富山県産山田錦 40% 1800ml

＋３．０ １．３ ¥5,554

越の雫、酒造用水稲うるち米 70% １８００ｍｌ

＋１１ １．２ ¥2,091

秋田酒こまち 60% １８００ｍｌ

-5.0 ２．２ ¥2,700

強力 71% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,800

西都の雫 50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

作　槐山一滴水　純米大吟醸

一本義　辛口純米酒 純米酒

低アルコール原酒

純米大吟醸

今回限りの特別限定酒。鳥取県産強力がたまたま入手できたので「杜氏」が是非造りたいとの思いで仕込まれました。又折角の機
会なので今回の仕込みに限り『協会1号酵母』を使用し、『米･酵母』と初物づくしで造りました。早飲みできる酒をコンセプトに穏やかながら品
のある香り、やや甘め･酸もやや高めで『玉川』にしては呑みやすいお酒となりました。

福井県
一本義久保本店

みむろ杉　Ｄｉｏ Abita(低アル)
（ﾃﾞｨｵ･ｱﾋﾞｰﾀ＝神宿る）

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。兵庫・愛山を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。

三重県
清水清三郎

商店

辛口にこだわる一本義の中で、最も辛口なお酒です。クリアな舌ざわりとスッキリ軽快な口中感、そして穏やか
な旨苦味で喉の奥に引き締まるキレ。冷やして良し、燗をつけてなお良し、一本義最強の辛口酒をお楽しみく
ださい。

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。

東洋美人　ippo（一歩）　西都の雫
純米大吟醸規

格
山口県

澄川酒造場

城陽　徳次郎　夏純米

羽根屋　大吟醸　越中山田錦４０
限定生

大吟醸生
富山県

富美菊酒
造

富山県で収穫された山田錦を40％まで磨いて醸した大吟醸。しぼりたてのフレッシュな美味しさを生のまま非
加熱瓶詰め。優雅にして大胆。

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。』

山廃純米
無濾過生原酒

京都府
木下酒造

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

玉川　自然仕込　特別純米酒
強力　　無濾過生原酒

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

奈良県
今西酒造

気温が高くなり、無濾過生原酒のボリューム感に若干疲れの出てくる時期にガバガバ飲めるヤバイお酒を造りました。一回
火入れの無濾過原酒13度です。和洋問わず色んなシチュエーションで飲んで頂けるお酒です。香りはフレッシュでラムネ様
の吟醸香。果実のようなジューシーさ、ふくよかな甘味と旨味です。『酒のきたむら　スタッフ大絶賛』のお酒です。

あざくら　りんごちゃん<生>
秋田県

阿桜酒造

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。

純米酒
京都府

城陽酒造

低アルコールながら原酒のしっかりとしたジューシーな旨味。白ワインのような酸が心地いい低アルコール原酒。酵母をNo.77へ変更し、リン

ゴ酸がしっかりとした輪郭のあるお酒に仕上がりました。　　人気商品です。お早めにどうぞ。

純米
低アルコール

山口県が生んだ酒造好適米「西都の雫」を使用した純米大吟醸。「西都の雫」は、幻の米「穀良都 (こくりょうみ
やこ)」と、「西海222号(親は山田錦)」を交配して生まれました。マスカットのような甘酸っぱくシャープな香り。果
実のようなジューシーで濃厚な味わいの中に、ピリッとした辛みも感じるお酒です。


