
雄町 65% 1800ml

＋７．０ ２．０ ¥2,000

豊錦 60% 1800ml

＋１．０ １．８ ¥2,500

山田錦 50% １８００ｍｌ

¥3,639

雄町 50% １８００ｍｌ

¥3,639

美郷錦 38% １８００ｍｌ

±0 １．４ ¥5,000

雄町 55% １８００ｍｌ

＋２．０ １３ ３０００円

まなむすめ 65% １８００ｍｌ

＋１．０ １．７ ¥2,660

裏★阿櫻　FALLラベル　大吟醸無濾過原
酒

大吟醸
無濾過原酒

秋田県
阿櫻酒造

鑑評会向け出品酒の繊細な造り、美郷錦の旨味とほのかな甘味、上品な香り、酸のキレ、秋
の味覚をさらに美味しく、楽しくするお酒です。限定品

醸し人九平次　純米大吟醸　火と月の間に 純米大吟醸
愛知県

萬乗醸造

燗という字を眺めていると 「寒さの厳しい月の輝く冬の夜、あまりの冷たさに思わずお酒を温めてしまった」 そ
んな情景が目に浮かんできます。日本酒を温めるという楽しみ方、醸し人九平次でぜひお試しください。秋～冬
季にかけてのみの販売

厳寒期に仕込んだ純米酒を火入れ貯蔵し、ひと夏を越し程よく熟成させ、古来より最も美味しいといわれる時
期のお酒を加熱処理せず｢ひや｣のまま瓶詰めしたお酒で蔵出しそのままのうまさが特徴です。

宮城県
佐浦

浦霞　純米酒ひやおろし
純米酒

ひやおろし

醸し人九平次　純米大吟醸　火と月の間に

★★価格改定のお知らせ★★
10月1日より

都美人　山廃純米　超辛口　1.8Ｌ　２５２０円
11月１日より

きろく　1.8L　2227円　720ml　１１５５円　中々　18L　２０４５円　720ml　１０５０円
改定されます。

メーカー様より価格改定の連絡
がありました。

2018/9/25

季節のオススメ酒
酒のきたむら

山田･雄町とも50%以上の精米歩合で、規格は、純米大吟醸です。純米大吟を温めるという楽しみ方をご提案致
します。年に一度の限定出荷酒です。勿論、冷やでも飲んで頂けます。温度を上げる行為ゆえアルコール度数
は、押さえてあります。他のアイテムより熟度を速めております。

愛知県
萬乗醸造

純米大吟醸

岡山県産『直捲農法』で栽培された『雄町』１００％使用。古代の米造りに近い農法で苗代の工程を経ず水を
張った田に直接植え付ける方法で、足腰のしっかりとしたミネラル、ビタミン類の多い美味しい米になるそうで
す。そのお米を使いフルーティーで華やかさの程よい甘い香りと味わいのお酒になりました。

土蜘蛛　純米吟醸　雄町　秋あがり 純米吟醸
徳島県

本家松浦酒
造

堀米　特別純米　秋上り 特別純米
岩手県

高橋酒造店

純米らしい飲み応えがありながら、後味がスッキリとした味わいです。自家生産トヨニシキを百パーセ
ント使用した特別純米酒です。

智仁武勇　酵母無添加生もと
無濾過生原酒　雄町

純米仕込み
茨城県
武勇

「ちちんぷいぷい」家光の幼少の頃、春日局が、家光をあやす時に云った言葉が、『智仁武勇』それが庶民に
広がり『ちちんぷいぷい』となったおまじないの語源です。（諸説あり）酵母無添加で自然に発酵。美味しいお酒
になりますよう「ちちんぷいぷい」。

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・五百万石 58% 1800ml

－２．０ １．７ ¥2,862

五百万石・:日本晴 65% １８００ｍｌ

－２．０ ２．１ ¥2,300

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．９ ¥3,000

吟の精・山田錦 55% 1800ml

＋４．０ １．４ ¥2,600

五百万石・山田錦 60% １８００ｍｌ

+2.0 ¥2,700

越の雫 65% １８００ｍｌ

¥2,600

八反 50% 1800

＋１．５ １．５ ¥3,200

千本錦 50% １８００ｍｌ

＋２．０ １．５ ¥3,200

松山三井 60% 1800ml

＋４．０ １．４ ¥2,750

山田錦・吟吹雪 60% １８００ｍｌ

＋２．７ １．７ ¥2,500

新酒を一夏熟成させ程よく熟成し、味が乗ってきたこの時期に出荷。「武勇」の特徴である深いコクと熟成による存在感を
感じる厚みあるボディーと五味がバランス、これぞ「武勇」を堪能できる秋酒です。実りの肴と共にお楽しみください。香りも
強くなくおとなしい印象でした。スッキリやさしいのみくちで万人受けするタイプのお酒です。

特別純米
ひやおろし

広島が誇る酒米、八反を100%使用して醸しました。八反のシャープですっきりした味わいが特徴で、冷蔵でゆっ
くり熟成され、ひやおろしとして発売します。残暑を感じる初秋から、すっきりした秋の料理ともに相性良が良く、
スルスルと飲めるお酒。

雨後の月　純米吟醸　ひやおろし

武勇　純米吟醸　ひやおろし

純米吟醸雨後の月　八反　純米吟醸　ひやおろし

滋賀県
喜多酒造

純米吟醸
茨城県
武勇

玉川　自然仕込み　本醸造（山廃）　ひやおろし

上喜元　純米吟醸　おりがらみ　中秋の風花

春霞　栗ラベル・黄　特別純米　山田錦ひやおろ
し

純米吟醸
おりがらみ火入れ酒

山形県
酒田酒造

京都府
木下酒造

本醸造
（山廃）

"酵母無添加"にて造った自然仕込みの山廃本醸造酒を、蔵内で低温にてじっくり熟成。　1回火入れの"生詰め"したお酒です。香りは非常に
穏やかでほのかに感じるヨーグルトのような甘やかさ。柔らかさがありつつも、じわじわと広がる酸味とボリューム感。がっちり凝縮感のある旨
みとコク。玉川らしいこの濃醇な旨みは料理をグッと引き立てます。常温・燗がこのお酒のオススメ温度です。

秋田県
栗林酒造店

特別純米

広島県
相原酒造

純米吟醸

広島県
相原酒造

広島県で独自に育成した酒米『千本錦』。相原酒造得意の酒米です。この季節まで低温でゆっくりと熟成され出
荷させています。華やかな果実果が漂い、きりっとすっきりとしたタッチながら、お米の持つ旨味を存分に引き出
したお酒です。

喜楽長　特別純米ひやおろし

奈良県
今西清兵
衛商店

豊かに膨らむ上品な甘みと爽やかな酸が調和し、喜楽長らしいきめ細かく柔らかな味わいが特長です。

ひと夏を越えてほどよく熟成した「秋上がり」の酒。口に含むと柔らかな吟醸香と共に、上品な旨味が染み渡り
ます。
秋の味覚を引き立てるまろやかな口当たりをお楽しみください。

伊予賀儀屋　限定熟成純米原酒

秋の夕暮れ 純米原酒
愛媛県

成龍酒造

3月に搾ったお酒お酒を生詰し、一定期間瓶貯蔵。その後ゆっくりと低温冷蔵庫で熟成を促し、滴熟
時期に瓶火入れ9月になるまでしばらく寝かせて出荷されました。冷酒からお燗まであらゆる温度帯
で楽しめます。

伝心　秋　純米原酒 純米原酒
福井県

一本義久保酒造

秋から冬にかけて仕込んだ「伝心 稲（純米酒）」の原酒（搾られてからアルコール度数調整をしていない無加水の状態）を、蔵内貯蔵タンクの
中で夏越し熟成させます。そして味わいの角が取れてまろやかになった次の秋ごろに、瓶詰め時の火入れ（熱処理）をしない生詰で出荷しま
す。舌先から広がる潤いのある旨さ、そしてダイナミックな酒の強さが後口を引き締めます。

旧暦の十五夜の満月（現在の九月）の夜は、酒宴を催す習わしでした。見事な満月の夜『中秋』に一夜だけ降る奇跡の雪『風花』。秋の夜長
には、秋上がりのオリがらみ、上喜元『中秋の風花』で楽しいひとときを。

春鹿　純米吟醸生詰酒　ひやおろし

山田錦で丁寧に仕込んだお酒を、瓶燗火入れ、瓶貯蔵しました。冷やでも常温に近い温度でもお楽し
み頂ける落ち着いた味わいです。

純米吟醸



美山錦 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．５ ¥2,665

五百万石 50% 1800ml

＋０．５ １．４ ¥2,800

好適米 ５０・５５ １８００ｍｌ

＋３．０ １．７ ¥2,800

五百万石・蔵の華 60% １８００ｍｌ

＋６．０ １．８ ¥2,500

神の穂 55% 1800ml

＋２．０ １．５ ¥2,500

愛山・酒こまち 55% １８００ｍｌ

＋４．０ １．７ ¥2,900

吟ぎんが 60% １８００ｍｌ

＋４．０ １．３ ¥2,500

吟の夢 55% 1800ml

非公開 非公開 ３０００円

五百万石 55% 1800ml

＋５．０ １．５ ¥2,600

美山錦 50% 1800

＋２．０ １．７ ¥3,000

3月に搾ったお酒を生詰し、一定期間瓶貯蔵。その後ゆっくりと低温冷蔵庫で熟成を促し、滴熟時期に瓶火入れ9月になるまでしばらく寝かせ
て出荷されました。冷酒からお燗まであらゆる温度帯で楽しめます。

純米吟醸
長野県

大澤酒造

三重の酒米「神の穂」で醸した純米酒。柔和さと膨らみの有る味わいは洋風テイストにも相性が良く
燗も良し。

山和　純米吟醸　ひやおろし　夜長 純米吟醸

長野県産美山錦と宮城酵母の組み合わせで仕込みました。今期は夏の高温障害も無く、全行程順調に進み、
山和らしい上品な旨みと爽やかな香りの酒質に仕上がりました。

しっかりと旨味の有るコクのあるお酒です。香りも抑えられ、やや枯れた味わいと優しい旨味が、料理
と共に旨味が増します。これこそ[the　純米酒」です。

徳次郎　特別純米　ひやおろし原酒

正雪　特別純米　秋上り
特別純米

秋上り
静岡県

神澤川酒造

和和和　純米吟醸　ひやおろし

墨廼江　特別純米　ひやおろし
特別純米
ひやおろし

宮城県
墨廼江酒造

純米吟醸
ひやおろし

若き蔵元荻原深氏が自らコンセプトを掲げ醸し、 「和（わ）の心で、和（やわ）らぎ、和（なご）んでほしい。」 との思いを酒名
にしました。和和和は全て小仕込み長期低温発酵で醸し、 フレッシュでフルーティーな酒質が特徴です。通常の『和和和純
米吟醸美山錦』とは酵母･熟成温度を変え特別に仕込んでいます。

秋の定番酒。山田錦３５％精米の純米大吟醸のオリを絡ませ、爽やかさと旨さが調和したうすにごり酒です。

明鏡止水　純米吟醸　吟織　秋上り

長野県
古屋酒造店

三重県
瀧自慢酒造

貯蔵温度-5度で氷温熟成させ綺麗な熟成タイプのお酒になりました。冷やで飲んでもよし、燗を付けても優しい
旨味のさらりと旨いお酒です。

京都府
城陽酒造

特別純米
ひやおろし原酒

純米吟醸
群馬県

浅間酒造

瀧自慢　純米　神の穂　秋あがり

柑橘類を思わせる香りと透明感のある旨味がバランス良く調和しました。軽い飲み口のお酒です。

土佐しらぎく　生詰　純米吟醸
「吟の夢」　ひやおろし

純米吟醸
冷や卸し

高知県
仙頭酒造

 酒米の雄「山田錦」を母とし、その特性を受け継いで土佐の気候、 風土に合った酒米の研究を重ねることによって、平成10年に誕生しまし
た。 地元産にこだわったこのお酒は、夏を越えて、よりふっくらとした味わいに仕上がりました。 程よい酸味と旨みがバランス良く調和してお
り、秋鮭ときのこのホイル包み焼き、 里芋の煮っころがしなど風味豊かなお料理とよく合います。

浅間山　純米吟醸　秋上がり

宮城県
山和酒造

純米酒

ゆきの美人　純米吟醸
　愛山麹ひやおろし

純米吟醸
秋田県

秋田醸造

愛山のコクのある旨味と秋田酒こまちの軽快さが調和した食中酒向きの仕上がりです。



山田錦 50% １８００ｍｌ

+5.0 1.5 ¥2,300

山田錦 70% 1800ml

＋８．０ 1.8 ¥2,467

さがの華 60% １８００ｍｌ

＋７．０ １．８ ¥2,553

しずく媛 70% １８００ｍｌ

＋９．０ １．６ ¥2,297

日本晴･祝 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．４ ¥2,600

千本錦 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．６ ¥2,814

山田錦 50% 1800ml

+2.0 1.5 ¥3,700

五百万石 60% 1800

＋４．０ １．３ ¥2,000

山田錦 55% １８００ｍｌ

＋１．４ １．２ ¥2,850

蔵の華 60% 1800ml

＋４．０ １．７ ¥2,500

日本酒度＋９　協会九号酵母使用。酒米をしずく媛。賀儀屋らしく熟成に応じて旨味が増していく酒質の中で、ファーストタッチはまずお米の
旨味や優しさが柔らかく口内に広がっていきます。そのあとDryにスッキリと入り込み、喉越しでもう一度楽しめる余韻。冷酒でスッキリと、燗を
つければほっこりと、旨味とDry感が共存し再び飲みたくなる味わいに仕上げました。

醴泉　純米吟醸　山田錦　ひやおろし

百十郎　純米吟醸　三枡紋（みますもん）

天吹あいらぶすし中トロ　氷温貯蔵生酒
純米辛口酒

生酒
佐賀県

天吹酒造

氷温貯蔵で生熟成。生熟成ならではの角が取れた丸みを帯びた口当たり。良い意味で派手さは感じず香りは穏やか、落ち
着いた味わいで食事にスッと寄り添います。お寿司やお刺身以外にも幅広く食に合せてお楽しみください。

伯楽星　特別純米　冷卸
特別純米
冷やおろし

招徳　純米ひやおろし
純米

冷やおろし
京都府

招徳酒造

京都綾部の西山農場で栽培された米で醸し半年間じっくり寝かせ、飲み頃の秋を迎えました。柔らか
でやさしい口当たりのすっきりとした味わいが特徴です。

高知県
有光酒造

吟醸酒

純米吟醸紀土　純米吟醸　ひやおろし

英勲　秋上がり　吟醸酒

和歌山県
平和酒造

純米吟醸

一度火入れし夏の間をじっくり熟成。夏を越しほどよく熟成されたお酒を火入れをせずに冷でのまま出荷。秋の
夕焼けに照らされた雲のように、哀愁深くしっとりとした味わい。

賀儀屋　Kagiya Nine9　辛口純米 Dry Taste
しずく媛

岐阜県
林本店

特別純米
島根県

富士酒造
出雲富士　秋雲　特別純米　ひやおろし

京都府
齋藤酒造

純米吟醸
ひやおろし

純米吟醸

冬に仕込んだ吟醸酒をひと夏超して秋になり酒質が向上することを｢秋上がり｣と呼びます。新酒のカドが取
れ、まろやかな口当たりの吟醸酒です。吟醸酒ながら、燗をつけても美味しく頂けます。

愛媛県
成龍酒造

岐阜県
玉泉堂酒

造

味のり(熟成）を大切にする蔵元らしく、適度に熟した丸みが透明感あるクリアな飲み口を優しく覆っている感じ
の美味しいお酒に仕上がってます。

円熟味を増した秋上りの純米吟醸。高精白の山田錦で醸した透明感のある味わいと、ほのかな香りとの調和
を目指しました。冷蔵庫から出して10度以上になると味が膨らみ柔らかな味わいと心地良い香りが調和した食
中酒となります。秋の食卓におすすめ！

爽やかで清涼感のある香り。きめ細かい上質な甘味と心地良い刺激の酸。軽快な旨味でフィニッシュの秀悦な
バランス。

安芸虎　純米吟醸　千本錦　ひやおろし

宮城県
新澤醸造店

秋の味覚を引き立てるお酒としてピッタリな１本。フレッシュさが魅力の「伯楽星」が味わいを深めてやわらかさ
とふくらみを備え、また違った魅力を感じさせてくれます。ほんのりとバナナやメロンを思わせる香味と爽やかな
酸と切れ味。食中酒として最適の一本です。秋の食卓におすすめのひやおろしです。

純米酒

バランスの良いお酒です。綺麗な酸味とほのかな甘味。スッキリとした香りのバランスの良いお酒で
す。夏を越して旨味ののった、飲み頃の純米吟醸です。冷やから燗まで幅広き温度でお楽しみいただ
けます。魚はもちろん、鶏肉、豚肉、チーズとも相性が良いです。


