
夢の香 60% １８００ｍｌ

＋２．０ １．４ ¥2,700

五百万石 60% 1800ml

＋１．０ ¥2,250

愛山 55% 1800ml

－ － ¥3,400

五百万石 65% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,400

青森県産米 55・60 1800ml

＋１ １．５ ¥2,600

山田錦 75% 1800ml

＋３．７ ２．１ ¥2,400

山田錦 35% ７２０ｍｌ

＋３．０ １．４ ¥5,000

山田錦 50% 1800ml

＋１．０ １．６ ¥3,600

伝心　冬　しぼりたて　生 本醸造生
福井県

一本義久保酒造

舌の上にのせた時は柑橘系の爽やかな香りと上品な甘さを感じ、のどを過ぎると同時に切れよく素直
に流れます。醸造アルコールは、福井県産米を原材料として発酵のうえ、単式蒸留器で蒸留した自
社製造のアルコールを使用。

七田　七割五分磨き　山田錦　無濾過生
２９ＢＹ　寒熟（生熟成）数量限定

純米生原酒
佐賀県

天山酒造

２９ＢＹの生酒（蔵内の冷蔵庫内で生熟成させたもの）を本数限定で出荷されました。生酒の原酒を熟成させる事によりタッ
プリ旨味ののったお酒となりました。毎年少量出荷される限定のお酒です。

山和　純米吟醸　山田錦
pulito（プリート）

純米吟醸
宮城県

山和酒造

岡山県産山田錦と宮城酵母の組み合わせで低温熟成させ、じっくり丁寧に仕込みました。
山和らしい爽やかな香りと綺麗で上品な味わいです。

正雪　純米大吟醸　山田錦
別撰プレミアム

純米大吟醸
静岡県

神沢川酒造

蔵の最高峰。35%まで磨いた最高級の山田錦を使用し、タンク1本のみ仕込んだ限定品の蔵熟成酒。
静岡酵母。

浅間山　純米しぼりたて　生酒

見るからに爽やか！軽快さ、若さが伝わってきます。柑橘を思わせる、シャキッとした爽やかな酸を持
ち、 しぼりたてならではのフレッシュな力強さと後口の柔らかさのコントラストが絶妙です。

群馬県
浅間酒造

純米しぼりたて
生

2018/11/13

季節のオススメ酒
酒のきたむら

純米酒冩楽　純米　純愛仕込み

定番のお酒ですが、今、この価格帯では一番のおすすめです。旨味、酸味がまろやかに感じられ
凄くバランスの良い状態で食中に最適なお酒です。フレッシュな香りが漂い、口中に心地よい果実味
が広がり、米の甘みがほんのりと感じられます。程よくコクもあり、綺麗なキレ味。

福島県
宮泉銘醸

　

ちえびじん　純米吟醸　愛山
(今年最後の季節限定品)

純米吟醸
大分県

中野酢造

２９BY最後の季節限定酒!兵庫県産愛山100％使用。冬に搾り瓶詰めし約一年弱の熟成により角が取れ『愛山』という酒米
から出来る優しい吟醸香と熟成によって生まれた旨味とのバランス良い商品となっています。この時期しか味わえない純
米吟醸です。年末年始のお酒におすすめ。

陸奥八仙　Blended
　【1000本限定出荷】

特別純米
スペック

青森県
八戸酒造

蔵内の秘蔵酒を絶妙なバランスでブレンドしたプレミアムなお酒です。程よい熟成感とっふくらみのあ
る味わい。ブレンデッドしか味わえない旨味と香りをお楽しみ下さい。

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



¥10,000

¥20,000

¥4,000

純米大吟醸　黒・渡船

７２０ｍｌ

滋賀地酒の祭典・みんなで選ぶ滋賀の地酒会に於いて全出品中の中で1位の称
号『知事賞』を獲得！数量限定で入荷しました。

アルコール分：16度
原料米：兵庫県産 東条山田錦

精米歩合：30％

アルコール分:16度
滋賀県竜王町産米　渡船３５％

日本酒度－４　酸度1.2ml

純米大吟醸　AZOLLA３５
（木箱入り）

720ml　8000円（箱なし）

アルコール分：16度
原料米：滋賀県竜王町産 山田錦

（栽培期間中無農薬・無化学肥料栽
培）

精米歩合：35％

１８００ｍｌ

年末限定・数量限定　松の司
限定酒のご紹介

毎年ご好評！年末にのみ入荷する限定『松の司』が入荷してきました。
入荷数量限定･季節限定のお酒です。

大吟醸　Ｕｌｔｉｍｕｓ

1500ml

蔵元ホームページより）
『松の司』の歴史の中で一つ一つ積み重ねられた日本酒造りの技によって丁寧に
醸し出されるモダンに洗練された大吟醸酒。原料は酒米栽培の特A地区である兵
庫県産東条山田錦の特上米を30%まで精米した最高のものを使用しています。「根
源的な」「究極の」といった意味を併せ持つ“Ultimate”の語源である“Ultimus（アル
ティマス）”という名を冠した『松の司』の最高峰です。通常は1年以上の熟成を経て
の出荷となる当蔵の大吟醸クラスの中で、新酒のフレッシュさを感じさせながらも穏
やかな品格を持った唯一無二の味わいを心ゆくまでお楽しみください。
７２０ｍｌ　５０００円

蔵元ホームページより）
純米大吟醸AZOLLA(アゾラ)は『松の司』の“一つの理想形”です。酒蔵のある滋賀県竜王
町という土地への感謝と自然環境への配慮から、水草「AZOLLA」の浮かぶ健全な田んぼ
（栽培期間中無農薬・無化学肥料栽培）で育った竜王産山田錦のみを使用したオーガニッ
ク純米大吟醸です。「無農薬・無化学肥料」と書けばたった10文字足らずですが、その条件
下で35％まで精白しても酒造りに耐え得る立派な山田錦を育てるというのは契約栽培農
家の方々の大変な手間と努力の上に成り立っています。おだやかでありながら濃密、透明
感の中に複雑で立体的な奥行きが広がります。正に竜王町の人と土、そして酒造りの伝
統が共働して生まれる深遠なる味わいです。※Azollaとは水田や湖に浮かぶウキクサの
学名。このウキクサが水面を覆う事で雑草への光を遮断し、農薬に頼らずに雑草の成長を
抑える働きもあるようです。



愛山 60% 1800ml

＋１．０ １．８ ¥3,900

蔵の華 50% 1800ml

＋１０．０ １．７ ¥2,800

山田錦 40% 1800ml

＋３．０ １．８ ¥7,000

京都府産米 60% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,500

山田錦 65% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,000

五百万石 55% 1800ml

－ － ¥2,300

岡山朝日 50% 1800ml

+2.0 1.8 ３０００円

松山三井 60% 1800ml

＋３．０ 2.0 ¥2,750

山田錦・ 富山産米 55%＋６０％ １８００ｍｌ

＋５．０ １．６ ¥2,100

夢一献 50% 1800ml

＋２．０ １．８ ¥2,580

京都市
斉藤酒造

新酒しぼりたて
英勲　純米　しぼりたて　生原酒

宮城県
墨廼江酒造

喜楽長　純米大吟醸　愛おし（いとおし） 純米大吟醸
滋賀県

喜多酒造

酒質はもちろんのこと、ネーミング・書・パッケージ全てに意味を込めた逸品です。手にするお客様の心に寄り添うような、そんな商品で有りた
いとの願いが込められています。上品な旨みと甘みが、柔らかな酸によって調和し、穏やかで心地よい味わいを生み出しています。きれいな
酒質で、繊細な旨みのなかにも、深い味わいを感じることができます。

美田　山廃純米吟醸　愛醸 山廃純米吟醸
福岡県

井上合名

愛山で純米吟醸を醸しています。『愛山』らしい旨味の有るお酒です。

庭のうぐいす　純米吟醸　ぬるはだ 純米吟醸
福岡県

山口合名

いい酒ほど燗をつけろ”とは、ある先人の言葉。繊細な中にしっかりと酸味・甘みを感じ、ほどよい熟成感が漂
います。少し温めて（ぬる燗から人肌燗）飲んでいただきたいという思いが酒名の由来。上品な味の和食や季
節食材とともにお楽しみください。

土佐しらぎく 純米大吟醸
岡山朝日

純米大吟醸
高知県

仙頭酒造

優しく、きれいで伸びやかな味わいに仕上がる仕込み水と、「朝日」の魅力を最大限に引き出
すことのできる厳選された高知酵母を使用しました。

伊予賀儀屋　責任仕込み　純米原酒
純米

無濾過原酒
愛媛県

成龍酒造

ほどよく『甘めの香り』と『軽やかな酸』を基調に仕上げました。キレの良さ、余韻を心地良く楽
しめる酒質。『首藤　敏孝』の全行程を責任を持ち造った第一歩のお酒です。

純米吟醸
生酒紀土　しぼりたて　純米吟醸　生

しぼりたてらしいフレッシュな味わいとなめらかな口当たり、紀土らしい爽快さ綺麗さと柔らか
な旨味をお楽しみ下さい。

和歌山県
平和酒造

墨廼江　純米吟醸
Ｒｉｃｅ is BeautifulーSOLID-

純米吟醸

地元・宮城県の米・水・酵母を使用し、純粋で無垢なキレ味のある 辛口（＝SoLiD　ソリッド）をテーマ
としました。 低温で完全発酵させ、ただ辛いだけでなくクリアな米の味を残した、 シャープ＆ドライな
大辛口の純米吟醸酒に仕上げています。

純米
生原酒

今季初しぼりの純米生原酒です。火入れせず生のまま無濾過で出荷。フレッシュな旨味のあるお酒
です。
毎年京都のお酒の神様「松尾大社」で行われる"酒ｰ1グランプリ"で50蔵中のグランプリ受賞。

水のささやき　純米酒 純米酒
富山県

林酒造場

軽快でフレッシュ、水そのものが喉を通るような軽やかな印象です。海の幸に馴染みますが、里の食
材にも合います。サラサラとした飲み口の軽やかにあっさりとしたお酒です。

麓井　生もと純米原酒７００ｋｇ仕込
み

生酛純米
山形県

麓井酒造

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。



岡山産朝日 50% 1800ml

＋１．０ １．６ ¥2,800

岡山朝日 50% １８００ｍｌ

＋３．０ １．６ ¥2,800

山田錦・五百万石
・こしいぶき他 60% 720ml1800ml

+5.0 1.6 ￥1143￥2371

雄町 50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

山田錦・出羽燦々 40%・50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

愛山 50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

雄町 60% 1800ml

＋３．０ １．９ ３０００円

１８００ｍｌ

¥2,800

五百万石 55% 1800ml

＋１．０ １．８ ¥3,333

１８００ｍｌ

¥3,000

来福　純米大吟醸　朝日 純米大吟醸
茨城県

来福酒造

朝日という縁起の良い名に加え　鶴と亀で更に縁起よくしました。さくら・つるばらの花酵母低
温でじっくり発酵させ、すっきり軽く　ほのかな甘みとふくらみのある味わいです。

試験販売（H.30.10月～H31.3月まで）

　　鳳凰美田　みかん
　　　　　　アル度5％以上～6％未満

温州みかん
リキュール

栃木県
小林酒造

日本原産といわれる『温州みかん』を100％使用。搾汁した果汁に『砂じょう』とよばれるつぶつぶ部分を10％以
上使用。みかんの特性をいかすため『生』にて充填。5度以下の要冷蔵、開封後は速やかにお召し上がり下さ
い。

温州みかん・醸造アルコール
吟醸酒・糖類

山口県
澄川酒造場

ｉｐｐｏシリーズは、すべて麹米は、40%精米の「山田錦」を使用。掛け米は、酒母も含め「出羽燦々」使用です。酒税法上単一の仕込み総米の
５０％以上使用した場合のみ銘柄にその米の種類を表示することができ、米の銘柄を表示した場合、その米の使用割合を表示する義務があ
ります。酒質、品質向上「より飲んでおいしいお酒」を目指した結果すべての商品に麹米に「山田錦」を使用できました。

東洋美人　ippo（一歩）　雄町

わしが國　純米大吟醸　朝日

雄町の優しい旨味を見事に巧く引き出しました。東洋美人らしく、瑞々しさ、爽やかさが感じられます。ピュアで
雑味の無い香味をお楽しみください。

純米大吟醸
規格

しぼりたて原酒
青越後(八海山　越後で候)
しぼりたて原酒　青ラベル

新潟県
八海醸造

搾りたての力強い旨さとフレッシュ感を、いかに八海山の目指す＜越後流淡麗＞にするかをコンセプトに試行錯誤を繰り返す!しぼりたて原酒
特有の荒々しさをふくよかに纏める為、麹米に山田錦を使用。越後流淡麗を出す為、掛米にゆきの精と五百万石を使用！更に八海山メーン
酵母701酵母に加え、有機酸の生成の少ないM310酵母を使用し,ふくよかでフレッシュな喉越しを実現！

純米大吟醸スペックですがこのお酒はあえて特定名称を名乗っていません。香りはフルーティな吟醸香。口に含むと甘く丸みのある柔らかな
香りが優しく口の中に膨らむとともに、コクのある旨味が広がります。お出汁で炊いたお料理など、素材本来の旨味が感じられるお料理とお
楽しみください。

東洋美人　IPPO　愛山 純大規格

宮城県
山和酒造

春霞今年最後の限定酒。２９年産岡山産雄町仕込み。特別純米一度火入れ酒（ビン燗）です。雄町×KA-4の組み合わ
せ。米の旨味、力強さ,を感じて頂きたいお酒です。酸も豊かで、野菜を使った煮付けなど相性の良い食中向けのお酒で
す。

特別純米
秋田県

栗林酒造店

爽やかな吟醸香に、軽快な口当たりと透明感のある旨味、引き締まった苦みによりスッキリと
した味わいです。

純米大吟醸

春霞　特別純米　栗ラベル・赤　雄町(季節限定)

山口県
旭酒造

東洋美人　IPPO　純米大吟醸規格

山口県
澄川酒造場

純米大吟醸規
格

梅乃宿　あらごしれもん
　　　　　　アル度１０％

レモン
リキュール

奈良県
梅乃宿酒造

レモン浸漬酒・砂糖･レモン果汁・レモ
ンミンチ・醸造用アルコール・日本酒・

蜂蜜・クエン酸

オススメの飲み方は、あらごしれもんとお湯を１：２で割るだけで完成する「ホットあらごしれもん」 １．８Ｌで約９個分、７２０
ｍｌで約４個分の国産レモンを使用。そこに自社製造のレモン浸漬酒、レモンクラッシュ、国産蜂蜜を加えることで、 本格的
な香りとコクのある甘さを実現しました 割っても濃厚な味わいを楽しめるレモンのお酒です。

蒼天　純米吟醸　生原酒
純米吟醸
生原酒

東京都
澤乃井酒造

東京都　小澤酒造が年に一度限定で蔵出しする純米吟醸の原酒です。あえて1年間弊社の－５度の冷蔵庫で氷温で熟成
させました。すっきりやや薄い感じのあったおさけですが、飲み口が、柔らかくなり優しい旨味のお酒になったと思います。


