
県産米 50% 1800ml

¥2,400

彗星 48% １８００ｍｌ

-5.0 ¥3,500

雄山錦 60% １８００ｍｌ

±０ １．３ ¥2,875

夢一献 60% 1800ml

＋８．０ ¥2,500

山田錦 50% 1800ml

＋２．０ １．２ ¥3,000

長野産美山錦 59% 1800ml

＋３．０ １．７ ¥2,400

愛山 40% ７２０ＭＬ

±０ １．４ ¥4,000

玉栄 55% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,100

羽根屋　純米吟醸　CLASSIC　生酒 純米吟醸生酒
富山県

富美菊酒
造

蔵に現存する資料をひもとき蘇らせたレシピ。20年の歳月を経て今蘇る。当時の使用酵母、仕込み配合など秘
伝の造りを現代に受け継ぐ。その佇まいは富山の清らかな白銀の雪景色のように静かでそして優しい。伝統と
新しい技術が溶け合い先人の魂を伝える情熱の一滴。「羽根屋　CLASSIC」。

笑四季 特別純米 黒ラベル
 Sensation Black 生原酒

特別純米
生原酒

滋賀県
笑四季酒

造

黒は酸のしっかりした辛口、白は柔らかな酸のやや甘口と使用酵母と設計で区分けしております。コンセプトは
引き継ぎながらも使用米は酒造好適米に限定し、生まれ変わりました。きょうかい7号系由来の爽やかでフレッ
シュな香りと自社酵母No.19ブレンドによるふくよかな味わい。

純米大吟醸
おりがらみ生

NeVe（ネーベ）　冬純米活性にごり

2018/12/14

明鏡止水　純米　初しぼり
　新米新酒生　日本の冬

新酒初出荷第一弾！イタリアンラベル冬バージョン。夜に降る雪をイメージしラベルにしました。NeBeとはイタリ
ア語で雪のこと。酒質は香り高く飲みやすいタイプの純米にごり酒です。無濾過活性にごり生です。「開封注
意」です。

純米無濾過
活性にごり

福岡県
井上合名

純米生

季節のオススメ酒
酒のきたむら

長野県
大澤醸造

年末年始はこのお酒！紅白の市松模様でお正月やお祝い事にぴったりです。新米新酒でフレッシュなガス感
も楽しめるおりがらみ生酒です。おりがらみ生酒です。発酵によりガス感があります。開栓には十分にご注意
下さい。

大分県
中野酒造

ちえびじん　純米大吟醸『彗星』　おりがらみ
生

正雪　純米吟醸　うすにごり生酒 純米吟醸
静岡県

神澤川酒
造

山田錦と静岡酵母で醸した純米吟醸うすにごり生。瑞々しい味わいとフレッシュな香りを引き
出しました。

望bo　:純米吟醸
初しぼり　生　玉栄

純米吟醸
無濾過生

栃木県
外池酒造

店

お米の旨み、ふくらみ、キレの良さを求め丁寧に温度管理されたお酒です。しぼりたてらしく香りは上品で穏や
か、旨味たっぷりの軽やかで綺麗なフレッシュさ満点の純米吟醸です。

東洋美人　「特吟」
純米大吟醸播州愛山

純米大吟醸
無濾過生詰

山口県
澄川酒造

場

修業先の「十四代」の高木酒造のラベルデザインに習い、ラベル作成。甘い爽やかな吟醸香に、程良いボ
ディー。円やかな甘味をもっています。甘味は後に引かずスッキリと切れて行きます。

今年度最初の純米しぼりたてです。程良い香りと滑らかな味わいをお楽しみ頂けます。毎年変わるラベルもお
楽しみに！

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

定休日 毎日曜日と第2・第３月曜日



蔵の華 55% 1800ml

＋４．０ １．６ ¥2,900

山田錦 50%・55% 720ML

+5.0 1.3 ¥2,650

夢の香 60% 1800ml

＋２．０ １．４ ¥2,700

露葉風 60% １８００ｍｌ

＋５．０ １．９ ¥2,700

八反錦 50% 1800ml

＋３．０ － ¥2,700

美山錦 55% １８００ｍｌ

＋４．０ １．５ ¥2,665

山田錦 50% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,400

五百万石 65% 1800ml

－６ ２．１ ¥2,400

五百万石 55% ７２０ｍｌ

＋１．０ １．７ ¥1,429

美郷錦 55% １８００ｍｌ

＋７．０ １．８ ¥3,200

福井県
加藤吉平商

店

しぼりたて

梵　しぼりたて初雪　生原酒

みずみずしい果実の様な吟醸香が口の中にも心地よくひろがり、若干のおりが味に幅を与えています。生原酒
ならではのフレッシュでボリュームのある飲み口と綺麗な酸がキレを出す非常にバランスに優れた酒質です。

雨後の月　純米吟醸生酒中汲み　限定品

上品で深く爽やかな香りを持ちながら、米の旨さが存分に感じられる“芳醇旨口”   うすにごり生原酒です。キリ
リと冷やして抜群ですが、氷を浮かべたロックも最高です。

純米吟醸
生酒中汲み

純米吟醸
生原酒かすみ

長野県
古屋酒造

店

純米吟醸うすにごり
生原酒

黒龍の新酒第一弾。ミルキーで旨味たっぷりの味わいです。黒龍の中ではやや甘口の味わいです。

タンクの一番良いところの中汲み部分だけを瓶詰めしました。酸味と軽快な味を熱望される『雨後の月』愛好家
の声に応えられるお酒を造りました。9号酵母使用で瑞々しい梨のような香味が広がり徐々に酸味を感じ包み
込まれた軽快な切れ味が口全体に広がります。

和和和　純米吟醸　美山錦　生原酒かすみ

福井県
黒龍酒造

純米吟醸

ゆきの美人特有の酸味と切れのよい辛口酒です。収穫量の少ない秋田の酒米「美郷錦」を全量使用した純米
吟醸酒です。スッキリシャープで辛口であらゆる料理との相性が抜群です。
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黒龍　垂れ口　本醸造 本醸造生原酒

ゆきの美人　純米吟醸　辛口　美郷錦

広島県
相原酒造

秋田県
秋田醸造

澤屋まつもと　守破離　五百万石
うすにごり　生

純米生原酒
うすにごり

京都市
松本酒造

五百万石　生　急遽発売！ピチピチ元気なガス感と優しい旨味。毎年好評すぐに完売のうすにごり生が、入
荷しました。今年は、発売の予定がなく急遽発売になりました。

みむろ杉　特別純米　辛口
露葉風　無濾過生原酒

特別純米
奈良県

今西酒造

今期二本目となる新酒。香りは穏やかで口に含むとみずみずしい米の旨味が広がります。軽快ながらもエキス
分を感じられる味わいで、最後は、シャープに切れていく辛口酒です。

冩楽　純米酒　初しぼり
純米酒
<生>

福島県
宮泉銘醸

立ち香は穏やかで含みにジューシーな印象を持ち、後切れの絶妙なバランスのあるお酒を醸します。この蔵の核となる純米酒は、飲み口は
果実系の含み香が特徴であり、味わいは米の旨味がバランス良く口の中で広がり後味はすっと切れすっきりとしております。冷やがお勧め
で、印象深い味わいですがどんな料理にも合う食中酒です。しぼりたてのフレッシュ感を感じてください。

数量限定
磯自慢　吟醸　生　しぼりたて

吟醸生
しぼりたて

静岡県
磯自慢酒

造

兵庫・特上特Ａ山田錦使用。酒造りへの飽くなき探求心、酒造りに対する真摯な姿勢。その本質が見事に反映された味わ
いを感じられるお酒です。冬の季節だけに味わえる吟醸しぼりたて生原酒です。気品のある芳潤な香りの中に生酒本来の
野性味を合わせ持つ、この時期だけの味わいです。

伯楽星　純米吟醸おりがらみ生酒 純米吟醸
宮城県

新澤醸造
店

11月26日現在、醪の前半から後半への折り返し地点を迎え完璧な経過を辿っております。最高品温102度を維
持しながら大吟醸同様の低温発酵によって綺麗な仕上がりをイメージしております。生酒でありながらも重たす
ぎず甘すぎず『究極の食中酒』としてさらにご満足頂ける酒質をお約束致します。



山田錦他 40%・50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

玉栄 60% 1800ml

＋４．０ ２．０ ¥2,450

五百万石 50% 1800ml

±０ １．４ ¥3,200

松山三井 55% 1800ml

＋４．０ １６ ¥2,800

山田錦・ひとめぼれ 65%・７０％ １８００ｍｌ

±０ １．８ ¥2,200

山田錦 60% 1800ml

＋１０ ２．０ ¥2,700

山田錦・夢一献 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．４ ¥2,580

夢しずく 50% １８００ｍｌ

－３．０ １．５ ¥3,000

亀の尾 50% 1800ml

＋４ １．４ ¥3,150

オオセト 65% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,450

　美丈夫が醸す、幕末維新150周年記念酒「純米吟醸 弥太郎 55」。　弥太郎は、幕末から続く諸外国の汽船会社などとの激しい戦いを制
し、「東洋の海上王」と異名をとるようになり、世界に名だたる現在の三菱グループの礎を築いた幕末屈指の経済人です。この土佐が生んだ
名士・弥太郎の名を冠し、土佐酒らしい軽快な辛口に仕上げた純米吟醸酒。おだやかな柑橘系の吟醸香に、キュンとした酸味と果実を連想さ
せる爽やかさを持つ、料理を引き立てる食中酒です。

純米吟醸

天吹　うるとらDRY　初雪　超辛口純米酒

高知県
濱川商店

超辛口純米生
酒

30

上亀元　純米吟醸　亀の尾
純米吟醸

一回火入れ

東洋美人　IPPO　槽垂れ　直汲み生
純米大吟醸規格

百歳　純米生原酒　旨味封じ込め 純米生原酒

アルコール度１５％　吟香を抑え醸し、、米の旨味を十二分に引き出した純米新酒生原酒です。旨味の中にキ
レのある味わいをお楽しみ下さい。

ちえびじん　純米無濾過生原酒

山形県庄内地方産幻の酒米”亀の尾”を55％まで磨きあげて醸した純米吟醸酒。杜氏自らが丹精込めて栽培
した「亀の尾」を使用しており、豊かな米の味が楽しめる、さすが上喜元と思わせてくれる1本に仕上がっていま
す。すっきりとした酸味と穏やかな香りがバランスよく、シャープな喉越しも相まって、 料理と一緒に楽しみたい
お酒です。残りわずか

大分県
中野酒造

佐賀県
天吹酒造
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純米
無濾過生原酒

茨城県
吉久保酒

造

通常は、｢さがの華｣を使いますが、この酒だけは、新酒生酒で「山田錦」で醸しました。プラス１０程のきりっと辛
口となるよう酒設計されました。いちご酵母・月下美人花酵母を使いクイクイ杯が進む辛口タイプに仕上がりま
した。キリッとシャープな辛口酒をお楽しみ下さい。

山形県
酒田酒造

30

山口県
澄川酒造

場

九州・大分県若き蔵元専務・中野淳之さんが醸す渾身の純米酒。無濾過生原酒の逸品です。杵築産米ひとめ
ぼれを使用。ピチピチたっぷりジューシーな旨味のあるお酒です。

純米大吟醸規
格

槽垂れ直汲み
生

初しぼり、槽垂れ直汲みの生原酒です。東洋美人らしい優しい吟醸香と旨味が絶妙バランスで優しい甘味を感
じた後スッと消えていく後口の切れが楽しめます。

18

美丈夫　弥太郎　純米吟醸５５
Junmai　Ginjo　YATARO55

純米無濾過生
原酒直汲み

香川県
川鶴酒造

オオセト米独特の旨みを前面に押し出し、
芳醇でなおかつ生原酒のフレッシュな味わいをお楽しみいただけます。
シャープで優しい酸とライトな甘みがゆっくりと広がっていく、飲み口のよい無濾過純米酒です。

天吹　冬に恋する純米吟醸　生酒
純米吟醸

生酒
佐賀県

天吹酒造

佐賀県産の夢しずくをオシロイバナの花酵母で醸し出した新米新酒の純米吟醸です。華やか
な香りと生ならではのみずみずしいやわらかな味わいのお酒です。

庭のうぐいす　特別純米　「新酒しぼりたて」
特別純米

本生

福岡県
山口酒造

場

新酒ならではのフレッシュな香りと甘味と酸味が絶妙に調和した濃醇な味わい。そしてキレのある爽やかな後
味を楽しんで頂ける本生酒です。

七田 純米吟醸 五百万石 無濾過 純米吟醸
佐賀県

天山酒造

全量兵庫県産五百万石を50%まで磨いて醸された純大規格の純米 吟醸無濾過生酒です。香りはやや華やか
なれど、和の果物を連想 する落ち着いた芳香とが混ざり合ったような個性。口に含むと、フ レッシュなガス感
があり華やかで美麗な味わいが広がります。鼻に 抜ける香りは、まろやかで上品で艶やか。酸はほとんど残さ
ず余韻 に上質感を与えます。

川鶴　純米　限定直汲み
無濾過生原酒



五百万石 60% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,800

山田錦・五百万石 50% 1800ml

＋４ １．７ ¥3,600

山田錦 70% 1800ml

＋３．３ ２１ ¥2,200

五百万石 55% 1800ml

＋５．０ １．６ ¥2,600

日本晴 60% 1800ml

＋５．０ １．８ ¥2,500

フクヒカリ 55% 1800ml

+1.0 1.8 ¥2,760

雄山錦 55% 1800ml

＋２．０ １．６ ¥2,560

雄山錦 55% １８００ｍｌ

＋２．７ １．６ ¥2,600

山田錦 60% １８００ｍｌ

¥3,000

雄山錦・壽限無 60% 1800ml

８．１ １．６ ¥3,000

唯々　思い出シリーズ
銀花のあかり　特別純米しぼりたて生

特別純米
生酒

滋賀県
竹内酒造

 近江の米にこだわり、純米ならではのただただ美味しいお酒を目指しました。大自然の恵みを引き出し、かつ
飲みやすく高品質なお酒を目指しています。滋賀県産日本晴を用いて、醸した特別純米酒のしぼりたて生原酒
です。旨みと酸味のバランスも良い、フレッシュで濃厚な味わいに仕上がっています。

みむろ杉　純米吟醸
山田錦　おりがらみ生

純米吟醸
奈良県

今西酒造

香りがフレッシュで爽やかなラムネのような吟醸香、ジューシーな旨味とエキス感のある、おりがらみの生酒で
す。

竹の園　金箔純米酒 純米酒
佐賀県

矢野酒造

人気の「ぱんだ祭り」の矢野酒造から、金箔入りの新春の祝い酒が入荷しました。
スッキリとキレが良く、お食事との相性がピッタリ。杯のススム食中酒です。

贅沢に五百万石を55％磨いた特別純米酒。フレッシュな香味と酸味が特徴的です。後キレもよくスイスイと次な
る杯を誘ってくれる1本です。お料理の美味しさを引き立ててくれる無濾過生原酒です。

『雄山錦』は大粒で心拍が大きく、芯白発芽率がほど100％という特徴のお米だそうで、そのまま旨みの出やす
さが特徴。しかし割れやすく、原料処理を丁寧に行って醸しています。爽やかでフレッシュさのある吟醸香に、
柔らかさの中に、深みのある旨みと甘みがじわりと広がります。また飲み飽きしない後口のキレの良さがありま
す。

京都府
城陽酒造

岐阜県
玉泉堂酒

造

純米吟醸
無濾過生原酒

酒造りに必要な物は全て自然の恩恵がなければできません。今年に収穫された米、仕込み水・その時の天候が酒造りにも
出来上がったお酒にも良くも悪くも大きな影響を与えます。出来上がった酒はどのような旨味で出来上がってくるのか？長
年酒造りの経験を持った杜氏や蔵人でさえ実際に搾らないと分からないことがたくさん有り「福袋」ワクワクどきどき新酒の
できを楽しんで下さい。

特別純米
無濾過生原酒

徳次郎　特別純米
無濾過生原酒しぼりたて

純米吟醸
無濾過生酒

年1回だけの限定商品です。通常品とは全く違った規格で仕込んだ純吟しぼりたて原酒です。バランスの取れ
た酒質を目標にフレッシュな荒々しさだけで無い洗練された旨味を追求しました。720ml　１８００円

純米吟醸
生原酒

新潟県
八海醸造

福袋　純米吟醸　無濾過生原酒

高知県
有光酒造

場

安芸虎　純米吟醸　しぼりたて
無濾過生酒

京都府
木下酒造

梅乃宿　純米しぼりたて　生原酒
３０ＢＹ

純米生原酒
奈良県

梅乃宿酒
造

上品な香りの中に新酒ならではのフレッシュな風味が心地良く広がります。お米本来の持つ、柔らかい甘味、
酸味と絶妙なバランスをお楽しみ下さい。冷やしすぎず10度くらいで小さめのチューリップグラスに注いで頂く
と、仄かな吟醸香が達、味わいが深まります。

初亀　吟醸初しぼり　生原酒　30BY 吟醸酒
静岡県

初亀醸造

仕込第一号のしぼりたては吟醸生酒です！仕込第一号を火入れ加水せず生のまま瓶詰め出荷された吟醸生
酒。溌剌とした芳香が穏やで新酒の季節到来を実感させます。キリリとした感触が広がり原酒とは思えない軽
快な旨みがほのかな甘みを伴ない口中に広がります。出しゃばらず、流麗にキレる後口が美味しい。

八海山　純米吟醸しぼりたて
「赤越後」　生原酒

地元産フクヒカリで仕込み、新酒らしいフレッシュ感あふれる香りと、濃厚でシャープな味わいが魅力です。後味には、無濾
過生酒独特の旨味があります。協会10号酵母。今年は発酵時にアルコール度数を低く抑える管理をしています。度数は去
年と同じですが今年は、加水無しの原酒で「しぼりたて」そのままを瓶詰めしています。それによりよりきめ細かなスッキリし
た味わいになっています。

醴泉　酒無垢　純米吟醸　生
しぼりたて

純米吟醸
生酒


