
兵庫県産山田錦 40% 720ml

＋４．５ ¥5,000

雄町(その他) 58% １８００ｍｌ

＋４．０ １．８ ¥2,900

松山三井 50% １８００ｍｌ

＋６．５ １．２ ¥2,671

山田錦 50% 1800ml

－ － ¥3,600

山田錦 50% 1800ml

+5.0 1.3 ¥4,450

出羽燦々 50% 1800ml

－２．０ １．５ ¥3,100

美山錦 49% １８００ｍｌ

+3.0 １．６ ¥2,800

数量限定
磯自慢　純米吟醸　生原酒　しぼりたて

純米吟醸生
しぼりたて

静岡県
磯自慢酒

造

静岡・焼津の世界レベルの評価と酒造り。果実のような華やかな香りに奥深い味わい。青リンゴ�のようなフレッシュ感が
あり，優しい内あたりで酸があり、とてもフレッシュです。後口に仄かな渋味を残しスキッと切れるお酒です。

無我　純米大吟醸　生原酒＜限定販売＞ 純米大吟醸生
山形県

楯の川酒
造

６ツの『無』　①雑味や荒さを指さない『無加圧採り』②取れたてそのまま『無濾過』③濃厚の旨味を持つ原酒
『無加水』④自然な発泡感を残したまま『泡を立てない充填』⑤フレッシュな生酒として『無加熱』　上槽当日に瓶
詰めし翌日蔵出し。新鮮味あふれる美味しさを『無我夢中』に追求しました。蔵元の亀口から汲んで呑む、あの
特別な味わいを是非！！

長野県
大澤酒造

純米吟醸
生

黒龍　龍　大吟醸　×　
ファイナルファンタジー・ブレイブエクスヴィアス

大吟醸

福井県
黒龍酒造

『ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス』は、全世界3500万ダウンロードを突破している世界的に人気のゲームです。今回、本作にお
いて新しい「幻獣」として登場する「黒龍」が、銘柄と同一の名称であることから、地酒と世界的ゲームとのコラボレーションが実現しました。化
粧箱、ラベルには、同シリーズのイラストを手がけるアーティスト天野喜孝氏描き下ろしのイラストを使用致しました。

明鏡止水　純米吟醸　吟織

純米吟醸の旨味たっぷりのうすにごり生酒。フレッシュで爽やかな香りと味わいがご堪能頂けます。

2019/1/23

季節のオススメ酒
酒のきたむら

数量限定･今年最後の入荷です！冬季限定チョコレート

「百年の孤独チョコレートボンボン」
●百年の孤独とヘーゼルナッツのミルクチョコレート
●宮崎マンゴーのジュレと百年の孤独マリアージュ
●高鍋で育てた麦のみを使ったプラリネ　※一箱に各２個ずつ計６個入り

6粒入り

２５００円

期日限定　完全予約　受注分のみ発注です。

醸し人九平次　純米大吟醸　うすにごり生
１月29日（火）〆切り　2月１３・１４日頃発売

純米大吟醸
生原酒

愛知県
萬乗醸造

ここ数年、萬乗醸造では、生酒のコンディション良き状態が思いのほか短い為、発売されておりませんでした。お客様に
本当の『生』の美味しさをお届けするため搾った後、１日～2日で瓶詰め、即、発送というコンセプトの商品です。1日、2日の
誤差は生じるかもしれませんが、その趣旨のため完全予約制での出荷となります。余分はありません。お取り置き保管も出来
かねます。

酔鯨 純米吟醸 吟麗 未濾過
すっぴん 【生】（数量限定）

純米吟醸
生酒

高知県
酔鯨酒造

季節・数量限定のしぼりたて生酒で、タンクに保存しているお酒を「そのままの味わい」で出荷したみずみずし
い酒。無濾過で、加水調整をせず、火入れと呼ばれる加熱殺菌処理も施していないので、まさに「活きた生の
お酒」。原酒本来の旨味とコク、生酒のフレッシュな味わいは通常のお酒と一線を画します。

川鶴　純米吟醸　讃岐風花
純米吟醸

一回火入れ
香川県

川鶴酒造

すっきりとした爽やかな飲み口ながら、低温貯蔵庫で熟成させたことにより、程よくまろやかな味わいとなってい
ます。口中でのふくよかな旨味は、讃岐名産の唐辛子「香川本鷹」を使用した辛みのある鍋料理にも相性が良
く、温かい食材と合わせながら冷酒から燗までの幅広い温度帯でお楽しみ頂けます。

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

定休日 毎日曜日と第2・第３月曜日

１月29日解禁！ 絶賛予約承り中！



結の香 50%・55% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,800

五百万石 60% 1800ml

＋３．０ １．３ ¥3,148

山田錦 55% １８００ｍｌ

＋２．０ １．６ ¥2,900

山田錦 60% １８００ｍｌ

±０ １．８ ３０００円

山田錦 75% １８００ｍｌ

＋３．７ ２．０ ¥2,600

さがの華 60% １８００ｍｌ

＋６．０ ２．０ ¥2,700

国産米 70% １８００ｍｌ

＋１３．９ ー ¥2,400

山田錦・夢一献 50% 1800ml

＋１．０ １．８ ３０００円

マノビ 50% ７２０ｍｌ

－ － ¥5,000

雄町 40% ７２０ｍｌ

－ － ¥3,500

ゆきの美人　純米吟醸　山田錦　6号酵母
純米吟醸

生詰
秋田県

秋田醸造

米のやわらかな甘味、ややジューシーな飲み口ですが、スッキリとした爽快な酸が切れ、後味は軽快にまとまり
ます。

赤武　Akabu　純米吟醸　結の香
純米吟醸

一回火入れ
岩手県

赤武酒造

岩手県産酒造好適米の最高峰を使用。岩手県が永年研究を重ね山田錦に匹敵する酒米を育てたい。それが
『結の香』。フルーティーな香りと味わい透き通るような喉ごしが特徴です。ちょっと贅沢なAKABU 結の香に酔
いしれて下さい。

特別季節限定
羽根屋　純米吟醸　生酒　かすみ酒

富山県
富美菊酒

造

春の雪解け水のようにピュアで春の夢のように儚く淡い。ふわりとした透明感あふれる味わいが特徴です。羽
根屋ブランドでにごり系を出荷されるのはなんと4年ぶりらしいです。入荷数限定

百十郎　冬空　純米　生原酒 純米生原酒
岐阜県
林本店

白桃やアプリコットのような香りと、細やかな酸。旨味を感じるクリーミーさと、洗練されたクリアなミネラル感が
バランスよく調和する絶妙な仕上がり。【ペアリングフード例】たこ焼き・焼き鳥（タレ）・チーズフォンデュ・キムチ
鍋・アヒージョ・牛すじ大根（どて煮

みむろ杉　純米吟醸　山田錦　無濾過生原
酒

純米吟醸
無濾過生原酒

奈良県
今西酒造

香りはフレッシュで爽やかなラムネのような吟醸香。口当たりは瑞々しくシャープで綺麗な酸。そしてジューシー
な旨味とエキス。程よくボリューム感がありつつも，雑味の少ないクリアな透明感があり、軽快な仕上がりとなっ
ております。イチオシ！

庭のうぐいす　純米吟醸　あらばしり
純米吟醸

本生
福岡県

山口合名

新酒あらばしりのダイナミックでシャープな香味を楽しんで頂ける生の純米吟醸です。＠

七田　七割五分磨き　山田錦＜無濾過生＞
純米

無濾過生原酒
佐賀県

天山酒造

「山田錦」や「雄町」「愛山」といった品質的に素晴らしくパワーのある酒米はあえて削らずに丁寧に醸すことで、そのお米の
良さを引き出そうと挑戦したものです。75％の純米造りにしたことで、「山田錦」を全量使用しているにもかかわらずこの価
格！しかも、無濾過生原酒ですので「山田錦」らしさも感じられるお買い得な限定酒です。

天吹（あまぶき）　あいらぶすし 
　辛口純米生酒

純米辛口酒
生酒

佐賀県
天吹酒造

このお酒は、寿司と合わせるだけじゃもったいない。旬のお魚や海の幸に もっと、もっとあわせたい！
という声をたくさんいただいています。得意の花酵母／いちご酵母・月下美人を使い辛さだけでなく華やかで優
しい旨味を持ったお酒です。

純米吟醸
生酒

愛知県
萬乗醸造

太陽がいっぱい降り注ぐ南仏プロヴァンス地方のカマルグという地で栽培された米品種：マノビを名古屋で醸した類を見な
い逸品。カマルグは南仏アルル近郊、ローヌ川が地中海にそそぐ三角州。野生の動植物が多く生息する自然公園周辺に、
フランス唯一の稲作地帯に位置しています。※米品種：マノビは酒造好適米に認定されていないため、厳密には純米大吟醸と呼ぶことが出来ず、ラベル表示は

「清酒」となります。

醸し人九平次 純米大吟醸　協田 純米大吟醸
愛知県

萬乗醸造

協（とも）に田を耕すことでこの品は生まれました。「誰と？」赤磐雄町米の専業農家・岩藤英彦さん、そしてJA岡山東赤坂
特産雄町米研究会の皆さんです。リリースしている品のお米には責任を持つべく、2014年より稲作期間中、弊社担当スタッ
フが岡山・赤磐へ移住し、岩藤さんの指導の下、雄町米を協（とも）に育てております。責任をもって育てた雄町米から生ま
れます。

醸し人九平次　
CAMARGUE（カマルグ）に生まれて

清酒
（純米大吟醸）



結の香 40% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥6,800

山田錦 55% １８００ｍｌ

＋２．０ 1.4 ¥3,500

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋２．０ 1.4 ¥2,800

山田錦 49% 1800ml

±０ １．６ ¥3,600

赤磐雄町 50% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,500

雄山錦 60% １８００ｍｌ

±０ １．３ ¥2,980

八反錦 50% 1800ml

＋３．０ － ¥2,700

美山錦 55% １８００ｍｌ

＋４．０ １．５ ¥2,665

五百万石 65% 1800ml

－６ ２．１ ¥2,400

山田錦他 40%・50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

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」。

岩手県の好適米「結の香」を40%まで磨きあげたＡＫＡＢＵの純米大吟醸酒です。極寒の盛岡で最も適した時期
に仕込みを行い、超低温発酵によりゆっくりと醸しました。食事とも合わせやすい上品な香り、結いの香の膨ら
みの有る旨味が口の中に心地良く広がります。

雨後の月　純米吟醸生酒中汲み　限定品
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

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。

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。

上品で綺麗な酒質の中にも、甘みと旨みがあり透明感のある喉越しでとても素直なお酒です。フレッシュで味
わい深く爽やかな香りのお酒です。時間とともに落ち着きが出てくる変化もお楽しみ頂けるかと思います。あら
ばしりとは…もろみを槽に積み重ねて搾る作業において、加圧を行う前に自らのもろみの重さによって流れ出
るお酒です。

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

東洋美人　IPPO　槽垂れ　直汲み生
純米大吟醸規格

47

福井県
黒龍酒造

30

純米吟醸
無濾過生原酒

佐賀県
五町田酒

造
東一　純米吟醸　うすにごり生

純米吟醸
うすにごり

広島県
相原酒造

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。

山口県
澄川酒造場

本醸造生原酒黒龍　垂れ口　本醸造

純米大吟醸

松の司　純米吟醸　あらばしり
滋賀県

松瀬酒造

松の司　樂　純米吟醸　しぼりたて生原酒

赤武　Akabu　３０BY純米大吟醸
　結の香　生酒

滋賀県
松瀬酒造

フレッシュな香味が存分に楽しめる生酒です。できたてのフレッシュな味わいとフルーティーな香りをお楽しみく
ださい。
飲み飽きせず、何杯でも美味しくいただけます。

雨後の月　純米吟醸

　　　Black　Moon　生酒(黒月こくげつ)
純米吟醸生

広島県
相原酒造

月をテーマにした酒名は、やはり「雨後の月」たる由縁。黒月とは・・・月の後半の16日以後をいい、インドの暦
法に基づく称。15日の満月の日から月が欠け始め、しだいに暗くなるところから名づけられました。雨後の月ら
しい上品な吟醸香が優しく香り、食事と共に味わえる純米吟醸です。

岩手県
赤武酒造

60

純米吟醸
無濾過生原酒

毎年年末に入荷する大人気！純米吟醸のうすにごりのお酒です。新酒のピチピチ感と東一
らしい旨味のある味わい。毎年好評のお酒です



玉栄 60% 1800ml

＋４．０ ２．０ ¥2,450

オオセト 65% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,450

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

フクヒカリ 55% 1800ml

+1.0 1.8 ¥2,760

雄山錦 55% １８００ｍｌ

＋２．７ １．６ ¥2,600

五百万石 58% 1800ML

¥2,700

富山県産山田錦 40% 1800ml

＋３．０ １．３ ¥5,554

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。

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。

京都府
城陽酒造

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

純米吟醸
無濾過生原酒

武勇　純米吟醸　生　
しぼりたて直汲み

徳次郎　特別純米　
無濾過生原酒しぼりたて

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。

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

百歳　純米生原酒　旨味封じ込め

茨城県
武勇

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
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京都府
木下酒造

茨城県
吉久保酒造

純米吟醸　生

搾り機から滴り落ちる新酒をそのまま瓶詰めした受注限定『直汲み』。蔵元冬の一番人気『純米吟醸 しぼりた
て』のほのかに香る吟醸香と柔らかい酸味、『直汲み』ならではの爽やかなガス感を伴った新鮮な風味。

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

初亀　吟醸初しぼり　生原酒　30BY 吟醸酒

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。

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。

静岡県
初亀醸造

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。

川鶴　純米　限定直汲み
無濾過生原酒


