


山田錦・五百万石 55% １８００ｍｌ

¥3,000

松山三井 55% 1800ml

＋３．０ １．４ ¥2,800

兵庫県産北錦 66% 1800ml

＋１７ ２．７ ¥3,300

ひごこちと 53% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,035

しずく媛 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．８ ¥3,050

五百万石 55% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,000

山田錦 55% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,000

山田錦・レイホウ 65% １８００ｍｌ

＋３．０ １．７ ¥2,600
七田　純米　無濾過　生　「おりがらみ」

純米酒
活性にごり

佐賀県
天山酒造

ガス圧高め。香りはほどほど、甘く爽やかでマスカットのよう。ピチピチシュワシュワとした微炭酸感満載の口当たりから酸味を伴った果実のよ
うなジューシな旨み。ドライタイプのしっかりとした辛み、ジューシーな旨みをしっかりと支える酸と活性酒特有のほんのりとした苦み、そしてピ
リリ効いた渋みが良い。キレも良くサッパリとしている。「七田」の純米無濾過生原酒に滓をからめ、瓶内二次発酵により微発泡の軽快な味わ
いに仕上げた活性タイプの日本酒です。

美丈夫　純米吟醸　タマラベル　あらばしり
生

純米吟醸
あらばしり生

高知県
濱川商店

あらばしり生酒うすにごり。瑞々しい果実実にあふれたフレッシュな味わいです。あらばしりゆえに薄く霞がかか
りより米の旨味も感じ、若々しいお酒です。

黒龍　純吟　垂れ口　うすにごり生原酒
純米吟醸
うすにごり

生原酒

福井県
黒龍酒造

槽口から流れる純米吟醸のうすにごり新酒を生のまま瓶詰いたしました。しぼりたて原酒独特のみずみずしさ
溢れる味わいをお楽しみください。

仕込み第一弾初仕込み
伊予賀儀屋　壱番搾り　無濾過　純米　生
原酒

純米無濾過生
原酒

愛媛県
成龍酒造

愛媛発の『しずく媛』と新酵母『EK-7酵母』で醸すオール愛媛のお酒です。「EK-7酵母]は、酸がやや低く、バナ
ナのような香り成分『酢酸イソアミル』・りんごのような香り成分『カプロン酸エチル』と言った香味成分を多く出す
酵母です。

伝心　春　純米吟醸　無濾過生酒
純米吟醸

無濾過生酒

福井県
一本義久
保本店

朝日放送『おはよう朝日です。土曜日です』で紹介されたお酒です。日本酒を飲まない『北村真平アナ』が、
『スイスイ飲める。美味しい。』を連発。目のあたりを真っ赤にして取材していました。桃を連想させるような柔
らかく甘い春の香り。そしてみずみずしい舌触りの後に、爽やかな酸味が後口を引き締めます。

季節のオススメ酒
酒のきたむら

2019/2/20

徳次郎　純米吟醸無濾過生酒"陽炎"春限
定

純米吟醸
無濾過生酒

京都府
城陽酒造

今季初の取り組み徳次郎ブランドの春の限定品『徳次郎　純米吟醸　無濾過生酒”陽炎”　です。兵庫県特等
山田錦を使用した限定醸造酒。香り豊かで春らしい爽やかなお酒です。

玉川　自然仕込　雑酒（山廃）
白ラベル　無濾過生原酒２０１８ＢＹ

雑酒
無濾過生原酒

京都府
木下酒造

日本酒度＋１７　酸度２．７　アミノ酸度４．６　アルコール度２２．４％　日本酒は、アル度22度以上で『日本酒』
と呼べなくなります。仕込みは、純米の蔵付酵母の自然仕込みです。長期酵醪52日でようやく上槽。微妙に米
由来の香りはありますが、甘味はほとんど感じません。辛口好きのお酒です。

望bo:　純米吟醸　ひとごこち　無濾過生原
酒

純米吟醸
無濾過

栃木県
外池酒造

店

口に含んだ瞬間まるでグレープフルーツのような柑橘系のジューシーな酸味と甘味が弾けます。華やかすぎず
上品で爽やかな香りに程よい酸味でキレの良いお酒です。

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



山田錦 非公開 1800ml

非公開 非公開 ¥4,200

出羽燦々 60% 1800ml

－１．０ １．５ ¥2,900

秋田県産ふくひびき 60% 1800ml

±０ １．７ ¥2,700

山田錦 50% 1800ml

¥4,200

常陸錦 55% 1800ml

＋１．０ １．７ ¥2,500

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋６．０ ２．６ ¥3,000

まっしぐら
５５％＋

65%
１８００ｍｌ

＋８．０ 1.7 ¥2,800

富山産五百万石 60% 1800ml

＋５．０ １．５ ¥2,780

たかね錦 55% 1800ml

＋４．０ １．６ ¥2,500

雄町 75% １８００ｍｌ

＋４．０ １．８ ¥2,600

百歳　漆黒　特別純米　生　夜桜ラベル 特別純米生
茨城県

古久保酒
造

茨城県産常陸錦を用いた特別純米酒の生酒です。百歳ならではの旨味の有る辛口でフレッシュな味わいをお
楽しみ下さい。

秋鹿　純米吟醸生酒　春だし限定五千本 純米吟醸生酒
大阪府

秋鹿酒造

大寒仕込みで角の取れた生酒の春の日差しのような飲み心地をお楽しみ下さい。

特別純米酒
生酒

富山県
富美菊酒

造

搾りたての瑞々しい味わいを生のまま封じこめました。済んだ透明感と優しい膨らみのアル味わい。丁寧な造
りの良さが生きた季節特別限定酒です。

ｚ

裏男山　超辛純米
無濾過生原酒＜数量限定＞

純米無濾過
生原酒

青森県
八戸酒造

陸奥男山　超辛純米酒の“生”を数量限定で瓶詰めされました。火入れ酒にはない力強さが有り、フレッシュで
切れ味の鋭いパンチのある超辛口となりました。季節限定・数量限定のお酒です。

限定品
松の司　純米大吟醸　生　竜王産山田錦

純米吟醸
生

滋賀県
松瀬酒造

特別に栽培した地元産の山田錦を使用。青い果実の爽やかな香りとジューシーさが味わえます。松の司らしい
酸味と旨味が楽しめます。

凌駕　特別純米　オリ★オリ　生
特別純米

おりがらみ生
新潟県

松井酒造

アルコール度１６度。華やかな香りとジューシーな味わい。呑んだ後の旨さの余韻に浸れます。おりがらみの生
酒。香りも華やかで爽快な飲み口。数量限定です。

七田　七割五分磨き　雄町　無濾過生２０１
９

純米酒
生詰

佐賀県
天山酒造

山田錦や雄町などの品質的に素晴らしくパワーを持った酒米はあえて削らず丁寧に醸す事でそのお米の良さ
を上品に引き出そうと挑戦しています。

羽根屋　特別純米酒　しぼりたて＜生＞

澤屋まつもと　守破離　アイデンティティ
２０１８　限定品

純米大吟醸
熟成

京都市
松本酒造

日本酒「ID」 アイデンティティ(identity)であるお「米」を、田んぼ別に醸した日本酒です。「酒米の育った田んぼの環境まで、酒米の身分証明
の出来る日本酒」というコンセプトの元に発売されました。兵庫県産の山田錦を使い、お酒の造り方も変えていません。しかし、田んぼの細か
い場所や環境の違いによってお米そのものにそれぞれ違いがあり、その違いが出来上がったお酒にも如実に表れます。

阿櫻　純米吟醸　無濾過生原酒　
ゆきのふスペシャル　Ｗｉｎｔｅｒ

純米吟醸　
無濾過生原酒

秋田県
阿桜酒造

ＡＫＩＴＡ雪国酵母ＵＴ-1酵母使用。 香り系の酵母で華やかでまろやかさを感じます。酸は、おとなしく気品の良
さを感じます。バランスの良い味わいと余韻、どっしりとしていて爽やかさも同時に楽しめる新たな個性の阿櫻
を是非お試しください。ラベルデザインは、大阪のユキノフデザインの辻本有紀氏とのコラボ。

山法師　純米吟醸　中汲み　生
純米吟醸

中汲み　生
山形県
六歌仙

香味のバランスの良い中汲みだけを使いました。華やいだ香りに、米の旨味が生きたすっきりと飲み
飽きせずに楽しめるお酒です。



山田錦 50% 1800ml

－ － ¥3,500

佐賀の華・紫黒米 非公開 1800ml

＋３．０ １．７ ¥3,000

山田錦 42% 720ML

+5.0 １．２ ¥5,500

秋田酒こまち 55% １８００ｍｌ

+4.3 2.1 ¥3,200

山田錦・夢一献 50% 1800ml

＋２．０ １．４ ¥3,000

山田錦他 40%・50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

露葉風 60% １８００ｍｌ

＋１．０ ２．０ ¥3,000

あきたこまち/美山錦 45% 1800ml

＋１７ ¥3,100

山田錦 60% 1800ml

＋１．０ ２．０ ¥3,000

兵庫県特Ａ山田錦 60% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,000

みむろ杉　純米吟醸　露葉風　無濾過生原
酒中汲み

純米吟醸
無濾過生原酒

中汲み

奈良県
今西酒造

香りはフレッシュでほのかな吟醸香。口当たりは軽快ながらも、程よいエキス感。そしてシャープな酸。雑味は
少なく上質感と凝縮感が共存した純米吟醸です。

義侠　純米生原酒　２０１９　春 純米生原酒
愛知県

山忠本家
酒造

毎年好評。純米の生原酒しぼりたてのお酒です。タップリとした旨味と酸味が特徴です。

庭のうぐいす　純米吟醸　うすにごり生
純米吟醸

うすにごり生
福岡県

山口合名

うすにごりのジューシー＆フルーティーな香り、そして微発泡の軽い口当たりをお楽しみ頂ける生の純米吟醸で
す。

百十郎　桜　純米吟醸　春の生原酒
純米吟醸

春の生原酒
岐阜県
林本店

清涼感あふれる春の食中酒。白桃やシトラスの清々しいアロマが香る。フレッシュでピュアな旨味としなやかな
酸が調和し、洗練されたさわやかさが特徴。

三千盛　純米大吟醸　春出し超辛口　生
純米大吟醸

生

岐阜県
三千盛酒

造

しぼりたて新酒。はじける旨味とフルーティーフレーバーの競演。超辛口で雑味無し。切れ味の理想郷へ。

篠峯　ろくまる　山田錦　純米吟醸　
うすにごり　無濾過生酒

純米吟醸　
うすにごり
無濾過生

奈良県
千代酒造

香りには甘やかさのある吟醸香。瑞々しい口当たりで綺麗な旨みと酸の中に感じる品の良い味わいのお酒で
す。【季節限定酒】

30

東洋美人　IPPO　直汲み　おりがらみ生
純米大吟醸規格
無濾過生原酒

山口県
澄川酒造場

「東洋美人冬の定番」麹米に山田錦４０％精米とかけに５０％精米の酒造好適米を使いました。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。年
に1回だけの限定出荷商品です。

数量限定
磯自慢　Spring　Breeze　純米大吟醸

吟醸生
しぼりたて

静岡県
磯自慢酒

造
秋津の南を流れる東条川の対岸に位置する少分谷（しょうぶだに）の田圃は、秋津に劣らないお米の栽培に適した好立地。掛、麹とも42％精
白を100％使用。スプリング・ブリーズは、若干温度が上がるとさらに丸みを帯びたものへと変化します。冷やし過ぎず、グラスに注いでほん
の暫く時間を置いていただくことで、香りも味わいも華やかに開いて来るとお気づきいただけることと存じます。

梅乃宿　アンフィルタード　SAKE　純米大吟
醸
中汲み

純米大吟醸
中汲み

奈良県
梅乃宿酒

造

純米大吟醸のもろみを酒袋に詰め、槽搾りした無濾過の生酒です。澱と共に、搾りたてのフレッシュな香りと味
わいが楽しめます。上品な旨みと酸が、味わえます。搾りの過程の中で、香味が一番安定する贅沢な部分「中
汲み」のみを瓶詰しています。

天吹　ぴんくれでぃ　純吟造り新酒
純吟造り

一回火入れ
佐賀県

天吹酒造

華やかなシーンにもよく似合う、上品な和のピンク色。 お酒の旨みにナチュラルな酸味がやさしく溶け合いま
す。よく冷やしてワイングラスで雅なひと時をどうぞ。
※製造方法は吟醸造りですが、古代米は農産物検査法の適用が無いため、純米吟醸とは表記できません。



ひとめぼれ 55% 1800

±０ １．５ ¥3,120

岩手産かけはし 55% 1800ml

＋５．０ 1.9 ¥3,187

まなむすめ 65% 1800ml

-1 1.6 ¥2,700

美郷錦 55% １８００ｍｌ

＋６．０ １．６ ¥3,200

備前雄町 40% 1800ml

＋５．０ １．５ ¥6,000

朝日 58% １８００ｍｌ

＋４．０ １．８ ¥2,900

山田錦 60% １８００ｍｌ

±０ １．８ ３０００円

マノビ 50% ７２０ｍｌ

－ － ¥5,000

雄町 40% ７２０ｍｌ

－ － ¥3,500

結の香 40% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥6,800

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！

赤武　Akabu　３０BY純米大吟醸
　結の香　生酒

純米大吟醸
岩手県

赤武酒造

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。

伯楽星　純米大吟醸　雪華おりがらみ生酒
純米大吟醸
おりがらみ生

宮城県
新澤醸造

店

醪から来る味わいよりマスカットや洋梨を思わせる上品な香味と優しい甘さがフワリと広がり、フィニッシュはき
れいで透明感のある印象が感じられます。美しく生まれ瞬く間に消える雪の結晶の如く、一瞬の味わいをご堪
能下さい。

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。

ゆきの美人　純米吟醸　生
　辛口　美郷錦

純米吟醸生
秋田県

秋田醸造

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。

醸し人九平次　
CAMARGUE（カマルグ）に生まれて

清酒
（純米大吟醸）

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。

タクシードライバー　純米生原酒　限定品 純米生原酒
岩手県

喜久盛酒
造

仕込み２号　酵母「ゆうこの想い」　名前、ラベルの印象とは違ってシャープな切れ味のお酒です。ラベル負けし
ないインパクトのある味わい。限定商品です。

浦霞　純米しぼりたて 純米生酒
宮城県
佐浦

冬と言えば「浦霞　純米しぼりたて」。厳寒期に造られた「しぼりたて」特有のフレッシュ感と純米酒ならではのコ
ク、ほど良い酸味と旨味が心地良い味わいの新酒です。

喜久盛　嫉み　純米生原酒 純米生原酒
岩手県

喜久盛酒
造

徳島県三芳菊酒造酵母を交換し精米55%の純米を造るというコンセプトのお酒です。米は岩手県産『ひとめぼ
れ』、酵母は、三芳菊様から頂いた「徳島酵母」を使用して造られました。タンク一本の限定酒です。


