


雄山錦 60% １８００ｍｌ

±０ １．３ ¥2,980

五百万石 50% ７２０ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,400

五百万石 50% １８００ｍｌ

＋１．０ １．３ ¥3,400

夢錦 55% 1800ml

＋３．０ １．７ ¥3,184

山田錦 60% 1800ml

＋３．０ ２．８ ¥2,900

山田錦 ６６％・７７％ １８００ｍｌ

+10.0 2.0 ¥2,800

赤磐雄町 60% 1800ml

＋７．０ ２．２ ¥3,000

ひとごこち 55% 1800ml

＋４．０ １．５ ¥2,500

奥播磨　純米　＜生＞ 純米＜生＞
兵庫県

下村酒造
店

使用したのは酒米・兵庫夢錦、すべて地元・安富町産です。幅広い料理に合わすことができる頼れる
１本です。奥播磨と言えば『山廃仕込み』のガツンとくるお酒ですがこのお酒は速醸仕込みで良い感じ
でサラリとしています。

明鏡止水　酒門　純米吟醸ALL NAGANO
生

純米吟醸
長野県

大澤醸造

米、水、酵母、そして蔵人、全て県産にこだわったオール・ナガノです。香味のバランスの良さが光るお酒です。

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」。

篠峯　雄町純米吟醸　凜々　無濾過生原酒 純米吟醸
奈良県

千代酒造

フルーティーな香りで、瑞々しい口当たりと、爽やかな酸味が広がります。喉越しも良く、なめらかな飲み口でお
料理との相性も抜群です。

冩楽　おりがらみ　純米吟醸生
おりがらみ
純米吟醸生

福島県
宮泉銘醸

搾った後すぐに瓶詰。うっすらと雪のようにオリが絡んでいます。寫楽ならではのフレッシュな吟醸
香、やわらかな口当たりと果実香が広がり、上品な米の旨みもありながらキレの良い後味です。超限
定

篠峯　生酛　山田錦　純米　参年熟成
（２０１５BY酒）

生酛純米酒
奈良県

千代酒造

二回火入れ酒で瓶詰め後３年熟成させた2７BYのお酒で、深いコクと後口の切れが特徴で熱燗がオススメの
お酒です。

都美人　山廃特別純米　紺ラベル
　無濾過生原酒

山廃特別純米
無濾過生原酒

兵庫県
都美人酒

造

京都府京田辺市在住京大卒の山内邦弘杜氏・石川県元菊姫超有名『農口杜氏』に認められた杜氏です。ふく
よかな旨味とコクが香味に厚みを持たせた山廃の奥行きのある味わいとキレのよさが十分に発揮されていま
す。香りのインパクトは山廃らしい乳酸系の香りです。

季節のオススメ酒
酒のきたむら

2019/3/21

会津宮泉　貴醸酒（数量限定） 貴醸酒
福島県

宮泉醸造

宮泉醸造から春の超限定出荷酒『貴醸酒』の入荷です。貴醸酒（きじょうしゅ）とは、水の代わりに酒で仕込ん
だ酒で、独特のとろみのある甘口の日本酒です（ウィキペディアより）大変貴重なお酒です。ご希望本数にお応
えできないかもしれません。

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 55% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,200

山田錦 50% １８００ｍｌ

＋０．９ １．９ ¥2,500

1800ml

３０００円

山田錦 55% 1800ml

＋２．０ １．４ ¥2,760

岩手産かけはし 55% 1800ml

＋５．０ 1.9 ¥3,187

山田錦他 40%・50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

八反錦 60% 1800ml

－ － ¥2,700

夢一献 60% １８００ｍｌ

＋２．５ １．８ ¥2,600

愛山 55% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,800

千本錦 50% 1800ml

＋３．０ １．７ ¥3,400

林　純米吟醸　山田錦　生原酒　限定品 純米吟醸
富山県

林酒造場

生産量は150石程度で蔵元杜氏として後を継いだ林秀樹氏はこのままでは生き残れないと思い、手間を惜しまず洗米を限
定吸水、麹蓋で麹造りを行うなど量より品質を重視した酒造りを始め自らの名を冠した限定酒「林」に夢を賭けました。利益
よりも「納得」を重視しました。お酒はふんわり優しく包んでくれるような誰が飲んでも良いと思える普遍的な美味しさがあり
ます。

30

東洋美人　IPPO　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

30BY最後の出荷。あえて純米大吟醸を名乗らない高品質のお酒です。麹米に山田錦４０％精米とかけに５
０％精米の酒造好適米を使いました。東洋美人の冬の定番「おりがらみ」の生酒です。年に1回だけの限定出
荷商品です。

うごのつき　純米吟醸　千本錦　無濾過生
原酒

純米吟醸　
直汲無濾過生

広島県
相原酒造

年に一度の貴重酒【無濾過生原酒】。相原酒造お得意の『千本錦』で醸しています。全国新酒鑑評会で三年連
続金賞受賞もこのお米使用でとりました。口に含むと青リンゴのような爽やかな香りで、すっきりとした飲み口。
食事と合わせると、透明感がきらめようなくお酒です。じゃこやイクラの大根おろし添えなどと一緒に飲んでいた
だけると最高です。

ちえびじん　特別純米　八反錦　おりがらみ生
純米

おりがらみ生
大分県

中野酒造

荒走りを袋吊りし、斗瓶に取った澱をブレンドした澱がらみのお酒です。蔵元の自信作。「八反錦」には凄く自信
を持っています。

黒蜻蛉　特別純米　無濾過生
特別純米
無濾過生

福岡県
若波酒造

芯のあるしんしゅらしさと少しの荒さを残した無濾過生。今期は酒米「夢一献」の味わいの幅を広げるように酒
質設計。味幅と若波酒造らしい後味の軽さが特長の黒蜻蛉です。

梅乃宿　クールゆず（数量限定） 生の果実リキュール

奈良県
梅乃宿酒

造

ゆず果汁・醸造アルコール
果糖・日本酒

alc.８％

夏限定。ゆずの香りと爽やかさをそのまま味わって頂くために熱処理をしないで作り上げた生のゆず酒です。『梅乃宿　ゆ
ず』よりもさらに果実率を増やし1800mlで約20個分のゆず果汁を風味を損なわない低温調合でブレンドしました。ゆずその
ままの美味しさとフレッシュさをストレートにお楽しみ頂ける自信作です。

梅乃宿
うめのやど

＜吟
ぎん

＞純米大吟醸
じゅんまいだいぎんじょう

　生
なま

酒
さけ

　白虎
びゃっこ

ラベ

ル

純米大吟醸
生酒

奈良県
梅乃宿酒

造

今年は少量。通常の火入れ酒の生バージョンです。「山田錦」を50％まで磨いて醸した「吟」を、火入れせずに生のまま瓶
詰めした、4月から9月の季節限定品です。華やかな上立ち香と、口に含んだ瞬間に嬉しい驚きを感じるエレガントな味わい
に仕上がっています。暑い季節にもお楽しみいただける日本酒です。コストパフォーマンス大！！

武勇　純米吟醸　山田錦　小川酵母仕込み 純米吟醸
茨城県
武勇

飲み飽きしない食事に寄り添うお酒。穏やかな香りと酸のあるお酒でベストバランス。とても旨いお酒です。兵
庫の山田と茨城の小川酵母で純米吟醸ながら香りは穏やか、またしっかり造る事によって料理に負けない酸を
表現しました。

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。

AKABU　純米吟醸　愛山　数量限定
純米吟醸

一回火入れ
岩手県

赤武酒造

『愛山』2年目の作です。兵庫県産『愛山』を原料とし、情熱と愛情と根性で醸されました。フレッシュさを残しなが
らも、愛山らしい柔らかい味わいと香りが優しく口中に広がります。



亀の尾 60% １８００ｍｌ

+２．０ １．２ ¥2,300

岡山雄町 50% １８００ｍｌ

±0 １．４ ¥3,650

特A山田錦 ５５＋６０ １８００ｍｌ

＋６．０ １．２ ¥3,500

雄町 60% １８００ｍｌ

－１．０ １．９ ３０００円

蔵の華 50% １８００ｍｌ

－２．０ １．５ ¥3,000

五百万石 50% 1800ml

－ － ¥2,300

兵庫県山田錦 40% 720ML

－２．０ １．５ ¥3,000

山田錦・五百万石 55% １８００ｍｌ

¥3,000

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

みむろ杉　純米吟醸　おりがらみ生
華きゅん

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。軽快さの中に程よくボディ感があり、飲み口の良さだけで
なく雄町米ならでは甘味とコクをしっかりと残した味わいの純米吟醸おりがらみ生です。

今では幻の米と言われる｢亀の尾｣(大潟村)を60&精米、秋田純米酵母仕込みの生詰め原酒です。規格外(３等米外)のお米を使用しているの
で｢純米酒｣を名乗れません。契約農家サンが大切に育てた｢亀の尾｣・・・・。ちょっとぐらい見たくれは悪くともしっかりと遺伝子を受け継いでい
るに違いない！一粒も無駄にすること無く大切にしたい。そんな想いから造られました。特別純米仕様のスペシャル普通酒です。

七田　純米吟醸　雄町50　無濾過生
純米吟醸
無濾過生

佐賀県
天山酒造

パリで開催されKURA MASTER2017で純大部門（精米50%以上）でプラチナ賞、その中から全体の1位『プレジデ
ント賞』を受賞。またKURA MASTER 2018において純大＆純吟部門でプラチナ賞を受賞しました。

阿櫻　生詰原酒　亀の尾　２８BY　一回火入
れ

生詰め原酒
秋田県

阿桜酒造

紀土　KID　純米吟醸酒　春の薫風　生酒 純米吟醸生酒
和歌山県
平和酒造

柔らかな味わいとほんのりとした余韻の苦み。そして「紀土」らしいキレが特徴です。また香りもバランスを保ち
ながら表現しています。春野菜と是非合わせてみて下さい。

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

磯自慢　しぼりたて特別本醸造　生原酒

山和　純米吟醸　Spring　夜桜ラベル
純米吟醸

無濾過生原酒
宮城県

山和酒造

山和から春限定の季節酒です。 春を感じさせる爽やかな香り、旨みと酸のバランスがとれた 飲みやすい仕上
がりになっています。宮城県産「蔵の華」と宮城F酵母を使用し小仕込みで冷温発酵させ丁寧に仕込みました。

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。

無我　純米大吟醸　生Special＜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！！

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。

本醸造
生貯蔵

静岡県
磯自慢酒

造

醸されたばかりの超限定「しぼりたて特別本醸造生原酒」です。新酒のフレッシュさにまるい奥深い味わい、吟
醸香に加え麹香が漂うまさに旬の日本酒です。



五百万石 60% 1800

＋８．０ ¥3,428

しずく媛 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．８ ¥3,050

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

山田錦 50% 1800ml

－ － ¥3,500

山田錦 42% 720ML

+5.0 １．２ ¥5,500

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

神亀　純米　搾りたて生原酒 純米生原酒
埼玉県

神亀酒造

無濾過生原酒ならではのとろりとした濃厚な米の旨みとキレのよさ。熟成して神亀特有の濃醇で力強い味わい
になりました。

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。

純米吟醸
うすにごり生

福岡県
山口合名

30

東洋美人　IPPO　直汲み　おりがらみ生

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。

庭のうぐいす　純米吟醸　うすにごり生

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。

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

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。

限定品
松の司　純米大吟醸　生　竜王産山田錦

純米吟醸
生

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。

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。

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。

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。

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


