


山田錦 50% １８００ｍｌ

－２ 1.5 ¥3,600

山田錦 40%・50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

山田錦 55% 1800ml

+3.0 1.7 ¥2,839

五百万石 55% 1800ml

＋３．５ １．０ ¥2,700

山田錦 50% １８００ｍｌ

＋５．０ 1.7 ¥2,980

山田錦 60% 1800ml

＋５．０ １．７ ¥2,500

美山錦 55% １８００ｍｌ

＋１．０ １．７ ¥2,780

雄町 55% 1800

＋３．５ １．５ ¥3,300

東洋美人　IPPO　純米大吟醸規格
　山田錦

純米大吟醸
規格

山口県
澄川酒造

場

東洋美人　純米大吟醸規格のお酒です。華やかな吟醸香と優しい旨味。東洋美人らしい旨味のしっかりとした
お酒になりました。人気の『東洋美人　山田錦』です。

楯野川　純米大吟醸　直汲み＜生＞
限定流通品

純米大吟醸
直汲み生

山形県
楯の川酒

造

山田錦100％の直汲み酒。搾ったお酒をすぐに瓶詰した生酒です。山田錦らしい豊かな味わいと、『楯野川』の
特徴の一つである綺麗で穏やかな香りを表現しました。直汲み無濾過生酒。

黒龍　吟醸生詰　吟十八号 吟醸生詰
福井県

黒龍酒造

その年十八番目の醪が搾られる頃、酒蔵は最盛期を迎えます。軽やかで爽やかな香味の吟醸酒を生貯蔵し、
「吟十八号」と名付けました。爽やかな吟醸香にフレッシュで清涼感のある軽快な味わいが特徴の吟醸生貯蔵
酒です。【季節限定酒】

お奨め！しっかりカラクチ。
出雲富士　純米吟醸　山田錦無濾過生原酒

純米吟醸
無濾過生原酒

島根県
富士酒造

島根県産山田錦を使用した純米吟醸無濾過生原酒。すっきりと広がる心地よいイチゴのような香りと山田錦の
きれいなうま味・酸味が全体に広がります。軽やかなうま味と後口に若干の渋味が広がり、食事とご一緒にお
すすめです。

出雲富士　純米吟醸　山田錦５０　赤
ラベル・リニューアル

純米吟醸
島根県

富士酒造

出雲富士らしい純米吟醸。柔らかで呑みやすい純米酒の中に吟醸の豊かな存在感。呑み進む度に『出雲富
士』の良さがじわじわ感じる。

城陽　徳次郎　夏純米 純米酒
京都府

城陽酒造

暑い夏にさっぱりスッキリ飲めるお酒です。「山田錦」の芳醇な香りが香り立ちます。 まろやかで豊かな旨味と
柔らかな酸味がとてもバランス良く仕上がっています。田舎のあぜ道の夏らしいラベル。今年も入荷しました。
去年を上回る旨さ！『絶対買いの一本です。』

季節のオススメ酒
酒のきたむら

2019/4/18

林　純米吟醸　美山錦　生原酒　限定品 純米吟醸
富山県

林酒造場

協会701号酵母　酒米シリーズ第三弾。『美山錦』です。林らしくスカッとした軽快な喉ごしと優しい旨味が特徴です。食事の
邪魔をしないスイスイ飲めるお酒です。V
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松の寿　純米吟醸　雄町　火入れ 純米吟醸
栃木県

松井酒造
店

タンク1本だけの限定酒。9号系酵母と雄町を使用した清涼感のある新鮮な果実を想わせる香り、ふくよかな旨
みが溶け込んだ豊かな味わいをエレガントにお楽しみいただける逸品です。お燗もすこぶる美味です。

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



赤磐雄町 50% 1800ml

＋２．０ １．４ ¥3,500

寿限無 50% １８００ｍｌ

＋１１ １．６ ¥3,240

愛山 50% 1800ml

＋５．０ １．３ ¥3,334

雄町 55% 1800ml

＋９．０ １．８ ¥3,200

松山三井 60% 1800ml

－ － ¥2,750

雄町 40% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,800

滋賀渡船 60% １８００ｍｌ

＋２．５ １．７ ¥2,600

五百万石 60% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,518

１８００ｍｌ

岐阜県養老玉泉堂酒造 ¥2,300

山田穂 75% １８００ｍｌ

＋３．０ １．８ ¥2,700

美泉
びせん

　ライスウオッカ

正雪　純米吟醸　愛山 純米吟醸
静岡県

神澤川酒
造

赤のメタルラベルが目を引きます。愛山は溶けやすく崩れやすい性質のため濃厚な味わいになりがちですが、
溶かしすぎず正雪らしい澄んだ切れのよい味わいを引き出せました。製造本数限定の希少酒です。

羽根屋　純吟プリズム　Hologram Label
　究極しぼりたて　無濾過生原酒

純米吟醸
無濾過生原酒

富山県
富美菊酒

造

しぼりたてのフレッシュな味わいを完全無濾過のまま最短時間でふうじこめた究極しぼりたて。ジューシーさと
複雑に織りなすフルボディの味わいは七色に輝くプリズムのように光彩を放ちます。数量限定

米だけを原料とした米アルコールを酒造りの仕込み水と同じ養老の天然水でちょうごうしてから、白樺活性炭にて濾過する
事でライスウオッカに仕立てました。,連続蒸留による雑味のない味わいが超軟水で割る事で口当たり優しく、さらに白樺濾
過で仕上げた綺麗な香味は凡庸性の高いクセのないウオッカです。レモンをはじめ、柑橘系のサワーベースに最適です。

新発売！養老天然水で仕立てた和風ウオッカ

スピリッツ・原料：米　２５度

ゆきの美人　純米吟醸　雄町　生 純米吟醸　生
秋田県

秋田醸造

全量「雄町」５５％で醸したお酒です。米の旨味を存分に引き出し、豊かな味わいと酸味が特徴です。豊かな旨
味でスッキリシャープな切れ味です。

伊予賀儀屋　限定選抜　STANDARD
純米生原酒　厳選シングルタンク

純米生原酒
愛媛県

成龍酒造

「生まれたままの、ブレンド前の味わい」をコンセプトに造り手である織田杜氏や蔵人達が愛媛県産の「松山三井」を原料に
仕込んだ純米酒の同スペックタンク数本の中から1本だけを選び抜き瓶詰めした年に一度しか出荷されない数量限定酒。
上品で爽やかな香り、口に含むと綺麗な旨味と酸が広がりクリアで優しい味わいをお楽しみになれます。

竹の園 超辛口純米大吟醸

　天狐（あまきつね）
純米大吟醸

佐賀県
矢野酒造

【食に寄り添う超辛口純米大吟醸】心地よく軽やかな香り、ふんわり感じるお米の旨味。ラストはしっかりキレ
る。食中酒としてお楽しみください。一回火入れ

赤武　Akabu　純米吟醸　雄町 純米大吟醸
岩手県

赤武酒造

岡山県産"雄町"で醸した純米吟醸酒。酒米のポテンシャルを活かすよう、吸水と麹造りには特に重点を置いて
醸しています。通常、雄町らしいぽっちゃり感とは一線を画し『軽快さに深みのある味わい。』のお酒です。

七田　七割五分磨き　山田穂＜生＞
純米

無濾過生原酒
佐賀県

天山酒造

七割五分シリーズの番外編限定出荷の「山田穂」です。素晴らしくパワーのある酒はあえて削らずに丁寧に醸
す事でそのお酒の良さを上品に引き出そうと挑戦しました、
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雨後の月　純米吟醸　年2回の限定酒
　　　Black　Moon　(黒月こくげつ)第二弾

純米吟醸
火入れ

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。今回の黒月
は、酵母を替え吟醸香を抑え、より食事に寄り添うお酒となりました。年2回の限定酒火入れバージョン入荷で
す。

喜楽長　特別純米　滋賀渡船　生原酒
特別純米
生原酒

滋賀県
喜多酒造

滋賀県で復活栽培された酒米、滋賀渡船6号を全量使用した特別純米の生原酒です。しっかりとした肉厚な旨
味の幅を感じますが、後からくる酸がキレ味を演出し、芳醇な旨味のバランスを整えています。まろやかな舌触
りが印象的なお酒に仕上げました。



雄町 60% １８００ｍｌ

±０ １．９ ３０００円

蔵の華 50% 1800ml

＋１２ １．６ ¥2,800

７２０ｍｌ

¥4,000

愛山 55% １８００ｍｌ

±０ １．６ ¥3,400

山田錦 49% ７５０ｍｌ

＋１．０ １．５ ¥2,572

山田錦 50% 720ml

－ － ¥2,310

五百万石・こしいぶき 65% 1800ml

＋１０．０ １．８ ¥2,000

山田錦他 40%・50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

夢錦 55% 1800ml

＋３．０ １．７ ¥3,184

山田錦 60% 1800ml

＋３．０ ２．８ ¥2,900

山田錦で醸した純米吟醸酒を甲州勝沼醸造のワイン樽に貯蔵しました。日本酒とワインのコラボレーションが生んだ、爽や
かで上品な香りが楽しめるお酒です。世界に通用する国産ワインの名産地、甲州のワイン樽で熟成された日本酒。和と洋
の融合を強く意識しました。ボトルはイタリア製、コルクキャップは日本製、容量は世界規格の750mlです。

鳳凰美田　純米吟醸　「Black Pheonix」
愛山米

純米吟醸無濾
過

栃木県
小林酒造

酸味を抑え、綺麗で上品な味わいに仕上げました。生酒の時より時間を経て落ち着いた香りと味わいが楽しめ
ます。季節限定の数量限定品です。

墨廼江　Ｒｉｃｅ is BeautifulーSOLID- 純米吟醸
宮城県

墨廼江酒
造

日本酒は「甘い酒」だと重々承知している上で、あえて難題「辛口」で勝負！純粋で無垢なキレ味のある辛口（＝SOLID・ソリッド）を、クリアな
米の味わいの中で表現しています。宮城の米・酵母・水で醸した「オール宮城」仕様です。食中に適し、清涼感ある香りで喉越しのキレ味が鋭
いただ辛いのではなく、透明感のある旨味も。今まで墨迺江の定番酒にはない、シャープ＆ドライ、ソリッドな辛口です。

東一　純米吟醸　甲州ワイン樽
ヴィンテージ　熟成酒　熟成の妙

純米吟醸
佐賀県

五町田酒
造

奥播磨　純米　＜生＞

みむろ杉　純米吟醸　雄町
無濾過生原酒

純米吟醸
無濾過生原酒

奈良県
今西酒造

季節限定　今の時期だけの生出荷されるお酒です。雄町らしい優しい旨味と軽快さ。原酒の力強さも有り相乗
効果で旨さを感じます。

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。

米作りリーダー 金子敦司が中心となり、自分たちだけでつくった山田錦を100％使用しました。黒田庄（くろだ
しょう）は、私たちが米作りをしている町の名前。ラベルに刻まれた数字は、お米をを栽培した田んぼの、緯度、
経度です。スッキリとした酸が心地よく、繊細で滑らかな日本酒です。熟成の妙をお楽しみ下さい。

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。

焼酎をベースに24種類のボタニカル（香味原料）を組み合わせたクラフトジン「尽～tsukusu～」。2段階の蒸留方法を採用。低アルコールの
ベース・スピリッツで13種類のメイン・ボタニカルを抽出して蒸留した後、高アルコールのベース・スピリッツでメイン・ボタニカルに11種類を加
えた24種類のボタニカルを抽出し、蒸留した。ボタニカルにはジュニパーベリーなどのほか、鹿児島の「ボンタン」や「知覧茶」も含まれる。

24種の植物

凌駕　純米　１０辛　生 純米生酒
新潟県

松乃井酒
造場

アル度16度　一連の凌駕とは一線を画す。『1401酵母』で仕込んだ辛口純米酒。辛くて味のあるお酒です。大
好評、透明瓶です。

醸し人九平次　黒田庄に生まれて
純米吟醸　ヴィンテージ　熟成酒　熟成の妙

純米吟醸
愛知県

萬乗醸造

東洋美人　IPPO　直汲み　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。優し
い旨味で華やか軽やか。絶対に旨い。年に1回だけの限定出荷商品です。

JAPANESE
CRAFT　GIN

スピリッツ
鹿児島県
西酒造ＴＳＵＫＵＳＵ



1800ml

３０００円

特A山田錦 ５５＋６０ １８００ｍｌ

＋６．０ １．２ ¥3,500

兵庫県山田錦 40% 720ML

－２．０ １．５ ¥3,000

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

山田錦 42% 720ML

+5.0 １．２ ¥5,500

備前雄町 40% 1800ml

＋５．０ １．５ ¥6,000

マノビ 50% ７２０ｍｌ

－ － ¥5,000

雄町 40% ７２０ｍｌ

－ － ¥3,500

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。

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。

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

磯自慢　しぼりたて特別本醸造　生原酒

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。

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。

純米大吟醸

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。

数量限定
磯自慢　Spring　Breeze　純米大吟醸

清酒
（純米大吟醸）

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。

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。

醸し人九平次 純米大吟醸　協田
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。

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。

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！！

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

山法師　純米吟醸　中汲み　生

無我　純米大吟醸　生Special＜限定販売
＞

澤屋まつもと　守破離　アイデンティティ
２０１８　限定品

醸し人九平次　
CAMARGUE（カマルグ）に生まれて

本醸造
生貯蔵

静岡県
磯自慢酒

造


