
美山錦 60% 1800ml

＋４．０ １．６ ¥2,400

ひたち錦 58% 1800ml

－１．０ １．３ ¥2,500

山田錦 70% 1800ml

±０ ２．６ ¥2,600

北海道産吟風 50% 1800ml

+7.0 1.85 ¥3,000

チヨニシキ 60% 1800ml

±０ １．５ ¥2,000

山田錦・夢一献 60% 1800ml

＋３．０ ２．１ ¥2,600

五百万石 65% 1800ml

¥2,600

雪女神 32% ７２０ｍｌ

－２ １．５ ¥3,200

金澤屋　純米　『夏の星』 純米酒
福島県

喜多の華酒
造

アルコール度数１６％で夏にスッキリと飲みやすく、甘、辛、酸のバランスの取れた、後キレの良い純米酒で
す。

山川光男　２０１９プレミアム 純米大吟醸
山形県
4蔵合同

山形正宗・楯野川・東光・羽陽男山の四蔵が順番に製造･販売シリーズ11作目は、『楯野川』の造る純米大吟
醸です。今までの『山川光男』より高精白で"ちょっと贅沢なお酒"としてリリースされました。

九頭龍　純米　夏しぼり

季節のオススメ酒
酒のきたむら

2019/5/18

庭のうぐいす　特純　なつかこい 特別純米
福岡県

山口合名

ほのかな旨味（甘味）と爽やかな酸が特徴的で夏の日本酒として最適な純米酒です。

武勇　特別純米　無濾過原酒　ひたち錦　
夏

特別純米
茨城県
武勇

爽やかな武勇の夏酒..茨城県のひたち錦を使い、１５度台の原酒を無濾過瓶火入れにて仕上げました。ひたち
錦の軽い味わいは爽やかな夏酒にぴったりです。

純米酒
福井県

黒龍酒造

黒龍酒造の純米酒らしいほのかな米の旨味を残しながら、搾ったすぐの爽やかで瑞々しい味わいと原酒のキリッとした飲
み口が特長となっています。デザインも緑を基調とした初夏らしいイメージに仕上がりました。酒造り中、蔵人にも好評だっ
た「九頭龍 純米」のしぼりたて原酒を、今年の夏はキンキンに冷やして愉しんでみませんか。

明鏡止水　癒やし系純米　日本の夏 純米酒
長野県

大澤醸造

爽やかで淡い純米酒。夏にぴったりの優しい飲み口で飲み飽きしません。ラベルは好評レトロ昭和ラベル。

酔鯨　純米吟醸　なつくじら　酔鯨夏酒
純米吟醸

原酒
高知県

酔鯨酒造

『キラキラな酔い心地』の夏酒！原料米に『吟風』は北海道産。道内のみで栽培されています。近年酒米として
作付け量、評価ともに高まってきております。いつもの『酔鯨』より、よりドライに仕上がりました。又フレッシュな
香りにする為上槽後すぐに瓶詰め、低温直送しました。

都美人H30BY　純米無濾過原酒
　ラファール

純米無濾過
原酒

兵庫県
都美人酒造

兵庫県　黒田庄産　山田錦をきょうかい7号(泡あり)酵母で丁寧に仕込んだ、一回火入れの無濾過原酒です。
柑橘系の爽やかな酸味を感じるお酒に仕上げました。冷蔵庫でよく冷やしてお飲み頂くのがオススメです。

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



常陸日本晴 70% １８００ｍｌ

＋１１．０ 2.0 ¥2,000

出羽燦々 55% 1800ml

+3.0 １．７ ¥2,700

山田錦･吟吹雪
60%＋８

０％
1800ml

＋１．９ １．７ ¥2,500

特Ａ山田錦 35% 1800ml

＋２．５ １．３ ¥5,400

特Ａ山田錦 28% ７２０ｍｌ

＋２．５ １．３ ¥4,500

夢ささら 55% 1800

－２．０ １．４ ¥3,000

好適米 65% 1800ml

¥2,700

備前雄町 60% 1800ml

－１．０ １．８ ¥2,900

西都の雫 50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

国産米 60% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,600

醴泉　東条産特別栽培山田錦　純米大吟醸
２８％精米　撥ね搾り（はねしぼり）

純米大吟醸
岐阜県

玉泉堂酒
造

東条の農家と契約栽培し、減農薬による特別栽培米の山田錦を100％使用。28％まで精米して仕込
んだ純米大吟醸の初ダレとセメのお酒です。

松の寿　純米吟醸　お蝶婦人 純米吟醸
栃木県

松井酒造
店

スッキリと爽やかなこの季節にぴったりの純米吟醸酒です。ラベル、酒名にインパクトのあるお酒です。限定出
荷数量限定品です。

百歳　超辛夏純米 純米酒
茨城県

吉久保酒
造

百歳ならではの旨味を残した日本酒度＋１１の超辛口純米酒です。旨味を残しながらも後口に「カラクチ酒」を
感じて頂けるお酒です。キンキンに冷やしても又、熱燗にしても良しのお酒です。

醴泉　純米大吟醸　撥ね搾り（はねしぼり）

醴泉シリーズにおいて最高峰の酒を目指して醸した純米大吟醸「醴泉正宗」の『初垂れ』『セメ』を合わせたお酒
です。上品な香りにしっかりとした味わいのあるお酒に仕上がりました。限定品

純米大吟醸
岐阜県

玉泉堂酒
造

ちえびじん　備前雄町　特別純米　生酒
特別純米

生酒
大分県

中野酒造

知恵美人の柔らかな仕込み水と雄町米のふくよかな味わいがマッチング。初夏に飲んで頂きたいイメージより
アルコール度は15度台、日本酒度は-１優しい甘味が口に広がる初夏限定のお酒です。、今だけ数量限定の
お酒です。

赤武　Akabu　純米　夏霞（ナツカスミ） 純米酒
岩手県

赤武酒造

爽やかな香りに優しい飲み口。オリが絡むと旨味と酸味が程よく広がります。変化を楽しめるお酒です。暑い夜
にはグラスに注ぎ氷を１個入れるとさらに優しい口あたりになります。

東洋美人　ippo（一歩）　西都の雫
純米大吟醸規

格

山口県
澄川酒造

場

山口県が生んだ酒造好適米「西都の雫」を使用した純米大吟醸。「西都の雫」は、幻の米「穀良都 (こくりょうみ
やこ)」と、「西海222号(親は山田錦)」を交配して生まれました。マスカットのような甘酸っぱくシャープな香り。果
実のようなジューシーで濃厚な味わいの中に、ピリッとした辛みも感じるお酒です。

フモトヰ　夏純吟 純米吟醸
山形県

麓井酒造

細身でスマート、且つ柔らかさを併せ持つ酒質が得られる出羽燦々の特性を活かした夏向けの純米吟醸酒。
爽やかにお飲み頂けるフレッシュな香味を念頭に醸しました。

喜楽長　特別純米　若苗（わかなえ）　夏酒 特別純米
滋賀県

喜多酒造

夏季限定商品。マイナス3℃のサーマルタンクに生で囲い、一度火入れして出荷。使用米、山田錦･吟吹雪で
豊かな味わいの中に夏らしい爽やかな酸味による後きれを表現しました。夏の田んぼで育ち始めた『若苗』の
ように爽やかで生き生きとした味わいをお楽しみ下さい。

赤色酵母を使ったピンク色の純米酒です。米の旨味をパンチの効いた酸味が引き締め味わいスッキリ。アル
コール分は、体に優しい10％。やや甘口のお酒です。

米鶴　ピンクのかっぱ　純米酒 純米酒
山形県

米鶴酒造



ひとめぼれ 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．６ ¥2,720

雄町･ヒノヒカリ 65% 1800ml

＋３．０ １．３ ¥2,273

雄山錦 55% 1800ml

＋．３．０ １．７ ¥2,500

日本晴 60% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,000

国産米 50% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,700

山田錦・八反錦 55% 1800ml

＋３．０ １．５ ¥2,800

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋１．０ ２．０ ¥2,900

まっしぐら 55・60 1800ml

-2.0 1.3 ¥2,800

出羽燦々 60% 1800ml

＋１．０ １．３ ¥2,900

五百万石 50% 1800ml

ー ー ¥2,300

初嵐　雷様ラベル　純米　生酒 純米生酒
富山県

高澤酒造
場

氷見の寒ブリを網でとる雷様のユーモラスなラベル。海の近くで造られたお酒は、魚に合わないわけがない。
ぶりの濃厚な旨味にも負けないしっかりとした旨味とキレの純米酒です。富山県なんと産「雄山錦」を使用した
お酒で、米の旨味を感じてからのキレが気持ちのよい食中酒です。

山川流　夏純米　新取引 純米酒
愛媛県

梅錦山川

華やか、爽やか、抜群のキレ、と３拍子揃った、超〜コストパフォーマンスが高い夏酒　入荷！フレッシュで爽快
な香味とのどごしが魅力の　｢　夏酒　｣　です！

うごのつき　純米吟醸　　涼風 純米吟醸
広島県

相原酒造

大吟醸と同様に手造りで贅沢に醸造して低温発酵させたのち、瓶燗して3度で貯蔵。マスカットや青りんごを思
わせる爽やかな香りに柔らかな甘みと、それに調和した絶妙な酸味。米の旨みはしっかりあるのにスッキリと軽
く楽しめるバランスが魅力のお酒です。

純米吟醸
和歌山県
平和酒造

軽やかでシャープな酸と旨味、「紀土」らしい口当たりの優しさが特徴です。夏を乗り切るのでは無く、夏と楽しく
つきあう酒を目指しました。

純米吟醸
宮城県

新澤醸造
店

バナナを想わせる心地良い香味が広がり、柑橘様な爽やかな酸味と共に綺麗に消えていきます。軽快でフレッ
シュな味わいは暑い夏にも疲れる事無く、杯が進みます。

ひと夏の恋　純米吟醸

紀土　夏ノ疾風　純米吟醸

文佳人　夏　純吟

陸奥八仙　夏吟醸 吟醸
青森県

八戸酒造

～キンキンに冷やして軽快且つ爽やかに～をうたい文句に、暑い夏にも日本酒を楽しんでいただきたいとの想
いから夏限定・低アル酒。（アルコール度14度）

純米吟醸
高知県

アリサワ

夏らしいさわやかな白い手ぬぐいの柄をイメージし、お酒のおばけが描かれたラベルが楽しい、夏にぴったりの
すっきり飲める純米吟醸酒。やや甘めながら、爽やかにすっきりと仕上げています。香りもおだやかで飲み飽き
しない味わい。これからの蒸し暑い夏には、しっかりと冷やしてお楽しみいただきたい１本です。

七田　夏純　一回火入れ
純米

一回火入れ
佐賀県

天山酒造

アルコール度数を14度台に加水調整させていますが原酒の旨味や酸味をしっかりとパワーアップさせ、スッキ
リとした中にも『七田』らしさを感じさせる仕上がりとなっております。

安芸虎　夏純吟　<火入れ>
純米吟醸

無濾過生酒
高知県

有光酒造

柔らかで優しいスルッと入るお酒です。山田錦の米の甘味を残しながらも爽やかな酸と旨味、キレの良さが暑
い夏に最適です。

玉川　アイスブレーカー
純米吟醸

無ろか生原酒
京都府

木下酒造

夏と言えばアイスブレーカー！大人気のお酒が入荷しました！最も問い合わせの多い夏酒です。爽やかな香
り、口に含むと程よい米の旨味と繊細な酸が広がり清涼感のある味わいに仕上がってます。ガッツリ度数で
ロックで飲んでちょうどいい。



五百万石 60% 1800ml

＋１４ １．３ ¥2,500

秋田酒こまち 60% １８００ｍｌ

＋２．０ ２．５ ¥2,700

山田錦 55% 1800ml

＋１．０ １．５ ¥3,200

雄町 50% 1800ml

＋２．０ １．３ ¥3,200

山田錦 45% 1800ml

＋２ １．４ ¥4,200

山田錦 40% １８００ｍｌ

±0 １．４ ¥3,500

山田錦 60% 1800ml

＋５．０ １．７ ¥2,500

雄町 55% 1800

＋３．５ １．５ ¥3,300

雄町 55% 1800ml

＋９．０ １．８ ¥3,200

松山三井 60% 1800ml

－ － ¥2,750

夏季限定。夏バテしそうな日でも食欲が出て元気に夏を乗り越えられる爽快感満載のスッキリ純米吟醸です。
芳香性は高くなく、かすかな洋梨、ライチのような果実味。サラリと淡麗、ドライな切れ味。

純米吟醸
岐阜県
林本店

百十郎　純米吟醸　青波-Blue Wave-

東洋美人　大吟醸　地帆紅（じぱんぐ）　限
定品

大吟醸
山口県

澄川酒造
場

日ロ首脳会談で使われたお酒は、『東洋美人　一番纏い　純米大吟醸』でした。『一番纏い』は、もう完売であ
りませんが、数量限定で『地帆紅』が入荷します。２０１４年酒コンペティションで大吟醸部門一位を取ったお酒
です。フルーティーでやさしく上品な味わい。飲み飽きしない透明感のある旨みがあります。

30

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。

ゆきの美人　純米吟醸　雄町　生 純米吟醸　生
秋田県

秋田醸造

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。』

三重県
瀧自慢酒

造

契約栽培された伊賀産の山田錦のみ使用した純米大吟醸です。飲み飽きしない瀧自慢の良さが実
感できる逸品です。少々高いですが価格以上の品質、旨味が楽しめます。

瀧自慢　純米大吟醸　銀 純米大吟醸

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。

純米吟醸
三重県

瀧自慢酒
造

「幻の酒米」といわれる雄町を50％まで精米した純米吟醸です。酒通の中でも人気の雄町。口中にまったりと広
がる雄町米の旨みをお楽しみ下さい。雄町を使用した日本酒が全国から集結した2012年「雄町サミット」（主催：
JA全農おかやま等）優等賞受賞酒です。

瀧自慢　純米吟醸　雄町

秋田県
阿桜酒造

低アルコールながら原酒のしっかりとしたジューシーな旨味。白ワインのような酸が心地いい低アルコール原
酒。酵母をNo.77へ変更し、リンゴ酸がしっかりとした輪郭のあるお酒に仕上がりました。　　人気商品です。お
早めにどうぞ。

ゆきの美人　純米吟醸　山田錦　6号酵母 純米吟醸

あざくら　りんごちゃん　本生

秋田県
秋田醸造

全量山田錦を用い6号酵母で醸しました。6号酵母のスッキリとした飲み口と心地良い柔らかな甘味と酸味が特
徴です。数量限定商品です。

低アルコール原
酒


