
富山県産五百万石 60% １８００ｍｌ

±０ １．８５ ¥3,148

亀粋 50% １８００ｍｌ

±０ １．７ ¥3,400

酒造好適米 50% 1800ml

－２．０ １．３ ¥3,200

山田錦 38% ７２０ｍｌ

＋５．０ １．８ ¥3,300

山田錦 50% 1800ml

＋５．０ １．６ ¥3,300

まなむすめ 65% 1800ml

±０ １．３ ¥2,400

岡山県産朝日 60% 1800ml

＋３．０ １．９ ¥2,452

吟の夢 55% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,100

フモトヰ　生もと　純米吟醸　山田錦 純米吟醸
山形県

麓井酒造

穏やかながらも品の良い吟醸香と滑らかな味わいが秀逸です。昨年のIWCの純米吟醸部門でトロ
フィー受賞。

たてにゃん　純米大吟醸　Vol.７ 純米大吟醸
山形県

楯の川酒
造

たてにゃん純米大吟醸　第七弾。★今回のたてにゃんは地元酒田に伝わる、酒田舞妓に扮しております。 舞
妓さんの華やかさ、上品さをイメージして造られたお酒です。 

鳳凰美田　試験醸造
純米大吟醸「亀粋　生酛　無濾過本生」

純米大吟醸
無濾過本生

栃木県
小林酒造

山形県高畠産の亀粋を使用し、前杜氏　藤田徳松杜氏から伝わる秋田流生酛仕込みで特別
に造られた試験醸造の限定品です。

富美菊　純米吟醸　PROTOTYPE
AQUA　生酒

純米吟醸生酒
富山県

富美菊酒
造

特別限定流通品　富山の美しさを日本酒に投影した新シリーズ、『富美菊　PROTOTYPE」世界を構成する４大
元素『風』『土』『水』『火』をてーまに富山のテロワールを表現しています。今回のテーマは、『水（Aqua) 』。富山
の深海を思わせるブルーラベル。大地を潤す鮮烈な伏流水の瑞々しさが生きた味わいです。

季節のオススメ酒
酒のきたむら

2019/6/19

今西　純米吟醸　朝日
純米酒

一回火入れ

全量１０kgずつの洗米と限定吸水、徹底した品質管理で育てた麹、低温長期醗酵による醪、上槽後３日以内の
瓶詰めと瓶燗。朝日米の持つ米の力を最大限に引き出せるように丁寧に醸した純米吟醸。穏やかな吟醸香。
フレッシュで朝日米の旨味が広がりながらも綺麗に切れるお酒です。

「最高の酒を造りたい」という杜氏の想いを形にした逸品。フレッシュさを追い求め、すっきりしたなかにも上品
な膨らみがあり、香り・味ともに洗練された大吟醸です。

福岡県
山口合名

庭のうぐいす　大吟醸　心（こころ）

浦霞　純米　夏酒 純米夏酒
宮城県
佐浦

　爽やかで軽快な甘みと米の旨味が感じられる、夏にぴったりの味わいです。夏の食材を使用した料理との相
性も良い。

奈良県
今西酒造

大吟醸

お待ちかね！入荷しました。瓶内二次発酵により発泡した薄にごりのお酒です。爽快な味わいで、キリッとはじ
ける飲み口。食欲をそそる、ほど良い酸味と苦みは、これからの季節にぴったりのお酒です。

高知県
仙頭酒造

場
しらぎく　吟の夢　微発泡　純米吟醸　生

純米吟醸生
うすにごり発泡

酒

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・雄町 50%・６０％ ７２０ｍｌ

＋２．０ １．４ ¥1,600

華吹雪・まっしぐら 69% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,700

国産米 50% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,800

山田錦・夢一献 50% 1800ml

±０ ２．１ ¥3,000

長野産ひとごこち 55% 1800ml

＋５．０ １．４ ¥2,500

山田錦・吟吹雪 65% 1800ml

＋０．８ １．８ ¥2,350

山田錦 45% 800ml

非公開 非公開 ¥11,000

美山錦 50% 1800ml

＋１２．０ １．４ ¥2,800

山田錦 50% １８００ｍｌ

±０ １．２ ¥3,600

五百万石 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．５ ¥3,100

うごのつき　微発泡にごり　純米吟醸　生　
720ml

純米吟醸
無濾過生原酒

広島県
相原酒造

天女の羽衣のような､うすにごり。静かに微笑みかけてくれているような､細やかな泡｡それでいて清々しい美味
しさ、品の良さ。夏のためのお酒です｡キリリと冷やしてお楽しみください｡

喜楽長　びわ湖の夏　純米酒 純米酒
滋賀県

喜多酒造

アル度16度。瑞々しい酸味と柔らかな甘味が口中に広がります。美しい『琵琶湖の夏』を木版画摺師・森　愛鐘
さんに描いて頂きました。

〆張鶴　純米吟醸　山田錦 純米吟醸
新潟県

宮尾酒造

酒米の最高峰「山田錦」だけで造ったお酒です。宮尾酒造が目指すのは「料理と共に楽しんでいただけるお酒」。華やかな
香りとふくらみのある味わいをお楽しみください。

〆張鶴　純米吟醸　純 純米吟醸
新潟県

宮尾酒造

立ち香は控えめながら滑らか口当たりと優雅な含み香、柔らかく膨らみのある味わいの中にほのかな甘さが広がり、スッと
切れるスッキリした後味は、品のある美味しさ。

陸奥八仙　夏どぶろっく　
純米活性にごり酒

純米どぶろく
青森県

八戸酒造

明鏡止水　酒門　純米吟醸　ALLNAGANO

文佳人　夏　純米吟醸　うすにごり　生

純米吟醸

”低アルコールでスッキリ爽快な辛口酒”を目指して醸造しました。控えめながら綺麗な香りが品よく感じられ、
日本酒度は「+12」ありますが、程よい辛さが心地よく、口当たりはまろやかで飲みやすいので、日本酒ビギナー
の方にもおすすめしたい１品です。

純米吟醸
福岡県

山口合名

甘くジューシーでありながら、後味がスッキリ、キレの良さが身上です。「いなびかり」というと荒々しいイメージ
ですが、早苗が、稲へと育つ時期に『雷』が多く発生する年は、豊作になる昔から信じられて五穀豊穣を祈願し
命名されました。「夏酒」と『ひやおろし』のほんの一瞬イナビカリのような瞬時商品です。

庭のうぐいす　純米吟醸　いなびかり

吹き出し注意！！蔵元から要注意のお知らせ。時間をかけてゆっくり開けて下さい。スパークリングのお酒で
す。炭酸ガスの爽快さ、しっとりとした絹のようなやわらかな米の旨味の味わいをお楽しみいただけます。氷を
浮べ、オンザロックでもお楽しみください。この旨さはお買い得です。

八海山　金剛心　純米大吟醸 純米大吟醸
新潟県

八海醸造

八海山の蔵元が送り出す最上の純米大吟醸が「金剛心（こんごうしん）」です。
原料米は日本最高クラスの兵庫県産・山田錦と 極上のコシヒカリの産地として知られる地元魚沼産・五百万石
を贅沢に使用しています。八海醸造の酒造りに対する「ゆるぎない心＝金剛心」として 醸造技術のすべてをつ
ぎ込んだ限定発売の商品です。

高知県
アリサワ

第2弾！微発泡で登場！すっきりサッパリ、今年の夏に美味しいお酒が出来ました。よーく冷やして、お好みで
氷を浮かべてロックで。かわいい「お酒のお化け」と共に夏の一夜を楽しく、涼しく。

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。夏の爽やかなラベルのようにバランス良
くすっきりとしたお酒になっております。750本限定

純米吟醸
生原酒

楯野川　純米大吟醸　爽辛 純米大吟醸
山形県

楯の川酒
造



五百万石・県産米 50% １８００ｍｌ

＋４．０ １．３ ¥2,400

山田錦 40% １８００ｍｌ

－１．０ １．２ ¥4,400

五百万石・越いぶき 65% 1800ml

＋９．０ １．６ ¥2,000

夢一献 60% 1800ml

＋６ １．８ ¥2,600

秋田酒こまち・ぎんさん ５５％・６０％ １８００ｍｌ

＋６．５ １．５ ¥2,400

富山県産 五百万石 50% １８００ｍｌ

＋３．０ １．４ ¥2,600

しずく媛 60% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,750

1800ml

¥3,000

特A地区山田錦 50% 1800ml

＋４．０ １．４ ¥3,200

山田錦・佐賀の華 60% 1800ml

＋９．３ ¥2,700

〆張鶴　特別本醸造　雪 特別本醸造
新潟県

宮尾酒造

精選された酒造好適米と三面川の伏流水で仕込まれた特別本醸造です。穏やかな立ち香、スッキリした飲み口、柔らかな
含み香と淡麗にしてふくよかな味わいは、まさに淡麗旨口。

蜻蛉　純米うすにごり酒(青とんぼ）
純米

にごり酒
福岡県

若波酒造

べたべた甘すぎない切れ味最高の純米にごり酒。夏にぴったり青とんぼ。夏のスタミナ料理や油物のお料理も
すっきり洗い流してくれます。夏こそキンキンに冷やしてどうぞ。

凌駕　夏辛　純米

上喜元 純米吟醸 酒和地 （シュワッチ）
うすにごり活性本生

純米吟醸
にごり本生

山形県
酒田酒造

ウルトラマンを連想させる名前。何ともふざけた名前とラベルですが中身は、繊細ですっきりしたのど越しの誰
が飲んでもうまい！と唸るお酒です。米の甘みが感じられ、つめたーく冷やしてキリッと飲みたい純米吟醸で
す。例年の人気酒です。

切絵シリーズ　清涼純米
　賀儀屋　純米　しずく媛　SEIRYO HANABI

純米酒
愛媛県

成龍酒造

夏の訪れと終わりを同時告げる花火の賑やかさや侘しさを酒質で表現。愛媛県産しずく媛を使用した瓶火入加
水酒は夏らしくスッキリと仕上げた中にも味の余韻を楽しめる逸品。

吟醸原酒
秋田県

日の丸酒
造

岐阜県
玉泉堂酒

造

男性的な力強い味わいとスパッと切れる爽快な切れ味のお酒です。しっかりとした味わいで余韻を楽しめるお
酒です。軽やか且つ涼しげな味わいが特長です。刺身から、天ぷら･フライなど（揚げ物）まで、良く合う酒だと
想います。

新潟県
松乃井酒造

場

一連の凌駕とは一線を画す「1401酵母」で仕込んだ辛口純米。生酒を蔵内冷蔵庫にて熟成させて、旨みがのっ
たところで瓶燗火入れをしました。ほどよい酸味と爽快な飲み口。これからの暑い夏にキンキンに冷してガツン
と冷やして

旨辛口の原酒は、グラスに注いだ最初は濃い味。夏の暑さで少しずつ氷が溶けても最後まで美味しくいただけ
るように作りました。氷が溶けるごとに、少しずつ口の中に旨味や柔らかみが広がります。アルコール度数19度

天吹　うるとらDRY　超辛口純米酒
冷庭（ひやがーでん）

超辛口純米生
酒

佐賀県
天吹酒造

クセのないサッパリとした飲み口で、スイスイ杯が進む爽やかさが特徴のお酒です。超辛口でありつつ上品な
香りの膨らみ、手間暇かけた造りならでは、の上質感を愉しんで頂けます。

まんさくの花　吟醸原酒　かち割りまんさく

醴泉　夏吟　吟醸 吟醸酒

純米酒

あたごのまつ　大吟醸　出品酒 大吟醸
宮城県

新澤醸造
店

平成30年酒造年度産全国新酒鑑評会　出品酒。金賞受賞酒。『究極の食中酒』を目指し製造している蔵元は、香りも査定の要素に含まれ
る『全国新酒鑑評会』には、今まで参加していませんでした。去年より23歳の女性杜氏へと変わり技術向上のため製造し初回から金賞を受賞
しました。『食中酒』でなく『香りの高いお酒』です。数量限定、冷蔵保存必要のお酒です。

一尚　blended　蔵の師魂 芋焼酎
鹿児島県
小牧酒造

芋･米麹　30度

「一尚」と「蔵の師魂」をブレンドした超限定商品。3000本限定。世界のウイスキーがブレンドしてつくられるのを
『芋焼酎』にも応用し唯一無二の酒質として考え、製造しました。全てのスペックを非公開とし、文字でなく五感
で感じ取って頂ければ幸いです。



蔵の華 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．８ ¥2,700

山田錦 非公開 1800ml

非公開 非公開 ¥4,200

五百万石　 60% １８００ｍｌ

１０．７ １．７ ¥3,000

美郷錦 55% 1800ml

＋５．０ １．５ ¥2,800

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．８ ¥2,800

トヨニシキ 60% 1800ml

＋３ １．８ ¥2,500

佐香錦 60% 1800ml

＋６．０ １．８ ¥2,839

秋田酒こまち･山田錦 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．８ ¥3,000

五百万石他 69% １８００ｍｌ

＋２．５ １．５ ¥2,400

五百万石・他 60% 1800ml

＋２．０ １．６ ¥2,500

純米吟醸
直汲み生原酒

岐阜県
林本店

洗練されたシャープな切旨　青リンゴやライムの爽やかな香り。フレッシュなガス感と鮮烈とした参。クリアで
瑞々しい味わいで、シャープに切れ上がるドライな余韻。

山和　特別純米中取り原酒　Rock
特別純米

中取り原酒
宮城県

山和酒造

宮城県産『蔵の華』と「宮城酵母」の組み合わせで仕込みました。山和らしい爽やかな香りと米の綺麗な旨味の
バランス良い夏酒となりました。夏限定品　入荷数限定のため品切れの際はご容赦下さい。

イソアミル系の含み香が爽やかで心地良く、アミノ酸の出過ぎに注意して夏らしくを心がけました。アミノ酸は低
く、酸は比較的高く仕上げており味わいに張りがあります。もったり感はなく締まりのある味です。素直で初夏に
食中に飲む純米吟醸に良いと思います。

たけのその　ぱんだ祭り
 201９　夏『令和元年』

純米吟醸
一回火入れ

佐賀県
矢野酒造

澤屋まつもと　守破離　アイデンティティ
２０１６　限定品

百十郎　純米吟醸　夏の青嵐　直汲み生原
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。蔵元熟成酒です。１
８００ｍｌで出荷もこれで最後らしいです。

英勲　純米原酒　生
純米原酒

生
京都市

齋藤酒造

出来上がった新酒を火入れや加水をせずにそのまま瓶詰めした生原酒です。米の旨味がしっかりとした味わ
いと生のキレのあるフレッシュな一本です。

大七　純米生もと　爽快冷酒 生もと純米
福島県

大七酒造

生もと造り純米酒の数ある原酒の中から爽やかな初夏の食卓にふさわしい物を厳選ブレンドしました。大七純
米生もとらしいしっかりとした旨味と熟成感はそのままに軽快な酸味がアクセントとなっています。

純米酒
奈良県

今西酒造

岩手県
高橋酒造

店

自作米で醸した純米酒の生貯蔵酒です。夏向きに酸味と甘味が調和した後キレの良い純米酒です。

口当たりはフレッシュ、程よい旨味が広がった後、スッキリ切れていく爽快かあふれる夏限定純米酒です。ラベ
ルもサイコー!

堀の井　純米生貯蔵酒　紫波のいずみ 純米酒

みむろ杉　夏純米

夏のスタミナ料理と合わせて元気よくお酒を飲んで頂きたく生原酒で造りました。ガツンとしっかりとした甘味と
果実香。旨味の固まりがドンとくるお酒です。ロックも旨い。

出雲富士　夏雲NATSUMO　特別純米
　本生原酒

特純
生原酒

島根県
富士酒造

春霞　夏純吟　田んぼラベル 純米吟醸
秋田県

栗林酒造
店

綺麗な旨味、軽やかな酸、冷やして爽やかにいただける食中酒です。秋田産『美郷錦』を１００％使用。地元秋
田の初夏の風景、田植え直後の田んぼをイメージしました。このお酒、本当にウマイです。


