


竜王産米 65% １８００ｍｌ

＋３．０ １．９ ¥3,000

山田錦 50% 1800ml

±0 ¥5,000

亀の尾 55% １８００ｍｌ

¥3,600

山田錦 50% １８００ｍｌ

±０ ¥3,000

国産米 非公開 １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,800

播州山田錦 50% 1800ml

＋２．０ １．４ ¥3,900

愛山 50% 1800ＭＬ

非公開 非公開 ¥4,500

五百万石 55% 1800ml

＋３．０ １．６ ¥2,700

鳳凰美田　純米吟醸　緑判
純米吟醸
無濾過生

栃木県
小林酒造

幻のお米。非常に稀少なお米が使われた限定酒となります。数ある鳳凰美田のお酒の中でも、その香りの高さは群を抜い
ていて、上立ち香だけでも酔い心地になってしまいそうなほど。香りとは裏腹に落ち着いた芳醇な旨みが口内に広がりま
す。香りと味わいのバランスはお見事。華やかさとしおらしさ、間違いなくコストパフォーマンスを名乗れるお酒です。

勝山　純米吟醸　献　純米吟醸　袋しぼり　
無濾過

純米吟醸
宮城県

勝山醸造

客人と共に楽しい晩餐を過ごす時に飲み飽きしないお酒が欲しいと思った１11代目の蔵元が料理と調和を奏でる食中酒であるようにと香り穏
やかに清楚ながらも芯のしっかりした酒質に醸したことに由来する純米吟醸酒です。勝山 献がIWCインターナショナルワインチャレンジ
SAKE2019全カテゴリーの頂点「チャンピオン・サケ」を受賞！勝山献が世界1位になりました！

飛沫－SHIBUKI－　
＜日本酒ハイボール専用酒＞

純米熟成酒
岐阜県
林本店

「飛沫(SHIBUKI)」はハイボール用に設計されたお酒。ソーダとレモンで飛沫のような清涼感。スパイシーでフルーティーな
香り。熟成させた日本酒由来の柔らかで上質なスモーキー感。オーク、青リンゴ、シナモンなど複雑かつ素晴らしいバラン
ス。【ペアリングフード例】ゴマドレッシングのサラダ・フライドポテト・唐揚げ・チヂミ・麻婆豆腐・ハンバーグのトマト煮込・生ハム

栃木県
小林酒造

富山県南砺産山田錦を50%精米し醸した純米大吟醸です。メロンを思わせるような華やかで上品な香り、口当
たりがやわらかです。ほのかな甘味が広がります。

季節のオススメ酒
酒のきたむら

2019/7/18

鳳凰美田　純米大吟醸　５０ 純米大吟醸

生酛純米
生原酒

毎年この時期限定。バランス抜群。蔵付酵母・天然乳酸菌培養による生酛造りで醸されたお酒です。竜王町
産米（環境こだわり農産物認証）を100％使用した味わい豊かでキレのいい飲むほどに旨みが出てきます。

滋賀県
松瀬酒造松の司　生酛純米生原酒

冩楽　純米吟醸　山田錦　一回火入れ
純米吟醸

一回火入れ
福島県

宮泉銘醸

会津の銘酒、写楽です。3月に生で出荷され今度は、一回火入れが入荷しました。火入れ後、蔵の冷蔵庫で貯
蔵、熟成させる事により生の時よりも更に上品で柔らかい口当たりになりました。今回も極僅かな入荷数です。
入荷数極少量お早めに。

リニューアル・マイナーチェンジ

　墨廼江　　純米吟醸　五百万石
純米吟醸

宮城県
墨廼江酒

造

華やかな香りと透明感あふれる味わいが調和し、味も良く仕上がりました。宮城酵母を使った華やかで飲み口
軽快なお酒です。

雨後の月　純米大吟醸　愛山 純米大吟醸
広島県

相原酒造

全国でも限られた酒販店にのみ販売されるレア酒。上品な吟醸香に、『愛山』らしい深みのある旨み・甘みが広
がります。720ml　２２５０円

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



華吹雪 55・60 1800ml

－１４ ２．８ ¥2,800

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋２．０ ２．０ ¥3,000

山田錦 60% 1800ml

－６３ ４．４ ¥2,550

山田錦 50% １８００ｍｌ

±０ １．２ ¥3,600

国産米 50% 1800ml

＋３．０ １．６ ¥3,000

雄山錦 55% ７２０ｍｌ

非公開 非公開 ¥1,500

雄山錦 55% 1800ml

＋．３．０ １．７ ¥2,500

1800ml

¥2,000

日本晴 60% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,000

五百万石 50% 1800ml

ー ー ¥2,300

純米吟醸

明鏡止水　純米大吟醸　寿来
（JULY じゅらい）

純米大吟醸
長野県

大澤醸造

爽やかな香りとやさしい飲み口は、本格的な夏に楽しむのにピッタリな味わいです。 バランスのとれた酒質で、
飲み飽きしない旨みを楽しめる、杜氏も納得の コストパフォーマンスに優れた逸品です。

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。

夏焼酎・蔵の師魂　ひめあやか　20度 芋焼酎
鹿児島県
小正醸造

さつまいも,米麹

新品種の赤芋です。ほっくりとしたお芋の香りと、キレのあるのどごしが特徴的であり、日置蒸留蔵の地下水で20度まで和
水することで、夏のダレヤメにピッタリの焼酎に仕上がっています。鹿児島県産米を麹用米として黒麹で製麹。紅芋焼酎な
らではの、ほっくりと広がるさつまいもの甘く芳醇な香り、ほのかな甘みを感じさせつつもすっきりとキレのよい喉越しが特
徴です。

〆張鶴　純米吟醸　山田錦

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。

紀土　夏ノ疾風　純米吟醸

サイダーを想わせるガス感と甘味。これからの季節にバッチリ!「どぶろく」とは醗酵したモロミを濾さずにその
まま瓶詰めした濁り酒のこと。鶯印のどぶろくは、古式製法にて可能な限り手造りで仕込んでいます。天然の乳
酸たっぷりの甘酸っぱい、爽やかな飲み心地をお楽しみください。

鶯印のどぶろく どぶろく

篠峯　ろくまる　 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
千代酒造

奈良県産山田錦60%精米を使用。篠峯らしい果実的な酸味、ジューシーな味わい、山田錦らしいキメの細やか
なシルキーな口当たりで滑らかさが際立ちます。

京都府
木下酒造

青森県
八戸酒造

デンマークのフレッシュな白ワインで用いられるワイン酵母で仕込む。爽やかな酸を特徴に、低アルコールで
スッキリ軽やかに仕上げました。

純米吟醸
無ろか生原酒

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。

玉川　アイスブレーカー

陸奥八仙　ワイン酵母「Ｖ１１１６」 純米吟醸

福岡県
山口酒造

場

新潟県
宮尾酒造

初嵐　雷様ラベル　純米酒 純米酒
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。

OH! AKEBONO 純米酒
富山県

高澤酒造
場

すっきりと、さわやか、気分を新たに日頃の元気を回復できるようにリフレッシュできるお酒です。南砺産雄山錦
を100％使用し、１４度まで加水し飲みやすくしました。



１８００ｍｌ

¥3,000

山田錦 35% １８００ｍｌ

＋４．０ １．２ ¥10,000

山田錦 38% ７２０ｍｌ

＋５．０ １．８ ¥3,300

山田錦 50% 1800ml

＋５．０ １．６ ¥3,300

吟の夢 55% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,100

山田錦・雄町 50%・６０％ ７２０ｍｌ

＋２．０ １．４ ¥1,600

山田錦 45% 800ml

非公開 非公開 ¥11,000

五百万石 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．５ ¥3,100

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

正雪　大吟醸　斗瓶取り
大吟醸

袋吊り斗瓶囲い

静岡県
神沢川酒

造

アル度17％　兵庫県山田錦を静岡酵母で醸した醪を袋吊りで斗瓶に集めました。袋吊りならではの澄んだ味わ
いと正雪ならではの香りが楽しめます。超限定品　720ml　５０００円もございます。

フモトヰ　生もと　純米吟醸　山田錦 純米吟醸

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。

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。

大吟醸
福岡県

山口合名
庭のうぐいす　大吟醸　心（こころ）

八海山　金剛心　純米大吟醸 純米大吟醸

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｡

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。

梅乃宿　あらごしれもん　
　　　　　　アル度１０％

レモン
リキュール

オススメの飲み方は、あらごしれもんとお湯を１：２で割るだけで完成する「ホットあらごしれもん」 １．８Ｌで約９
個分、７２０ｍｌで約４個分の国産レモンを使用。そこに自社製造のレモン浸漬酒、レモンクラッシュ、国産蜂蜜を
加えることで、 本格的な香りとコクのある甘さを実現しました 割っても濃厚な味わいを楽しめるレモンのお酒で
す。

奈良県
梅乃宿酒

造

レモン浸漬酒・砂糖･レモン果
汁・レモンミンチ・醸造用アル
コール・日本酒・蜂蜜・クエン

酸

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。

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。

「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。

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。

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


