


蔵の華 55% 1800ml

+3.0 １．６ ¥2,770

酒未来 50% 1800ml

＋２．０ １．５ ¥3,400

こいおまち 50% 1800ml

＋２．０ １．４ ¥3,200

雄町・山田錦 50% １８００ｍｌ

－ － ¥3,000

蔵の華 55% １８００ｍｌ

＋４．０ １．６ ¥2,770

山田錦・五百万石 50% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,980

五百万石 55% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,000

山田錦 40% １８００ｍｌ

±0 １．４ ¥3,500

伯楽星　純米吟醸　ひやおろし 純米吟醸
宮城県

新澤醸造
店

コンセプトは、究極の食中酒。爽やかな優しい香りと、口当たりに感じられる程良い甘味と適度な酸。繊細な和
食の味を引き立てます。繊細ながら芯のある美味しさで、飲み進むほどに心地良い旨味が感じられます。

２０１４年酒コンペティションで大吟醸部門一位を取って以来超人気で即、売り切れるお酒です。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。

東洋美人　大吟醸　地帆紅（じぱんぐ）
　≪無濾過生≫限定品

大吟醸
山口県

澄川酒造
場

あたごのまつ　ささら　純米吟醸　ひやおろ
し

純米吟醸
宮城県

新澤醸造
店

「伯楽星」醸造元・新澤醸造店が醸す「あたごのまつ ささら」"究極の食中酒"として、一層食材を引き立て、綺
麗で爽やかなキレを演出します。フワッとバナナやメロンを思わせる心地よい香味が広がっては消え、爽やか
な酸味が余韻を残します。綺麗な中にも柔らかさも感じられるバランスのよい食中酒です。

冩楽　純米吟醸　酒未来　一回火入れ 純米吟醸
福島県

宮泉銘醸

山形県十四代を醸す高木辰五郎氏がオリジナルで育成した酒米で山酒４号と美山錦との交配から生まれた酒
未来。落ち着いた上立香、寫楽らしい果実のような含み香、米の綺麗な味わいが広がり吟醸酒ならではの上
品さとキレの良い後味が特徴です。

季節のオススメ酒
酒のきたむら

2019/8/17

上喜元　純米大吟醸　こいおまち 純米大吟醸
山形県

酒田酒造

爽やかな香りと軽やかな旨味。穏やかな風味のバランスを鯉が水面を飛び上がるイメージで表現しました。

林　純米吟醸　五百万石　火入
れ

純米吟醸
富山県

林酒造場

フルーツ系の優しい香りと味わい。スッキリとした甘やかな喉ごしで飲み干した後に綺麗に消えていきます。
「林」らしい軽やかさと優しくまろやかなお酒です。

加茂錦　荷札酒　純米大吟醸
　生詰原酒　ver.8.4

純米大吟醸
生詰原酒

新潟県
加茂錦酒

造

暑い季節に爽やかでクリアーな味わいになるように造られました。15度で原酒のお酒です。飲み口軽やかでス
キッとシャープなお酒です。

東洋美人　ＩＰＰＯ(原点からの一歩)　雄町
純米大吟醸
無濾過生詰

山口県
澄川酒造場

雄町で造ったお酒が人気で、雄町好きの人たちを「オマチスト」と呼ばれる事も。麹米『山田錦』掛米『雄町』で
造ったお酒です。やさしい口当たり、豊かでふくよかな味わいが特徴的なお酒です。

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



吟のさと 60% 1800ml

＋１．０ １．９ ¥2,600

五百万石 60% 1800ml

＋５．０ １．７ ¥2,500

しずく媛 70% １８００ｍｌ

＋９．０ １．６ ¥2,296

越の雫 60% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,644

五百万石 60% １８００ｍｌ

＋５．０ １．５ ¥2,960

山田錦 35 １８００ｍｌ

＋１．０ 1.3 10000円

雄町 50 １８００ｍｌ

＋２．０ 1.4 ¥3,000

雄町･八反錦 ５０／６０ １８００ｍｌ

＋８．０ 1.4 ¥2,560

雄町･八反錦 ５０／６０ １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,600

非公開 非公開 1800ml

非公開 非公開 ¥4,200

望bo　:特別純米　越の雫
無濾過原酒　一回火入れ

特別純米
無濾過原酒

栃木県
外池酒造

店

栃木県産TS酵母と協会901酵母のブレンドによりフレッシュ＆シャープに仕上がりました。スッキリとしさ酸に仄
かな苦味があり、食事と合わせると料理を引き立てながらより酒の味わいが冴えわたります。

「コチネレ」とはイタリア語で「てんとう虫」の意味。春に発売の日本酒「クアドリフォリオ」のスピンオフ商品です。
クアドリフォリオと同じ酒米「吟のさと」を使用し、9号酵母を使用しているのでクアドリフォリオの華やかさとは違
う、食中酒にぴったりの純米酒となっています。

愛媛県
成龍酒造

日本酒度＋９　協会九号酵母使用。酒米をしずく媛。賀儀屋らしく熟成に応じて旨味が増していく酒質の中で、
ファーストタッチはまずお米の旨味や優しさが柔らかく口内に広がっていきます。そのあとDryにスッキリと入り
込み、喉越しでもう一度楽しめる余韻。冷酒でスッキリと、燗をつければほっこりと、旨味とDry感が共存し再び
飲みたくなる味わいに仕上げました。

賀儀屋　Kagiya Nine9　辛口純米 Dry 
Taste
しずく媛

純米酒

早くも一番乗り！！　ひやおろし入荷

羽根屋　純米吟醸　ひやおろし

北陸伝統の金沢酵母を使用。五百万石を60%精米で醸した純米吟醸のひやおろし。
熟成していながらも、羽根屋らしい透明感のある余韻と軽やかな旨みがあり、料理を引き立てます。この蔵の
本当の良さが出ている。綺麗で良い感じの旨味。丁度いい熟度でシャープな切れ味。

富山県
富美菊酒

造

唯々　思い出シリーズ
茜空の約束　特別純米瓶貯蔵酒

少しずつ朝晩の暑さもおさまってきて穏やかな気候へと変化していきます。お酒も夏を越し蔵元でゆっくり寝か
され穏やかにまろやかさも増してきました。昭和のノスタルジー夕焼け空を見ながら一杯いかがですか？

純米吟醸

新入荷（限定品）

古伊万里　前（さき）モノクロームプラ
ス

非公開
佐賀県

古伊万里酒
造

進化し続ける「古伊万里　前」！monochrome + （モノクローム　プラス）　略して　「ものたす」
焼き物の里「伊万里」を意識したスタイリッシュなラベルが目を引くこのお酒。心地良い果実香を感じ、クリアで満足感のあ
るジューシー感と微かなガス感での爽やかさとリッチな美味しさ。スペックは非公開ながら、損をさせない自信が見えま
す！

兵庫県産特A山田錦使用しています。派手な香りでは無く上品で余韻の良いお酒です。

新入荷！

賀茂金秀　純米吟醸　雄町
純米吟醸

広島県
金光酒造

熊本酵母による果実を思わせる爽やかな香りとカモキンらしいフレッシュで芳醇な味わい。
雄町らしい芳醇な旨味、キレがよく、雄町米の個性を十分に引き出し、飲み飽きしない、バランスの良い酒質に
仕上がっています。

新入荷！

賀茂金秀　辛口　特純
特別純米

広島県
金光酒造

麹ともろみをコントロールし辛口に仕上げました。辛口ですが旨味の有るお酒となっています。

三井の寿　コチネレ　純米酒 純米酒
福岡県

井上合名

新入荷！

賀茂金秀　特別純米　１３
特別純米

広島県
金光酒造

兵庫県産特A山田錦使用しています。派手な香りでは無く上品で余韻の良いお酒です。

特別純米
瓶貯蔵酒

滋賀県
竹内酒造

新入荷！

賀茂金秀　純米大吟醸３５
純米大吟醸

広島県
金光酒造



山田錦・さがの華 60% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,600

山田錦・酒こまち 55・60 1800ml

+7.0 ¥3,360

山田錦 50% 1800ml

＋４．０ １．６ ¥3,500

国産米 50%･60％ 1800ml

＋４．０ １．６ ¥3,000

さがの華 60% １８００ｍｌ

＋７ ２．０ ¥2,700

雄町 55% 1800

＋３．５ １．５ ¥3,300

全量特A山田錦 40% ７２０ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,100

山田錦・八反錦 50%/60% １８００ｍｌ

＋６．０ １．５ ¥2,800

八反３５号 60% 1800ml

＋４．０ ２．０ ¥3,000

美郷錦 35% ７２０ｍｌ

-2.0 1.5 ¥5,000

よこやま　純米大吟醸　GOLD 純米大吟醸
長崎県

重家酒造

全国各地の蔵を巡って学び、島内で最良の仕込み水を探すなど何年もの準備期間を経て、壱岐で28年ぶりに
復活した日本酒造り。熱い情熱をもって醸される、よこやまをぜひ味わってみてください。溢れだす果実のような
香りと、きれいな口当たりを心ゆくまでお楽しみください。

天吹（あまぶき）　あいらぶすし 　大漁
　（火入れ）

明鏡止水　酒門　Tシャツラベル 純米吟醸
長野県

大澤醸造

T-シャツが、お酒のラベルです。去年の試験販売で爆発的な売れ行きで3日で完売したお酒が再入荷しまし
た。「夏酒」と「ひやおろし」のニッチな商品で季節感のあるお酒です。「明鏡止水」らしく飲み口が柔らかく呑ん
だときの優しい飲み口が特徴的です。色指定できません。入荷数限定です。

純米酒
佐賀県

天吹酒造

初夏から夏に向けて飲んでいただきたいお魚料理にピッタリの辛口純米酒を生詰酒としてお届け致します。＊
新酒生酒とは別タンクの夏用仕込みです。＊瓶の色は、コバルトブルー、濃いブルー瓶です。

『料理の味わいを引き立たせる』をコンセプトに軽やかなアルコール感と酸味,程よい米味を楽しめる酒質を目
指した純米吟醸です。暑い夏の季節、適度に冷やしてお楽しみ下さい。

~power the taste~

川鶴　”Light" 純米吟醸
純米吟醸

一回火入れ
香川県

川鶴酒造

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。

栃木県
松井酒造

店
松の寿　純米吟醸　雄町　火入れ 純米吟醸

春霞　純米大吟醸(金賞受賞酒) 純米大吟醸
秋田県

栗林酒造
店

2019年開催の全国新酒鑑評会　金賞受賞酒です。2009年以来の金賞受賞。香りが穏やかで、食中に合う受賞
酒です。山田錦と協会酵母による受賞酒が多い中、秋田の酒米『美郷錦』と蔵付「亀山酵母」にこだわり出品し
続けていました。数量限定

篠峯　ろくまる　八反３５号　無濾過生酒
純米吟醸

無濾過生原酒
奈良県

千代酒造

豊かな香りとともに、口中では僅かな炭酸ガスが弾ける刺激と柔らかい旨味が綺麗な酸と調和して広がり、程
良く甘さも感じられる上品な味わいを楽しませてくれます。

新入荷

古伊万里　前（さき）　純米酒
純米酒

佐賀県
古伊万里酒

造

メロンのような爽やかな香り、酸は少なく、穏やかな甘味と苦味、口中にひろがりスキッとキレル。淡白な白身魚
や鶏肉、ホタテやツブ貝などの貝類と合わせるとベストです。

新入荷

古伊万里　前（さき）　純米吟醸
純米吟醸

佐賀県
古伊万里酒

造

50%精米の山田錦で醸した純米吟醸。口当たりみずみずしく、ほどよい甘みを伴った旨みを感じます。
含む程に酸味と穏やかな渋みが現れ、味わいに奥行きが生まれ、若々しさと味のりのバランスがよ
く、山田錦の持ち味がうまく引き出された一本です。綺麗な香りがありキレも良い！オススメします!

３０BY限定『純米吟醸　漆黒ラベル』
伊予賀儀屋　純米吟醸　愛媛　山田錦５０

純米吟醸酒
愛媛県

成龍酒造

現在伊予賀儀屋ブランドでは愛媛産米を99%使用しています。（松山三井・しずく媛・陽の光他）そして今回初めて「愛媛産 
山田錦」を手にする事が出来たので、定番品「純米吟醸 松山三井50 黒ラベル」のpremium版として同一酵母・精米歩合・
アルコール度数のお米違い品をリリースする事となりました。数量がわずかなため、通年品というより限定品に近い立ち位
置です。



佐香錦 55% 1800ml

＋１５ １．５ ¥2,890

愛山 55% 1800ml

＋５．０ １．６ ¥3,900

富山県産山田錦 50% 1800ml

＋３．０ １．４ ¥3,900

山田錦 50% 1800ml

±0 ¥5,000

亀の尾 55% １８００ｍｌ

¥3,600

山田錦 50% １８００ｍｌ

±０ ¥3,000

愛山 50% 1800ＭＬ

非公開 非公開 ¥4,500

山田錦 60% 1800ml

－６３ ４．４ ¥2,550

山田錦 50% １８００ｍｌ

±０ １．２ ¥3,600

雄山錦 55% 1800ml

＋．３．０ １．７ ¥2,500

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

羽根屋　純米大吟醸　
越中山田錦５０　生

純米大吟醸生
富山県

富美菊酒
造

地元、富山県産山田錦を50％まで磨き、山田錦のふくらみのある豊かな旨みと芳醇な余韻が長く続きます。
瑞々しい後口と優しく広がる香り。立山連峰の清冽な伏流水と芳醇な大地、海風薫る越中と富山のテノワール
を表現しています。

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。

純米吟醸
秋田県

秋田醸造

全量愛山を使用した純米吟醸です。低温でじっくりと熟成を進め、甲斐あって豊かな味わいとなり正に飲み頃
になり出荷されました。6号新政酵母を使用し、愛山の甘やかなジューシーさと控えめな酸味で食中にばっちり
の純米吟醸酒です。

どぶろく鶯印のどぶろく

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。

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。

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

勝山　純米吟醸　献　純米吟醸　袋しぼり　
無濾過

〆張鶴　純米吟醸　山田錦

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。

栃木県
小林酒造

純米吟醸

ゆきの美人　純米吟醸　全量愛山　6号酵母

純米吟醸

鳳凰美田　純米大吟醸　５０ 純米大吟醸

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。

出雲富士　純米吟醸　超辛口　青ラベル 純米吟醸
島根県

富士酒造

酒名は古来から富士といえば日本の象徴で、皆から愛される存在であり、出雲という地で皆様に愛される清酒を造りたいと
いう想いで命名されました。杜氏に就任して10年という節目に、新たな出雲富士の柱となるお酒を作りたいと想いを込めて
作られたお酒です。超辛口では珍しい純米吟醸スペック。穏やかながらも、しっかりと残る辛口の余韻が特徴的なお酒で
す。

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！


