


山田錦 55% １８００ｍｌ

+7.0 ２．０ ¥3,200

五百万石 50% 1800ml

＋３．７ １．３５ ¥2,900

村上産越淡麗 50% １８００ｍｌ

±０ １．２ ¥3,556

好適米 ５０・５５ １８００ｍｌ

＋３．０ １．７ ¥2,800

山田錦 30% ７２０ｍｌ

非公開 非公開 ¥5,000

露葉風 50% １８００ｍｌ

＋１．０ １．９ ¥3,400

酒造好適米 58% 1800ml

－２．０ １．５ ¥2,862

さがの華 60% １８００ｍｌ

＋７．０ １．８ ¥2,700

武勇　純米吟醸　ひやおろし 純米吟醸
茨城県
武勇

古くから残る土蔵の中でゆっくり寝かせたお酒です。まだまだ暑い季節、軽快ながらしっかりとした武勇らしい味
わいが特徴です。美味しい秋の味覚と一緒に武勇のひやおろしを楽しんで頂けたら幸いです。

〆張鶴　純米吟醸　越淡麗 純米吟醸
新潟県

宮尾酒造

新潟県村上市産の『越淡麗』の特長を活かせるように、丁寧な酒造りを心がけました。上品な香りとキレお酔い味わいをお
楽しみ下さい。

露葉風を磨いて甘味などをマスキングするのではなくストレートに表現。3月の上槽後5度で瓶貯蔵、丸味を帯
びた時期に出荷されました。軽快ながらもエキス感を感じられる味わいで最後にシャープに切れる食中純米大
吟醸です。

季節のオススメ酒
酒のきたむら

2019/10/15

みむろ杉　純米大吟醸
　露葉風

奈良県
今西酒造

純米大吟醸

天吹　あいらぶすし　中トロ　
純米氷温貯蔵生酒

純米辛口酒
生酒

佐賀県
天吹酒造

氷温貯蔵で生熟成。生熟成ならではの角が取れた丸みを帯びた口当たり。良い意味で派手さは感じず香りは
穏やか、落ち着いた味わいで食事にスッと寄り添います。お寿司やお刺身以外にも幅広く食に合せてお楽しみ
ください。秋まで生のまま瓶貯させじっくり熟成。

田圃ラベル
篠峯　　Azur　山田錦　純米吟醸　
無濾過生原酒

純米吟醸
無濾過生原酒

奈良県
千代酒造

爽やかな香り立ち、口あたりが柔らかく瑞々しさいっぱいの味わいが広がります。爽やかな酸立ちでさらりと喉
元まで滑り込んでゆくキレの良い酒質に仕上がりました。輸出をイメージしたラベルです。ラベルにデザインさ
れた図柄は田圃をモチーフにしております。

浅間山　純米吟醸　秋上がり 純米吟醸
群馬県

浅間酒造

3月に搾ったお酒を生詰し、一定期間瓶貯蔵。その後ゆっくりと低温冷蔵庫で熟成を促し、滴熟時期に瓶火入
れ9月になるまでしばらく寝かせて出荷されました。冷酒からお燗まであらゆる温度帯で楽しめます。

明鏡止水　純米吟醸　吟織　秋上り 純米吟醸
長野県

大澤酒造

秋の定番酒。山田錦３５％精米の純米大吟醸のオリを絡ませ、爽やかさと旨さが調和したうすにごり酒です。奥
深く落ち着いた味わいは秋にぴったりのひやおろしです。

一本義　金賞受賞酒「第一義諦」 大吟醸 福井県
一本義久保酒造

「第一義諦」は、『最高の真理』を意味する禅語で、勝山藩御用酒銘『一本義』は、ここから命名。本年度の全国
新酒鑑評会で金賞受賞を記念して数量限定で出荷されました。

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



雄町 65% 1800ml

±０ 1.9 ¥2,000

雄山錦 55% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,714

美山錦 50% 1800

＋２．０ １．７ ¥3,000

朝日 60% １８００ｍｌ

＋２．０ １．７ ¥2,320

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．８ ¥3,000

五百万石 55% 1800ml

＋５．０ １．５ ¥2,600

雄町 60% 1800ml

＋７．０ 1.8 ３０００円

１８００ｍｌ

¥3,000

山田錦 55% 1800

非公開 非公開 ¥3,200

富山県産山田錦 60% 1800ml

＋３．０ １．４ ¥3,333

寒紅梅　純米　朝日　秋あがり 純米酒
三重県

寒紅梅酒造

岡山県産『朝日』を全量使用し吟醸造りながらコクを兼ね備えたまとまりのある喉ごしに仕上げまし
た。香り穏やかで柔らかい口当たりから酸のキレとふくよかな旨味が広がる。様々な料理と合わせや
すい逸品です。

梅乃宿　あらごしれもん　
　　　アル度１０％　季節限定秋/冬

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。

秋田県
栗林酒造

店

春霞今年最後の限定酒。２９年産岡山産雄町仕込み。特別純米一度火入れ酒（ビン燗）です。雄町×KA-4の
組み合わせ。米の旨味、力強さ,を感じて頂きたいお酒です。酸も豊かで、野菜を使った煮付けなど相性の良い
食中向けのお酒です。

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

レモン
リキュール

京都府
城陽酒造

貯蔵温度-5度で氷温熟成させ綺麗な熟成タイプのお酒になりました。冷やで飲んでもよし、燗を付けても優しい
旨味のさらりと旨いお酒です。冷・常温・燗をつけても美味しいオールマイティーなお酒です。

長野県産美山錦と宮城酵母の組み合わせで仕込みました。今期は夏の高温障害も無く、全行程順調に進み、
山和らしい上品な旨みと爽やかな香りの酒質に仕上がりました。

特別純米
春霞　特別純米　栗ラベル・赤
雄町(季節限定)

特別数量限定品

羽根屋　特吟　Spesial Blend 生酒 特吟生
富山県

富美菊酒
造

富山県産山田錦を40％磨いた大吟醸と富山県産山田錦を５０％まで磨いた純米大吟醸、富山県産五百万石を
６０％まで磨いた純米吟醸、3種をベストバランスで調合、それぞれの良さを引き出した味わい深いに日本酒で
す。

秋田県
栗林酒造

店

山田錦で丁寧に仕込んだお酒を、瓶燗火入れ、瓶貯蔵しました。冷やでも常温に近い温度でもお楽しみ頂ける
落ち着いた味わいです。

特別純米

特別純米
ひやおろし原酒

春霞　栗ラベル・黄　特別純米
　山田錦ひやおろし

徳次郎　特別純米　ひやおろし原酒

智仁武勇
ちちんぷいぷい

　酵母
こうぼ

無添加
むてんか

生
き

もと 純米仕込み
茨城県
武勇

「ちちんぷいぷい」家光の幼少の頃、春日局が、家光をあやす時に云った言葉が、『智仁武勇』それが庶民に
広がり『ちちんぷいぷい』となったおまじないの語源です。（諸説あり）酵母無添加で自然に発酵。美味しいお酒
になりますよう「ちちんぷいぷい」。

神亀　純米　ひやおろし 純米酒
埼玉県

神亀酒造

ひやおろしとは、昨冬に醸したお酒をひと夏熟成させ秋、飲み頃を待って出荷するお酒の事です。ほのかな熟
成味を感じさせるまったりとした仕上がりになりました。ひやおろしは、冷やで飲むものと言うのは間違いです。
まったりとしたぬる燗でグイっといくか、上燗(45度前)で脂の乗ったサンマの塩焼き、あるいは上質なトマトソー
スにからめたパスタなどでお楽しみ下さい。

山和　純米吟醸　ひやおろし　夜長 純米吟醸
宮城県

山和酒造

林　純米吟醸　雄山錦　火入れ 純米吟醸
富山県

林酒造場

林酒造場の若き杜氏が醸した新しいブランド「林」シリーズです。原料米として富山県産雄山錦を使用。軽やか
な口当たりではありますが、林シリーズの中で比較するとふくよかさやコクが感じられる味わいです。香りは、例
えるなら、熟したサクランボのような香りがします。



雄町 50% 1800ml

+5.0 1.6 ¥3,300

岡山雄町 50% １８００ｍｌ

-2.2 １．３ ¥3,650

山田穂 75% １８００ｍｌ

＋３．０ 1.9 ¥2,600

雄町 50% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,334

西脇山田錦 55% １８００ｍｌ

±０ １．８ ¥3,400

美郷錦 35% ７２０ｍｌ

-2.0 1.5 ¥5,000

山田錦 50%・５５％ 1800ml

+1.0 1.3 ¥3,800

まなむすめ 65% １８００ｍｌ

＋１．０ １．７ ¥2,660

 山田錦・五百万石・こしいぶき他 60% 720ml1800ml

+5.0 1.6 ￥1143￥2371

雄町
さぬきよいまい 58% １８００ｍｌ

+1.0 １．３ ¥2,900

望bo:　純米大吟醸　雄町　無濾過原酒火入
れ

純米大吟醸
無濾過原酒

栃木県
外池酒造

店

ボリューミーな旨みに綺麗で上品な甘みで香りはまるで熟したマスカット、日本酒初心者や女性にも難しく考え
ずに日本酒を楽しんで頂けます。上槽翌日急加熱急冷で『瓶燗火入れ』。生酒と変わらぬ新鮮な味わいなのが
特徴です。多くの賞レースで受賞している銘酒です。

七田　純米吟醸　雄町50　
無濾過一回火入れ

純米吟醸
無濾過

一回火入れ

佐賀県
天山酒造

パリで開催されKURA MASTER2017で純大部門（精米50%以上）でプラチナ賞、その中から全体の1位『プレジデ
ント賞』を受賞。またKURA MASTER 2018において純大＆純吟部門でプラチナ賞を受賞しました。

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

春霞　純米大吟醸(金賞受賞酒)

搾りたての力強い旨さとフレッシュ感を、いかに八海山の目指す＜越後流淡麗＞にするかをコンセプトに試行錯誤を繰り
返す!しぼりたて原酒特有の荒々しさをふくよかに纏める為、麹米に山田錦を使用。越後流淡麗を出す為、掛米にゆきの精
と五百万石を使用！更に八海山メーン酵母701酵母に加え、有機酸の生成の少ないM310酵母を使用し,ふくよかでフレッ
シュな喉越しを実現！

新潟県
八海醸造

青越後(八海山　越後で候)　
しぼりたて原酒　青ラベル　３０BY

純米吟醸
香川県

川鶴酒造

しぼりたて原酒

純米吟醸

鳳凰美田　Wine　Cell　２０１８

浦霞　純米酒　秋上り
純米酒
秋上り

宮城県
佐浦

厳寒期に仕込んだ純米酒を火入れ貯蔵し、ひと夏を越し程よく熟成させ、古来より最も美味しいといわれる時
期のお酒を加熱処理せず｢ひや｣のまま瓶詰めしたお酒で蔵出しそのままのうまさが特徴です。

純米吟醸
無濾過

栃木県
小林酒造

仏国の友情蔵のワイナリーより提供された「ワイン酵母」を使用し仕込んでいる特別な純米吟醸です。「ワイン酵母」仕込みならではの独特な
タッチ、爽やかな酸味、果実のような熟した甘味など日本酒をもっともっと楽しんで頂けたらと願いが込められています。鳳凰美田らしく華やか
な吟醸香、奥行きのある旨味とバランスの取れた酸を感じます。味乗りも良く、一杯一杯満足度が高いです。

麓井　生もと純米吟醸　季節限定・数量限
定

純米吟醸

黒龍　純吟三十八号

山形県
麓井酒造

柔らかく太い味わいが持ち味の酒米の元祖『雄町』。生酛造りで醸し、味幅のある仕上がりと切れの良い純米
吟醸酒に仕上げました。

半年間じっくり熟成させ、香味のバランスが程よく整った秋上りの純米吟醸です。一夏越しにより丸味を帯びた
心地よい酸味とのバランスを秋の味覚と一緒にお楽しみ下さい。

佐賀県
天山酒造

あえて７５％しか削らない有名酒米シリーズ『山田穂』冷や卸しです。スッキリと香り高くフルーティー。まろやか
な口当たりから酸味を伴った青リンゴのようなジューシーな旨み。冷やからお燗まであらゆる温度帯で飲んで美
味しいお酒です。一部の酒販店のみのお酒です。

川鶴　純米吟醸　秋あがり

福井県
黒龍酒造

厳選した山田錦の上質な米の旨味が熟成を経てよりふくよかな味わいになりました。最も味が深まる秋限定の
純米吟醸酒です。

七田　七割五分磨き　山田穂
ひやおろし

純米酒



松山三井 65% 1800ml

＋３．０ １．３ ¥2,273

山田錦 50% 1800ml

＋４．０ １．６ ¥3,500

北海道吟風 50% 1800ml

＋８．５ １．６ ¥2,960

山田錦 50% １８００ｍｌ

±０ １．５ ¥3,200

亀粋 50% １８００ｍｌ

±０ １．６ ¥3,600

山田錦・ひのひかり 65%・７０％ １８００ｍｌ

±０ １．７ ¥2,500

山田錦・吟吹雪 60% １８００ｍｌ

＋２．３ １．７ ¥2,500

華吹雪・まっしぐら 55%＋60% 1800ml

±０ １．２ ¥2,800

五百万石・:日本晴 65% １８００ｍｌ

－２．０ ２．１ ¥2,400

山田錦・五百万石 ５５・６０ １８００ｍｌ

＋１３．０ １．５ ¥2,300

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。

純米吟醸

北海道産の酒造好適米「吟風」の力強い味わいと風味、吟風そのものの味わいをお楽しみいただけるお酒で
す。お米の力強さを感じながら、まろやかな風味も加わった純米吟醸です。

京都府
木下酒造

特別純米
青森県

八戸酒造

ひやおろし。八仙らしい芳醇さに加え、更に旨味と丸味を帯びた非常にバランスの取れた味わいになっていま
す。

玉川　自然仕込み　本醸造（山廃）　
ひやおろし

本醸造
（山廃）

"酵母無添加"にて造った自然仕込みの山廃本醸造酒を、蔵内で低温にてじっくり熟成。　1回火入れの"生詰
め"したお酒です。香りは非常に穏やかでほのかに感じるヨーグルトのような甘やかさ。柔らかさがありつつも、
じわじわと広がる酸味とボリューム感。がっちり凝縮感のある旨みとコク。玉川らしいこの濃醇な旨みは料理を
グッと引き立てます。

陸奥八仙　緑ラベル　特別純米　ひやおろし

三重県
瀧自慢酒

造
瀧自慢　純米吟醸　吟風５０

鳳凰美田　『髭判』　純米大吟醸限定品 純米大吟醸
栃木県

小林酒造

亀の尾からの変異種のオリジナル酒米『亀粋』を使用。芳醇な香りと上品な酸、綺麗な味わいが特徴です。年
間計画出荷のため割り当て商品となります。数量限定酒です。

鳳凰美田　純米吟醸　ひやおろし
純米吟醸

生詰

ちえびじん　生酛純米　一回火入れ
お燗推奨酒

生酛純米酒
大分県

中野酒造

「優しい旨味と綺麗な酸。」初チャレンジした試験醸造『生酛仕込み』のため、数量限定です。常温、ぬる燗、熱
燗にしても『優しい旨味と綺麗な酸』が楽しめるお酒を目指し、作られました。

喜楽長　特別純米ひやおろし
特別純米
ひやおろし

滋賀県
喜多酒造

豊かに膨らむ上品な甘みと爽やかな酸が調和し、喜楽長らしいきめ細かく柔らかな味わいが特長です。

山川流　ひやおろし 純米酒
愛媛県

梅錦山川

豊穣の秋にふさわしい、穏やかで落ち着いた香り。口に含んだ瞬間広がるやわらかな香り、優しい米の旨味が
魅力の『山川流・ひやおろし」です。

雑賀　吟醸　大辛口 吟醸酒
和歌山県
九重雑賀

ラベル、リニューアル。より爽やかで洗練されたラベルに変わりました。上品な吟醸香で、抜群のキレ
と喉ごし、飲み易い吟醸酒です。掛米辛さの中に心地よく感じる旨みがあり、食中酒として和洋中の
お料理によく合います。

栃木県
小林酒造

兵庫県西脇産の山田錦。新酒を丁寧に火入れしタンク貯蔵、夏場でも冷えた蔵内の貯蔵場よりそのままの状
態で出荷されます。熟成されたまろやかさと「鳳凰美田」の芳醇な香り、まろみが絶妙にバランスがとれていま
す。



越の雫 65% １８００ｍｌ

¥2,800

千本錦 50% １８００ｍｌ

＋２．０ １．５ ¥3,200

八反錦 50% 1800

＋１．５ １．５ ¥3,200

ひより 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．６ ¥2,430

京都産米 60% 1800

非公開 非公開 ¥2,400

兵庫産山田錦 60% 1800ｍｌ

＋１．０ １．６ ¥2,400

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

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。

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。

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

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。

賀茂金秀　辛口　特純 特別純米

広島が誇る酒米、八反を100%使用して醸しました。八反のシャープですっきりした味わいが特徴で、冷蔵でゆっ
くり熟成され、ひやおろしとして発売します。残暑を感じる初秋から、すっきりした秋の料理ともに相性良が良く、
スルスルと飲めるお酒。

広島県で独自に育成した酒米『千本錦』。相原酒造得意の酒米です。この季節まで低温でゆっくりと熟成され出
荷させています。華やかな果実果が漂い、きりっとすっきりとしたタッチながら、お米の持つ旨味を存分に引き出
したお酒です。

宮城県
新澤醸造

店

契約農家の酒造好適米『ひより』 を使用したリーズナブルな “ひやおろし”です。食中酒として軽快な口当たり
にバナナ系の香味と米の旨味がふくらむ心地よい香味に仕上がっています。

伝心　秋　純米生詰原酒
福井県

一本義久
保酒造

純米原酒

英勲　秋上がり　純米酒 純米酒
京都府

齋藤酒造

「秋上り（あきあがり）」とは、冬に仕込んだお酒が、ひと夏を越して秋になり酒質が向上する表現を「秋上り」と呼びます。出
来立ての新酒の荒さが消え、落ち着いた丸みのある味わいになります。今年から「純米酒」に酒質も変わりました。熟成の
旨味を存分にお楽しみいただけるお酒です。おすすめの飲み方は「常温」や「ぬるめの燗」をつけていただくと旨みが一層
増まします。

純米酒

初亀　純米仕込み　酒門スペシャル 純米仕込み
静岡県

初亀醸造

兵庫県産の山田錦の等外米を使った純米造りのお酒です。香り高く、飲み飽きしないすっきりとした味わいで
す。冷や、燗どちらでもお楽しみいただけるお酒です。

秋から冬にかけて仕込んだ「伝心 稲（純米酒）」の原酒（搾られてからアルコール度数調整をしていない無加水の状態）
を、蔵内貯蔵タンクの中で夏越し熟成させます。そして味わいの角が取れてまろやかになった次の秋ごろに、瓶詰め時の
火入れ（熱処理）をしない生詰で出荷します。舌先から広がる潤いのある旨さ、そしてダイナミックな酒の強さが後口を引き
締めます。

広島県
相原酒造

雨後の月　八反　純米吟醸　ひやおろし

あたごのまつ　ひより　純米酒　
ひやおろし

純米吟醸

純米吟醸
広島県

相原酒造
雨後の月　純米吟醸　ひやおろし


