
山田錦 35% ７２０ｍｌ

＋４．０ １．２ ¥5,000

山田錦 38% ７２０ｍｌ

＋５．０ １．８ ¥3,300

山田錦 35% 1800ml

非公開 非公開 ¥10,000

東条山田錦 30% １５００ｍｌ

＋５．０ 1.4 ¥10,000

特Ａ山田錦 28% ７２０ｍｌ

＋２．５ １．２ ¥12,000

美郷錦 35% ７２０ｍｌ

-2.0 1.5 ¥5,000

山田錦 35 １８００ｍｌ

＋１．０ 1.3 10000円

山田錦 50% 750ml

＋３．０ １．３ ¥4,000

季節限定高級酒
酒のきたむら

2019/11/20

瀧自慢　匠参拾五　純米大吟醸 純米大吟醸
三重県

瀧自慢酒
造

三重県産山田錦を35%精米で醸した純米大吟醸です。氷温にて1年以上熟成させました。穏やかな香りが立ち、口含みに
感じられるまろやかな旨味と、含むほどに徐々に現れる酸味が程よく絡みます。コクのある旨みがありますが、後口は瀧自
慢らしい辛みが際立つキリリとした印象。

純米大吟醸
石川県

鹿野酒造

始まりは、「ルイ・ヴィトン・ジャパン」のパーティー酒、現在では、ノーベル賞ナイトキャップパーティーにも2年連
続採用されたお酒です。３年間貯蔵熟成を経て出荷。限定限定酒

KISS　of　FIRE　純米大吟醸

純米大吟醸
秋田県

栗林酒造
店

大吟醸
福岡県

山口合名
庭のうぐいす　大吟醸　心（こころ）

「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。

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。

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。

春霞　純米大吟醸(金賞受賞酒)

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

賀茂金秀　純米大吟醸３５ 純米大吟醸
広島県

金光酒造

松の司　Ultimas　大吟醸 純米吟醸
滋賀県

松瀬酒造

『松の司』の歴史の中で一つ一つ積み重ねられた日本酒造りの技によって丁寧に醸し出されるモダンに洗練された大吟醸酒。「根源的な」「究
極の」といった意味を併せ持つ“Ultimate”の語源である“Ultimus（アルティマス）”という名を冠した『松の司』の最高峰です。大吟醸らしい香り
がきれいに立ち、繊細でキメの細かい米の甘味を感じる事が出来ます。　　７２０ｍｌ　５０００円

醴泉　純米大吟醸　東条産特別栽培山田錦
２８％精米　中汲み　玉　超限定品

純米大吟醸
岐阜県

玉泉堂酒
造

『玉』という名前は、古くから東洋では宝石を表し、社名の一部になっています。その名を冠す最高の酒として企
画されました。東条の農家と契約栽培した、減農薬による特別栽培米の山田錦を100％使用し、２８％まで精米
して仕込んだ純米大吟醸の中汲みを半年以上冷蔵貯蔵しました。１５００ｍｌ　￥２２０００

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

ご注文・お問い合わせは、お気軽に℡０７５（９８２）８９３５

FAX０７５（９８２）８８１２ メール shop@kitasake.com ま

で



五百万石 58% 1800ML

¥2,700

山田錦 50% １８００ｍｌ

＋２．０ １．１ ¥3,334

美山錦 60% １８００ｍｌ

＋３．０ 2.0 ¥2,450

雄町 55% 1800ml

+3.0 １．６ ¥3,600

五百万石・一般米 65% 1800ml

－ － ¥2,100

秋田県産美山錦

長野県産あきたこまち 45% 1800

＋１５．０ 非公開 ¥2,910

秋田県産美山錦

長野県産あきたこまち 45% 1800

＋１２．０ 非公開 ¥3,200

百歳　特別純米　イエロータイガーラベル 純米酒
茨城県

吉久保酒
造

滋賀県生まれの吉久保酒造社長念願の虎を配した関西限定酒です。茨城県産美山錦を１００％使用した旨味
豊かな特別純米酒です。

正雪　純米吟醸　山田錦
別撰プレミアム　山吹

純米吟醸
静岡県

神沢川酒
造

小仕込みで仕込まれた純米吟醸。格別な味と香りに仕上げました。山田錦と静岡酵母で仕込んだ純米吟醸を
蔵の冷蔵庫で低温熟成致しました。 静岡酵母と山田錦から生まれる爽やかな香りと優しい味わいに夏を越し
た丸みが加わりました。

武勇　純米吟醸　生　
しぼりたて直汲み

純米吟醸　生
茨城県
武勇

搾り機から滴り落ちる新酒をそのまま瓶詰めした受注限定『直汲み』。蔵元冬の一番人気『純米吟醸 しぼりた
て』のほのかに香る吟醸香と柔らかい酸味、『直汲み』ならではの爽やかなガス感を伴った新鮮な風味。

玉川　本醸造　しぼりたて生原酒 本醸造生原酒
京都府

木下酒造

玉川の新酒の一番手！米の出来や質は自然に影響され、毎年変わります。そのため杜氏と蔵人にとって酒造期の初め
は、その年の酒造りの形を必死で探す戦いのような時期です。玉川の「しぼりたて」は、その年一番最初に仕込んだ酒を世
に問う、いわば挑戦状のような酒。フレッシュな旨みと、口に含むと広がる豊潤なコクと酸味が魅力です。

宮城県
新澤醸造

店

年に１度だけの蔵出し！岡山県産「備前雄町」50％精米で仕込むこの純吟は、伯楽星らしく綺麗で清涼な印象
のウマさを持った逸品。料理とのマッチングを意識し香りは穏やか、フルーティー感と優しくスムーズな流れを
見せる濃縮された味わいは誰もが好感を持つことでしょう。

純米吟醸伯楽星　純米吟醸　雄町

季節のオススメ酒
酒のきたむら

2019/11/20

　　　　　　　　　　　　　　　　価格改定のお知らせ　　　　令和2年　1月1日より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現行　　　　　　　　　　　　　　新価格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７２０ｍｌ　1000円　　　　　➾　　　　1150円

　　　　　　　　　靑谷の梅　七年貯蔵　　　１８００ｍｌ　2000円　　　　　➾　　　　2300円

三千盛　純米大吟醸にごり
Active Sparkling　DRY

純米大吟醸
生

岐阜県
三千盛

活性酵母と酵素　⇒現在発酵中！　きわめて爽快！　和食・洋食・中華・アジアン・スパイシーにバッチリ相
性。ゆっくりガスを抜きながら開栓して下さい。吹き出します。

三千盛　純米大吟醸　Cheers!
Fresh,Fruity&Tasty 新酒2019，乾杯!

純米大吟醸
しぼりたて生

岐阜県
三千盛

甘く華やかな新酒の香り、バラエティー豊かな旨味のシャワー。研ぎ澄まされたクリアーな切れ味が信条で
す。日本酒度＋１２のキレッキレな純米大吟醸酒。

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



夢一献 50% 1800ml

＋２．０ １．８ ¥2,500

朝日 58% １８００ｍｌ

＋４．０ １．８ ¥2,900

白鶴錦 60% 1800ml

+2.8 １．３ ¥3,000

一般米 65% １８００ｍｌ

+6.5 1.75 ¥2,470

しずく媛 60% １８００ｍｌ

＋３．０ １．２ ¥2,750

五百万石 60% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,536

玉栄 55% 1800ml

＋２．０ １．４ ¥3,000

山田錦 75% 1800ml

＋３．０ １．８ ¥2,600

五百万石 60% １８００ｍｌ

－ － ¥2,391

山田錦他 40%・50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

しぼりたてのフレッシュな味わいを完全無濾過のまま最短時間でふうじこめた究極しぼりたて。ジューシーさと
複雑に織りなすフルボディの味わいは七色に輝くプリズムのように光彩を放ちます。数量限定

東洋美人　IPPO　直汲み　生

いい酒ほど燗をつけろ”とは、ある先人の言葉。繊細な中にしっかりと酸味・甘みを感じ、ほどよい熟成感が漂
います。少し温めて（ぬる燗から人肌燗）飲んでいただきたいという思いが酒名の由来。上品な味の和食や季
節食材とともにお楽しみください。

福岡県
山口合名

純米吟醸

羽根屋　純吟プリズム　Hologram Label
　究極しぼりたて　無濾過生原酒

すっきりとした爽やかな飲み口ながら、低温貯蔵庫で熟成させたことにより、程よくまろやかな味わいとなってい
ます。口中でのふくよかな旨味は、讃岐名産の唐辛子「香川本鷹」を使用した辛みのある鍋料理にも相性が良
く、温かい食材と合わせながら冷酒から燗までの幅広い温度帯でお楽しみ頂けます。

純米吟醸
一回火入れ

香川県
川鶴酒造川鶴　純米吟醸　讃岐風花

さぬきかざはな

佐賀県
天山酒造

３０ＢＹの生酒（蔵内の冷蔵庫内で生熟成させたもの）を本数限定で出荷されました。生酒の原酒を熟成させる
事によりタップリ旨味ののったお酒となりました。毎年少量出荷される限定のお酒です。

純米大吟醸規格
無濾過生原酒

山口県
澄川酒造場

七田　七割五分磨き　山田錦　無濾過生
３０ＢＹ　寒熟（生熟成）数量限定

純米生原酒

酔鯨　特別純米　しぼりたて生
特別純米酒

しぼりたて生酒
高知県

酔鯨酒造

今期の最初に仕込む純米造りを生酒で瓶詰めした“しぼりたて新酒”です。新酒ならではのフレッシュで力強い
味わいが楽しめる一本です。

伊予賀儀屋　純米加水生　冬　
オリオン（切り絵シリーズ）

純米　生
愛媛県

成龍酒造

切り絵シリーズ201９年ラストを飾る純米酒は、約9ヶ月間低温で熟成させた冬生酒。しっとりと旨く、深く優しい
丸味が心地良くスイスイ喉を通るお酒になりました。

特別純米
うすにごり生

三重県
寒紅梅酒

造

上品に漂う吟醸香に、甘酸っぱく瑞々しい酸のあるピチピチした口当たりと軽やかな苦味が後口を引き締める
ジューシーな味わいです。

寒紅梅酒造　純米　生
冬のうすにごり　白くまラベル　NEW

純米吟醸
無濾過生原酒

富山県
富美菊酒

造

庭のうぐいす　純米吟醸　ぬるはだ

「東洋美人冬の定番」麹米に山田錦４０％精米とかけに５０％精米の酒造好適米を使いました。東洋美人らし
い優しい吟醸香と旨味が絶妙バランスで優しい甘味を感じた後スッと消えていく後口の切れが楽しめます。優し
い旨味で華やか軽やか。絶対に旨い。年に1回だけの限定出荷商品です。

上喜元　純米吟醸　玉栄
新製品

純米吟醸
山形県

酒田酒造

滋賀県産「玉栄」×14号酵母で醸し上げた新商品！　酒米特有の絶妙なボリューム感とシャープな切れ味♪あ
らゆる酒米を上喜元らしく米の特徴を出し造られています。

山川流　白鶴錦　純米吟醸 純米酒
愛媛県

梅錦山川

山川流・限定流通酒－
従来の品種改良では山田錦の子や孫の育種がほとんどの中、白鶴錦は初めて山田錦の兄弟にあたる酒米となります。生産量も大変少な
く、ほとんど出回らない酒米です。「十四代」が使用した事でも一躍有名になりました。元々は白鶴酒造がもっている酒米でしたが、会社が合
併した事で山川流・白鶴錦が誕生しました。柔らかで滑らかな飲み口、香りも程よく 味わい深いお酒になっています。



山田錦 60% 1800ml

＋３．０ １．４ ¥2,800

雄町 60% 1800ml

－ － ¥2,600

露葉風 50% １８００ｍｌ

＋１．０ １．９ ¥3,400

五百万石 60% 1800ml

＋１．０ ¥2,350

山田錦 50% 1800ml

－ － ¥2,980

愛山 55% 1800ml

±０ 1.6 ¥3,400

雄町 55% 1800ml

＋６．０ １．８ ¥3,200

秋田県産美山錦

長野県産あきたこまち 50% 1800

＋１６．０ 非公開 ¥2,350

国産 80% １８００ｍｌ

＋１６．０ 非公開 ¥2,200

国産米 60% 1800ml

＋４．０ １．５ ¥2,550

群馬県
浅間酒造浅間山　純米しぼりたて　生酒

見るからに爽やか！軽快さ、若さが伝わってきます。柑橘を思わせる、シャキッとした爽やかな酸を持ち、 しぼ
りたてならではのフレッシュな力強さと後口の柔らかさのコントラストが絶妙です。

1990年～2017年まで日本酒造りを休造。「いつか壱岐島での日本酒造りを再び」と現杜氏横山太三が同志の
蔵元で5年間修業を得て、2018年日本酒蔵を島に建設。苦難を乗り越え約30年ぶりに壱岐島に日本酒が誕生
しました。最高峰の山田錦を使用しフレッシュで発泡感のあるジューシーさ、フルーティーさ。甘みが広がりま
す。

純米しぼりたて
生

ミイノコトブキ ジュンマイギンジョウ
 ヤマダニシキ 『バトナージュ』

岐阜県
三千盛

よこやま　純米吟醸　シルバー７　生酒
純米吟醸

生
長崎県

重家酒造

バトナージュとはワイン製造の時使われる言葉で｢シュールリー｣と言うオリを接触させたまま静地しておく製法の時にバト
ンでオリをかき混ぜる事の名称です。通常日本酒は色んな味や酸、生老が出ないように搾り終わったら速やかにオリを引
いて火入れ殺菌するのですが、この商品は生老が出ないよう常にオリが下らないように1ヶ月カイを入れ(バトナージュして)
置いたお酒です。

紀土　特別純米　雄町 特別純米
和歌山県
平和酒造

和歌山の水の柔らかな爽やかさが、雄町ならではの味の深み、そして豊かさを引き立てます。

福岡県
井上合名

純米吟醸

大吟醸

燗で旨い吟醸酒２０１９　燗でわき出すやわらかな旨味揺らめく豊かな余韻　幅広い料理との相性抜群で
す。
人肌燗37度前後・ぬる燗40度前後・上燗45度前後　でどうぞ。

三千盛　燗旨吟醸

　

ちえびじん　純米吟醸　愛山　
(今年最後の季節限定品)

純米吟醸
大分県

中野酒造

１BY最後の季節限定酒!兵庫県産愛山100％使用。冬に搾り瓶詰めし約一年弱の熟成により角が取れ『愛山』
という酒米から出来る優しい吟醸香と熟成によって生まれた旨味とのバランス良い商品となっています。この時
期しか味わえない純米吟醸です。年末年始のお酒におすすめ。

ゆきの美人　純米吟醸　雄町
秋田県

秋田醸造
純米吟醸

高知県
濱川醸造

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。

美丈夫　純米酒　しぼりたて生原酒

みむろ杉　純米大吟醸
　露葉風

『美丈夫』新酒第一弾。しぼったばかりの原酒を生のまま瓶詰めして出荷されました。新酒ならではの瑞々しい
香りと味わいで、柔らかい口当たりと切れの良さが特徴です。

純米酒
生原酒

Born　KURA　ser.　HYPER　
DRYボン蔵　シリーズ　ハイパードライ

純米造り
滋賀県

太田酒造

新しく生まれた『蔵』の新シリーズBorn　KURA　ser.　伝統と歴史を継承しながらこれから来る未来為の『革新』
に誕生しました。文字だけで判断されたくないと商品スペックは基本的に非公開。精米歩合と日本酒度だけ。
太田酒造の新しい取り組みを是非お試し下さい。

奈良県
今西酒造

純米大吟醸

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。



山田錦・雄町 50% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,080

愛山 55 １８００ｍｌ

＋３．０ 1.6 ¥4,000

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋２．０ ２．０ ¥3,000

山田錦 50%・５５％ 1800ml

+1.0 1.3 ¥3,800

白鶴錦 48% 1800

＋１．０ １．４ ¥3,600

五百万石 ５０％・55% 1800ml

－ － ¥2,300

雄町・一般米 61% 1800ml

+1.0 1.5 ¥2,280

村上産越淡麗 50% １８００ｍｌ

±０ １．２ ¥3,556

山田錦 55% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,500

美山錦 60% 1800ml

＋１１．０ １．６ ¥2,500

雨後の月　純米大吟醸　白鶴錦 純米大吟醸
広島県

相原酒造

「上品・美しい・透明感」を味わいのコンセプトに丁寧な造りをし、製品化後はマイナス2度の冷蔵庫でゆっくり熟
成させています。白ぶどうを思わせる上品な香りに、繊細な甘味とキリリとした瑞々しい酸のあと、クリアな余韻
が続きます。合わせる料理の素材を引き立てる、綺麗な食中酒です。

今期・新入荷！限定割り当て商品です。

賀茂金秀　純米吟醸　愛山
純米吟醸

広島県
金光酒造

春から蔵の冷蔵庫で熟成を経た「純吟 愛山」。愛山のポテンシャルを引き出し、優しい甘みと程よい酸が特長
のお酒になっりました。カモキンといえば、「雄町」ですが、全量『愛山』を使ったチャレンジ酒です。

加茂錦　荷札酒　純米大吟醸　雄町５０　
ver.７

純米大吟醸
無濾過生原酒

新潟県
加茂錦酒造

しぼりたて無濾過生原酒。「雄町５０しぼりたて生原酒（１５度）。雄町米らしい味を素直に表現したお酒です。
口に近づけたとたん甘くフルーティーな香りと含んだ時の優しさと旨味のバランスが素晴らしい。呑み込んだ後
の切れとすっきり感も加茂錦らしいお酒となっています。

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。

静岡県
初亀醸造

純米吟醸初亀　純米吟醸　おすすめ！

紀土　しぼりたて　純米吟醸　生

しぼりたてらしいフレッシュな味わいとなめらかな口当たり、紀土らしい爽快さ綺麗さと柔らかな旨味をお楽しみ
下さい。

純米吟醸
生酒

賀茂金秀　純米　お燗酒 純米酒
広島県

金光酒造

年間を通じて冷酒はよく飲まれていますが、日本酒は温めて飲むことの出来る日本ならではの酒文化と思いま
す。リーズナブルな純米でお燗。安かろう悪かろうではないのがカモキンです。どうぞよろしくお願いします。

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。

和歌山県
平和酒造

黒龍　純吟　三十八号 純米吟醸

長野県
大澤醸造

今年も大好評。日本酒度＋１１まで仕上げた、明鏡止水の新境地の超辛口純米です。辛いと
言うよりも明鏡止水らしい軽快さでさらにシャープに感じるお酒です。優しい旨味と適度な
吟醸香がオススメです。

明鏡止水　鬼辛　純米酒　限定品 純米酒

兵庫県産特A特上山田錦55%精米使用。味わいのバランスが良く、優しい旨味とスッキリとした味わいが楽しめ
ます。甘い、辛い、華やかとかいう次元でなくとにかく上質なワンランク上の味わいです。

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。



山田穂 50% 1800ml

＋２．０ １．３ ¥3,600

雄町 50% １８００ｍｌ

¥3,639

山田錦 50% １８００ｍｌ

¥3,639

京都府産米 60% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,500

山田錦 45% 720ml 

非公開 非公開 ¥1,620

雄町 50% 1800ml

+5.0 1.6 ¥3,300

岡山県　朝日 50% 1800ml

ー ー ¥4,250

山田錦 55% １８００ｍｌ

+7.0 ２．０ ¥3,200

１８００ｍｌ

¥3,000

山田錦 55% 1800

非公開 非公開 ¥3,200

純米大吟醸
三重県

清水清三郎
商店

タンク一本分だけの特別限定醸造。派手ではなく穏やかな吟醸香と優しい飲み口。「作」らしい旨味の有る優し
い味わいのお酒です。

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。

上喜元　純米大吟醸　山田穂
ORIGIN　OF　YAMADANISIKI

純米大吟醸
山形県

酒田酒造

山田錦を産みだした『山田穂』を使用し、この時期まで瓶内にて熟成させた純米大吟醸です。厚みのある華や
かな香りと、山田錦とは違うキレの良さを充分に引き出しました。時間をかけじっくりと味わって頂く事で、香り、
味わいがさらに広がります。

京都市
斉藤酒造

新酒しぼりたて
英勲　純米　しぼりたて　生原酒

今季初しぼりの純米生原酒です。火入れせず生のまま無濾過で出荷。フレッシュな旨味のあるお酒です。
毎年京都のお酒の神様「松尾大社」で行われる"酒ｰ1グランプリ"で50蔵中のグランプリ受賞。

純米吟醸
愛知県

萬乗醸造

山田･雄町とも50%以上の精米歩合で、規格は、純米大吟醸です。純米吟醸を温めるという楽しみ方をご提案致
します。年に一度の限定出荷酒です。勿論、冷やでも飲んで頂けます。温度を上げる行為ゆえアルコール度数
は、押さえてあります。他のアイテムより熟度を速めております。

醸し人九平次　純米大吟醸　火と月の間に

麓井　生もと純米吟醸　季節限定・数量限
定

純米吟醸

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。

田圃ラベル
篠峯　　Azur　山田錦　純米吟醸　
無濾過生原酒

新酒の定番、寒造早槽。新酒のフレッシュ感と味わい。華やかな香りで、少し高めのアルコールしぼりたての
ドッシリとしたボリュームのある味わいが楽しめます。冬季に限定して発売される商品です。

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。

愛知県
萬乗醸造

燗という字を眺めていると 「寒さの厳しい月の輝く冬の夜、あまりの冷たさに思わずお酒を温めてしまった」 そ
んな情景が目に浮かんできます。日本酒を温めるという楽しみ方、醸し人九平次でぜひお試しください。秋～冬
季にかけてのみの販売

醸し人九平次　純米大吟醸　火と月の間に 純米吟醸

純米大吟醸
しぼりたて生

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。

純米
生原酒

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

獺祭　寒造早槽４５％　純米大吟醸　生

梅乃宿　あらごしれもん　
　　　アル度１０％　季節限定秋/冬

山口県
旭酒造

作　純米大吟醸　朝日



岡山雄町 50% １８００ｍｌ

-2.2 １．３ ¥3,650

雄町 50% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,334

西脇山田錦 55% １８００ｍｌ

±０ １．８ ¥3,400

 山田錦・五百万石・こしいぶき他 60% 720ml1800ml

+5.0 1.6 ￥1143￥2371

山田錦 50% 1800ml

＋４．０ １．６ ¥3,500

亀粋 50% １８００ｍｌ

±０ １．６ ¥3,600

山田錦・五百万石 ５５・６０ １８００ｍｌ

＋１３．０ １．５ ¥2,300

兵庫産山田錦 60% 1800ｍｌ

＋１．０ １．６ ¥2,400

雄町 50 １８００ｍｌ

＋２．０ 1.4 ¥3,000

雄町･八反錦 ５０／６０ １８００ｍｌ

＋８．０ 1.4 ¥2,560

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。

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。

雑賀　吟醸　大辛口 吟醸酒
和歌山県
九重雑賀

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。

鳳凰美田　Wine　Cell　２０１８

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。

しぼりたて原酒
青越後(八海山　越後で候)　
しぼりたて原酒　青ラベル　２０１８　1年熟
成

賀茂金秀　辛口　特純

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

新潟県
八海醸造

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！

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。

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。

特別純米

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

新入荷！

賀茂金秀　純米吟醸　雄町
純米吟醸

広島県
金光酒造

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

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。

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。

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。


