
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

山田錦 － 1800ml

－ － ¥20,000

山田錦 35 １８００ｍｌ

＋１．０ 1.3 10000円

山田錦 50% 750ml

＋３．０ １．３ ¥4,000

山田錦 30% 720ml

＋６．０ １．４ ¥10,000

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

広島県
金光酒造賀茂金秀　純米大吟醸３５

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。

純米大吟醸

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

澤屋まつもと　守破離　“原料に勝る技術無し”

兵庫県東条産特上山田錦２０１４限定品
純米大吟醸

3年熟成
京都市

松本酒造

兵庫県東条秋津地区。ここは、別格最上級の山田錦を半世紀以上栽培し続けている特級地域です。秋津地区の最上流部、
『西戸1561番2号』にある田んぼに育った2014年産の特上山田錦を2015年3月12日、日本酒に醸しました。口の中に溶けていく
ような繊細な透明感とエネルギーあふれる旨味舌と喉を心地良く刺激する酸味、甘味と香りを抑えsimpleでいて静と動一体と
なった味わい。

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。

福井県
加藤吉平商店

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。

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

純米大吟醸梵　超吟　純米大吟醸　5年熟成

梵を代表するお酒です。兵庫産の特A地区契約栽培の山田錦を３0%まで精米。小仕込みで醸した香り高い純米大
吟醸酒を、マイナス8度で5年以上熟成させました。限定品

季節限定高級酒
酒のきたむら

2019/12/7

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。

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

定休日 毎日曜日と第2・第３月曜日
年末年始のお知らせ

１２／３１～１／３ 休ませていただきます。



美山錦 55% １８００ｍｌ

＋４．０ １．５ ¥2,800

玉栄 55% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,100

非公開 60% １８００ｍｌ

¥2,235

山田錦・夢一献 60% １８００ｍｌ

＋３．０ 1.6 ¥2,580

山田錦・吟吹雪 60% 1800ml

+5.0 1.6 ¥2,600

五百万石他 50% １８００ｍｌ

－ － ¥2,980

五百万石 55% 1800ml

＋５．０ １．６ ¥2,600

八反錦 50% 1800ml

＋３．０ － ¥2,800

栃木県
外池酒造店

純米吟醸
無濾過生

お米の旨み、ふくらみ、キレの良さを求め丁寧に温度管理されたお酒です。しぼりたてらしく香りは上品で穏やか、
旨味たっぷりの軽やかで綺麗なフレッシュさ満点の純米吟醸です。

望bo　:純米吟醸　
初しぼり　生　玉栄

季節のオススメ酒
酒のきたむら

2019/12/7

特別純米
あらばしり

滋賀県
喜多酒造

米の旨味を充分引き出した甘味と、軽快で心地良い酸味がおりがらみとバランスよく調和いています。フレッシュな
香りと共にお楽しみ下さい。

喜楽長　特別純米　あらばしり　生

和和和　純米吟醸　美山錦　生原酒かすみ
純米吟醸

生原酒かすみ
長野県

古屋酒造店

みずみずしい果実の様な吟醸香が口の中にも心地よくひろがり、若干のおりが味に幅を与えています。生原酒な
らではのフレッシュでボリュームのある飲み口と綺麗な酸がキレを出す非常にバランスに優れた酒質です。

新酒しぼりたてのフレッシュ感とフルーティーさがあり、且つ柔らか、、けれども「淡麗」。そんなお酒を目指し作られ
ました。

徳次郎　特別純米　
無濾過生原酒しぼりたて

特別純米
無濾過生原酒

純米吟醸
生酒中汲み

新潟県
加茂錦酒造

加茂錦　荷札酒　槽場汲み　純米大吟醸
　新酒　無濾過仲汲み

純米大吟醸

京都府
城陽酒造

雨後の月　純米吟醸生酒中汲み　限定品

贅沢に五百万石を55％磨いた特別純米酒。フレッシュな香味と酸味が特徴的です。後キレもよくスイスイと次なる
杯を誘ってくれる1本です。お料理の美味しさを引き立ててくれる無濾過生原酒です。

特別純米
本生

福岡県
山口酒造場

新酒ならではのフレッシュな香りと甘味と酸味が絶妙に調和した濃醇な味わい。そしてキレのある爽やかな後味を
楽しんで頂ける本生酒です。

庭のうぐいす　特別純米　「新酒しぼりたて」

タンクの一番良いところの中汲み部分だけを瓶詰めしました。酸味と軽快な味を熱望される『雨後の月』愛好家の
声に応えられるお酒を造りました。9号酵母使用で瑞々しい梨のような香味が広がり徐々に酸味を感じ包み込まれ
た軽快な切れ味が口全体に広がります。

広島県
相原酒造

〆張鶴　しぼりたて　生原酒 生原酒
新潟県

宮尾酒造

冬場に発売する限定品。アルコール度数１９度～２０度未満の濃醇タイプの酒です。華やかな香りと甘口でトロ～リとする感覚
はこの時季の極上の一滴です。

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



五百万石 50% 1800ml

+1.0 1.5 ¥3,450

国産米 60% ７２０ｍｌ

非公開 非公開 ¥1,800

山田錦・五百万石 45% 1800ml

＋４ １．７ ¥3,980

山田錦 50% 1800ml

¥3,600

雄山錦 55% 1800ml

＋２．０ １．６ ¥2,660

岡山朝日 60% １８００ｍｌ

＋１．０ ¥2,320

五百万石 60% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,900

山田錦・飯米 65%・７０％ １８００ｍｌ

１．８ ¥2,300

ひとめぼれ 70% 1800ml

－４０ － ¥2,700

　　　　　　　　　　　　　　　　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

ＡＫＡＢＵ　純米　ＳＮＯＷ　【生
なま

酒
さけ

】 純米生酒
岩手県

赤武酒造

次世代の方にカジュアルに楽しめる日本酒を想像し醸されました。全ては、白から始まる・・・・皆様は、何色に感じ
て頂けますか？白い季節におくる、ＡＫＡＢＵのＳＮＯＷ（スノー）です。ほのかな酸と爽やかな甘味をお楽しみ下さ
い。

福袋　純米吟醸　無濾過生原酒

酒造りに必要な物は全て自然の恩恵がなければできません。今年に収穫された米、仕込み水・その時の天候が酒造りにも出
来上がったお酒にも良くも悪くも大きな影響を与えます。出来上がった酒はどのような旨味で出来上がってくるのか？長年酒造
りの経験を持った杜氏や蔵人でさえ実際に搾らないと分からないことがたくさん有り「福袋」ワクワクどきどき新酒のできを楽し
んで下さい。

年1回だけの限定商品です。今年から純米大吟醸にリニューアル。通常品とは全く違った規格で仕込んだ純大吟
しぼりたて原酒です。バランスの取れた酒質を目標にフレッシュな荒々しさだけで無い洗練された旨味を追求しまし
た。

純米大吟醸
生原酒

八海山　純米大吟醸しぼりたて　
「赤越後」　生原酒

純米吟醸
無濾過生原酒

新潟県
八海醸造

京都府
木下酒造

七田 純米吟醸 五百万石 無濾過生 純米吟醸
佐賀県

天山酒造

令和最初の新米しぼりたて。全量兵庫県産五百万石を50%まで磨いて醸された純大規格の純米 吟醸無濾過生酒です。香りは
やや華やかなれど、和の果物を連想 する落ち着いた芳香とが混ざり合ったような個性。口に含むと、フ レッシュなガス感があ
り華やかで美麗な味わいが広がります。鼻に 抜ける香りは、まろやかで上品で艶やか。酸はほとんど残さず余韻 に上質感を
与えます。

純米吟醸
生酒

あまり磨かずともきれいで旨味の有るお酒を造りたい。日常呑むお酒で美味しい酒を造りたい。そんな思いで醸さ
れた純米酒です。純米でありながらも飲み口がスッときれいでスイスイ飲めるお酒です。

純米
無濾過生原酒

大分県
中野酒造

12月の限定酒。生のうすにごり酒です。立てて保管して下さい。キャップ飛びます!このお酒は、穏やかながらメロ
ンやバナナを想わせる香りを上品に感じられます。フレッシュなガス感が絡み、透明感溢れる苦みのある旨みとう
すにごりによる厚み、まろやかさを楽しめるコストパフォーマンス高い1本！

純米大吟醸
京都市

松本酒造
澤屋まつもと　守破離　山田錦うすにごり　
生

ちえびじん　純米無濾過生原酒

岐阜県
玉泉堂酒造

『雄山錦』は大粒で心拍が大きく、芯白発芽率がほど100％という特徴のお米だそうで、そのまま旨みの出やすさが特徴。しかし
割れやすく、原料処理を丁寧に行って醸しています。爽やかでフレッシュさのある吟醸香に、柔らかさの中に、深みのある旨み
と甘みがじわりと広がります。また飲み飽きしない後口のキレの良さがあります。

大分県
中野酒造

米･米麹だけで造った手造りの桃色にごり純米原酒です。ほんのりピンク色でやや甘口のにごり酒は、アルコール
の苦手な方でも楽しんで頂けるお酒です。総米400kgの小仕込みで、醪日数約30日かけて丁寧に仕込みました。ク
リスマス、お正月に。

ちえびじん　LOVE PINK（一度火入れ） 純米原酒

醴泉　酒無垢　純米吟醸　生　
しぼりたて　酒のきたむら激オシ！!

寒紅梅 純米酒 朝日 早咲【生】 純米生酒
三重県

寒紅梅酒造

仕込み水には軟水「鈴鹿山系伏流水」を使用。低温発酵の吟醸造りながらコクを兼ね備えたまとまりのある喉越し
に仕上がっています。青リンゴのようなフレッシュな香りが立ち上がり、穏やかで柔らかい口当たり、酸のキレとふく
よかな旨味が広がり様々なお料理にベストマッチな日本酒です。しぼりたての限定生酒です。



雄町 50% １８００ｍｌ

¥3,639

山田錦 50% １８００ｍｌ

¥3,639

山田錦 50% 1800ml

¥3,900

山田錦 60% １８００ｍｌ

ー ー ¥3,000

松山三井 50% １８００ｍｌ

＋６．０ １．２ ¥2,671

岡山県　朝日 50% 1800ml

ー ー ¥4,250

雄町 55% 1800ml

+3.0 １．６ ¥3,600

日本晴 60% 1800ml

＋３．０ ２．１ ¥2,500

山田錦・羽州誉 40%・50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

まなむすめ 65% 1800ml

-1 1.6 ¥2,720

作　純米大吟醸　朝日

十四代を醸す高木酒造の高木辰五郎氏が長年に渡って交配育種を重ね完成させた酒米。果実感のある口当たり
から後キレのよいスムーズな飲みごこちです。

東洋美人　IPPO　羽州誉

醸し人九平次　純米大吟醸　火と月の間に 純米吟醸

山口県
澄川酒造場

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

愛知県
萬乗醸造

純米大吟醸
規格

寫楽　純米吟醸　吉川山田錦・東条山田錦 純米吟醸
福島県

宮泉醸造

11月の限定出荷。超希少なお酒です。特A地区兵庫県東条産山田錦・同じく吉川産山田錦を使用しました純米吟
醸酒です。吉川も東条も｢山田錦｣の有名産地でその中でも特A地区の特上米だけ使いました。

酔鯨　純米吟醸　吟麗　しぼりたて　生酒
純米吟醸

生酒
高知県

酔鯨酒造

生酒ならではのフレッシュ感と力強い味わいが特徴です。爽やかな柑橘系の酸味もしっかりあり、食中酒としても
真価を発揮します。酔鯨らしい酸のしっかりとした香りの良いお酒です。これぞ、新酒の吟醸酒。誰からも好かれる
間違いの無いお酒です。

宮城県
佐浦

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

冬と言えば「浦霞　純米しぼりたて」。厳寒期に造られた「しぼりたて」特有のフレッシュ感と純米酒ならではのコク、
ほど良い酸味と旨味が心地良い味わいの新酒です。

香りがフレッシュで爽やかなラムネのような吟醸香、ジューシーな旨味とエキス感のある、おりがらみの生酒です。
翌日の味上がりが素晴らしい。

滋賀県
竹内酒造

 近江の米にこだわり、純米ならではのただただ美味しいお酒を目指しました。大自然の恵みを引き出し、かつ飲み
やすく高品質なお酒を目指しています。滋賀県産日本晴を用いて、醸した特別純米酒のしぼりたて生原酒です。旨
みと酸味のバランスも良い、フレッシュで濃厚な味わいに仕上がっています。

浦霞　純米しぼりたて

唯々　思い出シリーズ
銀花のあかり　特別純米無濾過生原酒
しぼりたて

特別純米
生酒

純米生酒

みむろ杉　純米吟醸　
山田錦　おりがらみ生

純米吟醸
奈良県

今西酒造

伯楽星　純米吟醸　雄町
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

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。



山田錦 55% 1800ml

＋１７ １．５ ¥3,200

出羽の里 60% 1800ml

+10.0 １．７ ¥2,150

佐賀の華 60% 1800ml

＋１２．０ ２．０ ¥2,700

佐香錦 55% 1800ml

＋１５ １．５ ¥2,890

雄山錦 50% 1800ml

＋３．０ 1.9 ¥2,800

国産米 60% 1800ml

¥2,200

八反錦 60% １８００ｍｌ

＋６．０ １．８ ¥2,400

五百万石 65% 1800ml

－６ ２．１ ¥2,400

京の輝き 70% 1800ml

－５．０ 1.7 ¥2,100

八反錦 60% 1800ml

＋２．０ 1.5 ¥2,500

弥栄鶴　しぼりたて生酒 普通酒
京都府

竹野酒造

京丹後市の竹野酒造様より「弥栄鶴しぼりたて生酒」が入荷。しぼったままの生粋の生原酒を詰めましたやや甘口
でキリリとした飲み口に新酒ならではのフレッシュ感の味わいです。

広島県
相原酒造

年１回だけの限定品「純米辛口　生酒　無濾過原酒」！レギュラーの「雨後の月　辛口　純米酒」の槽場汲みにあ
たるもので、毎年１１月にしぼられた辛口純米の中から、事前に注文のあった本数だけを無濾過生原酒のままビン
詰め出荷する特別品です。辛くてフルーティー！辛くて旨い！！

雨後の月　「純米辛口」無濾過生原酒
純米無濾過

生原酒

篠峯　純米吟醸　中取り生五割磨き
純米吟醸
中取り生

奈良県
千代酒造

雄山錦特有のまるみのある柔らかな旨味が引き立つ。華やかすぎない吟醸香と爽やかな味わい。食事と共に飲め
る純米吟醸酒です。発泡感もしっかりあり、ガスの爽やかさが感じられます。

天吹龍王　ULTRADRY 初雪　
超辛口純米酒

超辛口純米生
酒

佐賀県
天吹酒造

その年最初のうるとらＤＲＹを、旬の悦びあふれるフレッシュなおいしさのまま、数量限定でお届けします。
おかげ様で毎回人気で品薄のうるとらＤＲＹ。スイスイと杯が進む。箸が進む。会話も弾む超辛口です。

黒龍　垂れ口　本醸造

秋田県
秋田醸造

純米吟醸

全量山田錦を用い6号酵母で超辛口に仕上げました。キレのある味わいと滑らかな酸味が特徴です。

米鶴　かっぱ超辛口　特別純米
うすにごり【生】

純米生
うすにごり

山形県
米鶴酒造

ゆきの美人　純米吟醸　超辛口
山田錦　6号酵母

純米造りの完全熟成醪（もろみ）による旨味と辛み、そして切れ味が程よく調和した超辛口の特別純米酒です。
淡い味付けの料理からある程度濃いめの味付けの料理まで、幅広い相性をみせます。食中酒として最適です。

本醸造生原酒
福井県

黒龍酒造

黒龍の新酒第一弾。ミルキーで旨味たっぷりの味わいです。黒龍の中ではやや甘口の味わいです。

賀茂金秀　純米　しぼりたて生
純米酒
生原酒

広島県
金光酒造

爽やかさと円やかさを感じ、搾りたて新酒なのにツンツンした刺激がない。スイスイ飲める飲みやすいお酒です。広
島県が新たに開発した酵母C75　を使用。

美丈夫　　特別本醸造　金箔酒 特別本醸造
高知県

濱川醸造

年末・お正月限定　　冷やでも燗でも安くて旨い本醸造の金箔入りのお酒です。数量限定ですので品切れの場
合は、ご容赦下さい。

初！　しぼりたて生原酒

出雲富士　純米吟醸　超辛口　青ラベル
純米吟醸
生原酒

島根県
富士酒造

今期限定かもしれない生原酒出荷。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。



山田錦 50% １８００ｍｌ

＋２．０ １．１ ¥3,334

山田錦 55% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,200

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

＋１２．０ 非公開 ¥3,200

山田錦 50%・５５％ 1800ml

+1.0 1.3 ¥3,800

夢一献 50% 1800ml

＋２．０ １．８ ¥2,500

一般米 65% １８００ｍｌ

+6.5 1.75 ¥2,470

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

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。

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。

庭のうぐいす　純米吟醸　ぬるはだ 純米吟醸

純米吟醸
無濾過生原酒

富山県
富美菊酒造

純米吟醸

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。

林　純米吟醸　山田錦　限定品 純米吟醸
富山県

林酒造場

生産量は150石程度で蔵元杜氏として後を継いだ林秀樹氏はこのままでは生き残れないと思い、手間を惜しまず洗米を限定吸水、麹蓋で麹造り
を行うなど量より品質を重視した酒造りを始め自らの名を冠した限定酒「林」に夢を賭けました。利益よりも「納得」を重視しました。お酒はふんわり
優しく包んでくれるような誰が飲んでも良いと思える普遍的な美味しさがあります。

黒龍　純吟　三十八号
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。

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

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。

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

福岡県
山口合名

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。

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

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。

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

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。



山田錦 60% 1800ml

＋３．０ １．４ ¥2,800

雄町 60% 1800ml

－ － ¥2,600

山田錦 50% 1800ml

－ － ¥2,980

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

愛山 55 １８００ｍｌ

＋３．０ 1.6 ¥4,000

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

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。

賀茂金秀　純米　お燗酒

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。

和歌山県
平和酒造

福岡県
井上合名

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。

純米吟醸
秋田県

秋田醸造ゆきの美人　純米吟醸　雄町

純米吟醸

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。

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。

純米酒

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。

三千盛　燗旨吟醸 大吟醸

広島県
金光酒造

紀土　しぼりたて　純米吟醸　生

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。

よこやま　純米吟醸　シルバー７　生酒

岐阜県
三千盛

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

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

純米吟醸
生

長崎県
重家酒造

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

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』

「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。

雨後の月　純米大吟醸　白鶴錦 純米大吟醸
広島県

相原酒造


