
山田錦 40% 1800ml

+1.5 １．８ ¥10,000

兵庫山田錦 30% 720ml

+4.0 1.4 ¥5,000

山田錦 40% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥7,000

東条山田錦 30% １５００ｍｌ

＋５．０ 1.4 ¥10,000

山田錦 － 1800ml

－ － ¥20,000

兵庫県特Ａ地区
東条町産　山田錦 40% １８００ｍｌ

－ － ¥12,000

山田錦 23% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥15,450

東条山田錦 35% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥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

豊かな吟醸香とスッパッと切れる切れ味。日本酒を飲んだことのない方にも飲んで頂きたい。兵庫県西脇産山田錦
を贅沢に35%まで磨き雫絞りを斗瓶で取り分け貯蔵された極上の逸品。鳳凰美田の大吟醸の中でもトップクラスの贅
沢品。鑑評会（コンテスト）出品するお酒と同じ仕込みが商品化。

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。

兵庫県産の山田錦を40％まで磨き上げたAKABUの純米大吟醸。強い麹、純粋な酒母、穏やかなモロミ、五感を駆
使しゆっくり丁寧に醸しました。上品な香りと山田錦の綺麗な味わいをお楽しみください。

赤
あか

武
ぶ

　Akabu　３０BY純米大吟醸　山田錦

大吟醸原酒
栃木県

小林酒造
鳳凰美田　大吟醸原酒　別誂至高

純米大吟醸

奈良県
千代酒造

兵庫県特A地区の特等山田錦、自家精米で40％まで丹念に精米し醸した贅沢なお酒です。明利系酵母で醸した華
やいでいて、エレガントな味わいの純米大吟醸です。酸とのバランスもよく飲んで美味しい大吟醸酒です。

美丈夫　夢許（ゆめばかり）純米大吟醸 純米大吟醸

篠峯　吟和　純米大吟醸　山田錦　中取り
純米大吟醸

中取り

高知県
濱川商店

蔵の最高級酒。年に一仕込みのみ『美丈夫』の蔵人が総力を挙げて造る渾身の一本です。兵庫東条町特等米を３
０％　 まで磨き熊本酵母で３５日間じっくり醸しました。上槽後生のまま瓶詰め、マイナス１℃で低温熟成。最上のタ
イミングで瓶燗し、更に秋口まで氷温熟成、９月以降の出荷となりました。

純米大吟醸
古酒

愛知県
山忠本家酒造

毎年１２月年一回だけの発売となります。義侠を代表する酒。総米７５０ｋｇの小仕込みで造られた４０％精米の純米
大吟醸の３年熟成酒をメインに、膨大なストックから４０％精米の純米大吟醸の３～７年位までの熟成酒をブレンドし
て造られています。

義侠　慶　純米大吟醸　限定品　究極の一本

純米大吟醸
山口県
旭酒造

極限まで磨いた山田錦で最高の純米大吟醸に挑戦したお酒です。華やかな上立ち香と、口に含んだときの蜂蜜の
ようなきれいな甘み。後口はきれいに切れていきながらも長く続く余韻があり、高精白酒の一つの理想形とも言える
出来です。

獺祭　純米大吟醸　遠心分離二割三分
DX箱入り

岩手県
赤武酒造

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



五百万石 55% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,714

あきたこまち/美山錦 45% 1800ml

＋１７ ¥3,245

山田錦 50% 1800ml

－ － ¥3,676

備前雄町 40% 1800ml

＋５．０ １．５ ¥6,000

酒こまち 50% 1800ml

－２．０ １．７ ¥3,000

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋２．０ 1.4 ¥2,800

山田錦 55% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,500

五百万石 50% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,980

純米吟醸
無濾過生原酒

滋賀県
松瀬酒造

上品で綺麗な酒質の中にも、甘みと旨みがあり透明感のある喉越しでとても素直なお酒です。フレッシュで味わい深く爽やかな
香りのお酒です。時間とともに落ち着きが出てくる変化もお楽しみ頂けるかと思います。あらばしりとは…もろみを槽に積み重ね
て搾る作業において、加圧を行う前に自らのもろみの重さによって流れ出るお酒です。

松の司　純米吟醸　あらばしり

醪から来る味わいよりマスカットや洋梨を思わせる上品な香味と優しい甘さがフワリと広がり、フィニッシュはきれい
で透明感のある印象が感じられます。美しく生まれ瞬く間に消える雪の結晶の如く、一瞬の味わいをご堪能下さい。

三千盛　純米大吟醸　春出し超辛口　生
純米大吟醸

生

秋田酒こまち100％使用。御蔵で見つかった蔵付分離酵母『亀山酵母』で醸しました。酒こまちならではの優しい味
わいと『亀山酵母』が醸す爽やかな香りを目標に醸されました。

春霞　栗ラベル・白　酒こまち生　純米吟醸
純米吟醸

生酒
秋田県

栗林酒造店

宮城県
新澤醸造店

岐阜県
三千盛酒造

伯楽星　純米大吟醸　雪華おりがらみ生酒

しぼりたて新酒。昨年大好評！！はじける旨味とフルーティーフレーバーの競演。超辛口で雑味無し。切れ味の理
想郷へ。

林　純米吟醸　五百万石　生
純米吟醸
生原酒

富山県
林酒造場

お待たせしました！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『生酒』である事でトロッとした粘りも感じるお酒です。

松の司　樂　純米吟醸　しぼりたて生原酒
純米吟醸

無濾過生原酒
滋賀県

松瀬酒造

フレッシュな香味が存分に楽しめる生酒です。できたてのフレッシュな味わいとフルーティーな香りをお楽しみくださ
い。飲み飽きせず、何杯でも美味しくいただけます。

横山　五十　純米大吟醸　山田錦 純米大吟醸
長崎県

重家酒造

マスカットの果実をかじったジューシーな香りに、口に含むと甘味が広がり、最後キレのある飲み飽きしない味わい
になっております。ファーストドリンクとしてワイングラスでお楽しみ下さい。

加茂錦　荷札酒　純米大吟醸　本生　荒走
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。「荒走り」とは搾り始めのお酒のこと。ごく少量の滓(おり)を含む「おりがらみ」のため、独
特の風合いを生みます。

純米大吟醸
おりがらみ生

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



山恵錦 60% 1800ml

+2.0 １．４ ¥2,900

松山三井 50% １８００ｍｌ

＋６．５ １．２ ¥2,670

山田錦 70% １８００ｍｌ

＋６．０ １．８ ¥2,480

結の香 50% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥4,000

秋田酒こまち 55% １８００ｍｌ

+2.0 2.1 ¥3,200

山田錦 50% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,400

富山県産五百万石 60% １８００ｍｌ

-3.0 1.6 ¥3,148

五百万石 50%・55％ 1800ml

－ － ¥2,400

ひごこちと 53% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,035

雄町 60% １８００ｍｌ

＋１．０ 1.5 ¥3,000

富美菊　純米吟醸　PROTOTYPE
Ｆlamma　生酒

純米吟醸生酒
富山県

富美菊酒造

特別限定流通品　富山の美しさを日本酒に投影した新シリーズ、『富美菊　PROTOTYPE」世界を構成する４大元素
『風』『土』『水』『火』をてーまに富山のテロワールを表現しています。今回のテーマは、『火（Ｆlamma) 』。ラテン語「フ
ランマ」優しく照らすかがり火のような清らかでぬくもりのある味わいです。

賀茂金秀　SUITOH　雄町 純米酒
広島県

金光酒造

「SUITOH」は、派手さはありませんが、もう一杯飲みたくなるお酒を目指しています。製造から一年、定期的に味や香りの変化を
確認してきましたが、当初目立っていた粗さが徐々になめらかなになり、旨味がまして飲み疲れないお酒に成長したのではない
かと感じています。 そんな雄町の魅力が詰まったお酒を、ぜひ一度お飲みいただければ幸いです。

純米吟醸
無濾過

口に含んだ瞬間まるでグレープフルーツのような柑橘系のジューシーな酸味と甘味が弾けます。華やかすぎず上品
で爽やかな香りに程よい酸味でキレの良いお酒です。

栃木県
外池酒造店

望bo:　純米吟醸　ひとごこち　無濾過生原酒

百十郎　桜　純米吟醸無濾過生原酒

地元の歌舞伎役者「市川百十郎」氏に由来。昭和6・7年に岐阜県各務原市の新境川の堤防に1200本の桜に気を
寄贈。今では、「百十郎桜」とよばれ「日本さくらの名所100選」に選ばれています。百十郎シリーズの中でも特に思
い入れのある商品です。

澤屋まつもと　守破離　五百万石
うすにごり　生

出雲富士　純米山田錦
白ラベルしぼりたて本生

純米生
島根県

富士酒造

白く清らかに、島根県産の山田錦の上質で柔らかな旨みを 優しく醸し出し、日本伝統の出汁文化を引き立たせる 
出雲富士の礎となる純米酒です。出汁の料理との相性がよく 冷～お燗まで幅広い温度帯でお楽しみいただけま
す。

純米生原酒
うすにごり

純米吟醸
無濾過生原酒

和歌山県
平和酒造

高知県
酔鯨酒造

季節・数量限定のしぼりたて生酒で、タンクに保存しているお酒を「そのままの味わい」で出荷したみずみずしい酒。
無濾過で、加水調整をせず、火入れと呼ばれる加熱殺菌処理も施していないので、まさに「活きた生のお酒」。原酒
本来の旨味とコク、生酒のフレッシュな味わいは通常のお酒と一線を画します。

五百万石　生　ピチピチ元気なガス感と優しい旨味。毎年好評すぐに完売のうすにごり生が、入荷しました。今年
は、発売の予定がなく急遽発売になりました。

岩手県産酒造好適米の最高峰を使用。岩手県が永年研究を重ね山田錦に匹敵する酒米を育てたい。それが『結の
香』。フルーティーな香りと味わい透き通るような喉ごしが特徴です。ちょっと贅沢なAKABU 結の香に酔いしれて下
さい。

純米吟醸
生酒

岩手県
赤武酒造

京都市
松本酒造

岐阜県
林本店

紀土　純米吟醸　にごりさけ　生

上喜元　純米吟醸　山恵錦　生 純米吟醸生
山形県

酒田酒造

長野県で生まれた酒造好適米『山恵錦(さんけいにしき)』を使用した純米吟醸酒のしぼりたてです。
華やかな香りと清々しさ、そして柔らかな風味が特徴的です。無濾過生原酒という出来たそのままのお酒をお楽し
みください。

酔鯨 純米吟醸 吟麗 未濾過
すっぴん 【生】（数量限定）

赤武　Akabu　純米吟醸　結の香【生酒】

純米吟醸
生酒

純米吟醸
にごり酒生

にごり酒生らしいフレッシュな味わいとなめらかな口当たり。紀土らしい爽快さと綺麗な旨味をい感じ取って下さい。
酒のきたむら　毎年人気のお酒です。



常陸錦 55% 1800ml

＋３．０ ２．０ ¥2,500

白鶴錦 40% 1800ml

-8.0 1.7 ¥5,000

吟ぎんが 50% 1800ml

±０ １．４ ¥2,700

オオセト 55% １８００ｍｌ

±0 1.9 ¥2,800

山田錦 49% ７２０ｍｌ

＋２．７ １．４ ¥1,700

八反３５号 60% 1800ml

＋４．０ ２．０ ¥3,000

山田錦 50%・55％ 1800ml

非公開 非公開 ¥2,980

山田錦 60% １８００ｍｌ

±０ １．８ ３０００円

山田錦・夢一献 50% 1800ml

±0 1.6 ３０００円

岡山県　朝日 50% 1800ml

ー ー ¥4,250

純米吟醸
無濾過生原酒

作　純米大吟醸　朝日

純米吟醸

13度の低アル原酒。山田錦ならではのまろやかな旨味を引き出し原酒でアルコール分１３度になるように、独自の
方法で醸造しました。華やかでフルーティーな吟醸香があり、まろやかでしっかりした味わいで優しい飲み口。しっか
りとした酸もあり、食中に持って来いのお酒です。

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。

篠峯　ろくまる　八反３５号　無濾過生酒

純米吟醸火入
れ

正雪　純米吟醸　吟ぎんが 純米吟醸

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。

純米吟醸
本生

奈良県
今西酒造

純米吟醸
無濾過生原酒

最高峰の山田錦のお米を精米歩合麹５０％・掛け米55％まで磨きこんだ日本酒。１回火入れですがフレッシュで微
発泡感を感じ、マスカットの香りに口に含むと果実をかじったジューシーな甘みが口の中に広がります。１０度以下に
冷やしワイングラスでお楽しみください。

長崎県
重家酒造横山　純米吟醸　SILVER

香りはフレッシュで爽やかなラムネのような吟醸香。口当たりは瑞々しくシャープで綺麗な酸。そしてジューシーな旨
味とエキス。程よくボリューム感がありつつも，雑味の少ないクリアな透明感があり、軽快な仕上がりとなっておりま
す。イチオシ！

庭のうぐいす　純米吟醸　あらばしり

特別純米生
茨城県

古久保酒造

茨城県産常陸錦を用いた特別純米酒です。百歳ならではの旨味の有る辛口でフレッシュな味わいをお楽しみ下さ
い。

百歳　漆黒　特別純米　生

みむろ杉　純米吟醸　山田錦　無濾
過生原酒

純米大吟醸

岩手県南部地方で育てられる酒造好適米「吟ぎんが」を使い生詰め後、パストクーラーで火入れ、急冷後マイナス
5℃で冷蔵貯蔵します。　静岡酵母特有のメロンを想わす香りは穏やかで控えめ、口当たりは軽快で透明感があり、
何杯でもスイスイ飲める味わいです。

奈良県
千代酒造

川鶴　特別純米　限定生原酒
特別純米限定

生原酒
香川県

川鶴酒造

香川を代表する酒造米「オオセト」。米の旨味をだす為、昨年度より低温でじっくり仕込みました。米の旨味とさわや
かな香り、心地よい爽やかな酸が後切れの良さを引きだした特別純米酒です。しぼりたてだけのフレッシュな味わい
をお楽しみください。

東洋美人　純米大吟醸　
白鶴錦　槽垂れ【生】

純米大吟醸
槽垂れ　生

山口県
澄川酒造場

兵庫県灘地区白鶴酒造が「山田穂」と「渡船」から育成した門外不出の「白鶴錦」を使用。アミノ酸の少ない白鶴錦の
特徴を活かし、シャープできれいな酒質に仕上げています。

佐賀県
五町田酒造東一　純米吟醸　NERO

福岡県
山口合名

新酒あらばしりのダイナミックでシャープな香味を楽しんで頂ける純米吟醸の本生タイプです。米のうまみを引き出
すため米の浸漬時間を短くし、固く蒸し上げやや短期醪の経過を取りました。

静岡県
神沢川酒造



高島雄町 50% 1800ml

+2.0 1.9 ¥3,500

京の輝き・祝 55% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,700

雄町・一般米 61% 1800ml

+1.0 1.5 ¥2,280

愛山 40% ７２０ＭＬ

±０ １．４ ¥4,000

五百万石 55% １８００ｍｌ

＋３．０ １．７ ¥2,839

山田錦 49% 1800ml

±０ １．６ ¥3,800

富山県産富の香 50% ７２０ｍｌ

+2.0 １．４ ¥2,182

五百万石 50% 1800ml

+1.0 1.5 ¥3,450

赤磐雄町 50% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,600

八反錦 50% 1800ml

＋３．０ － ¥2,800

梅乃宿　アンフィルタード　SAKE　高島雄町
純米大吟醸　袋しぼり　無濾過生原酒

純米大吟醸
生酒

奈良県
梅乃宿酒造

備前雄町発祥の地、岡山県高島地区〔現岡山市中区雄町〕の雄町米使用。醪を酒袋に入れ、時間をかけ優しく搾っ
た純米大吟醸を無濾過のまま瓶詰め。フルーティーナ香りと雄町米ならではの柔らかなふくらみが楽しめます。

純米大吟醸
無濾過生詰

山口県
澄川酒造場

賀茂金秀　純米　お燗酒

修業先の「十四代」の高木酒造のラベルデザインに習い、ラベル作成。甘い爽やかな吟醸香に、程良いボディー。円
やかな甘味をもっています。甘味は後に引かずスッキリと切れて行きます。

東洋美人　「特吟」
純米大吟醸播州愛山

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。

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。

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。

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

出雲富士　純米吟醸　五百万石無濾過生原
酒

雨後の月　純米吟醸生酒中汲み　限定品

今年初出荷の新酒です。五百万石で醸した純米吟醸。派手さはなく、吟醸香、甘味、酸が軽快で飲みやすいお酒で
す。。 キレも良く、食事との相性の幅も広い純米吟醸生原酒です。

純米酒

純米大吟醸
生

雨後の月　純米大吟醸
Black　Moon　新酒　生酒(黒月こくげつ)

純米吟醸
生酒中汲み

広島県
相原酒造

純米吟醸
無濾過生原酒

島根県
富士酒造

羽根屋　純米大吟醸　
越中富の香５０　生

純米大吟醸生
富山県

富美菊酒造

「富の香」は、2009年に誕生した山田錦と雄山錦の交配種です。県知事が命名した富山オリジナル酒米。栽培が難しく収量が非常に限られたこ
の希少な酒米で醸した純米大吟醸です。上品なふくらみの中に、富の香らしいほのかな甘さとほろ苦さがアクセントに。洗練された佇まいに仕
上がったスペシャルな富の香仕込みです。立山連峰の清冽な伏流水と芳醇な大地、海風香る越中富山のテロワールを表現した、渾身の一本で
す。

月をテーマにした酒名は、やはり「雨後の月」たる由縁。黒月とは・・・月の後半の16日以後をいい、インドの暦法に
基づく称。15日の満月の日から月が欠け始め、しだいに暗くなるところから名づけられました。雨後の月らしい上品
な吟醸香が優しく香り、食事と共に味わえる純米吟醸です。

広島県
相原酒造

英勲 純米吟醸　ぴんく 純米吟醸
京都市

齋藤酒造

京都産の『京の輝き』『祝』を55％まで磨いて醸した純米吟醸です。スムースで滑らかな口当たりで様々な料理と相
性が良く、上品な味わいと優雅な香りが特徴のお酒です。

東一　純米吟醸　生　うすにごり
佐賀県

五町田酒造

新酒のピチピチ感と東一らしい旨味のある味わい。毎年好評のお酒です。大人気のお酒です。
季節限定

純米吟醸　
うすにごり　生

酒


