
山田錦 40% 1800ml

+1.5 １．８ ¥10,000

山田錦 39% 1800ml

＋1.0 １.9 ¥6,000

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

兵庫県山田錦 35% 1800ml

±0 1.7 ¥8,490

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

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

鳳凰美田　大吟醸原酒　別誂至高

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。

大吟醸原酒
栃木県

小林酒造

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。

東一　純米大吟醸　生 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

佐賀県
五町田酒造

年一回出荷される限定の生酒。南国の熟したフルーツのような香りにジュ-シーな米の旨味。
香り、膨らみ、キレ三拍子揃った美酒。

義侠　慶　純米大吟醸　限定品　究極の一本
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。

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

醸し人九平次　別誂　純米大吟醸 純米大吟醸
愛知県

萬乗醸造

白桃、蜂蜜の芳醇な香りにバラの香り、微かな柑橘系の香り。アニスやエピスといったハーブの香り。透明感があり
華やかな甘味と酸が口中に広がりますが、ミネラル感が下支えし立体感を感じます。舌の中心にエネルギーを感じ
る感覚が印象的。しかし最後にはリッチな余韻だけが残ります。720ml 4245円

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

－ － ¥2,300

富山産五百万石 60% 1800ml

＋５．０ １．５ ¥2,909

松山三井 55% 1800ml

＋３．０ １．４ ¥2,800

雄町・松山三井 65% 1800ml

＋３．５ １．４ ¥2,454

とちぎの星 65% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,500

山田錦・レイホウ 65% １８００ｍｌ

＋３．０ １．７ ¥2,600

玉栄 非公開 １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥2,700

常陸錦 55% 1800ml

＋１．０ １．７ ¥2,500

澤屋まつもと 守破離 試験醸造　
湖北産玉栄　２０１９

謎
京都市

松本酒造

七本鎗を醸す冨田酒造より譲り受けた玉栄で仕込んだ1本。玉栄は滋賀県で主に栽培されており、キレのよい酒に
なりやすいと言われています。澤屋まつもとにとってはじめてとなる酒米が、どんな味わいのお酒に仕上がったの
か、是非お試しください。

望bo:　辛口純米　とちぎの星　火入れ 辛口純米
栃木県

外池酒造店

さらに二杯目三杯目とずっと飲み続けられるお酒を目指し、味のふくらみそのままにより軽快な酒質を目指し、精米
歩合を６５％へ下げました。天皇陛下ご即位に伴って行われた『大嘗祭』に献上された米の銘柄『とちぎの星』を使用
しました。

山川流　しぼりたて生原酒 純米酒
愛媛県

梅錦山川

しぼたて酒らしいフレッシュで果実を思わせる香り。やさしい旨みが魅力の山川流。キレも良く、春の料理との相性も
良し！コスパも良し！春の気配を感じ始めた今日この頃、、、是非春の食材と！

七田　純米　無濾過　生　「おりがらみ」
純米酒

活性にごり
佐賀県

天山酒造

ガス圧高め。香りはほどほど、甘く爽やかでマスカットのよう。ピチピチシュワシュワとした微炭酸感満載の口当たりから酸味を伴った果実のよう
なジューシな旨み。ドライタイプのしっかりとした辛み、ジューシーな旨みをしっかりと支える酸と活性酒特有のほんのりとした苦み、そしてピリリ
効いた渋みが良い。キレも良くサッパリとしている。「七田」の純米無濾過生原酒に滓をからめ、瓶内二次発酵により微発泡の軽快な味わいに
仕上げた活性タイプの日本酒です。

純米吟醸
あらばしり生

百歳　漆黒　特別純米　生　夜桜ラベル

和歌山県
平和酒造

あらばしり生酒うすにごり。瑞々しい果実実にあふれたフレッシュな味わいです。あらばしりゆえに薄く霞がかかりよ
り米の旨味も感じ、若々しいお酒です。

特別純米生
茨城県

古久保酒造

富山県
富美菊酒造

紀土　KID　純米吟醸酒　春ノ薫風　生酒

茨城県産常陸錦を用いた特別純米酒の生酒です。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。

高知県
濱川商店

純米吟醸生酒

美丈夫　純米吟醸　タマラベル　あらばしり生

柔らかな味わいとほんのりとした余韻の苦み。そして「紀土」らしいキレが特徴です。また香りもバランスを保ちなが
ら表現しています。春野菜と是非合わせてみて下さい。

羽根屋　特別純米酒　
しぼりたて＜生＞

搾りたての瑞々しい味わいを生のまま封じこめました。済んだ透明感と優しい膨らみのアル味わい。丁寧な造りの良
さが生きた季節特別限定酒です。

特別純米酒
生酒

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



華吹雪・まっしぐら
５５％＋

65%
１８００ｍｌ

＋８．０ 1.7 ¥3,200

千本錦・雪女神 55・５０% 1800ml

－1.0 １.5 ¥3,160

五百万石 58% 1800ml

＋４．０ １．９ ¥2,600

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋６．０ ２．６ ¥3,000

雄町･八反錦 ５０／６０ １８００ｍｌ

＋1.0 １.6 ¥2,860

山田錦 55% 720ml

非公開 非公開 ¥1,800

山田錦 50% 720ml

非公開 非公開 ¥1,940

山田錦 75% 1800ml

＋4.8 ２．３ ¥2,600

山田錦・五百万石 55% １８００ｍｌ

¥3,000

桃を連想させるような柔らかく甘い春の香り。そしてみずみずしい舌触りの後に、爽やかな酸味が後口を引き締めます。

純米生原酒

福井県
一本義久保本

店
伝心　春　純米吟醸　無濾過生酒

6粒入り

２３１５円

佐賀県
天山酒造

「あえて削らないシリーズ」「山田錦」の75％精米を全量使用した純米生原酒です。香りは控えめで　穏やか、ほん
のりと甘さを残し　酸が高めのため　フルーティーですが、アフターのキレを演出しています。無濾過生原酒ですので
「山田錦」らしさも感じられる限定酒です。

●百年の孤独とヘーゼルナッツのミルクチョコレート
●高鍋で育てた麦のみを使ったプラリネ　※一箱に各３個ずつ計６個入り
上品な大人の味わい。数量限定です。

純米吟醸
無濾過生酒

醸し人九平次　純米大吟醸　山田錦Le Kシ
リーズrendez-vous（ランデブー）山田５０

＜Le K（ル・カー）＞Kは、醸し人のK　Kは、九平次のK　Kは、黒田庄のK　　rendez-vous（ランデブー）皆様と巡り会
いたい。そんな思いを込めました。上品で軽快な甘み。スルスル飲めて重さを感じない軽さ。

純米大吟醸

大阪府
秋鹿酒造

裏男山　超辛純米
無濾過生原酒＜数量限定＞

純米無濾過
生原酒

七田　七割五分磨き　山田錦　無濾過生２０
２０

青森県
八戸酒造

純米吟醸生酒

大寒仕込みで角の取れた生酒の春の日差しのような飲み心地をお楽しみ下さい。

陸奥男山　超辛純米酒の“生”を数量限定で瓶詰めされました。火入れ酒にはない力強さが有り、フレッシュで切れ
味の鋭いパンチのある超辛口となりました。季節限定・数量限定のお酒です。

秋鹿　純米吟醸生酒　春だし限定五千本

愛知県
萬乗醸造

＜Le K（ル・カー）＞Kは、醸し人のK　Kは、九平次のK　Kは、黒田庄のK　　voyage（ボヤージ）日本酒を楽しむ旅に
出て欲しい。そんな思いを込めました。甘味と酸味がバランスよく口の中に広がり、アフターに優しく残りビター感。甘
酸っぱくて、後味がちょっと苦い…。柑橘系にほろ苦さを纏った食中酒です。

数量限定冬季限定チョコレート

「百年の孤独チョコレートボンボン」

醸し人九平次　純米吟醸　山田錦
Le Kシリーズvoyage（ボヤージ）山田５５

純米吟醸

愛知県
萬乗醸造

益荒男　純米　生原酒（速醸もと） 純米生原酒
石川県

鹿野酒造

「山廃仕込」でお馴染みの益荒男が、今回の純米酒は「速醸仕込」にて醸しました。本来ですと、火入れにて熟成を
経て発売予定でしたが、フレッシュで爽やかな香りに加えて、キレの良さが抜群の一本となりました。 食中酒にぴっ
たりで杯が進むこと間違いなし。ラベルにお酒の感想をかけるのでインスタ映えしそう?!　３００本限定

上喜元新酒新製品　　（ミルネージュ）

　Mille neige　純米吟醸　生酒
純米吟醸生

山形県
酒田酒造

フランス語「Mille neige]は、「千の雪」の意味。広島県産「千本錦」・山形の「雪女神」を使いました。冬の寒い時期
に、癒やしと安らぎを感じていただけるような、はじける酸と米の甘みを存分に楽しんでいただければ幸いです。

新入荷！

賀茂金秀　桜吹雪特別純米
　うすにごり　生

特別純米
うすにごり生

広島県
金光酒造

春限定 桜吹雪 うすにごり。丁寧に醸された「特別純米うすにごり」。酸を伴った優しい甘味と果実香。「純米吟醸」を
名乗ってもおかしくない上品な逸品。花見の席に間違いない鉄板春酒！



山田錦他 40%・50% 1800ml

±０ １．５ ¥3,000

山田錦 50% １８００ｍｌ

＋2.0 １.4 ¥3,750

松山三井 50% １８００ｍｌ

+6.5 1.55 ¥2,671

佐賀の華・紫黒米 非公開 1800ml

＋３．０ １．７ ¥3,000

雄町 75% １８００ｍｌ

＋４．０ １．８ ¥2,600

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋１．０ １．８ ３０００円

好適米 55% 1800ml

非公開 非公開 ¥2,600

山田錦・夢一献 50% 1800ml

＋１．０ １．６ ¥3,000

亀の尾（岩手県産） 50% 1800ml

±0 2.2 ¥3,120

720/1800ml

1500・3000円

〆張鶴　純米吟醸　生原酒 純米吟醸
新潟県

宮尾酒造

冬季限定（2月上旬、3月上旬の2回入荷）の数量限定発売。Ｈ29年からリニューアルし、純米吟醸生原酒の造りとなりました。酒
質としては初めての商品です。宮尾酒造の長年積み重ねた純米造りの技術を生かし、高品質の酒米、山田錦を原料に使い仕
込みました。華やかな吟醸香、お米の旨味を感じ、しぼりたての爽やかさもお楽しみいただけます。

純米生酒
岩手県

喜久盛酒造

このお酒は、かつて醸造アルコール添加酒の銘柄として製造していた「北上夜曲」を純米酒として復活させました。
原料米は岩手県北上市立花地区の契約栽培した米「亀の尾」を100％使用し、酵母は「きょうかい6号」、麹菌は岩手県オリジナ
ル「黎明平泉」を使用。オール岩手県。亀の尾の固さ由来のキリッと引き締まった味わい。

天吹　ぴんくれでぃ　純吟造り
佐賀県

天吹酒造
純吟造り

酔鯨　純米吟醸　吟麗　くじらラベル　春ver. 純米吟醸
高知県

酔鯨酒造

純米吟醸
うすにごり生

福岡県
山口合名

北上夜曲　純米生酒

うすにごりのジューシー＆フルーティーな香り、独特のジューシーさを楽しんでいただける生の純米吟醸です。

純米大吟醸規格
無濾過生原酒

山口県
澄川酒造場

華やかなシーンにもよく似合う、上品な和のピンク色。 お酒の旨みにナチュラルな酸味がやさしく溶け合います。よく
冷やしてワイングラスで雅なひと時をどうぞ。
※製造方法は吟醸造りですが、古代米は農産物検査法の適用が無いため、純米吟醸とは表記できません。

庭のうぐいす　純米吟醸　うすにごり生

黒木本店が手掛けている「甦る大地の会」で生産したタマアカネ、麹米には宮崎県産のヒノヒカリを黒麹で仕込んでおります。謳
歌という喜びを分かち合うという意味合いの言葉が示す通り温暖な宮崎の気候を表しているような華やかで豊かな香りと味わい
は飲んだ人やその空間を明るく陽気な気分に変えてくれるような焼酎になって欲しい命名されました。春夏の季節限定焼酎とし
て発売されます。

「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。

新商品　「謳歌」　いも焼酎
原材料芋（玉茜）・米麹（ヒノヒカリ）

アルコール度 25度
宮崎県

黒木本店

果実香とキレのある辛口に仕上がりました。南国高知の大らかな雰囲気が素直に伝わってくるお酒です。爽快な酸
味のある淡麗辛口なので、カツオのたたきや鰺のなめろうなど青魚との相性が抜群です。

東洋美人　IPPO　直汲み　生

文佳人　リズール　特別純米 特別純米
高知県
アリサワ

リズールとは「精読者」という意味。銘柄名の文佳人とは「文の佳人(教養のある美人)」という意味なのですが、そこから読書を連
想し、フランスの文学者、 A・チボーテが文学を深く味わう読書人をリズールと称したことにヒントを得て名付けたそうです。文学と
同じように深く味わって頂きたいお酒です。米の旨味をちゃんと感じる旨味とシャープな切れ味。柔らかで上品な旨み。

みむろ杉　純米吟醸　吉川産山田錦
純米吟醸

無濾過生原酒
奈良県

今西酒造

酒質設計は定番の純米吟醸山田錦と同様。醸造量が非常に少ない商品となっております。「三輪の米を使って三輪
の酒を造る。」のがこの蔵のコンセプトですが、酒米のブランド「吉川産の山田錦」が限定数量入荷したので試験的
に造られました。少量入荷ですので製造量も少なくなっております。

純米酒
生

佐賀県
天山酒造

山田錦や雄町などの品質的に素晴らしくパワーを持った酒米はあえて削らず丁寧に醸す事でそのお米の良さを上
品に引き出そうと挑戦しています。若いバナナのような甘い香りと新酒らしいピチピチとした口当たり。ほのかな甘み
の後にしっかりとした酸。ビターな余韻を楽しめます。

七田　七割五分磨き　雄町　無濾過生２０２０



1800ml

¥2,820

1800ml

¥2,565

山田錦 55% 1800ml

非公開 非公開 ¥3,000

山田錦・秋田酒こまち 55% １８００ｍｌ

±０ １．６ ¥3,000

美郷錦 55% 1800ml

+6.0 1.8 ¥3,200

山田錦 49% 1800ml

±０ １．６ ¥3,800

山田錦 60% １８００ｍｌ

±０ １．８ ３０００円

備前雄町 40% 1800ml

＋５．０ １．５ ¥6,000

山田錦 60% １８００ｍｌ

＋２．０ 1.4 ¥2,800

山田錦 55% １８００ｍｌ

非公開 非公開 ¥3,500

山ねこ　麹米山田錦　25度　限定品 芋焼酎
宮崎県

尾鈴山蒸留所
ジョイホワイト・山田錦

農業法人蘇る大地の会で栽培された甘藷「ジョイホワイト」と米「山田錦」を原料に使用した焼酎です。限定品ですの
で、お早目のご注文をお願いいたします。２・３・４月の限定焼酎です。７２０ｍｌ　１２８７円

純米吟醸生ゆきの美人　純米吟醸　美郷錦　生

純米吟醸
無濾過生原酒

滋賀県
松瀬酒造

松の司　純米吟醸　あらばしり

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。

今季初の取り組み徳次郎ブランドの春の限定品『徳次郎　純米吟醸　無濾過生酒”陽炎”　です。兵庫県特等山田
錦を使用した限定醸造酒。香り豊かで春らしい爽やかなお酒です。

奈良県
今西酒造

徳次郎　純米吟醸無濾過生酒"陽炎
"春限定

佐賀県
矢野酒造

純米吟醸
無濾過生酒

たけのその　ぱんだ祭
まつ

り 　２０２０春
はる 純米吟醸

無濾過生原酒

京都府
城陽酒造

滋賀県
松瀬酒造

無農薬有機栽培芋・米麹喜六　無濾過・無調整　25度 芋焼酎
宮崎県

黒木本店

レギュラーの「喜六」の原酒を、蒸留したてのまま、濾過や調整を加えず、割水だけしてすぐに瓶詰めされています。
無濾過・無調整ということで、いわゆるフーゼル油や脂肪酸などが多く含まれており、変質しやすいということから、
冷暗所保存とされています。また光を嫌うので、ボトルは黒、そして紙に包まれています。720ml　1410円

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。

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。

純米吟醸
無濾過生原酒

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！

宮城県
新澤醸造店

希少な秋田の酒米『美郷錦』を全量使用した純米吟醸です。柔らかな旨味と爽やかな酸味の利いた味わいが特長
です。

オリンピックイヤーに先駆けて、たけのそのパンダ達も大運動会。新型の絞り機にかわってさらにスッキリ感。春らし
い優しい飲み口新酒生酒です。

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

純米吟醸　
うすにごり　生

酒

純米大吟醸
おりがらみ生

東一　純米吟醸　生　うすにごり

みむろ杉　純米吟醸　山田錦　
無濾過生原酒

秋田県
秋田醸造

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

伯楽星　純米大吟醸　雪華おりがらみ生酒


