
　　会　長　　渡邊　護 〒320-0033　栃木県宇都宮市本町12-31 （平成２４年１月１日現在）

ＴＥＬ　028-622-5071　　ＦＡＸ　028-627-1780

組合員名 郵便番号 電   話 代表的な商品

(代表者氏名） 住　　　所 （ＦＡＸ） 受賞歴 蔵見学 商品名 特徴（例：アルコール度数、精米歩合、日本酒度、料理との相性等）

（株）虎屋本店 320-0033 028-622-8223 www.toratora.co.jp 天明８年 菊 「菊」大吟醸 控え目な吟醸香。しっかりしたコク。酒通好みの和食にマッチする大吟醸。

松井　保夫 栃木県宇都宮市本町４－１２ 028-622-8223 info@toratora.co.jp １７８８年 七水 「七水」純米吟醸 ラフランスのような香りとほのかな甘み。日本酒の好きな方はもちろん、日本酒初心者にもおすすめ。

（株）外池荘五郎商店 321-0912 028-661-5581 文政１２年 東錦 東錦 「ふくらみ」の有るまろやかな味、芳醇な香りの逸品です。ロック、常温、燗は人肌でお召し上がり下さい。

外池　荘一 栃木県宇都宮市石井町１８１８－３ 028-662-9338 tonoike_1@yahoo.co.jp １８２９年 天琴 大吟醸　極 秀でた香りと淡麗な味の「酒の芸術品」です。５～７度に冷やして、または常温でどうぞ。

（株）井上清吉商店 329-1102 028-673-2350 sawahime.co.jp 明治元年 澤姫 澤姫　大吟醸　真・地酒宣言 ＩＷＣ２０１０「チャンピオン・サケ」受賞銘柄。地元産の米・酵母・仕込水にこだわって醸しました。

井上　郁雄 栃木県宇都宮市白沢町１９０１－１ 028-673-2158 sawahime-hiroshi@bz01.plala.or.jp １８６８年 澤姫　生酛純米　真・地酒宣言 栃木県オリジナル酒造好適米「とちぎ酒１４」を用いた天然醸造酒。お燗や食中酒としておすすめの純米です。

宇都宮酒造（株） 321-0902 028-661-0880 www.shikisakura.co.jp 明治４年 四季桜 四季桜　柳田の米かもしたて 地元柳田酒米研究会産の酒造好適米と栃木県酵母で醸した大吟醸酒です。華やかな香りでキレの良い味わい。

菊地　正幸 栃木県宇都宮市柳田町２４８ 028-664-0944 info@shikisakura.co.jp １８７１年 四季桜　黄ぶな さわやかな香りで優しくふくらみのある味わい。燗でも冷やしても良い特別本醸造酒です。

西堀酒造（株） 329-0201 0285-45-0035 www.wakazakari.kir.jp 明治５年 若盛 特別純米　門外不出 低温発酵造りによる米特有のフルーティーな香りと旨味が後口のキレの良さと相まって大変飲みやすい人気酒。

西堀　和男 栃木県小山市粟宮１４５２ 0285-45-1628 wakazakari@tvoyama.ne.jp １８７2年 門外不出（粕） 門外不出 弊社製造の吟醸酒粕から、古来の伝統手法「せいろ摂り」により常圧蒸留した、やさしい味と香りの本格焼酎。

若駒酒造（株） 323-0008 0285-37-0429 万延元年 若駒 若駒 キレイな旨味と透明感のある酸をテーマにし、うまくてついつい量を飲んでしまう。

柏瀬　福一郎 栃木県小山市小薬１６９ 0285-37-0743 wakakma@alto.ocn.ne.jp １８６０年 かねたまる ６５年以上前に使用してた木桶をリニューアルして醸しています。食中酒をテーマとしています。

杉田酒造（株） 323-0056 0285-38-0005 明治６年 雄東正宗 雄東正宗　純米吟醸「雄町」 岡山県産１００％。かろやかな、香り静かな、呑み口スッキリなお酒。

杉田　一典 栃木県小山市上泉２３７ 0285-38-2821 sugitasyuzo@cc.wakwak.com １８７３年 発光路強力 発光路強力　純米吟醸 栃木県産１００％。一年以上熟成させてからの出荷。落ちついたウマ味。ややシブさが呑みあきしない。

（株）相良酒造 329-4307 0282-55-2013 asahisakae.omiki.com 天保２年 朝日栄 吟醸酒　ありがとう 爽やかな吟醸の香りと、透き通るように淡麗な味わいは、感謝の気持ちと共に、まさに心に染み込るお酒です。

相良　洋行 栃木県下都賀郡岩舟町静和３６２４ 0282-55-2076 １８３１年

大平酒造（株） 329-4406 0282-43-2099 0282-22-0111 明治元年 黒龍 黒龍　特別純米 大寒の頃、手造りで丁寧に低温で仕込んだ純米酒。

林　由多可 栃木県栃木市大平町下皆川７４７ 0282-43-2003 １８６８年 黒龍　秘蔵古酒（１９８４） 長期貯蔵熟成酒。清酒の古酒ならではの独特の風味とコクを堪能できる逸品。

三福酒造（株） 323-0057 0285-38-0003 明治２９年 三福 純米吟醸酒　ハゲ親父の隠し酒 ほのかな吟醸香、まろやかな口当り極上の一品。

三宅　恭典 栃木県小山市南小林８７ 0285-38-3333 sanpuku@apricot.ocn.ne.jp １８９６年 寒造り　地酒 寒造り　地酒 燗でよし、冷でもよし、グイグイいけるヘビーユーザーのお酒です。

小林酒造（株） 323-0061 0285-37-0005 明治５年 鳳凰美田 別誂至髙 しずく絞り斗瓶取り大吟醸原酒

小林　甚一郎 栃木県小山市卒島７４３－１ 0285-37-0807 h.kinsyo@tvoyama.ne.jp １８７２年 Ｐｈｏｅｎｉｘ 氷温長期貯蔵、純米大吟醸酒

北関酒造（株） 328-0004 0282-27-9570 www.hokkansyuzou.co.jp 昭和４８年 北冠 北冠　大吟醸　７２０ｍｌ 酒米の最高峰、山田錦を３５％まで磨き、じくっり低温醗酵させた香味豊かな大吟醸です。

小田垣　俊郎 栃木県栃木市田村町４８０ 0282-27-5517 hokkan@hokkansyuzou.co.jp １９７３年

（株）渡邊佐平商店 321-1261 0288-21-0007 watanabesahei.co.jp 天保１３年 清開 純米大吟醸　清開 高い香りを求めず、味わいの深さを追求した製品。日光名物の湯波（ゆば）の刺身との相性は特に良い。

渡邊　護 栃木県日光市今市４５０ 0288-21-2647 master@watanabesahei.co.jp １８４２年 日光誉 純米吟醸　日光誉 日光産の酒米、五百万石のみを使用し、「日光の地酒」にこだわった製品。軟水仕込みで口当たりがやわらかい。

片山酒造（株） 321-1263 0288-21-0039 www.kashiwazakari.com 明治１３年 柏盛 原酒　柏盛Ｍ 原酒ならではのコクとまろやかさが特徴の本醸造酒です。

片山　貴之 栃木県日光市瀬川１４６－２ 0288-22-6911 katasan@sea.plala.or.jp １８８０年 日光路 原酒　柏盛　素顔 佐瀬式の槽でゆっくりしぼった無ろ過生原酒です。

飯沼銘醸（株） 322-0604 0282-92-2005 www.cc9.ne.jp/"suginamiki/index.html 文化８年 杉並木 純米吟醸　杉並木　年輪 少し上質なお酒をとの要望に応えたお求め易い価格の純米吟醸酒です。旨口で爽やかな風味をお楽しみ下さい。

飯沼　徹典 栃木県栃木市西方町元８５０ 0282-92-8181 i-suginamiki@cc9.ne.jp １８１１年 姿 純米吟醸　無濾過生原酒　姿 使用した酒米別に色分けしたラベルのいろいろの“姿”があります。香りと味と共に自信を持ってお薦めです。

第一酒造（株） 327-0031 0283-22-0001 www.sakekaika.co.jp 延宝元年 開華 開華　特別純米原酒　みがき竹皮 原酒ならではのふくよかな香りとまろやかで豊かな旨味。スローフードジャパン燗酒コンテスト金賞受賞。

島田　嘉紀 栃木県佐野市田島町４８８ 0283-24-6168 info@sakekaika.co.jp １６７３年 開華　純米吟醸黒瓶 しぼりたての新酒を瓶燗後急冷し低温貯蔵庫で熟成。華やかな香りとやさしい旨味が調和した逸品。

吉井酒造 327-0025 0283-22-0300 明治７年 初戎 初戎　原酒 アルコール度は１９度。呑兵衛さんに最適。濃厚でトロリとしているのに、スッキリ原酒。蔵人だけが飲める酒。

吉井　忠兵衛 栃木県佐野市金屋下町２４４５ 0283-22-0300 masukun@sannet.ne.jp １８７８年 生粋 初戎　「福が来る」 精米歩合を７０％に抑え、大勢のお客様に、いつでも飲んでいただけるお酒。福よかで優しい味わいのヒット商品。

相沢酒造（株） 327-0843 0283-22-0423 安政元年 愛乃澤 愛乃澤　大吟醸 フルーティーな香りとすっきりとした味わいの日本酒。兵庫県産山田錦１００％使用の大吟醸です。

相澤　祥子 栃木県佐野市堀米町３９５４－１ 0283-22-0937 １８５４年 旭城 愛乃澤　純米大吟醸　旭城 愛乃澤の伝統を受けつぎ、上品な香りとやわらかな味が特徴の純米大吟醸です。

（株）辻善兵衛商店 321-4325 0285-82-2059 www.nextftp.com/dotcom/sakuragawa/ 宝暦２年 桜川 大吟醸　桜川 持てる技術の粋を結集し醸し上げた味と香りの芸術品。香り高いタイプのお酒です。

辻　達男 栃木県真岡市田町１０４１－１ 0285-83-1170 sakuragawa_tsujizen@yahoo.co.jp １７５２年 辻善兵衛 純米吟醸　辻善兵衛 米の旨味を十分に引き出したコクの有るお酒です。食中酒としても幅広く合います。

（株）外池酒造店 321-4216 0285-72-0001 tonoike.jp 昭和１２年 燦爛 燦爛　大吟醸 フルーティーな香りが広がり、華やかな味だがさらりと飲める。

外池　茂樹 栃木県芳賀郡益子町塙３３３－１ 0285-72-0003 info@tonoike.jp １９３７年 益子の炎（米） 益子の炎 クセがなく日本酒に似た味わい。ロックで飲むのがオススメ。

（株）島崎泉治商店 321-3531 0285-63-0006 www.sengetsuka.com 元禄１６年 泉月花 純米酒　栄屋　利兵衛 創業三百周年を記念して発売、創業時の原点に立ち帰って本来の日本酒の味を追求した芯の通った清酒

島崎　利一 栃木県芳賀郡茂木町茂木１７２０ 0285-63-1090 info@sengetsuka.com １７０３年 純米吟醸　棚田の雫 日本棚田百選の茂木の棚田で契約栽培された酒米「五百万石」を全量使用、精白５５％　日本酒度±０。

惣誉酒造（株） 321-3424 0285-68-1141 www.sohomare.co.jp 明治５年 惣誉 生酛仕込　特別純米 兵庫県特Ａ地区の山田錦を原料に、生酛で仕込んだ純米酒。豊かな旨みが特徴です。

河野　遵 栃木県芳賀郡市貝町上根５３９ 0285-68-1142 info@sohomare.co.jp １８７２年 生酛仕込　純米大吟醸 兵庫県吉川産の山田錦を原料に、生酛で仕込みました。成熟したエレガントな香味が特徴です。

森戸酒造（株） 329-2512 0287-43-0411 明治７年 十一正宗 十一正宗・純米大吟醸【尚仁沢】 ふくよかな味と香りのある手造りの逸品です。

森戸　康雄 栃木県矢板市東泉６４５ 0287-44-1066 morito-juich@lilac.plala.or.jp １８７４年 たかはら 十一正宗・【さくら】 “まろやかな口あたり”と“キレの良い”お酒です。東京農大花酵母使用。

（株）富川酒造店 329-1575 0287-48-1510 www.kubun.jp/ 大正２年 富美川 純米大吟醸　無濾過生原酒　富美川 酒造好適米山田錦を４９％まで高精白して醸した、華やかな吟醸香と上品な口あたりの純米大吟醸酒。

富川　栄子 栃木県矢板市大槻９９８ 0287-48-2798 info@kubun.jp １９１３年 忠愛 本醸造　山田錦　忠愛 酒造好適米山田錦を１００％使用。山田錦の芳醇な香りとキレのよい味わいが特徴の本醸造酒。

（株）松井酒造店 329-2441 0287-47-0008 www.matsunokotobuki.jp 慶応元年 松の寿 松の寿　純米吟醸 上品でひかえめな香とスッキリとした中にも米の甘さを楽しめる。冷でもぬる燗でも美味しく頂けます。

松井　宣貴 栃木県塩谷郡塩谷町船生３６８３ 0287-47-0558 info@matsunokotobuki.jp １８６５年 男の友情 男の友情 作曲家船村徹氏縁の直筆ラベル。その名の通り男らしくしっかりとした味わい、スッキリとした喉ごしの酒。
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全国新酒鑑評会	 入賞
(2011/2009)	 関東信越国税局
酒類鑑評会	 優秀賞(2011)	 栃
木県清酒鑑評会	 優秀賞
(2011)

全国新酒鑑評会	 金賞(2011)
関東信越国税局酒類鑑評会
優秀賞(2011)

関東信越国税局酒類鑑評会
優秀賞(2011)	 全米日本酒歓
評会　金賞(2011)	 栃木県清
酒鑑評会	 県知事賞(2011)

全国新酒鑑評会	 金賞(2011)

全国新酒鑑評会	 金賞(2009)
関東信越国税局酒類鑑評会
優秀賞(2011/2010)

関東信越国税局酒類鑑評会
優秀賞(2010)

全国鑑評会	 金賞(2009)	 関東
信越国税局鑑評会	 優秀賞
(2011/2009)

全国新酒鑑評会	 金賞(2011)
関東信越国税局清酒鑑評会
金賞(2011)

全国新酒鑑評会	 金賞(2009)

関信越清酒鑑評会　優秀賞
(2011)

全国新酒鑑評会	 金賞(2009)

全国新酒鑑評会	 金賞(2011)
関信越清酒鑑評会	 金賞
(2011)

ＩＷＣ	 チャンピオン・サケ
(2010)	 ゴールドメダル
(2011/2010)

全国新酒鑑評会金賞（2010）

南部杜氏鑑評会	 優等賞
(2010/200)	 全国新酒鑑評会
金賞(2009)

慶応元年創業。初代下野杜氏が裏山から湧き出る超軟水で醸す酒
は上品で飲みやすく数々の受賞歴を誇る。伝統的な手法を守り手
間を惜しまず丁寧な酒造をしています

桜川は鬼怒川水系の豊かな穀倉地帯に位置し創業以来二百有余年
に渡り手造りで究極の酒を探求し続けています。

栃木県益子町で地元に愛される酒造りを続けています。厳選した
酒米と水、匠の伝統の技が醸した清酒「燦爛」の他、焼酎、どぶ
ろく、リキュールなども製造、販売。

創業以来三百有余年、県内屈指の歴史と伝統を誇る銘醸蔵。地元
に密着した経営で定評があり、酒蔵ギャラリーを併設して、地域
の文化の発信地となっている。

１１名の蔵人が、寝食をともにし、酒づくりに励んでいます。兵
庫県吉川、東条産の山田錦を使用した、生酛づくりに、力を注い
でいます。

当社の屋号“十一屋”の通り（－）甘からず、（＋）辛からず、
飲み飽きしない“うまくち”の酒をモットーに社長（杜氏）が心
を込めて醸しています。

１９１３年創業の当蔵は、栃木県矢板市に位置している。日本百
名水の尚仁沢の湧き水・社有田産酒米を、伝統の技により醸した
日本酒造りに取り組んでいる。

日光の水の良さ、冬の寒さを活かした純米酒造りに力を注いでい
る。純米大吟醸、純米吟醸、純米原酒、特別純米酒、純米にごり
酒などを醸造している。

日光のおいしい水を使い丁寧な酒造りに取り組んでいます。

当蔵のある西方町は、古来、良質の米を産する土地であり、仕込
みには、大谷川の伏流水を使い、蔵人の厳しさと心遣いを風味に
反映させた酒造りを目指しています。

自社水田で農業も営み、近隣農家からの米集荷業や米等級検査も
行う。下野杜氏が醸す手造りの酒は「地元で愛されるからこそ地
酒」で出荷の約８割が栃木県内向け。

創業は明治７年。地元の皆様から、「丸吉さん」と、親しまれて
きました。福よかな味わいの初戎で、お客様に幸せをお届けしま
す。街中に建つ大谷石の酒蔵が目印。

安政元年創業。栃木県内初の女性杜氏を中心に地元蔵人で手造の
酒を醸しています。皆様に愛される商品を、これからも造ってい
きたいと思います。

全量佐瀬式槽搾り。手造りをモットーに熟成酒メインで旨味の辛
口の酒を造っております。水は日光山系状流水。

天保二年の創業以来、「和醸良酒」の言葉を胸に、天地の恵みの
お米とお水に、代々受け継がれてきた「心と技」を糧として、酒
造り一筋に精進してまいりました。

陸の松島と称され桜の名所でも知られる、大平山の麓にただずむ
酒蔵です。

酒造り、人創りをモットーとしています。純米ブレンド酒等ユ
ニークなお酒も有ります。

芸術的、吟醸酒を醸しつつ、常に飲み手の皆様の近くにありたい
と考えております。

日本酒の技術と伝統を杜氏２人体制（越後杜氏・下野杜氏）で継
承し、丁寧に安定した酒造りを念頭に置き品質向上とその維持に
努めております。

１７８８創業。酒蔵は宇都宮中心部、県庁の沿に位置している。
この地にあった名水「虹乃井」での酒造りが当社の事始め。

当社は豊富で清純な状流水を有する日光那須連山の麓、清流「鬼
怒川」端に有ります地酒醸造家です。古来伝承の技が醸し出す
様々な逸品を是非ご賞味下さい。

「真・地酒宣言」というコンセプトに基づき、全製品の原料米に
地元・栃木県産米を１００％使用し、世界に誇れる地酒造りを目
指し若手蔵人達が日々挑戦中です。

清流鬼怒川の伏流水を仕込水に使用した四季桜は、芳香豊かで口
当たりのやさしい、キレの良さとほのかな甘みが特徴です。

栃木県日光街道沿いに所在する国登録有形文化財の指定を受けた
蔵。米の持ち味を活かす手造りの精神を伝承しつつ、美酒造りへ
の向上に日々努めている。

小さな蔵だからできることを一生懸命に取り組み、口に入るまで
が酒造りと考えています
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（資）小島酒造店 329-2336 0287-46-0903 明治初期 新郎 かんなびの里 自然と融合した大地酒。ほのかな香りと品の良いさわやかなのどごしと控え目でありながら存在感あるのが特徴

小嶋　治 栃木県塩谷郡塩谷町風見１１８５ 0287-46-0831 かんなびの里

（株）せんきん 329-1321 028-681-0011 www.senkin.co.jp 文化３年 仙禽 木桶仕込み　純米大吟醸　「亀ノ尾」１９％ 大吟醸なのに大吟醸らしくない仙禽の亀の尾。１９％まで磨いた芯のある革命酒。魚より肉。和より洋。

津村　勇 栃木県さくら市馬場１０６ 028-682-0011 mail@senkin.co.jp １８０６年 葵日光 仙禽　５０ 仙禽らしいスタンダードな甘酸っぱい味と香り。個性の強い酸には、個性の強すぎるくらいの中華で。

（株）島崎酒造 321-0621 0287-83-1221 www.azumarikishi.co.jp 嘉永２年 東力士 本醸造　秘伝旨口　東力士 お米の旨みを十分に引き出した当蔵自慢の伝統。甘口酒やさしいお米の甘みでスッキリとお飲みいただけます。

島崎　利雄 栃木県那須烏山市中央１－１１－１８ 0287-84-1728 uroko@azumarikishi.co.jp １８４９年 熟露枯 山廃純米原酒　熟露枯 洞窟熟成酒。３年程度の熟成によりまろやかで深みを備えた香味をつくり食中酒としてお料理を引き立てます。

（株）白相酒造 324-0501 0287-96-2015 明治３８年 とちあかね（芋） 御用邸　大吟醸 県産酒造好適米を使用した花酵母（なじしこ系）で仕込んだ香味にバランスの取れたお酒。

白相　淑久 栃木県那須郡那珂川町小川７１５－２ 0287-96-2016 info@shiraso.com １９０５年 福寿　松の井 とちあかね 全量県産芋使用。国内初の花酵母仕込みの芋焼酎です。やわらかな香りと豊かな味わいはどんな食材にもグッド。

那須銘醸（株） 321-0626 0287-82-3470 東力士

島崎　利雄 栃木県那須烏山市初音１０－２４ 0287-84-1402

鳳鸞酒造（株） 324-0057 0287-22-2239 www.horan.co.jp 明治１４年 鳳鸞 大吟醸　鳳鸞 大吟醸酒ならではの華やかな果実のような香りと、気品ある繊細な味わい。

脇村　光彦 栃木県大田原市住吉町１－１－２８ 0287-22-2119 bz291296@horan.co.jp １８８１年 那須自慢 純米大吟醸　おらが大田原の五百万石 大田原産の酒米五百万石を４７％まで磨いた白米麹米で醸した純米吟醸。豊かな香りと米の旨味が活きています

池島酒造（株） 324-0036 0287-29-0011 www.ikenishiki.co.jp 明治４０年 池錦 大吟醸　池錦 おだやかな香りと、調和のとれた味で、いつまでも飲みあきしない酒です。最後まで、ゆっくり楽しめます。

池嶋　英哲 栃木県大田原市下石上１２２７ 0287-29-1938 sennojou@ikenishiki.co.jp １９０７年 酒聖 純米吟醸　酒聖 香りよりも味に重きを置いた純米吟醸です。すっきりした飲み口で、米の旨味が感じられます。

天鷹酒造（株） 324-0411 0287-98-2107 www.tentaka.co.jp 大正３年 天鷹 純米大吟醸　天鷹心 「純米酒」という言葉の無かった時代からのロングセラー。Ａ地区産山田錦１００％使用した芳醇微薫の味わい。

尾﨑　宗範 栃木県大田原市蛭畑２１６６ 0287-98-2108 tentaka@tentaka.co.jp １９１４年 有機純米酒　天鷹 原料から一貫して自社管理の「有機清酒」と名乗ることを認められた稀有な酒。辛口で、有機米の持つ優しい味。

渡邉酒造（株） 324-0212 0287-57-0107 明治２５年 旭興 旭興　純米吟醸 基本に忠実な純米吟醸、バランスの良い味と香りでどんな料理との相性も良い。

渡邉　脩司 栃木県大田原市須佐木７９７－１ 0287-57-0457 kyokko@sake_kyokko.co.jp １８９２年 旭興　たまか　生酛純米吟醸 昔ながらの生酛造りを現在の技術で昇華させたお酒。燗でなおいっそう味わいが上がる。

（株）平山酒造店 324-0002 0287-23-1331 藤の盛

平山　定光 栃木県大田原市羽田１１３６ 0287-24-0473

菊の里酒造（株） 324-0414 0287-98-3477 慶応２年 大那 大那、純米吟醸　あらばしり ピチピチと弾ける、フレッシュな新酒と五百万石ならではの奥深い味わいをお楽しみ下さい。

阿久津　克彦 栃木県大田原市片府田３０２－２ 0287-98-3333 kikusake@crest.ocn.ne.jp １８６６年 菊の里 大那　超辛口　純米酒 ミネラル感たっぷりのやわらかな飲み口と酒度＋１０という辛さだけでなく、米の旨味が感じられるお酒です。
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全国新酒鑑評会	 金賞(2009)
関信越鑑評会	 優秀賞(2010)

全国新酒鑑評会	 金賞(2009)
入賞(2011/2010)

全国新酒鑑評会	 金賞
(2011/2009)

全国新酒鑑評会	 金賞(2011)

全国新酒鑑評会	 入賞
(2011/2010/2009)	 関東信越
国税局酒類鑑評会	 優秀賞
(2011/2010)

１８８１年創業那須の自然郷に位置し、豊かな那須連山の伏流水
を利用して清酒、果実酒、カクテル、ヨーグルト等のリキュール
等数多くの商品開発に取組んでいる。

初代が、越後杜氏という伝統を大切にし、「主人自ら蔵に入るべ
し」の家訓を守り、蔵元、下野杜氏、蔵人が和を以って手造りの
酒の製造に取り組んでいます。

早くから「吟醸」や「純米」を手がけ、現在は「美味しい」＋
「安心」＋「楽しい」を目指し、酒蔵ならではの季節ごとの有機
清酒や有機食品を製造しています。

越後杜氏であった初代が興こした蔵です。「地酒とは地元で愛さ
れる酒」をモットーに基本に忠実な、地の物との相性の良い日本
酒を造っています。

大いなる那須の大地が育んだ豊穣なバックグラウンドを大切に
し、それを日本酒という形で伝えられたらと思い「大那」と銘名
しました。

神社、仏閣が多く存在する田舎里だけに自然と融合し、生きてい
く姿がそのまま現存しています。自然災害の神々を拝み大地の恵
みに感謝し醸させていただいています。

創業から２０５年。幾多の時代を越えたコーポレートメッセー
ジ。「甘酸っぱくアイシテ」

地元蔵人が丹精込めて醸した豊かな味わいのお酒を蔵元保有洞窟
貯蔵庫の恵まれた環境下の熟成にてまろやかで気品ある当蔵独自
の味わいをつくりあげております。

栃木県内では唯一の芋焼酎、麦焼酎の製造蔵です。地元原材料を
使用して、県内各地域と連携しながら数多くの新商品開発に取組
んでいる。農商工連携認定企業です。

（株）島崎酒造のびん詰め工場です。


