
　　会　長　　飯沼　喜市郎 〒260-0013　千葉県千葉市中央区中央4-13-7 （平成２４年１月１日現在）

ＴＥＬ　043-222-0686　　ＦＡＸ　042-22-1977

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）飯沼本家 285-0914 043-496-1111 www.iinumahonke.co.jp 元禄年間 甲子正宗 大吟醸　粋一撰 すっきりとしたキレの良いさわやかな飲み口と、上品な吟醸香が特徴の淡麗辛口酒です。

飯沼　喜市郎 千葉県印旛郡酒々井町馬橋１０６ 043-496-5718 magariya@iinumahonke.co.jp １６８８年～１７０３年 甲子　純米吟醸酒 上品な吟醸香と優しい飲み口の蔵元自慢の純米吟醸酒です。素材の味を生かした料理に良く合います。

（株）滝沢本店 286-0032 0476-24-2292 www.nctv.co.jp/~takizawa/ 長命泉 長命泉　吟醸純米酒 千葉県産の米で醸した吟醸純米酒。軽快な味わいと、少し強めの酸が特徴です。焼魚との相性は抜群です。

滝澤　尚二 千葉県成田市上町５１３ 0476-24-0758 takizawahonten@nctv.co.jp 成田霊水 吟醸成田霊水 成田山参道の地下を流れる地下水を汲み上げ、その水の良さを引き出すべく杜氏が精魂を込めで醸した吟醸酒。

（株）旭鶴 285-0804 043-498-0002 天保元年 寿　旭鶴 純米吟醸 上品な香りとともにうまみのある辛口酒。冷や向きです

田中　孝一 千葉県佐倉市馬渡９１８ 043-498-2702 tsuru.tanaka@nifty.com １８３０年 佐倉城 特別純米　佐倉城 地元の農家と契約した酒米で醸造。すっきりとした辛口の純米酒。お燗にも合います。

（株）宮崎酒造店 292-0441 0439-35-3131 慶応２年 峯の精 峯の精　大吟醸しぼりたて フルーティでまろやかな口あたりのお酒。

宮崎　洋史 千葉県君津市戸崎１７８０ 0439-35-3135 minesake@green.ocn.ne.jp １８６６年 峯の精　吟醸純米 ほのかな香りとすっきりとした味わいの純米酒。

（株）須藤本家 292-0454 0439-27-2024 明治１８年 天乃原 大吟醸　天乃原 精米歩合４０％の大吟醸で、香り、口当りの旨い清酒です。

須藤　正敏 千葉県君津市青柳１６－１０ 0439-27-3524 １８８５年 よゐこ（芋） 芋焼酎　よゐこ 華やかな芋の香り。ロックで飲むもよし、水割でもよし冬はお湯割でもよい。飲みやすい焼酎です。

吉崎酒造（株） 292-0421 0439-27-2013 kichiju-gekka.com 寛永元年 吉壽 吉壽　純米吟醸酒 純米酒のふくよかさと吟醸酒の爽やかさをあわせもったやさしくのみやすい甘辛中庸の清酒。

吉崎　明夫 千葉県君津市久留里市場１０２ 0439-27-2066 info@kichiju-gekka.com １６２４年 月華 吉壽　大吟醸　月華 原料米に山田錦を使用した香り高くさわやかなのみ口の大吟醸酒。

藤平酒造（資） 292-0421 0439-27-2043 www.fukuiwai.jp/index.html 享保元年 福祝 福祝　山田錦５０　純米吟醸 山田錦独特の奥深い味わいで、キレのよいさわやかな飲み口が特徴です。

藤平　恵子 千葉県君津市久留里市場１４７ 0439-27-3015 tohei@ka3.so-net.ne.jp １７１６年 久留里城 福祝　雄町５０　純米大吟醸 岡山県産の雄町を１００％使用し、幅のある味わいと、キレのよい飲み口が特徴。

（株）森酒造店 292-0445 0439-27-2069 明治初期 飛鶴 飛鶴　本醸造　生原酒 仕込み時期にしか発売しない限定品。しぼりたてをそのまま瓶詰めした生原酒。２千本程度の超レア商品。

森　泰郎 千葉県君津市愛宕２０２ 0439-27-2244 tobituru@mvc.biglobe.ne.jp 飛鶴　純米酒 米の香り、味わいを感じる純米酒。コクのある呑み口に比べ、後味はスッキリとした酒。

小泉酒造（資） 299-1753 0439-68-0100 www.sommelier.co.jp/ 寛政５年 東魁盛 大吟醸　東魁盛 山田錦を３５％まで磨き上げ、秘伝の技と名水で造りあげた香味ともにバランスのとれた当蔵最高級のお酒。

小泉　章 千葉県富津市上後４２３－１ 0439-68-1582 info@sommelier.co.jp １７９３年 東魁 純米大吟醸　紫紺 現在の蔵主が母校明治大学に想いを馳せて醸した純米大吟醸。華やかな香りと米の旨味が口の中に広がります。

和蔵酒造（株） 299-1621 0439-67-0027 明治７年 聖泉 聖泉　大吟醸 華やかな香りとまろやかな味わいが調和。清涼な風味を持つ料理やシンプルな味付けの料理とご一緒に。

原　実義 千葉県富津市竹岡１ 0439-67-1423 seisen@oregano.ocn.ne.jp １８７４年 鹿野山 聖泉　純米酒 米の旨みが生きたやわらかなコクのある味わい。コク、旨みのある料理とご一緒に。

亀田酒造（株） 296-0111 04-7097-1116 www.awa.or.jp/home/kameda/ 宝暦７年 寿萬亀 寿萬亀　純米大吟醸愛山 華やかな吟醸香と愛山独特の深みのある米の旨みが調和した、日本料理やフレンチ等に合う純米大吟醸酒です。

亀田　雄司 千葉県鴨川市仲３２９ 04-7097-1117 kameda01@jasmine.ocn.ne.jp １７５７年 てっぱつ 厳選された酒粕を減圧蒸留した、クセの少ない、ロック・お湯割でお楽しみいただける本格焼酎です。

秀楽酒造（資） 296-0004 04-7092-0050 shurakushuzo.goods.officelive.com 明治３３年 秀楽 吟醸 上質な米と麹から醸し出す、フルーティーで華やかな香りと、淡麗でなめらかな味わい。

渥美　修 千葉県鴨川市貝渚６７１ 04-7092-5627 yachiyo123@gmail.com １９００年 海神 極から 辛口好きを唸らせる斬新な味わい。火入れが一度だけの無炭素ろ過仕上げ。

稲花酒造（有） 299-4303 0475-42-3134 www.inahana-syuzou.com/ 文政年間 稲花正宗 大吟醸　金龍稲花 フルーティな香味と豊かな味わい。飲み応えのある芳醇タイプの大吟醸。

秋場　純子 千葉県長生郡一宮町東浪見５８４１ 0475-42-5799 info@inahana-syuzou.com 金龍稲花 稲花正宗　上撰 ２３年東京国税局鑑評会燗酒部門入賞酒。口当たりよくキレの良い、味わいのある飲みあきしないお酒。

吉野酒造（株） 299-5265 0470-76-0215 koshigoi.com/ 天保年間 腰古井 腰古井　大吟醸 ２００２年ＡＮＡ国際線ファーストクラスで提供され、淡麗な中に独特の透明感と吟醸香の広がる入魂の芸術品

吉野　慎一 千葉県勝浦市植野５７１ 0470-76-0168 makomana926@yahoo.co.jp １８３０年 腰古井　吟醸辛口 吟醸造りならではのきめ細やかで上品な味、そして「キリッ」と締まる後味。冷から燗で幅広く楽しめる吟醸酒

東灘醸造（株） 299-5226 0470-73-5221 www.azumanada.jp 慶応３年 東灘 東灘　大吟醸　斗瓶囲い 酒造好適米・山田錦を４０％まで磨き、杜氏が丹精込めて仕込んだ逸品。鑑評会出品酒。上品な香味が特長です。

君塚　敦 千葉県勝浦市串浜１０３３ 0470-73-5224 kimigo@green.ocn.ne.jp １８６７年 鳴海 鳴海　純米吟醸無濾過生原酒 搾ったままの旨味をお楽しみ頂ける無濾過のお酒。低温でじっくり醸した純米吟醸の生原酒です。

豊乃鶴酒造（株） 298-0214 0470-82-2026 www.toyonotsuru.com/ 天明年間 大多喜城

田嶋　豊彦 千葉県夷隅郡大多喜町新丁８８ 0470-82-5044

木戸泉酒造（株） 298-0004 0470-62-0013 kidoizumi.jpn.com/ 明治１２年 木戸泉 自然舞 農業や化学肥料、動物性堆肥を一切使用しない自然農法産米を当社独得の自然醸造法で醸した純米酒。

荘司　文雄 千葉県いすみ市大原７６３５－１ 0470-62-3300 kidoizumi@mail2.bii.ne.jp １８７９年 自然舞 純米アフス 三原菌（麹菌、乳酸菌、酵母菌）を同時に働かせた併行複々発酵の濃厚多酸の純米酒。酸度７～９、日本酒度－３０

岩瀬酒造（株） 299-5102 0470-68-2034 www.iwanoi.com/ 享保８年 岩の井 山廃仕込　純米大吟醸 香りは低いが味わいに深さと丸みがあり飲み飽きせず、一味違う大吟醸です。

岩瀬　能和 千葉県夷隅郡御宿町久保１９１６ 0470-68-5791 iwanoi@train.ocn.ne.jp １７２３年 純米古酒２５年 ２５年以上熟成させた純米酒。濃い琥珀色と複雑で深みがありやわらかい味わいが特徴です。

梅一輪酒造（株） 289-1303 0475-84-2221 www.umeichirin.com/ 明治元年 梅一輪 吟醸辛口　梅一輪 地元九十九里産米を使用したスッキリとした切れ味の良い吟醸酒。

若林　賢治 千葉県山武市松ケ谷イ２９０２ 0475-84-2222 １８６８年

守屋酒造（株） 289-1806 0475-86-2016 maizakura.com/ 明治２６年 舞桜 舞桜　辛口純米　三年熟成 酒蔵来店者１番人気の地酒。千葉県産米を丹念に磨き、味わい深い純米原酒にて、じっくりと熟成させた純米酒

守屋　雅博 千葉県山武市蓮沼ハ－２９２９ 0475-86-2173 info@maizakura.com １８９３年 守正　（米） 舞桜　百年の雫 創業百二十年の老舗が生み出す生原酒。上精米歩合で仕込み、出来たてのままの生原酒。酒好きの味わいの一品

（資）寒菊銘醸 289-1532 0479-86-3050 www.kankiku.com 明治１６年 総乃寒菊 名誉大吟醸　夢の又夢 兵庫県産山田錦を４０％精米した、飲み口のさっぱりでコクの深い大吟醸酒。

佐瀬　光久 千葉県山武市松尾町武野里１１ 0479-86-3123 info@kankiku.com １８８３年 特別純米原酒　幻の花 千葉県産コシヒカリを６０％精米した、濃醇で旨口の純米原酒。

花の友（株） 289-1527 0479-86-2044 homepage3.nifty.com/hananotomo/ 慶応年間 花いちもんめ 大吟醸　花いちもんめ やわらかな芳香の大吟醸。爽やかな味わいをご賞味ください。

花澤　和彦 千葉県山武市松尾町大堤４３８ 0479-86-2844 hananotomo@mbn.nifty.com 雪のたより 特別純米　花いちもんめ 米の旨みが、ストレートに伝わる通の酒。１ランク上の特別純米酒です。

青柳酒造（株） 289-1701 0479-85-0012 明治元年 篠緑 篠緑　大吟醸 軟水の特徴を生かした香味温雅な大吟醸酒。

青柳　達雄 千葉県山武郡横芝光町篠本７２６ 0479-85-0012 sakeaoyagi@road.ocn.ne.jp １８６８年 光鬼舞 光鬼舞 地元伝統芸能「鬼来迎」通称「鬼舞」より名付けた精米歩合６０％の純米酒。

石上酒造（株） 288-0065 0479-22-0655 www.isbc.co.jp 弘化元年 銚子の誉 銚子の誉　大吟醸 原料、仕込みに惜しみない手間をかけた酒の芸術品。フルーツ様の香りが高く穏やかな口当り。

石上　藤吾 千葉県銚子市田中町７－１ 0479-24-5415 info@isbc.co.jp １８４４年 銚子の誉　純米酒 麹の香りが漂い、米だけで醸した旨味が口いっぱいに広がります。

小林酒造場 288-0836 0479-22-0543 明治７年 祥兆 祥兆　純米酒 芳醇な香り高い味わい。とても口当りの良い酒。冷しても、上燗でも。

小林　幸枝 千葉県銚子市松岸町２－７８ 0479-22-5444 １８７４年 本醸造生酒 軽快でさわやかなのどごし、冷たくして。
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「地元のお客様に愛されてこそ、真の地酒である」をモットーに
地域の文化としての酒造りに専念しております。
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伝統的な製法を守りながら最新の技術も積極的に採用していま
す。純米かもし酒は飲飽きしない上品な味、大吟醸金龍稲花は高
級感あふれる限定品。

「良い環境が良い酒を造る」がモットー。広大な私有地の山林よ
り湧き出る清冽な自然水を使用　伝統ある酒造りを継承していま
す。建物は国の有形文化財です。

創業は享保年間、魚料理に良く合い地元で愛飲されてきました。
酒質は濃醇旨口タイプです。造りは山廃仕込みに重点をおいてい
ます。
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ホームページアドレス
（Ｅメールアドレス）
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１９００年創業。酒蔵は千葉県南房総、鴨川市に位置している。
清酒のみの製造・販売。おみやげ・ご自宅用・飲食店用・仏事用
と幅広く利用されている。

当蔵初代の滝澤栄蔵が成田詣の際、水の良さに感銘を受け現在の
地で酒造りをはじめました。成田山参詣の際には、お気軽にお立
ち寄り下さい。

心技をつくした旨い酒。四季の恵をうけた米、神木から生ずる
水、佐倉の自然と蔵人の心を醸して育てる、手造りのこだわりに
魂を込めた地酒。

千葉の上総丘陵から湧き出る清水と磨き込んだ酒造米を原料と
し、昔ながらの手造りの良き伝統を守りながら、日本酒造りに取
り組んでいる。

創業明治１８年以来清酒を造り続けております。蔵人の「手造
り」による当社の目標でもあります、香高くソフトな清酒造りを
少しでも理解頂ければ幸いです。

06

○

○

○

全国新酒鑑評会　金賞(2009) ○

○

全国新酒鑑評会　金賞(2010) 要連絡

要連絡

全国新酒鑑評会　金賞(2009)

○

九十九里・蓮沼にたたずむ酒蔵。１００％千葉県産米の純米酒造
りにこだわり、又３年以上ゆっくりと熟成させて“昔ながらの
しっかり感の酒”を造っています。

江戸・天明年間に城下町・大多喜に創業し、淡麗辛口を目指して
酒造りを行っています。

醸造法は高温山廃酛と言い、乳酸菌を用いて、高温糖化酒母で仕
込みます。調味薬品類を使用せず、自然醸造による「旨さ良き
酒」をモットーにしております。

全国新酒鑑評会　金賞(2009)

慶応三年創業。南房総勝浦の新鮮な魚に合うすっきりとした飲み
口。全国新酒鑑評会での金賞受賞回数も多く、無濾過純米吟醸生
原酒などの「鳴海」シリーズが好評。

○

日　　本　　酒　　造　　組　　合　　中　　央　　会　　　　組　　合　　員　　名　　簿　　（　P　R　用　）

創業年
（西暦）

全国新酒鑑評会　金賞(2010)
東京国税局酒類鑑評会入賞
(2011)

○

蔵元　メッセージ

01

銘　　柄

千葉県酒造組合

甲子正宗の創業は元禄年間。以来、３００有余年にわたり千葉・
酒々井の地で酒造りに打ち込んできました。口にして心地良い質
の高い酒を醸す事に専年しております

Ｎｏ

○

１７５７年創業で２５４年の歴史を持ち、指定された主基斎田で
収穫された米で白酒を醸し、毎年明治神宮に献上しており、明治
神宮献上酒指定蔵になっております。

○

１６２４年に千葉県君津市の城下町「久留里」で創業しました。
平成の名水百選に選定された「久留里の水」を仕込み水に丹精こ
めて清酒を仕込んでいます。

１７１６年創業で、千葉県君津市久留里の地において、清酒、本
格焼酎、リキュールを醸しております。手造りで、丁寧に愛情こ
めて醸しています。

千葉県房総半島のほぼ中央、房総丘陵の里山の中にひっそりとた
たずむ小さな酒蔵。手造り少量生産で蔵の味を守り続けていま
す。

蔵主自らが杜氏を務め、「酒造りは米作りから」と自らが育てた
米、鹿野山山系の仕込み水、そして熟達した技により、酒造りに
努めております。

基本に忠実であること、手間を惜しまないことをモットーとし、
千葉の美味しい海・山の幸の味わいを引き立てる包容力のある清
酒を醸したいと願っています。

東京国税局酒類鑑評会　優等
賞(2009/2011)

21
明治１６年より、この地で人情味溢れる地域の人々に愛好されて
参りました。良質の酒質を求めて、現在まで辛口の清酒を送り届
けて参ります。

全国新酒鑑評会　金賞
（2011）　モンドセレクショ
ン　最高金賞(2011)　IWC
ゴールドメダル(2011)

○

○

全国新酒鑑評会　金賞
(2009/2010)

24
関東最東端蔵「銚子の誉」は、醸造環境にたいへんすぐれた大谷
石造りの石蔵において、品質にこだわり、ていねいな酒造りをし
てまいります。

○

22 品質の良いお酒を、お届けできるよう努力しております。

23
良水良米に恵まれ静かな環境の裡に醸された清酒。香味の調和と
さわりない喉越しを目標に精製出荷を心掛けています。

25
創業以来品質第一をモットーに、手堅い酒質の酒を地元銚子を中
心に提供してきました。銘柄は幸運の兆しを意味し、銚子の
「銚」ともかけて命名されました。



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）

ホームページアドレス
（Ｅメールアドレス）

創業年
（西暦）

蔵元　メッセージ銘　　柄Ｎｏ

飯田酒造場 288-0817 0479-22-0821 明治元年 徳明 徳明　純米の酒 自然食愛好家の為に造った、本物。伝統醸造酒、やや甘口の、マイルドな酒。

飯田　耕一郎 千葉県銚子市清川町２－１－２ 0479-22-9610 １８６８年 徳明　本醸造辛口　がんこ者 酒通の為に造った、ドライタッチの、オトコ酒。

（株）宮崎本家 289-3181 0479-67-2005 www.miyazaki-honke.com 明治元年 冨士乃友 冨士乃友　純米酒　さふさ アルコール度数１４度、精米歩合６５％、日本酒度＋３軽い飲み口で、どんな料理にもあう。

宮崎　良喜 千葉県匝瑳市野手１６９９ 0479-67-2773 info@miyazaki-honke.com １８６８年 冨士乃友　佳撰 アルコール度数１５度、精米歩合７０％、日本酒度＋２古酒混合による色あいはあるが口当りやわらか。

東薫酒造（株） 287-0003 0478-55-1122 www.tokun.co.jp/ 文政８年 東薫 大吟醸　叶 淡麗でまろやか。馥郁とした味が口中に広がり、飲むほどに吟醸酒の風格が伝わってくる酒。

太田　健治郎 千葉県香取市佐原イ６２７ 0478-55-1294 tokun@tokun.co.jp １８２５年 十富禄酒 活きている醇母が実感できて、しかも誰にでも飲み易いタイプの活性酒。

（株）馬場本店酒造 287-0003 0478-52-2227 www.babahonten.com/ 天和年間 糀善 大吟醸　海舟散人 当店と勝海舟との親交に由来した銘柄。最上級山田錦を使用した芳醇な香りと豊かな風味が特徴のお酒です。

馬場　善広 千葉県香取市佐原イ６１４－１ 0478-52-3718 １６８１年～１６８３年 海舟散人 最上白味醂 国産のモチ米と手造りこうじで仕込んだ本格醸造みりん。自然な甘み、濃厚なうまみは素材の味を引きたてます

（株）寺田本家 289-0221 0478-72-2221 www.teradahonke.co.jp 延宝年間 五人娘 五人娘 寺田本家自然酒の先駆けとなった原点の純米酒。体の細胞が喜ぶ濃醇な味と豊かな香りをお楽しみください。

寺田　啓佐 千葉県香取郡神崎町神崎本宿１９６４ 0478-72-3828 info@teradahonke.co.jp １６７３年～１６８１年 香取 香取９０ 昔ながらの９０％精米。生酛の本領を発揮した低精米ならではの独特な味と香り。燗にすると一層引き立ちます。

鍋店（株） 286-0026 0476-22-2662 www.nabedana.co.jp 元禄２年 仁勇 不動　純米大吟醸　吊るし搾り　無ろ過生原酒 華やかな吟醸香とまろやかな味わい

大塚　完 千葉県成田市本町３３８ 0476-22-3374 info@nabedana.co.jp １６８９年 不動 仁勇　純米吟醸 軽やかな香りと濃醇な味わい、酸味とのバランスが絶妙

（株）飯田本家 289-0313 0478-82-2037 明治１０年 大姫 惣兵衛 ひとつひとつの作業を丁寧に造りあげた吟醸酒です。味わい深くきれ味がよく酒のうま味を感じます。

飯田　雄英 千葉県香取市小見川１７８ 0478-82-3831 １８７７年 惣兵衛 大姫　本醸造 初めてお酒を飲む人や女性向けに、すんなり飲めるやわらかな感じのお酒です。ちょっとオシャレな瓶にしました。

神明酒造（有） 289-0625 0478-87-0007 安政３年 神明 純米酒　神明 純米酒の、ほのかな香りと、口当りの良さで、地元の皆さまに愛飲されています。

布施　孝好 千葉県香取郡東庄町夏目２９８ 0478-87-0007 １８５６年

合同酒精（株） 104-8162 03-3575-2711 www.oenon.jp 平成１５年 大雪乃蔵 本醸大吟醸　大雪乃蔵　鳳雪 気品あふれる香気と滑らかな味わいが特徴の大吟醸酒。北海道産酒造好適米「彗星」を原料米に使用している。

長井　幸夫 東京都中央区銀座６－２－１０ 03-3571-5456 ２００３年 南部蔵富貴 純米大吟醸　南部蔵　長月花 華やかな香りと上品な甘味が特徴の純米大吟醸酒。青森県産酒造好適米「華想い」を原料米に使用している。

流山キッコーマン（株） 270-0164 04-7158-9111 www.kikkoman.co.jp/ 平成１８年 マンジョウ（万上）（み） マンジョウ本みりん 厳選されたもち米、米、米麹などを原料にしてつくりました。コクのあるうまみと上品な甘みを持っています。

二村　宏 千葉県流山市流山３－９０ ２００６年 純米本みりん 江戸時代からの伝統を引き継ぐ製法で、じっくり熟成させた高品質の本みりんです。

合同酒精㈱　東京工場 271-0064 047-362-1151

( 工場長　向井　享 ) 千葉県松戸市上本郷字仲原 250 ( 047-362-8137 )
36 全国新酒鑑評会　金賞(2011)

26
初代飯田嘉平により創業。屋号は、イイカ本家。伝統の酒造法を
守っている。

30
私達は酒造りを自然の力に学びました。無農薬米を原料に自然な
菌で発醇、昔ながらの手のひら仕込み、生命力あふれるお酒を無
添加・無ろ過でお届けしています。

関東の灘といわれた佐原の地で、三百余年にわたり、古来より伝
承の製法を守りながら、安心・安全な酒造り・味醂造りをしてお
ります。

全国新酒鑑評会　金賞(2009)
東京国税局酒類鑑評会	 優等
賞(2009/2010/2011)

27
明治元年創業。不二の友、無二の親友という意味に霊峰富士をか
けて命名した銘柄「冨士乃友」。飲みやすく、おいしい酒を目指
して努力しています。

31
平成９年より全て自社スタッフによる酒造りを開始。酒造りの生
まれから瓶詰に至る育ちまでの全工程を管理し最高の状態で出荷
する事を心掛けている。

全国新酒鑑評会　金賞(2010) ○

28
大吟醸「叶」は、全国新酒鑑評会金賞を１２回受賞するなど数々
の賞を受賞しています。小江戸佐原の街中にある蔵では、酒造り
工程や酒造場の見学が無料でできます。

全国新酒鑑評会	 金賞(2011)
入賞(2010)

○

29

白みりんの故郷、流山の地で明和３年（１７６６年）より続く伝
統の技で、ひとつ上のまごころを皆様の元にお届けいたします。

32
消費者が納得できる商品を開発することに重点をおいて毎年いく
つかの新商品を出しています。うまくて売れる酒を目指します。

34
北海道旭川市に大雪乃蔵、青森県八戸市に南部蔵富貴を醸す工場
を有する。清酒、焼酎、みりん等多くの酒類を取り扱う総合酒類
メーカーである。

全国新酒鑑評会　金賞
（2011）

35

要連絡

33
安政３年創業。神明神社からその名をいただき、銘柄名を「神
明」としております。


