
　　会　長　　北原　兵庫 〒400-0043　山梨県甲府市国母4-15-5 （平成２７年２月１日現在）
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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）

太冠酒造（株） 400-0312 055-282-1116 www.taikan-y.co.jp/ 明治１０年 太冠 甲州利右衛門 ＴＶ「旅の香り時の遊び」紹介・雑誌「美味しんぼ」掲載。香り豊かで柔らかい味わいのお酒です。

大澤　慶暢 山梨県南アルプス市上宮地５７ 055-283-8821 sake@taikan-y.co.jp １８７７年 太冠 南アルプスの伏流水を仕込水とし、真冬の厳寒な時期に醸造された冷でも燗をしても美味しい辛口のお酒です。

（株）横内酒造店 400-0312 055-282-0038 明治５年 榊正宗 榊正宗　純米酒 自然な味わいと上品な香りをもち、すっきりとした酸味の調和があり米の旨みが十分引き出された純米酒です。

横内　孟 山梨県南アルプス市上宮地５７ 055-282-7444 １８７２年 真榊 榊正宗　純米吟醸酒 お米を半分以下の大きさまで削って磨き、それを低温で長期間醗酵させた、独特の吟醸香のあるお酒です。

武の井酒造（株） 408-0012 0551-47-2277 慶応元年 武の井 武の井 「熱燗」。それは日本酒ならではの伝統的な楽しみ方。その飲み方に最適な味わいが、この酒の何よりの自慢。

清水　元章 山梨県北杜市高根町箕輪１４５０ 0551-47-2278 sake-takenoi@nifty.com １８６５年 八ヶ岳の舞（米） 八ヶ岳の舞 八ヶ岳の伏流水に山梨の米、そして甲州杜氏が奏でる味わいのハーモニー。素材と技が織り成す奥行きある味。

（株）八巻酒造店 408-0015 0551-47-3130 文久２年 甲斐男山 甲斐男山　純米吟醸 なめらかな舌ざわり、上品な味と香りで飲み口のすっきりした地酒。

八巻　俊司 山梨県北杜市高根町下黒澤９５０ 0551-47-6130 yamaki@rock.sannet.ne.jp １８６２年 お館様 甲斐男山　辛口造り 落ちついた風味とさっぱりとした飲み飽きしない辛口の地酒。

谷櫻酒造（有） 409-1502 0551-38-2008 www.tanizakura.co.jp/ 嘉永元年 谷櫻 本醸造　谷櫻 酒造好適米と地元の良質米を６５％以下に精米した、谷櫻ならではの冴えた味わいのお酒です。

小宮山　光彦 山梨県北杜市大泉町谷戸２０３７ 0551-38-2499 info@tanizakura.co.jp １８４８年 本醸造　生酛　櫻守 昔ながらの製法「生酛造り」。熟成した味と香りはお燗をすることでよりいっそう味わい深くなります。

山梨銘醸（株） 408-0312 0551-35-2236 www.sake-shichiken.co.jp 寛延３年 七賢 七賢　天鵞絨の味 天鵞絨（びろーど）のような滑らかな口当たりが特長の純米吟醸酒。爽やかな酸味とキレの良さが特長です。

北原　兵庫 山梨県北杜市白州町台ケ原２２８３ 0551-35-2282 info@sake-shichiken.co.jp １７５０年 七賢　甲州本造り 山梨県産米の酒造好適米「ひとごこち」を全量使用した本醸造。甘酸辛苦のバランスが良いタイプです。

福徳長酒類（株）韮崎工場 407-0175 0551-23-5843 www.oenon.jp 昭和２８年 米だけのす～っと飲めてやさしいお酒 米だけのす～っと飲めてやさしいお酒 甲斐の山々を望む美しい自然と、清冽な水から生まれるすっきりとした味わいの純米酒です。

轟木　康市 山梨県韮崎市穂坂町宮久保５２２８－１ 0551-23-2695 １９５３年

腕相撲酒造（株） 406-0804 055-262-3010 www.udezumou.co.jp 大正１３年 腕相撲 甲州侠客傳　黒駒の勝蔵 口当たりはサラリとなめらかですが、うまみある味わいを持つ魅力的な真白きお酒です。

渡邉　善久 山梨県笛吹市御坂町夏目原１３７４ 055-262-3175 info@udezumou.co.jp １９２４年 黒駒の勝蔵 吟醸　御坂路 すっきりとしたフレッシュな味わいと、吟醸のさわやかな香りが凛としたお酒です。

養老酒造（株） 405-0041 0553-22-0047 金盃　養老 金盃　養老 キレのよさを感じさせ、しかも冷や、常温、燗のどの温度帯でも飲めるおいしさを持っている。

窪田　勝彦 山梨県山梨市北５６７ 0553-22-9039 １８４９年

（株）萬屋醸造店 400-0501 0556-22-2103 www.shunnoten.co.jp 寛政２年 春鶯囀 春鶯囀　大吟醸「春鶯囀のかもさるゝ蔵」 華やかな香りとさらりとした飲み口で、最高峰酒米の芯だけで醸した贅沢なお酒です。

中込　元一郎 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町１２０２－１ 0556-22-4245 yorozuya@shunnoten.co.jp １７９０年 冨嶽 春鶯囀　純米酒「鷹座巣」 辛口でキレのある男酒です。特にぬる燗がお勧めです。地元の酒米と水、地産地消を極めた純米酒です。

（有）大久保酒造店 400-0511 0556-22-0227 天保２年 若富士 若富士 華はないですが、飲み飽きしない口当たりの良い清酒です。

大久保　一春 山梨県南巨摩郡富士川町大久保３４１ 0556-22-0240 １８３１年 身延山詣 本醸造　原酒　身延山詣 原酒ならではの、パンチの利いた旨味、馥よかな香り、落着いた味を楽しんで下さい。

（有）横山酒造店 409-2212 0556-64-3211 大正６年 日の出菊 日の出菊 地元山梨県南部を中心に愛されつづけている普通酒です。燗をつけて楽しんで下さい。

横山　和史 山梨県南巨摩郡南部町南部８２５５ 0556-64-3790 １９１７年 天子菊 天子菊　生貯蔵酒 ほどよい香りをもち、やや甘口に仕上げました。冷やのまま楽しんで下さい。

笹一酒造（株） 401-0024 0554-25-2111 www.sasaichi.co.jp/ 大正８年 笹一 純米吟醸　笹一 芳醇な味わいと吟醸香が調和した、華やかな余韻を持つ「純米吟醸酒」です。

天野　行典 山梨県大月市笹子町吉久保２６ 0554-25-2620 info@sasaichi.co.jp １９１９年 皇帝 本醸造　生原酒　アルミ缶　笹一 熱処理をしたお酒では得られない、円やかな風味と、フルーティーな香りを手軽なアルミ缶で。

井出醸造店 401-0301 0555-72-0006 www.kainokaiun.jp 江戸末期 甲斐の開運 甲斐の開運　大吟醸 富士の涼風を思わせるフルーティーな香りと、爽やかな味とが見事にマッチした吟醸酒の逸品。

井出　與五右衞門 山梨県南都留郡富士河口湖町船津８ 0555-72-6636 info@kainokaiun.jp １８５０年頃 天下山麓富士の山 甲斐の開運　梅酒 日本酒仕立ての梅酒。爽やかな梅の香味と、幅のある日本酒の味とが見事に調和した新感覚のリキュール。

㈱サン・フーズ 404-0036 0553-32-3343 http://www.sanfoodskumano.jp/ 黒力 ベトナム産の朝取り紫芋、黒麹仕込みの本格焼酎です

田中　良治 山梨県甲州市塩山熊野1205-1. 0553-32-1483 san-gomi@zb.wakwak.com 1976年

407-0033 0551-22-6654

山梨県韮崎市龍岡町下條南割640 0551-22-9468

15

韮崎工場（製造場所）

タイ、ベトナムの関連会社を有効活用し、高品質でお
求めやすい商品を提供します。
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山梨県酒造組合
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創業年
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銘　　柄 蔵元　メッセージ

01
南アルプスの山系水を使い手造りでお酒を丹念に造り清新で
躍動感のある辛口のお酒を醸し出しております。

全国新酒鑑評会 入賞
(2010/2009)　東京国税局
酒類鑑評会　優等賞
（2011/2010/2009）

要連絡

02
明治５年創業南アルプス山麓の豊かな自然の中に酒蔵があ
る。仕込水は南アルプス前衛の櫛形山中腹から湧き出ている
水。高品質の伝統的な酒造りを貫いている。

03
八ヶ岳の麓で、日本の心を醸し続けて百四十余年。蔵主が仕
込みの指揮を執り、東京農大で酒造りを学んだ若人二人が脇
を固める。お客様が歓ぶモノ造りがモットー。

04
文久二年、八巻仲衛門が甲斐の国黒沢村で酒造りを始めた。
酒銘男山は現在の京都岩清水八幡宮（旧男山八幡宮）にその
酒銘を戴いているといわれている。

要連絡

05
自然にやさしい人にやさしい酒造りがモットー。原料に自社
精米のＪＡＳ認証有機栽培米を使用した純米酒、昔ながらの
自然製法である生酛造りに取り組んでいます。

要連絡

06
南アルプスの天然水を用い、食事と合うお酒を目指して
製造しております。明治１３年には明治天皇が当家へ
ご一泊され、今でもその文化財が残されております。

全国新酒鑑評会 金賞
(2010)

○

07
自然が創り出す清冽な水と、当社独自の「瞬冷造り」によ
り、すっきりとした味わいの清酒を造っています。

08
大正１３年、前社長が力強い酒でありたいという願いから腕
相撲と銘名。ここ近年は地元ＰＲの銘柄を数多く発売してい
ます。

09
小さな蔵元ですが昔ながらの手造りの仕込みをモットーに
やっています。昔の道具が現役で頑張っていますのでぜひ酒
蔵に足を運んで頂きたいと願っております！

要連絡

10
酒銘の「春鶯囀」は、歌人与謝野晶子　女史命名。手間をか
けるこそ旨い酒が生まれると信じ「春鶯囀」の酒造には、手
間を惜しまない杜氏の愛情が込められている。

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

要連絡
資料館

11
１８３１年創業以来、豊かな自然の中で時流に媚びず、品質
本位の素朴な清酒を造り続けています。

12
甲斐の国の南端、南部町で大正６年初代和一氏により売り出
され現在に至る。山紫水明の美しい環境の中で生まれ育っ
た、味・コク・香りが三拍子そろった酒。

13
山紫水明の美しい環境の中じっくりと醸され、磨き抜かれ
た、甲州が生んだ伝統のうま酒「笹一」。清酒の他、焼酎、
果実酒、リキュール等の開発に取組んでいる。

○

14
富士北麓河口湖畔（標高８５０ｍ）に位置し、仕込水は全量
富士山の伏流水を使用している。富士山の恩恵に感謝しつ
つ、飲み飽きのしない酒造りを信条としている。

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

要連絡

http://www.sanfoodskumano.jp/
mailto:san-gomi@zb.wakwak.com

