
　　会　長　　藤居　鐵也 〒520-0044　滋賀県大津市京町3-4-22 （平成２４年１月１日現在）

ＴＥＬ　077-522-3070　　ＦＡＸ　077-522-3185

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）

（有）平井商店 520-0043 077-522-1277 www.biwa.ne.jp/~ 万治元年 浅茅生 浅茅生　特別純米　酒造り三百三拾年 創業３３０年目に初めて純米酒を仕込み、この名前が付きました。辛口だがマイルドな味わい。

平井　八兵衞 滋賀県大津市中央１－２－３３ 077-522-2250 asajio@mx.biwa.ne.jp １６５８年 玉泉 浅茅生　純米活性にごり　湖雪 夏に少量を仕込むお酒。上槽直後に瓶詰めすることで、炭酸味があり搾りたてを夏に楽しめます。

浪乃音酒造（株） 520-0242 077-573-0002 www.naminooto.com 浪乃音 浪乃音　ええとこどり　純米酒 燗でも冷でもおいしい、浪乃音のスタンダードなお酒です。

中井　孝 滋賀県大津市本堅田１－７－１６ 077-573-4948 info@naminooto.com 浪乃音　ええとこどり

太田酒造（株） 525-0034 077-562-1105 www.ohta-shuzou.co.jp 明治７年 道灌正宗 大吟醸　道灌　技匠 兵庫県産山田錦使用、ほどよい吟醸香と滑かな酸味のバランスのとれた大吟醸。風味と気品は天下一品

太田　精一郎 滋賀県草津市草津３－１０－３７ 077-564-0046 got1641@ohta-shuzou.co.jp １８７４年 琵琶之誉（芋） 純米原酒　山廃仕込　道灌 滋賀県産山田錦使用、フルーティーな吟香が口中を漂い、山廃ならではのキレのある酸味が心地よい旨口純米酒

古川酒造（有） 525-0053 077-562-2116 宗花 本醸造、東海道草津宿、天井川 無農薬栽培の地元産原料米により濃醇で旨口限定酒冷しても燗して飲んでもうまい酒

古川　睦夫 滋賀県草津市矢倉１－３－３３ 077-562-2116 天井川

暁酒造（有） 520-2331 077-587-0020 慶長年間 暁 本醸造　暁 やや濃醇、なめらかな飽きのこない味わい。

鷲田　平 滋賀県野洲市小篠原１３８９ 077-587-0020 １６００年頃

徳田酒造（株） 520-2353 077-587-0048 慶応元年 徳娘 純米　吉兆 甘過ぎず、辛過ぎずバランスのとれた味わいで肴を選ばず飲んでいただける一品

徳田　定弘 滋賀県野洲市久野部１５５－１ 077-587-0197 １８６５年 吉兆 佳撰　徳娘 淡麗かつ深よかな味わいでいかにも「日本酒」らしい商品。毎日飲んでも飽きが来ないお酒。

北島酒造（株） 520-3231 0748-72-0012 www.kitajima-shuzo.jp/ 文化２年 御代栄 しぼったそのまま一番酒 少しでよいから旨い酒を飲みたいという方のために生まれたお酒。とろりとした旨さは天下一品。

北島　吉彦 滋賀県湖南市針７５６ 0748-72-0124 info@kitajima-shuzo.jp １８０５年 近江米のしずく 契約栽培減農薬の近江産酒造好適米から造られた純米吟醸酒。濃醇辛口。

藤本酒造（株） 528-0064 0748-62-0410 明和３年 神開 神開　辛口　鬼三味線 お燗でも冷やでもおいしく飲んでいただける、辛口酒です。

藤本　敏雄 滋賀県甲賀市水口町伴中山６９６ 0748-62-0650 sinkai@lily.ocn.ne.jp １７６３年 神開　直汲　特別純米酒 槽口から流れ出る清酒をそのままびん詰めしました、濃醇な無ろ過原酒です。

美冨久酒造（株） 528-0025 0748-62-1113 www.mifuku.co.jp 大正６年 黄金美冨久 大吟極醸 スッキリとした飲み口の中にふっくらとした味わいが広がる但馬杜氏の自信作

藤居　宗治 滋賀県甲賀市水口町西林口３－２ 0748-62-1173 mifuku@helen.ocn.ne.jp １９１７年 三連星 山廃純米吟醸　酏吟純聖 純米の深みと吟醸の華かさ。そこに山廃の旨みをバランス良くあわせ持った純米吟醸酒。

西田酒造（株） 528-0015 0748-62-0046 昭和３０年 酔小町 吟醸　古城山 吟醸酒としての芳しい香りを楽しんでいただける。冷しても燗をしても　どちらも味わい深く飲める。

西田　喜平 滋賀県甲賀市水口町松栄１－２９ 0748-62-0046 yotchan@ares.eonet.ne.jp １９５５年 古城山 原酒　みなくち 冷やしてか、オンザロックで飲むと　口当りよく　より深い　コクとかおりを味わえる。

安井酒造場 528-0234 0748-67-0027 www.kouka.ne.jp/~h-sakura 明治 初桜 上撰　初桜 アルコール添加量は少ないです。毎日気分よく飲んで頂ける様、スッキリうま口です。

安井　利彦 滋賀県甲賀市土山町徳原２２５ 0748-67-0027 hatusakura@kouka.ne.jp 晴 純米　晴 純米酒らしく、工程すべて、しっかりと造りました。酸度高めですが、ぬる燗も又よし。

田中酒造（株） 520-3433 0748-88-2023 harunomine.com 明治４４年 春乃峰 純米吟醸酒　光風霽月 さっぱりした様子を意味するこの酒はすがすがしい味。米は甲賀産の玉栄を１００％、使用。

田中　重哉 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場４７４ 0748-88-2261 info@harunomine.com 楓葉 特別純米酒、無ろ過生原酒　楓葉 春に青葉、秋に紅葉の楓。この酒も春に新酒として若々しく、暑い夏を越し秋には熟成した酒に色づきます。

瀬古酒造（株） 520-3421 0748-88-2102 www.sekoshuzo.co.jp 明治２年 大甲賀 特別純米酒「忍者」 地元産の酒造好適米「吟吹雪」を１００％使用したうま口に仕上げた純米酒です。

瀬古　篤子 滋賀県甲賀市甲賀町上野１８０７ 0748-88-4130 sekoshuzo@hop.ocn.ne.jp 忍者

望月酒造（株） 520-3425 0748-88-2020 寛政元年 寿々兜 寿々兜 手元におきたい座右の銘酒！「冷やよし燗よし、つねによし」

望月　長裕 滋賀県甲賀市甲賀町毛枚１１５８ 0748-88-6090 mochiduki@kouka.ne.jp １７８９年 甲賀の里 純米「甲賀の里」 純米酒のコクと旨味が一体化しています。杜氏の技がさえる手造りの酒です。

矢尾酒造（株） 529-1662 0748-53-0015 創業以来２００余年 鈴正宗 普通酒「鈴正宗デラックス」 普通酒にかける蔵元の思いが味に反映され、地元で愛され続けている地酒です。

矢尾　孝司 滋賀県蒲生郡日野町中在寺５１２ 0748-53-2218 １８００年頃

喜多酒造（株） 527-0054 0748-22-2505 kirakucho.jp/ 文政３年 喜楽長 喜楽長　辛口純米吟醸 日本酒度プラス１４の本格派の辛口酒。ただ辛いだけでなく旨味があり余韻の辛さがお料理をひきたてます。

喜多　良道 滋賀県東近江市池田町１１２９ 0748-24-0505 master@kirakucho.com １８２０年 喜楽長　能登杜氏芸　純米大吟醸 きめの細かな口あたりと、心地良い吟醸香が口中にひろがります。やさしいタイプの純米大吟醸です。

藤居本家 529-1303 0749-42-2080 www.fujiihonke.jp 天保２年 旭日 旭日　渡船六号　純米原酒 まぼろしの酒米「滋賀渡船六号」で醸す辛口酒。野生種に近い酒米ならではの力強く深いコクをもつ

藤居　鐵也 滋賀県愛知郡愛荘町長野１７６９ 0749-42-3047 info@fujiihonke.jp １８３１年 琵琶の舞 琵琶の舞　大吟醸 酒米「玉栄」で醸す大吟醸　さわやかな吟醸香とスッキリしたやさしい辛口は乾杯に最適

冨田酒造（有） 529-0425 0749-82-2013 www.7yari.co.jp 天文３年 七本鎗 七本鎗　純米 米の旨味のしっかりとした味わい深いお酒。料理との相性の幅も広く、色々な温度帯でお楽しみ頂けます。

冨田　起代子 滋賀県長浜市木之本町木之本１１０７ 0749-82-5507 sake@7yari.co.jp １５３４年 石田三成 七本鎗　低精白純米８０％精米 精米をあえて８０％に抑え、米本来の旨みをしっかりと持たせたお酒。酸が効いていてキレがよいのも特徴。

山路酒造（有） 529-0425 0749-82-3037 www.hokkokukaidou.com/ 天文元年 北国街道 北国街道　純米吟醸 無農薬栽培米山田錦６０％精米で仕込んだ辛口のお酒です。お料理と合せやすいお酒です。アルコール度数１７．２度。

山路　正 滋賀県長浜市木之本町木之本９９０ 0749-82-5100 info@hokkokukaidou.com １５３２年 桑酒 桑酒 もち米と麹米と桑の葉を使ったリキュール。甘いお酒ですが甘味料は使用しておりません。ロックでお試し下さい

吉田酒造（有） 520-1811 0740-28-0014 www11.ocn.ne.jp/~sekka/ 明治１０年 竹生嶋 金紋　竹生嶋　本醸造 当蔵の代表商品。昔からの味わいが表現されています。

吉田　肇 滋賀県高島市マキノ町海津２２９２ 0740-28-1390 kaizu@pastel.ocn.ne.jp １８７７年 花嵐 花嵐　純米大吟醸 地元産の山田錦で醸造した、おだやかな風味の純米大吟醸です。

池本酒造（有） 520-1621 0740-22-2112 www.biwa-cho.com 琵琶の長寿

池本　浩久 滋賀県高島市今津町今津２２１

川島酒造（株） 520-1501 0740-25-2202 www.matsu87.jp 慶応元年 松の花 松の花　大吟醸　藤樹 馥郁とした吟醸香と喉ごしの良い淡麗な風味の酒。山田錦を使い比良山系の伏流水で仕上げた杜氏自慢の逸品。

川島　達郎 滋賀県高島市新旭町旭８３ 0740-25-5007 info@matsu87.jp １８６５年 松の花　純米大吟醸　猩々之舞 手間暇惜しまず丁寧に醸された純米大吟醸。穏やかに熟成され、まろやかでふくらみのあるバランスのよいお酒

（株）福井弥平商店 520-1121 0740-36-1011 www.haginotsuyu.co.jp 寛延年間 萩乃露 萩乃露　吟醸純米 萩乃露人気ナンバー１。料理と合わせやすい、コクとふくらみがあり、飲み飽きしないお酒。

福井　毅 滋賀県高島市勝野１３８７－１ 0740-36-1633 seishu-haginotsuyu@tea.ocn.ne.jp １７４８年 萩乃露　純米まごころ 米の旨味を引き出す吟造りを行い、味わい深くキレの良い仕上り。手頃さも魅力の一つ。

竹内酒造（株） 520-3106 0748-77-2001 www.kanoizumi.jp 明治５年 香の泉 天醸　南部流大吟醸 南部杜氏により手間暇を惜しまずに、醸し出した自信作です。まろやかな味わいと華やかな香りが自慢です。

竹内　善彦 滋賀県湖南市石部中央１－６－５ 0748-77-2963 support@kanoizumi.jp １８７２年 近江万葉 唯醸　純米大吟醸 デリケートな吟醸造りを純米にて表現しました。上品な吟醸香と、奥深いコクのバランスをお楽しみください。

畑酒造（有） 527-0091 0748-22-0332 大正３年 大治郎 甘味や酸味もたっぷり。厚みも奥行きもある濃醇な味わい。

畑　大治郎 滋賀県東近江市小脇町１４１０ 0748-23-5689 １９１４年

24
当蔵元では、米にこだわり、水にこだわり、技術にこだわり、そ
の製造はあくまで伝統手法を厳守。フレッシュでフルーティー。
常に技術向上をめざします。

全国新酒鑑評会	 金賞(2009)

25
１５年前に「米を作る人、酒を造る人、売る人、飲む人が互いに
顔が見え、語り合える」こだわりの酒造りを目ざして、新しい商
標「大治郎」を発売。

22
びわ湖源流の郷、高島に蔵を構え、酒は本来素朴、端正をもって
極上とする。この信念に支えられ、創業以来たえず飲む人の健康
を考え、本物の味を求める蔵元です。

全国新酒鑑評会	 金賞(2011)
燗酒コンテスト	 金賞(2011)

○

23
創業以来２６０余年。近江高島の地下酒造り一筋。米の旨みと水
のやわらかさを活かした、まろやかで味わい深く、キレの良い酒
が持ち味です。

全国新酒鑑評会	 金賞(2009)
入賞(2011/2010)

近江草津にて１８７４創業。１９６２灘工場開設、酒名道灌は江
戸城創建遠祖太田道灌公に由来。清酒、本格焼酎、果実酒、ブラ
ンデーと数々の商品開発に取組んでる。

東海道中仙道の分岐点である草津宿場に位置し昔ながら丹念に手
造りで宿場と共に育んだ現存する唯一の酒蔵です

21 ＨＰでご参照下さい。

01

02
１８０５年創業。兄弟３人でお酒を醸しています。「古壷新酒」
をスローガンに和を大切に楽しく酒造りを頑張っています。

Ｎｏ
ホームページアドレス

（Ｅメールアドレス）
銘　　柄 蔵元　メッセージ

地元産の酒米を使用し、味わいのしっかりとした、キレのよい味
わいのお酒を造っています。

甲賀忍者の里で、地元の米と水で昔ながらの酒造りをしていま
す。

忍者で有名な「甲賀の里」創業以来二百年以上にわたり少量なが
ら吟味してお酒を造っている。「寿々兜」のブログで発信してい
ます。

１８６５年に創業し、現在は三上米の名産地である野洲にて営業
している。

１８０５年創業、昔日の面影を今に残す旧東海道に面している。
鈴鹿山系の伏流水と近江米を昔ながらの手づくりで造り続けてい
ます。

契約農家による地元産の酒米を用い、蔵内の井戸水で少量を吟味
し仕込んでおります。地酒の「地」の部分を大切に北近江より発
信したいと思います。

滋賀県酒造組合

ひと冬、ひと冬を大切に、昔ながらの手造りにこだわりながら
「当蔵ならでは」と言われる酒を造るよう努力致しております。

創業、慶長年間より「八千代」の酒名で製造を開始。昭和２４年
に自社の発展を願い、社名・酒名ともに「暁」と改名し、現在に
至っている。

06

琵琶湖の東岸に位置する伝統酒蔵　滋賀県産酒造好適米だけを使
用する味わい豊かな旨酒を醸す。特別の酒蔵で新誉祭御神酒（白
酒）を醸し毎年秋に宮中献上の栄を賜る。

機械文明の現代社会においても、酒だけは天然の本物でありた
い。

北国街道沿いで酒を造り続けて４８０年近く、清い水と厳寒の土
地で仕込んだ杜氏の意気込みが感じられる逸品です。

○

全国新酒鑑評会	 金賞
(2010/2009)

全国新酒鑑評会	 金賞(2010) ○

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

創業年
（西暦）

○

米のうまみを充分に引き出し、心地良い甘みと、酸味のバランス
良く調和し、後キレの良い「喜楽長」を醸しています。

要連絡

全国新酒鑑評会	 金賞
(2011/2010/2009)

○

04

05

ＩＷＣ	 ゴールドメダル
(2010)	 トロフィー
(2010/2009)	 全国酒類コン
クール	 第1位(2010)

食中酒として、飲んで頂ける様な酒質を目標とし、皆様の食卓が
笑顔になる様、お手伝いが出来ればと思っています。

○

近江の地酒「神開」が明日の活力の源となり、一人でも多くの
人々に楽しんでいただけらと、日夜諸白造りに精進しておりま
す。

○

鈴鹿山系の清らかな水と近江米の豊かな大地の恵みに育まれ、山
廃仕込を中心とした昔ながらの米の旨みを生かした酒造りをして
おります。

宿場町「水口」の地酒としてふるさとのおみやげとして喜ばれて
いる。お米のいのちとじかに、ふれあう味とかおりを楽しんでい
ただける。
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ホームページアドレス
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増本　藤兵衛 521-1213 0748-42-0129 www.ususakura.jp 明治元年頃 薄桜 薄桜　純米酒 甘い口当りで、さわやかな酸が心地いいお酒。冷やはもちろん、燗でもおいしく飲める純米酒

増本　藤兵衛 滋賀県東近江市神郷町１０１９ 0748-42-6077 info@ususakura.jp １８６３年頃 近江藤兵衛 近江藤兵衛　純米吟醸　無濾過　生原酒 一切ろ過火入を行わず、搾ったお酒をそのまま瓶詰めし低温貯蔵したお酒。濃淳で旨味あふれるお酒。

近江酒造（株） 527-0022 0748-22-0001 shigasakari.jp/ 大正６年 志賀盛 志賀盛 志賀の地で酒造家や販売業者が共に繁栄する事を願って命名。味のある晩酌にぴったりのお酒。

今宿　喜貴 滋賀県東近江市八日市上之町９－１６ 0748-23-1000 １９１７年 近江路 純米　近江路 風光明媚な“近江路”。心地よい酸味とコクが口の中全体に広がります。

中澤酒造（有） 529-1422 0748-48-2054 昭和２３年 一博 一博　純米吟醸　生酒 フルーツ系の香りと旨味が特徴の純米吟醸酒。

中沢　洋太郎 滋賀県東近江市五個荘小幡町５７０ 0748-48-5778 １９４８年 栄冠 一博　純米　生酒 甘味と旨味があり、後味がすっきりとした純米酒。

山岡酒造（有） 529-0253 0749-85-5167 明治４年 湖の誉 湖の誉 近江湖北地域の自然の中地元農家が愛情をもって育てた高月米を使用古来より伝わる農法により旨味のある深い味わいです。

山岡　仁蔵 滋賀県伊香郡高月町西阿閉１３９５ 0749-85-5417 １８７１年

笑四季酒造（株） 528-0031 0748-62-0007 www.emishiki.com 笑四季 笑四季　上撰 地元甲賀で育まれ百二十年。甘辛絶妙、伝統の一本。

竹嶋　健三 滋賀県甲賀市水口町本町１－７－８ 0748-62-9545 １８９２年

松岡酒造（有） 528-0232 0748-67-0216 昭和３１年 日の出松 にごり酒　たむら 冬期限定。新酒の時期のみ販売の純米にごり酒。口あたりがよくのみやすい一品。

松岡　宏 滋賀県甲賀市土山町前野５１７－２ 0748-67-0216 １９５７年 本醸造　つちやま 地元土山の名を冠した銘酒。きりっとした辛口のお酒。おみやげにも最適。

多賀（株） 522-0355 0749-48-0134 www.sakenotaga.co.jp 正徳元年 多賀 大吟醸　多賀 山田錦を惜しみなく磨き、愛情・情熱を注ぎ、丹精込めて低温でじっくり醸した大吟醸。淡麗で繊細な味わい。

福元　修 滋賀県犬上郡多賀町中川原１０２ 0749-48-1363 info@sakenotaga.co.jp １７１１年 大老 純米酒　多賀秋の詩 多賀町産米「秋の詩」から生まれた純米酒。華やかな香りとふくよかな味わい、円やかな旨みが特長。

（株）岡村本家 529-1165 0749-35-2538 www.kin-kame.co.jp 安政元年 金亀 長寿金亀 長寿金亀のシリーズは精米歩合４０％～９０％までそれぞれ１０％きざみで商品を構成しており味わいが変わります。

岡村　博之 滋賀県犬上郡豊郷町吉田１００ 0749-35-3500 kinkame@silver.ocn.ne.jp １８５４年 大星 黒松金亀 昔ながらの地元の晩酌酒で、旨味が特徴のお酒です。

滋賀酒造（株） 528-0046 0748-62-2001 www.brwady.com/shiga-syuzo/ 大正１４年 貴生娘 貴生娘 辛口だが豊醇な味わいで和食全般に合います。冷をお勧めします。

原　二郎 滋賀県甲賀市水口町三大寺３９ 0748-62-4114 ichichi@mcv.zaq.ne.jp １９２５年 頂（米） 頂 長期貯蔵した、まろやかな口当たり。樫樽貯蔵した商品が特に人気があります。

松瀬酒造（株） 520-2501 0748-58-0009 matsunotsukasa.com 万延元年 松の司 地元の素材を中心に使用しこだわりのお酒を醸します。 全国新酒鑑評会	 金賞(2009) 松の司　生酛純米酒

松瀬　忠幸 滋賀県蒲生郡竜王町弓削４７５ 0748-58-0194 １８６０年 松の司　純米吟醸　竜王産山田錦

上原酒造（株） 520－1512 0740-25-2075 www.ex.biwa.ne.jp/^furo-sen 文久2年 不老泉 不老泉山廃仕込特別純米原酒参年熟成 独得のクセを持つ熟成原酒

上原　忠雄 滋賀県高島市新旭町太田1524 0740-25-5463 furo-sen@ex.bw.dream.jp 1862 亀亀覇 不老泉山廃仕込純米吟醸中汲み無濾過原酒 濃醇で深い味わい。

月の里酒造（株） 520-0861 077－537－0007 月の里

藤沢　祐彦 滋賀県大津市石山寺3－29－9 077－533－3467

音瀬酒造場 522－0201 0749－22－2136 猩々菊

音瀬　歌子 滋賀県彦根市高宮町1079 0749－24－9236

七洋酒造（有） 520－1522 0740－25－2111 若恵比寿

桑原　喜平 滋賀県高島市新旭町新庄1154 0740－25－5780

34
甲賀市水口町の飯道山のふもとに位置しており、その状流水を
使って清酒、本格焼酎を製造しています。

○

35

「お多賀さん」で親しまれる多賀大社が鎮座する滋賀県多賀町
で、鈴鹿の山々から流れ出すミネラル分豊富な水を活かし江戸時
代から酒造りを続けている。

全国新酒鑑評会	 金賞(2011)
大阪国税局清酒鑑評会	 優秀
(2011)

32

33
創業安政元年、彦根藩井伊大老より酒造りを命じられて以来、昔
ながらの手造り醸造を続けております。金亀は彦根城の別名金亀
城より頂いております。

30

31
東海道の宿場町、あいの土山の地酒。恵まれた自然の中ではぐく
まれた昔ながらの味をおたのしみ下さい

生産量がごく少量なので、ていねいな酒造りと販売を心掛けてお
ります。日本酒初心者や、苦手な人にも、ぜひ飲んでいただきた
いと思っております。

28

29
１８７１年創業湖北地方を中心に製造販売しております　清酒の
開発に取組んでいます。

美味し肴に美味し酒。今日も笑顔で笑四季一献。

明治初期に創業。銘柄の由来は淡い桜のような美しいお酒をと願
い「薄桜」と命名。地元滋賀県で収穫された良質な米だけを使
い、酒造り取り組んでいる。

26

27
琵琶湖の東部に位置する当社は、清酒造りに適した気候と水、米
にめぐまれ、高品質な酒づくりを行っています。地域性を考えた
商品開発を行っています。

37

36
昔ながらの酵母を添加しない本格的山廃仕込と木槽天秤しぼりで
全量もろみをしぼっている蔵元です。

要連絡

39

38


