
　　会　長　　岡空　晴夫 〒680-0842　鳥取県鳥取市吉方107-6 （平成25年８月２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）

中川酒造（株） 680-0061 0857-24-9330 www6.ocn.ne.jp/~toyisake/ 文政１１年 いなば鶴 いなば鶴　強力 地元固有の復活米「強力」100％使用した地酒の代表格。

中川　由起夫 鳥取県鳥取市立川町２－３０５ 0857-26-3806 gohriki@mocha.ocn.ne.jp １８２８年 福寿海 福寿海　大吟醸 酒名はおめでたい謡曲「枕慈童」に由来し、美酒による不老長寿を願って命名している。

（有）高田酒造場 681-0003 0857-72-0271 明治４０年 瑞泉 純米　瑞泉 辛口の旨みのあるお酒

高田　睿爾 鳥取県岩美郡岩美町浦富１６９４ 0857-72-3283 zuisen@hal.ne.jp １９０７年

（有）西本酒造場 689-0501 0857-85-0917 元治元年 美人長 純米酒　笑 おだやかな口当りの純米酒です。甘、辛、酸、がバランスよく調和して、ぬる燗でおいしく頂けます。

西本　昇一 鳥取県鳥取市青谷町青谷３９６０ 0857-85-0797 １８６４年 笑 純米大吟醸酒　笑 山田錦を４０％精米にして仕込みました。華やかな吟醸香と、なめらかな口当りです。

（有）山根酒造場 689-0518 0857-85-0730 www.hiokizakura.ne.jp 明治２０年 日置桜 日置桜　純米酒 豊富な旨味成分がお燗でさらに冴えを発揮します。

山根　正紀 鳥取県鳥取市青谷町大坪２４９ 0857-85-0465 hioki@infosakyu.ne.jp １８８７年 日置桜　純米吟醸　伝承強力 どっしりした酸をベースに、緻密で凝縮された旨味を備えます。

（有）太田酒造場 680-0701 0858-82-0611 www1.ocn.ne.jp/~bentenmu/ 明治４２年 辨天娘 純米酒　玉栄 香りは穏やかで爽やかな酸があり、熱めのお燗でお米の味わいが膨らみ、お料理と合う「食中酒」となります。
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05 要連絡
純米酒は全量若桜町産の酒造好適米を使用。仕込みごとにブ
レンドせず熟成させるため、それぞれのお米、更には酒米生

鳥取県酒造組合

鳥取県東部では、最も長い歴史のある蔵。鳥取県個有の酒米
「強力（ごうりき）」を復活させた蔵としても有名です。

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

創業年
（西暦）

要連絡
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01

従来からの普通酒「美人長」に加えて、西本恵美の発案によ
り、「純米酒笑」を新発売。お客様にほほ笑んで頂ける事を
願って、酒造りに励んでいます。

全国新酒鑑評会 金賞
(2010)  入賞(2011)

世に媚びない酒造りを目指します。

太田　義人 鳥取県八頭郡若桜町若桜１２２３－２ 0858-82-0612 bentenmu@lime.ocn.ne.jp １９０９年

諏訪酒造（株） 689-1402 0858-75-0618 www.suwaizumi.jp 安政六年 諏訪泉 諏訪泉　純米吟醸　満天星 口当たり優しく、ふくよか旨口

東田　雅彦 鳥取県八頭郡智頭町智頭４５１ 0858-75-3082 info@suwaizumi.jp １８５９年 諏訪娘 諏訪泉　純米酒 さっぱりと、軽やか辛口

髙田酒造（株） 682-0825 0858-23-1511 shikun.co.jp 明治初年 此君 純米大吟醸　ちくりん まろやかな味と華やかな吟醸香が特徴です。和食と合わせてお楽しみ下さい

髙田　保昌 鳥取県倉吉市西仲町２６３３ 0858-23-1512 takata@shikun.co.jp ちくりん 此君　純米吟醸 さわやかな香りでさらっとした飲み口の日本酒です。飲みやすく、女性にもおすすめです。

元帥酒造（株） 682-0826 0858-22-5020 www.gensui.jp/ 嘉永元年 元帥 大吟醸、元帥 杜氏入魂。山陰の底冷えする風土から生まれた香味バランスのとれたお酒。おさしみ等日本料理とともに。

倉都　祥行 鳥取県倉吉市東仲町２５７３ 0858-22-5021 info@gensui.jp １８４８年 八賢士 八賢士 里見八犬伝ゆかり「八賢士」。飲用に供したと言われる天女伝説・羽衣の井戸の湧水で醸した大吟醸酒。

中井酒造（株） 682-0856 0858-28-0821 www.yasio.net 明治１０年 八潮 八潮 程よいボディのある辛口の酒です。アルコールは１５度～１６度と飲みやすく、温度帯を選ばずどのようなシーンにもあうお酒です。

吉田　明倫 鳥取県倉吉市中河原５５５ 0858-28-0898 yasio@apionet.or.jp １８７７年 二十世紀梨リキュール　ピュアリ（梨） 朝取れの二十世紀梨を１００％使用したリキュールです。砂糖などは一切入れていない梨本来の甘味と香りが楽しめます。また、飲みやすくするために３年寝かしています。

藤井酒造（資） 682-0123 0858-43-0856 www.fujii-sake.co.jp 寛文９年 三朝正宗 三朝正宗　大吟醸 フルーティーな香り、雑味の無いスッキリとした辛口の酒です。刺身など幅広く和食に合います。

藤井　公典 鳥取県東伯郡三朝町三朝８７０－１ 0858-43-0856 info@fujii-sake.co.jp １６６９年 白狼 白狼古酒１９９６年醸造 熟成した角の取れたまろやかな口当りと、深みのある味と香りの辛口の古酒です。

福羅酒造（株） 689-0711 0858-32-2121 www.fukura-syuzou.com 明治２２年 山陰東郷 山陰東郷　純米酒 地元の山田錦を使用した純米酒。生もと造りによる味幅がありキレある味わいにで、食中酒としておすすめのお酒です。

福羅　隆元 鳥取県東伯郡湯梨浜町松崎４５１ 0858-32-2122 info@fukura-syuzou.com １８８９年 福泉 福泉　芳醇旨口　純米大吟醸 香り穏やか、生もとの酒のもつ余韻と酸の効いた切れの良さに、山田錦の柔らかな旨味が伝わります。

大谷酒造（株） 689-2352 0858-53-0111 www.takaisami.co.jp 明治５年 鷹勇 純米吟醸なかだれ 自然に流れ出る“なかだれ”と呼ばれる最良の部分で、しっかりとした旨味とふくよかなでのどごしの良いお酒

大谷　修子 鳥取県東伯郡琴浦町浦安３６８ 0858-53-0112 kuramoto@takaisami.co.jp １８７２年 純米吟醸強力 鳥取県原産の幻の強力米を復活させて造りあげました。丹念に醸した深い味わいと軽快な酸味が特徴です。
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ＩＷＣ シルバーメダル
(2010) ブロンズメダル
(2009)
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10

要連絡

要連絡

○

鳥取県中部東郷湖湖畔の小さな酒蔵です。現在は出雲流の自
家醸造で、生もと（きもと）造りにも取り組み地域に根差し
た酒造りを行っています。

○

ＩＷＣ トロフィー(2010)
ゴールドメダル
(2011/2010)

ン ず熟成さ るた 、それぞれ お米、更 は酒米
産者ごとの味わいを楽しんでいただけます。

諏訪泉のテーマは「幸せな食卓」です。美味しい純米酒で幸
せな食卓作りに貢献したいと思っております。

１８４３年に建造された母屋は文化財に指定される程の貴重
なもので、そこから生まれる日本酒はまた格別な味わいで
す。

創業は嘉永元年。古くから吟醸造りに取り組む。語り伝えら
れた技法を守りつつ、何よりも自然の旨みを大切にした酒造
りを行っている

鳥取県の地で１４０年地酒を造り続けています。水は秀峰
「大山」の伏流水を使用し、米は鳥取県米にこだわっていま
す。二十世紀梨のリキュールも作っています。

外務省のレセプション使用リストに登録されているＩＷＣ古
酒の部ゴールドメダル受賞酒や、２０年以上熟成させたお酒
等早くから熟成酒に力を入れています。

自然に恵まれた山陰を代表する銘酒「鷹勇」は、創業以来一
貫してきめ細やかで爽やかなのどごしの良い辛口の酒を造り
続けています。

鳥取県新酒鑑評会 県知事
賞(2009)全国新酒鑑評会
金賞(2009)全米日本酒歓評
会 金賞(2010) 銀賞(2011)

○

○

○

大谷　修子 鳥取県東伯郡琴浦町浦安３６８ 0858 53 0112 kuramoto@takaisami.co.jp １８７２年 純米吟醸強力 鳥取県原産の幻の強力米を復活させて造りあげました。丹念に醸した深い味わいと軽快な酸味が特徴です。

（株）江原酒造本店 689-2301 0858-52-2203 www.ebara-shuzo.com 明治２６年 伯陽長 伯陽長　大吟醸 山田錦を丹念に磨き上げ、一貫した手造りで丹精込めて仕上げました。フルーティーな味わいです。

江原　康平 鳥取県東伯郡琴浦町八橋１４００ 0858-52-2204 ebara@apionet.or.jp １８９３年 伯陽長　純米吟醸 豊かな自然の中で、技と心が調和し、米の旨みを引き出しコクのあるまろやかな味わいです。

（株）稲田本店 683-0851 0859-29-1108 www.inata.co.jp 延宝元年 トップ水雷 純米吟醸　いなたひめ　強力 鳥取県原産の酒米「強力」を使用した純米吟醸酒。綺麗に澄んだ味わいが特徴です

成瀬　以久 鳥取県米子市夜見町３２５－１６ 0859-29-1112 info@inata.co.jp １６７３年 稲田姫 辛焼酎　なまけ者になりなさい 人気漫画家「水木しげる」の格言と絵を起用。湯割りに最適の濃い口辛焼酎です。

久米櫻酒造（有） 689-4108 0859-68-6555 g-beer.jp 安政２年 久米桜 特別純米酒　八郷 地元産の山田錦を１００％使用し、大山伏流水で仕込みました。爽やかな香りと、口当たりの良い地酒です。

田村　源太郎 鳥取県西伯郡伯耆町丸山１７４０－５０ 0859-68-6556 kumesake@jasmine.ocn.ne.jp １８５５年 八郷 純米吟醸　だいせん 大山の良質な伏流水と５０％に磨き上げた酒米を丹精込めて仕込みました。華やかな香りとやや辛口のお酒です。

千代むすび酒造（株） 684-0004 0859-42-3191 www.chiyomusubi.co.jp/ 慶応元年 千代むすび 千代むすび　純米吟醸　強力 幻の強力で造った純米吟醸酒で、ほのかな香りと、力強いしっかりした味で、海外でも大評判です。

岡空　晴夫 鳥取県境港市大正町１３１ 0859-42-3515  oroshibu@sea.chukai.ne.jp １８６５年 浜の芋太(芋) 浜の芋太 地元の紅芋「金時」を使用し、日本酒の黄麹、酵母によるやさしい芋の風味を引き出しています。

（有）大岩酒造本店 689-4401 0859-75-2404 www.syuhou-iwaizumi.jp/ 明治１０年 秀峰　岩泉 大吟醸　奥大山の雫 奥大山の湧水を仕込み水に使い、酒袋より自然に滴る雫を集めたキレの良いお酒。

大岩　泰彦 鳥取県日野郡江府町江尾１８７２ 0859-75-3535 ooiwa-info@syuhou-iwaizumi.jp １８７７年
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○
中国地方最高峰・国立公園「大山」の自然豊かな麓に酒蔵を
構え、地元の良い水、良い米にこだわり、丁寧な手造りによ
り、豊醇で旨口のお酒を醸しだしています。

地元、鳥取県の酒造好適米（強力・山田錦）を中心に、中国
山地の麓に湧き出る水を使用し、若くて、やる気のある社員
さんによって醸し出す美味しいお酒です。

○

鳥取県新酒鑑評会 県知事
賞(2011) 全国新酒鑑評会
入賞(2011) 秋の広島国税
局鑑評会 優等賞(2011)

17
豊かな自然に恵まれた立地条件のもと、良質な水と地元産の
米を使い昔ながらの製法で飲み手の笑顔を想像しながらこだ
わりのある酒造りを続けています。

13 ○

全国新酒鑑評会 金賞
(2010)　広島国税局清酒品
評会 優秀賞
(2011/2010/2009)　ＩＷＣ

○14

山陰伯耆の国はもとより、広く山陽一円に美酒として名声を
ひびかさんと命名致しました。創業以来品質の向上に努め、
皆様に愛される美酒を醸し出しております。

１６７３年創業、創業以来約３４０年間、山陰日本海の海の
幸に良く合う淡麗で辛口のお酒を醸し続けております。


