
　　会　長　　木下　武文 〒840-0047　佐賀県佐賀市与賀町2-11 （平成２４年１月１日現在）

ＴＥＬ　0952-24-3201　　ＦＡＸ　0952-24-3204

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）

天吹酒造(資) 849-0113 0942-89-2001 www.amabuki.co.jp 元禄時代 天吹 裏大吟醸　愛山 アベリアの花酵母が醸す気品ある香りと酒米と仕込水が柔らかく旨さを表現する。

木下　武文 佐賀県三養基郡みやき町東尾２８９４ 0942-89-3450 info@amabuki.co.jp 山廃　純米　雄町 でしゃばらない香気、しっかりした味わいとキレのよさ山廃仕込は、その味の巾を増幅させる。

田中酒造（資） 840-0004 0952-97-1111 （寛永１７年） 芙蓉 本醸造　酔芙蓉 深い味わいとやわらかな口あたりを備えたドリクアビリティの高い本醸造

田中　美紀 佐賀県佐賀市蓮池町小松３３８ 0952-97-1162 info@sake.fuyo.co.jp １６４０年 菱娘 ひし　焼酎　菱娘 “菱の実”から作られ焼酎、他の焼酎とは明らかに異なる呑み口は一度は試して頂きたい。

窓乃梅酒造（株） 849-0203 0952-68-2001 www.madonoume.co.jp 元禄元年 窓乃梅 大吟醸・香梅・窓乃梅 山田錦を３５％精米した大吟醸、福岡国税局鑑評会で、１３期連続金賞暦、華やかな香りとキレの良い味わい。

古賀　醸治 佐賀県佐賀市久保田町新田１６４０、１８３３ 0952-68-4084 info@madonoume.co.jp １６８８年 蒼天（麦） 肥前竹炭麦焼酎・蒼天 佐賀県産二条大麦１００％使用、減圧蒸留と竹炭濾過によりすっきりした透明感のある味わいを実現。

大和酒造（株） 840-0201 0952-62-3535 www.sake-yamato.co.jp 昭和５０年 肥前杜氏 吟醸　肥前杜氏 淡麗辛口　アルコール分１５度　精米歩合５８％　日本酒度＋１　現代の食文化を考え料理と一緒に楽しめます。

北島　恭一 佐賀県佐賀市大和町尼寺２６２０ 0952-62-3536 info@sake-yamato.co.jp １９７５年 竹伝説（麦） 本格麦焼酎　竹伝説 全国で初めて「竹炭」をろ過剤に使用しスッキリしていて、まろやかな味わいの麦焼酎・アルコール分２５度

（有）吉武酒造場 840-2212 0952-45-1625 推定－江戸時代末期 御宴 本醸造　原酒　“御宴” 豊醇でふくよかな香りが自慢　アルコール度数１８°

吉武　昌一 佐賀県佐賀市川副町犬井道７３５ 0952-45-1625 CBY05014@nifty.ne.jp 推定－１８６０年頃 上撰酒　“御宴” ふっくらと口当りがよく、のどごしさわやかな酒。アルコール度数１５°

小柳酒造（株） 845-0001 0952-73-2003 文化年間 高砂金漿 大吟醸　高砂金漿 好適米山田錦を１００％使った究極の一品。精米歩合３５％、日本酒度＋４。芳醇な香り、洗練された旨さの酒。

小栁　平一郎 佐賀県小城市小城町９０３ 0952-73-4656 taka3n5@agate.plala.or.jp １８０４年～１８１８年 高砂 高砂　庫出し原酒 上槽後一切水を加わえていない濃醇タイプ。「日本酒の旨さが分かる」と愛飲者の声。ＡＬＣ１９％日本酒度－２。

東鶴酒造（株） 846-0012 0952-76-2421 天保 東鶴 東鶴　特別純米酒 平成２１年から発売しています。呑み飽きしないやさしい味わいのお酒。冷酒、お燗と幅広く活躍します。

野中　保圀 佐賀県多久市東多久町別府３６２５－１ 0952-76-2432 qqhf22y9n@ray.ocn.ne.jp １８３０年 東鶴　純米吟醸酒 平成２１年から発売しています。やさしい吟醸香としっかり旨味がのった味わいが特徴のお酒

鳴滝酒造（株） 847-0824 0955-74-3125 mpn.cjn.or.jp/narutaki/ 昭和４９年 聚楽太閤 聚楽太閤　純米吟醸 淡麗やや辛口。仕込水と同じ水系の水で育てた特別な山田錦を全量使用。淡白な味わいの料理との相性が抜群。

古舘　正典 佐賀県唐津市神田３２７２－１ 0955-74-3126 narutaki@vc1.people-i.ne.jp １９７４年 大唐津 聚楽太閤　本醸造 濃醇やや甘口。酒のうまみにあふれた豊かな味わいは、連綿と続く九州伝統の味を今に伝える。最高の食中酒。

小松酒造（株） 849-3211 0955-62-2408 江戸末期 万齢 万齢　特別純米酒 弊社の中心となるお酒。精米歩合５５％。使用米はすべて地元契約の山田錦と西海を使用。

小松　大祐 佐賀県唐津市相知町千束１４８９ 0955-62-3031 おおち(米） おおち 清酒製造の技術を随所に応用した独自の三段仕込みで醸した純米焼酎。麹米は酒造好適米を使用。

（名）樋渡酒造場 848-0022 0955-23-2332 明治６年 万里長 上撰　万里長 地元から熱烈に愛される酒は、くせのない辛口が身上。

樋渡　一孝 佐賀県伊万里市大坪町乙４４８２ 0955-23-2306 hiwatashi@hb.tp1.jp １８７３年 太洋潮 純米酒　万里長 口に含むと広がる芳醇な香り。後口すっきりに仕上っております。

（株）田中酒造 848-0101 0955-25-0003 明治元年頃 弓取 弓取 口当りが良く、ひきしまった味。昔、伊万里では相撲が盛んで弓取式からこの名を付けました。

田中　興人 佐賀県伊万里市波多津町辻９０５ 0955-25-0003

古伊万里酒造（有） 848-0034 0955-23-2516 明治４２年 古伊万里 古伊万里　純米吟醸 米の旨味と切れある口当りに吟醸香は絶妙なバランス！です。佐賀県産山田錦１００％使用。

前田　くみ子 佐賀県伊万里市二里町中里甲３２８８－１ 0955-23-8560 ko-imari@po.soganet.ne.jp 古伊万里　前 古伊万里　前　純米酒 蔵の新時代を築く酒、前（さき）。限定流通酒として販売しています。

宗政酒造（株） 844-0014 0955-41-0020 www.nonnoko.com/ 昭和６０年 のんのこ黒（他） のんのこ黒 佐賀県産の麦・米を原料に黒麹仕込を行い、竹炭貯蔵、熟成、ろ過によりすっきりとした味わいに仕上げました

宗政　寛 佐賀県西松浦郡有田町戸矢乙３４０－２８ 0955-41-0021 munemasa@nonnoko.com １９８５年 宗政 宗政　純米吟醸酒 日本酒度－１５度の超甘口純米吟醸酒。原料は佐賀有田産山田錦１００％。酸味と甘味のバランスが絶妙の一品

井手酒造（有） 843-0301 0954-43-0001 URL:www.toranoko.co.jp 明治元年 虎之児　杜氏の誉 虎之児　大吟醸　杜氏の誉 山田錦３５％精白のしずくしぼりした口当りの優しいほのかに吟醸香のたゞよう最上級の日本酒です

井手　洋子 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙８０６－１ 0954-43-0002 de@toranko.co.jp １８６６年 虎之児　 虎之児　上撰酒 やや甘口ながらとても飲み易い清酒常温ぬる燗熱燗でも美味しく飲め昔の一級酒　どんな料理にも合性がいい

瀬頭酒造（株） 849-1425 0954-66-2014 寛政元年 東長 金紋・東長 酸味料や甘味を人工的に一切使用せず、伝統的な三段仕込みにより生まれたお酒です。

瀬頭　平治 佐賀県嬉野市塩田町五町田甲３１１７ 0954-66-2023 １７８９年

五町田酒造（株） 849-1425 0954-66-2066 www.azumaichi.com 大正１１年 東一 東一　雫搾り　大吟醸 袋吊り斗瓶貯蔵酒。南国フルーツ系の香りと旨味、酸味が調和した個性的で重厚感のある酒質です。

瀬頭　一平 佐賀県嬉野市塩田町五町田甲２０８１ 0954-66-5470 setoh@azumaichi.com １９２２年 日本一 東一　山田錦　純米酒 米の旨味を充分に引きだす様に醸造しました。まろやかな風味で、食中酒として最適でぬる燗もお勧めです。

矢野酒造（株） 849-1311 0954-63-2008 www.yanoshuzou.jp 寛政８年 竹の園 肥前蔵心　純米吟醸 ほどよい吟醸香と淡麗で落ちついた味わいです。食中酒にぴったりの逸品。全米日本酒歓評会三年連続金賞。

矢野　善紀 佐賀県鹿島市高津原３９０３－１ 0954-63-2363 yanosake@mocha.ocn.ne.jp １７９６年 肥前蔵心 肥前蔵心　生酛純米 酸味と旨味が絶妙に調和した濃醇な純米酒。複雑で懐の深い味わいで料理との相性抜群。燗酒にも向きます。

（有）馬場酒造場 849-1315 0954-63-3888 www.nogomi.co.jp 寛政７年 能古見 能古見　大吟醸 華やかな香りの中に、ソフトな味わいや旨味が出ている。食前酒におすすめ。

馬場　第一郎 佐賀県鹿島市三河内乙１３６５ 0954-63-3889 info@nogomi.co.jp １７９５年 芳薫 能古見　純米吟醸 メロンやバナナを思わせるやんわりとした味のある果実香、食中酒としても最適

幸姫酒造（株） 849-1321 0954-63-3708 www.sachihime.co.jp/ 昭和９年 幸姫 大吟醸　幸姫 精米歩合３８％の山田錦を使用。アルコール度数１７度、日本酒度＋５。上品な上立香が特徴です。

峰松　幸弘 佐賀県鹿島市古枝甲 599 0954-63-3709 sachi-2@po.asunet.ne.jp １９３４年 特別純米酒　幸姫 精米歩合６０％の山田錦を使用。アルコール度数１５度、日本酒度＋３。常温・冷酒・お燗でお楽しみ頂けます。

（資）光武酒造場 849-1322 0954-62-3033 www.kinpa.jp/ 元禄元年 金波 上撰金波 まろやかな味でありながらキレがある定番の清酒。アルコール度数１５度。おでんを肴に、常温でどうぞ。

光武　博之 佐賀県鹿島市浜町乙２４２１ 0954-62-3075 info@kinpa.jp １６８８年 魔界への誘い（芋） 黒麹芋焼酎　魔界への誘い 香り味わいのまろやかさが特徴の芋焼酎。アルコール度数２５度。焼鳥を肴に、ロックかお湯割りでどうぞ。

銘　　柄

佐賀鍋島藩支藩蓮池藩の献上蔵として創業。１９８０年から全国
で唯一の“菱の実”の焼酎を販売している。

20

14

15

16

17

18

19

02

03

04

05

Ｎｏ
ホームページアドレス

（Ｅメールアドレス）

13

12

11

07

10

08

09

06

全国新酒鑑評会	 入賞(2011)

全国新酒鑑評会	 金賞(2011)
福岡国税局酒類鑑評会	 金賞
(2011)

○

全国新酒鑑評会	 入賞
(2011/2009)	 福岡国税局酒類
鑑評会	 金賞(2011)

要連絡

要連絡

福岡国税局酒類鑑評会	 金賞
(2010/2009)

モンドセレクション	 最高金
賞(2011/2010/2009)

要連絡

福岡国税局酒類鑑評会	 金賞
(2010)

福岡国税局酒類鑑評会	 金賞
(2011/2010/2009)	 全米日本
酒歓評会	 金賞
(2011/2010/2009)

○

○

山紫水明な場所に位置し、多良岳山系の伏流水と地元契約栽培に
よる山田錦を使い、オーナー杜氏によって醸した小蔵です。お客
様より「信頼される蔵」を目ざします。

昭和９年創業。現在は観光酒蔵として常時見学が可能（正月を除
く）。清酒以外にも、地酒ソフトクリームやどぶろくアイス等の
甘味も好評です。

私達は「お酒を通じた幸福の想像」「手造り・原料にこだわった
本物の酒造り」を更に追求し、「一度飲めば人にも飲ませたくな
る」ような酒造りを目指しています。

全国酒類鑑評会	 入賞(2009)
福岡国税局酒類鑑評会	 金賞
(2010)

○

寛政元年創業。大正九年法人化をきっかけに「東長」を発売命名
したのは当時の政友会総裁で首相であった原敬でした。

「伝統の中からの革新」を合言葉に時流を的確につかみ、昔から
の酒造りの伝統は守りながらも一つ一つの製品の品質向上には絶
え間のない努力を続けています。

○

全国新酒鑑評会	 金賞(2009) 要連絡

全国新酒鑑評会　金賞(2010)

創業二百余年。小規模ながらも地元に根づいた商売で市民から親
しまれています。妙なこだわりを持つことなく出来ることを丁寧
に確実にこなす造りを行なっています。

名水と佐賀米穀倉地小城の地で創業来２００年、地元の方々に支
えられてきました。母屋、酒倉、レンガ煙突等１４件が国の文化
財、佐賀県遺産に登録されている。

「米から育てる酒造り」酒米山田錦を蔵人が周囲の田圃で育てて
います。ここ数年、温暖化の影響で米が硬い年がありますが、米
質に対応した酒造りをしています。

創業明治元年の酒蔵は佐賀県嬉野温泉の中心部の長崎街道筋にあ
り蔵の裏には嬉野川が流れています　銘柄虎之児は、とらのこを
はたいても飲みたくなる日本酒です

天保元年創業以来、地元に愛される酒造りをして参りました。天
山山系の地下水と厳選したお米を使い、日々品質向上に努めてい
ます。

天下人の伝説に彩られる名水の地に蔵を構える、九州の銘酒蔵で
す。柔かな仕込水の特性を活かし、口当り優しくのど越しなめら
かな酒造りを誇りとしています。

平成２年に製造休止した蔵を七代目当主が自ら杜氏として平成１
０年に製造を復活。小さくてもキラリと輝く酒蔵でありたいと考
えています。清酒は全量好適米使用。

創業明治６年。伊万里中心市街地より３ｋｍ東部に位置し、蔵の
東にそびえる今岳山の伏流水を仕込水とし、肥前杜氏、倉人、家
人と和をもって酒を醸しております。

明治初期に創業し現在は地元を中心に漁師町という土地柄、酒好
きな漁師たちに人気があり熱烈なファンが多いです。

日本酒造り一筋　１００年。米・水・技が醸す伝統の味を焼き物
の里佐賀。伊万里で守り続けます。

○

全米日本酒歓評会	 入賞
(2011/2010)

１６８８年創業以来、日本酒文化の担い手としてより多くの方が
日本酒に親しんでくださるように「良品適価を心掛け、伝統と日
本酒文化の花を咲かせて参ります。

こだわりの「水」「米」で肥前の杜氏が厳冬の頃、丹誠込めて造
り古き良き伝統と技をもって、安心・安全をモットーに新しい食
文化を応援します。

地酒の持つ雰囲気とうまさを伝え、人々から愛され続ける酒。そ
れが「御宴」（ぎょえん）

要連絡

福岡国税局酒類鑑評会	 金賞
(2011/2010)

要連絡

佐賀県酒造組合

酒を醸す酵母は花酵母、個性のある酵母たちが味の違いを表現す
る。一蔵元でこれほど異なる味と香りが楽しめる蔵元は少い。

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
(2011/2010)	 入賞(2009)

○

蔵元　メッセージ
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