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～会場図～

～出品状況～
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特定名称

【常温】（Room temperature）

《鳥取県》（Tottori Prefecture）

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

2

元帥酒造株式会社
げんすい　うつぶきのくら

純米吟醸酒 720ml  1,667元帥　打吹の蔵

倉吉市
新酒です。まだまだ荒い感じはしますが、新鮮さを十分感じていただける純米吟醸です。
含むときの心地よさを感じて下さい。

0858-22-5020

1

大谷酒造株式会社
じゅんまいぎんじょう　なかだれ

純米吟醸酒 720ml  1,740純米吟醸　なかだれ

東伯郡琴浦町 華やかな吟醸香は米の旨味と甘みを感じさせ、酸味とのバランスも良く切れのある酒で
す。『なかだれ』と呼ばれる最良の部分だけを瓶詰めした逸品です。食中酒にオススメで
す。0858-53-0111

4

福羅酒造株式会社
さんいんとうごう　たまさかえ　すたー（からくち）　さんこうちょうらべる

純米酒 720ml  1,500山陰東郷　玉栄　☆　サンコウチョウラベル

東伯郡湯梨浜町 鳥取県中部東郷湖畔（湯梨浜町）に在する小さな蔵元。町の鳥である三光鳥（サンコウ
チョウ）と銘柄の山陰東郷の由来の東郷湖をモチーフにラベルデザインしました。数値で
なく（頭ではなく）、身体で感じてください。 は甘口（日本酒度マイナス）、☆は辛口（日
本酒度プラス）のお酒です。

0858-32-2121

3

藤井酒造合資会社
みとくざくら

純米吟醸酒 500ml  2,408三徳桜

東伯郡三朝町
1985年に醸造したやや辛口の長期熟成原酒です。長期熟成したことで味がまろやかな
酒。

0858-43-0856

6

有限会社大岩酒造本店
しゅうほういわいずみ　じゅんまいぎんじょう

純米吟醸酒 720ml  1,500秀峰岩泉　純米吟醸

日野郡江府町 鳥取県の西部地区を流れる清流「日野川」の源流域日南町産の五百万石を使用し醸し
た逸品。米の旨みと芳醇な香り、まろやかな口当たりで深くてコクのある味わいはまさに
極上の純米酒ならでは。（奥大山の水仕込）0859-75-2404

5

福羅酒造株式会社
さんいんとうごう　たまさかえ　はーと（あまくち）　さんこうちょうらべる

純米酒 720ml  1,500山陰東郷　玉栄　 　サンコウチョウラベル

東伯郡湯梨浜町 鳥取県中部東郷湖畔（湯梨浜町）に在する小さな蔵元。町の鳥である三光鳥（サンコウ
チョウ）と銘柄の山陰東郷の由来の東郷湖をモチーフにラベルデザインしました。数値で
なく（頭ではなく）、身体で感じてください。 は甘口（日本酒度マイナス）、☆は辛口（日
本酒度プラス）のお酒です。

0858-32-2121

8

千代むすび酒造株式会社

ちよむすび　じゅんまいごうりき　ろくじゅう

純米酒 720ml  1,250千代むすび　純米強力　60

境港市 鳥取県独自の酒米「強力」を60％精米した純米酒。低温にて熟成させ強力米の特徴を
引き出しています。穏やかな香りと滑らかな喉越し、奥深い旨味のあるお酒です。普段飲
みに最適な純米酒です。0859-42-3191

7

千代むすび酒造株式会社

ちよむすび　とくべつじゅんましゅ

特別純米酒 720ml  1,150千代むすび　特別純米酒

境港市 ふくよかな香りと華やかな吟醸香が特徴です。洋菓子系の甘味に加えて、力強くどっしり
とした味がします。低コストで提供し続けている千代むすびのベストセラー。酵母の良さを
最大限に引き出しています。0859-42-3191
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特定名称

《島根県》（Shimane Prefecture）

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

102

米田酒造株式会社
とよのあき　ゆずしゅ

- 500ml  1,200豊の秋　ゆず酒

松江市 島根県美都町産100％のゆず果汁と県産米100％使用の純米酒をブレンドしたリキュー
ル。自然な酸味と苦味が効いて甘さ控えめ。サッパリとした飲み口で、喉を通った後も鼻
に抜ける香りが持続し余韻が楽しめる。よく冷やしてストレート、オンザロック、ソーダ割り
で美味しく飲める。

0852-22-3232

101

李白酒造有限会社
りはく　じゅんまいぎんじょう　わんだりんぐ　ぽえっと

純米吟醸酒 720ml  1,560李白　純米吟醸　WANDERING POET

松江市 ワンダリング・ポエット（吟遊詩人）のニックネームでアメリカをはじめ、広く海外でも愛飲さ
れている純米吟醸です。まろやかな味わいと、すっきりとした中にもコクのある含み香、そ
してのどギレの良さが特徴です。0852-26-5555

104

簸上清酒合名会社
じゅんまいぎんじょう　ななかんば　いちばんにんき

純米吟醸酒 720ml  1,650純米吟醸　七冠馬　一番人気

仁多郡奥出雲町
キウイ、りんごを思わせる香りが控えめに立ち、ほどよい味わいで飽きのこない酒質。飲
みやすいクセの無い味わいで、あわせる料理の幅も広い。

0854-52-1331

103

吉田酒造株式会社
がっさん　とくべつじゅんまい　いずも

特別純米酒 720ml  1,152月山　特別純米　出雲

安来市
柔らかな味わいとほのかに香る果実様香が次の盃を誘う、食中酒として最適です。

0854-32-2258

106

奥出雲酒造株式会社
にたまい　こしひかり　じゅんまいだいぎんじょう

純米大吟醸酒 720ml  2,000仁多米　コシヒカリ　純米大吟醸

仁多郡奥出雲町 地域のお米でおいしいお酒をコンセプトに地元仁多米コシヒカリを使用してお酒を醸し
上げました。やわらかな香りとスッキリとしたキレが特徴で昨年、アメリカのニューヨークで
開催された歴史あるワインコンテストUltimate wine challenge2017にてSAKEカテゴリ-純
米大吟醸部門にて、最高賞となるチェアマンズトロフィーを獲得しました。

0854-57-0888

105

簸上清酒合名会社
じゅんまい　ななかんば

純米酒 720ml  1,210純米　七冠馬

仁多郡奥出雲町 島根を代表する酒米、五百万石だけで造った純米酒。辛口だが口中では少し甘味を感
じる。喉越しはすっと軽やかで、後味はきれいにキレる。燗で油ののった焼魚と相性が良
い。0854-52-1331

108

旭日酒造有限会社
じゅんまいしゅ　じゅうじあさひ　ごひゃくまんごく

純米酒 720ml  1,300純米酒　　旭日　五百万石

出雲市 島根県産の五百万石を使用し、元気に発酵させ、火入れした後に程良く熟成させてから
加水調整して出荷する商品。昔ながらの飾らない味わいと、味の丸さや落ち着きを大切
にしたタイプで常温でも燗でも普段の料理をより楽しませてくれる。この定番酒を基本に、
米違い造り違いで酒の楽しみの幅を表現したい。

0853-21-0039

107

奥出雲酒造株式会社
にたまい　じゅんまいぎんじょう　はなこうぼ

純米吟醸酒 720ml  1,400仁多米　純米吟醸　花酵母

仁多郡奥出雲町 地域のお米でおいしいお酒をコンセプトに地元仁多米コシヒカリを使用してお酒を醸し
上げました。東京農大にて分離された花酵母を使用し、重厚感のある香りと味わいが楽
しめる純米吟醸酒となります。第1回となるフランス開催のKURA MASTER2017　純米の
部にて金賞を受賞したお酒となります。

0854-57-0888
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特定名称

 1,400天穏　特別純米　馨

出雲市 島根県産好適米「佐香錦」を使用。軽快で綺麗な口当たり、後半に味わいが膨らむ。9号
系酵母の控え目な香りと澄んだ味わいで食中酒として料理を引き立てる。特に淡白な味
との相性が良い。まずは常温でそして燗酒で。0853-21-0434

110

一宮酒造有限会社
いわみぎんざん　とくべつじゅんまい

特別純米酒 720ml

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

109

板倉酒造有限会社
てんおん　とくべつじゅんまい　かおる

特別純米酒 720ml

 1,300理可　純米吟醸　「つや姫」

大田市 食用米として有名な「つや姫」（島根県大田市産）を100％使用したお酒。お米好きの造り
手が、自分の好きな食用米でお酒を造りたいという思いからできました。お料理と合わせ
てお飲み下さい。0854-82-0057

112

若林酒造有限会社
かいしゅん　おん

純米酒 720ml

 1,320石見銀山　特別純米

大田市
幻の酒米「改良八反流」（島根県大田市産）を100％使用した特別純米酒。ほどよい吟醸
香とお米の旨みも感じられるお酒です。お料理と合わせて、冷やorぬる燗でどうぞ。

0854-82-0057

111

一宮酒造有限会社
りか　じゅんまいぎんじょう　つやひめ

純米吟醸酒 720ml

 1,250純米　改良雄町　60

邑智郡邑南町
島根県の酒米「改良雄町」を使用し醸造。当社の蔵人自ら栽培しました。改良雄町特有
のふくらみのある味わいが特徴です。

0855-88-0008

114

加茂福酒造株式会社
しにがみ

- 720ml

 1,574開春　 

大田市
「精米歩合90％」「酵母無添加生 仕込」「木桶仕込」と、クラシックな取組で醸しました。
個性的な味わいです。

0855-65-2007

113

池月酒造株式会社
じゅんまい　かいりょうおまち　60

純米酒 720ml

 1,350扶桑鶴　特別純米酒

益田市
麹米「五百万石」、掛米「佐香錦」を使用。華やかな香りは求めず、米本来の旨味、味わ
いを楽しめるお酒を目指しました。常温からお燗でお楽しみください。

0856-23-2263

116

合資会社石州酒造
じゅんまいだいぎんじょう　かせん

純米大吟醸酒 720ml

 1,375死神

邑智郡邑南町
濃い味、（古酒を思わせる）独特の香り。淡麗辛口とは真逆なコンセプトのお酒です。

0855-95-0318

115

株式会社桑原酒場
ふそうづる　とくべつじゅんまいしゅ

特別純米酒 720ml

 2,900純米大吟醸　華泉

鹿足郡津和野町 華泉酒造純米酒の中で最高ランクに位置づけられている商品です。使用米は津和野産
の佐香錦を40%まで精米しました。仕込水には秀峰青野山の伏流水を使用した、全てが
津和野産の純米大吟醸です。香り立つ見事な吟醸香とふくよかな味わいです。0856-72-0036

5



特定名称

特定名称

117

合資会社石州酒造
くらだしげんしゅ　かせん

- 720ml  1,370蔵出原酒　華泉

鹿足郡津和野町 古くから華泉を代表する看板酒です。アルコール度数は19.5度と強いお酒で一度飲ん
だら癖になる味わいです。口当たり甘く、のど越しはガツンとくる飲み口、冷酒かロックが
おすすめです。0856-72-0036

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

119

株式会社右田本店
そうみ　さかにしき　とくべつじゅんまいしゅ

特別純米酒 720ml  1,100宗味　佐香錦　特別純米酒

益田市 日本酒本来の美味しさ、飲みやすさを多くの方に知ってもらう為に、すっきりとした飲み口
で、お米の旨味を感じることのできる日本酒に仕上げています。お手ごろの価格で気軽
に飲んでいただける商品です。0856-23-0028

118

古橋酒造株式会社
じゅんまいだいぎんじょう　ういじん

純米大吟醸酒 720ml  2,762純米大吟醸　「初陣」

鹿足郡津和野町
津和野産酒米の佐香錦を使い醸造した純米大吟醸です。フレッシュな香りと爽快な甘み
と酸味が特徴の口当りのとても優しいお酒です。

0856-72-0048

《岡山県》（Okayama Prefecture）

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

120

隠岐酒造株式会社
おきほまれ　じゅんまいぎんじょう

純米吟醸酒 720ml  1,409隠岐誉　純米吟醸

隠岐郡隠岐の島町
キレの良いスッキリした酸味を特徴とするお酒です。香りは上品で食中酒としてお楽しみ
いただけます。肴を選ばない辛口の純米吟醸酒をご堪能下さい。

08512-2-1111

202

宮下酒造株式会社
だいぎんじょう　きわみひじり　むかししぼり　とびんどり

大吟醸酒 720ml  4,300大吟醸　極聖　昔搾り　斗瓶どり

岡山市中区
酒造好適米である「山田錦」を35％まで磨き、じっくりと低温で熟成させました。吟醸香と
味のバランスのよさをめざし、さわやかさとまろやかさを追求したお酒です。

086-272-5594

201

宮下酒造株式会社
じゅんまいぎんじょう　にだんじこみおまちまい100％　びぜんこじまざけ

純米吟醸酒 500ml  3,000純米吟醸　二段仕込　雄町米100%　備前児島酒

岡山市中区 味わいは、麹歩合が33％と高く、汲水歩合が78％と低いため、米のアミノ酸が多く、濃厚
な味わいとなっています。また、二段仕込により酸味が高くなり、酸が濃厚な味わいのア
クセントとなり、バランスをとっています。086-272-5594

204

萬歳酒造株式会社
さつきこころ　せいこんいってき

純米吟醸酒 720ml  1,500さつき心　精魂一滴

岡山市北区 原料米を高精米。中心部に存在する最も良質なデンプン質（心白）を使用。現代の化学
調味料による味わいと対極的、穏やか・落ち着き・品格ある味を追求し杜氏と蔵人の和に
より「精魂一滴」醸しております。086-222-3836

203

宮下酒造株式会社
きわみひじり　じゅんまいだいぎんじょう　たかしまおまち

純米大吟醸酒 720ml  5,000極聖　純米大吟醸　高島雄町

岡山市中区 幻の米"高島雄町"を精米歩合38％まで磨き、岡山の豊かで良質な水と伝統的な備中杜
氏の技術で醸し出しました。華やかで上品な吟醸香とふくらみのあるまろやかな味わい
が特徴です。086-272-5594

6



特定名称

 1,153マスカット酒

瀬戸内市 清酒千寿にマスカットシロップをブレンドしたリキュール。まずアイスをご用意いただき、オ
ンザロックまたはミネラルウォーターやソーダ水で割ってお召し上り下さい。食前酒や食
後酒にぴったりです。0869-34-2002

206

髙祖酒造株式会社
せんじゅ　じゅんまいぎんじょう　からこおどり

純米吟醸酒 720ml

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

205

髙祖酒造株式会社
ますかっとしゅ

- 720ml

 3,000桃の里　大吟醸

赤磐市

ソフトで上品な味わい。
086-955-0130

208

室町酒造株式会社
おまちまい　じゅんまいぎんじょう　むろまち

純米吟醸酒 720ml

 1,400千寿　純米吟醸　唐子踊

瀬戸内市 すっきりした飲み口の純米吟醸酒（日本酒度+2）。岡山県産朝日米にこだわり、丹波杜
氏の匠の技で醸しています。和食だけでなく、白身魚のカルパッチョやムニエル等の洋
食にもマッチします。0869-34-2002

207

赤磐酒造株式会社
もものさと　だいぎんじょう

大吟醸酒 720ml

 5,000櫻室町　極大吟醸　室町時代

赤磐市 最高級の酒米赤磐産「雄町米」40％まで磨き、名水百選「雄町の冷泉」を仕込水に用い
た大吟醸原酒。長期低温発酵によるふくよかな味わいと口に広がる甘い香りが心地よく
感じるこだわりの逸品です。086-955-0029

210

室町酒造株式会社
さくらむろまち　おまちまい80％　せいはくじゅんまいしゅ　かんどうのであい

純米酒 720ml

 2,400雄町米　純米吟醸　室町

赤磐市 最高級の雄町米圃場地瀬戸地区（34軒全員がエコファーマー）栽培の「雄町米」と名水
百選「雄町の冷泉」を仕込水に用いた純米吟醸酒。雄町米特有の旨味と甘い香りが心地
よいこだわりの逸品です。086-955-0029

209

室町酒造株式会社
さくらむろまち　きわみだいぎんじょう　むろまちじだい

大吟醸酒 720ml

 730本町　泡雪

倉敷市 上質の県産朝日米で醸した純米荒走りのスパークリングです。一般的な商品よりもアル
コール度数とガス圧を高目に設定してあり、ドライに仕上げております。甘くない大人のス
パークリングです。カンパイ酒にどうぞ。086-422-0252

212

嘉美心酒造株式会社
びっちゅうりゅう　だいぎんじょう

大吟醸酒 720ml

 1,800櫻室町　雄町米80%　精白純米酒　感動の出会い

赤磐市 最近お米を磨けばよいという風潮があり、高精白での酒造りが多い中、あえて20％しか削
らない80％低精白の白米を用いた昔ながらの酒造りを行い、雄町米が本来持っている旨
味・力強さを引き出した辛口純米酒です。086-955-0029

211

森田酒造株式会社
ほんまち　あわゆき

純米酒 300ml

 1,300備中流　大吟醸

浅口市 やわらかい吟醸香と軽めのアルコール度数が織りなす淡麗で上品な飲み口。少し辛め
のスッキリとした味は女性にピッタリです。ワイングラスでおいしい日本酒アワード2015年
から3年連続の最高金賞受賞の逸品です。0865-54-3101

7



特定名称

213

嘉美心酒造株式会社
おまち　じゅんまいぎんじょう

純米吟醸酒 720ml  1,450雄町　純米吟醸

浅口市
岡山県矢掛町の農家で契約栽培した雄町米を使用した純米吟醸です。自社酵母を使う
ことで、味は淡麗で甘い華やかな香りの高いお酒に仕上りました。

0865-54-3101

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

215

菊池酒造株式会社
さんぜん　じゅんまいだいぎんじょう　やまだにしき

純米大吟醸酒 720ml  3,000燦然　純米大吟醸　山田錦

倉敷市 磨き上げた山田錦を卓越した吟醸造りの技と伝統的な手作りの方法で丁寧に醸しまし
た。華やかで芳醇な吟醸香ときめ細かい米の旨さが絶妙にバランスされた贅沢なお酒で
す。ご家庭から特別なシーンまで、ご贈答用にも。086-522-5145

214

菊池酒造株式会社
きむらしき　きせきのおさけ　じゅんまいぎんじょう　おまち

純米吟醸酒 720ml  1,700木村式　奇跡のお酒　純米吟醸　雄町

倉敷市 「奇跡のりんご」で知られる肥料・農薬を使用しない木村式自然栽培で収穫した岡山県
産雄町米で醸したお酒です。55％まで磨いたこの雄町米の、芳醇な香りと、ふくよかな旨
みがのった純米吟醸酒。ご家庭からご贈答まで。086-522-5145

217

平喜酒造株式会社
きへい　じゅんまいぎんじょう　きおけじこみ

純米吟醸酒 720ml  1,650喜平　純米吟醸　木桶仕込

浅口市 昔に行われていた木桶での酒造りを復活させました。木桶の特長を楽しんで頂く為に、
搾ったそのまま、無ろ過の原酒にて製品としました。岡山県産の雄町米を厳選し、やわら
かく膨らみのある個性的な味わいがあります。0865-44-2122

216

菊池酒造株式会社
さんぜん　とくべつじゅんまい　おまち

特別純米酒 720ml  1,250燦然　特別純米　雄町

倉敷市 岡山が誇る酒米「雄町」にこだわり、備中流の匠の酒造りの技で、幅のあるまろやかな旨
みを引き出した純米酒。料理との相性抜群のお酒です。冷酒からぬる燗まで幅広くお楽
しみいただけます。ご家庭用からご贈答まで。086-522-5145

219

丸本酒造株式会社
かもみどり　じゅんまい

純米酒 720ml  1,060かもみどり　純米

浅口市
しっかりとした酸と米の旨みの効いた芳醇な味わいの純米酒。温度帯も幅広く、冷やから
お燗までお楽しみ頂けます。

0865-44-3155

218

平喜酒造株式会社
ちょうとくせん　きへい　じゅんまいだいぎんじょう　おまちのしずく

純米大吟醸酒 720ml  2,050超特撰　喜平　純米大吟醸　雄町の雫

浅口市
岡山県産雄町米を使用し、昔ながらの手造りで醸造しました。出来たお酒に手を加え
ず、無ろ過原酒そのまま瓶詰しました。お酒本来の旨味・風味が特徴です。

0865-44-2122

220

山成酒造株式会社
だいぎんじょう　ろうろのさと

大吟醸酒 720ml  1,527大吟醸　朗廬の里

井原市
当蔵の清酒は岡山県産の酒造好適米、山田錦を使用した、寒造りです。漢学者、阪谷
朗廬先生の名前を冠したお酒です。

0866-72-0001

8



特定名称

特定名称

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

221

白菊酒造株式会社
たいてんしらぎく　じゅんまい　みきにしき

純米酒 720ml

 1,407三光正宗　純米雄町

新見市
地元新見産雄町米を100％使用。

0867-94-3131

223

合資会社多胡本家酒造場

かもいつは　じゅんまいしゅ

純米酒 720ml

 1,300大典白菊　純米　造酒錦

高梁市
世界唯一の酒米で醸した、香り高くすっきりとした味わいと切れ味のバランスの良いお酒
です。

0866-42-3132

222

三光正宗株式会社
さんこうまさむね　じゅんまいおまち

純米酒 720ml

 1,343宙狐　純米原酒

美作市
秋上がりする力強さのある酒質。

0868-78-2059

225

難波酒造株式会社
さくしゅうむさし　けんごうげきから

- 720ml

 980加茂五葉　純米酒

津山市 自家所有の田んぼで栽培した日本晴を原料米とし、中国地方の秀峰那岐山麓から流れ
る加茂川の伏流水をくみあげ、それに熟練の名工たちの技を加えた吟醸造りの純米酒で
す。0868-29-1111

224

有限会社田中酒造場
ちゅうこ　じゅんまいげんしゅ

純米酒 720ml

301

中国醸造株式会社
いちだい　みせん　じゅんまいぎんじょう　げんしゅ

純米吟醸酒 720ml  1,238一代　弥山　純米吟醸　原酒

廿日市市
吟醸香の中に「こいおまち」のふくよかな味わいと「八反錦」の後切れの良さを併せ持つ
呑み飽きしない酒質を目指して造ったお酒です。

0829-32-2111

《広島県》（Hiroshima Prefecture）

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

 1,320作州武蔵　剣豪激辛

津山市
思い切り辛いお酒ですが原酒なので、グラスのお酒に氷を1個だけ入れるのをおすすめ
します。

0868-27-0008

303

相原酒造株式会社
うごのつき　とくべつじゅんまい　じゅうさんや

特別純米酒
720ml/
1,800ml

\1,350/
\2,700雨後の月　特別純米　十三夜

呉市 美しい月を連想させる心やすらぐお酒。スルスルと流れるような飲み口。飽きのこない、こ
の1本は、食前酒だけでなく、食中酒にもかかせない！13度でありながら、味が薄くならな
いよう仕上げました。0823-79-5008

302

相原酒造株式会社
じゅんまいぎんじょう　うごのつき　やまだにしき

純米吟醸酒 1800ml  2,850純米吟醸　雨後の月（山田錦）

呉市 日本食に合う食中酒、フレッシュ、フルーティーで軽やかに飲めるお酒として醸しました。
山田錦らしい甘酸の調和した旨み、適度に華やかな香りと透明感を持ち合わせた上品な
装いを感じるお酒です。0823-79-5008

9



特定名称

 1,600華鳩　純米吟醸　中汲み

呉市 心地良い穏やかな香りときれいに澄んだ透明感のある酒質は弊社が立地する穏やかな
瀬戸内海に浮かぶ倉橋島の風景のようです。熊本酵母の特性と中汲みを取ることにより
軽快な後味が得られた、スイスイ杯が進んでしまう純米吟醸酒です。0823-52-1234

305

林酒造株式会社
みたにはる　じゅんまいだいぎんじょう

純米大吟醸酒 720ml

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

304

榎酒造株式会社
はなはと　じゅんまいぎんじょう　なかぐみ

純米吟醸酒 720ml

 1,250宝剣　純米酒

呉市 酒蔵内に湧き出る湧水を仕込水として使用した。食事と共においしく飲める味わい深い
純米酒。燗でも冷やでもおいしくいただける。広島県産酒米八反錦を100％使用していま
す。0823-79-5080

307

宝剣酒造株式会社
ほうけん　じゅんまいぎんじょう　はったんにしき

純米吟醸酒 720ml

 4,800三谷春　純米大吟醸

呉市
高い吟醸香と含んだ時に広がるまろやかな旨味がバランス良く、ゆっくりじっくりと味わっ
てほしいお酒です。

0823-54-0310

306

宝剣酒造株式会社
ほうけん　じゅんまいしゅ

純米酒 720ml

 2,500宝剣　純米大吟醸　中汲み　山田錦

呉市
穏やかな香りと熟した果実を想わせる味わい。搾る過程の中で、特に旨みがある中汲み
だけを瓶詰めいたしました。

0823-79-5080

309

株式会社三宅本店
せんぷく　しんりき　じゅんまいきもとむろかげんしゅ　はちじゅうご

純米酒 720ml

 1,500宝剣　純米吟醸　八反錦

呉市
酒蔵内に湧き出る湧水を仕込水に使用した。食事と共においしく飲める食中酒として開
発した香りひかえめの純米吟醸酒。広島県産酒米八反錦を100％使用しています。

0823-79-5080

308

宝剣酒造株式会社
ほうけん　じゅんまいだいぎんじょう　なかぐみ　やまだにしき

純米大吟醸酒 720ml

\1,150/
\2,300本洲一　無濾過　純米酒

広島市安芸区 日本酒に慣れていない人でもわかりやすく楽しんでもらえるように仕上げた純米酒です。
豊かで華やかな香りと、芳醇でしっかりとした味わいが、お互いに邪魔をしない絶妙のバ
ランスで共存しています。082-822-2031

311

合名会社梅田酒造場
ほんしゅういち　むろかじゅんまいぎんじょう　とくせんじこみ

純米吟醸酒
720ml/
1,800ml

 1,500千福　神力　純米生 無濾過原酒　85

呉市 千福原点の米「神力米」を明治、大正時代の精米歩合に近い85％で精米し、「生 造り」
で時間をかけ丁寧に仕込みました。非常に濃厚で個性的な味わいです。日本酒にこだ
わりのある方にぜひ飲んで頂きたいお酒です。0823-22-1029

310

合名会社梅田酒造場
ほんしゅういち　むろかじゅんまいしゅ

純米酒
720ml/
1,800ml

\1,800/
\3,600本洲一　無濾過　純米吟醸　特撰仕込み

広島市安芸区 広島県産の酒造好適米「千本錦」の中でも特に蛋白含有量の少ない粒を厳選して原料
に使用し、小さい仕込みで丹念に醸した特別製の無濾過純米吟醸です。より雑味の少な
い、なめらかな味わいに仕上がりました。082-822-2031

10



特定名称

312

小野酒造株式会社
おいがめ　はったんにしきからくちじゅんまいしゅ

純米酒 720ml  1,550老亀　八反錦辛口純米酒

山県郡北広島町 特別栽培した八反錦をじっくり発酵させました。辛口のスッキリとした飲み口で、キレの良
い飲み飽きしないお酒です。お酒を飲んだ後、口の中に心地いい余韻が楽しめる純米
酒です。0826-72-2135

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

314

旭鳳酒造株式会社
きょくほう　じゅんまいぎんじょう　たいへい

純米吟醸酒 720ml  1,350旭鳳　純米吟醸　泰平

広島市安佐北区
広島県産八反錦と旭鳳独自の酵母KB-1を使用し、旨味、酸、キレの3点を意識し、食事
と共に楽しめる飲み飽きしない食中酒に仕上げました。

082-812-3344

313

旭鳳酒造株式会社
きょくほう　じゅんまいぎんじょう　はったんにしき　50%

純米吟醸酒 720ml  1,359旭鳳　純米吟醸　八反錦　50%

広島市安佐北区
上品な香りと酒造好適米八反錦を50％まで磨き上げた繊細ながら深みのある味わいの
お酒です。

082-812-3344

316

西條鶴醸造株式会社
さいじょうつる　じゅんまいぎんじょう　だいちのかんむり

純米吟醸酒 720ml  1,660西條鶴　純米吟醸　大地の冠

東広島市
純米吟醸酒ではあるが香りだけではなく、味も楽しみたい方向けに甘味（旨味）しっかり、
香りはフルーティーに仕上げた商品。

082-423-2345

315

久保田酒造株式会社
ひしまさむね　だいぎんじょう

大吟醸酒 720ml  2,700菱正宗　大吟醸

広島市安佐北区
華やかで芳醇な香り、まろやかな口あたり、キレのある旨さは、まさに日本酒の原点を極
めた大吟醸酒です。瀬戸内の小魚や焼き牡蠣と相性も良く楽しめる味わいです。

082-812-2185

318

株式会社今田酒造本店

ふくちょう　じゅんまいぎんじょう

純米吟醸酒 720ml  1,400富久長　純米吟醸

東広島市 軽やかな食中酒タイプの純米吟醸をイメージして造りました。強すぎない吟醸香は食事
の風味をじゃませず、素材の味を大切にしたお料理とあわせていただければと考えてい
ます。0846-45-0003

317

西條鶴醸造株式会社
さいじょうつる　じゅんまいしゅ　だいちのかぜ

純米酒 720ml  1,040西條鶴　純米酒　大地の風

東広島市
お手頃な価格でいつでも気軽に飲んで頂けるように米の旨味をしっかり感じられ甘味・酸
味のバランスを大切にして、どの温度帯でも楽しんでもらえるような商品。

082-423-2345

319

賀茂鶴酒造株式会社
かもつる　じゅんまいぎんじょうしゅ

純米吟醸酒 720ml  1,349賀茂鶴　純米吟醸酒

東広島市
好適米のもつ芳醇な旨味とフルーティーでふくよかな香りの純米吟醸酒。

082-422-2121

11



特定名称
No.

製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

320

賀茂鶴酒造株式会社
かもつる　ぎんじょうからくち

吟醸酒 720ml

 1,300賀茂泉　造賀　純米酒

東広島市
山田錦ならではの柔らかでキメの細かい口当りが特長です。ふくらみのある旨味があり、
料理との相性もよい純米酒に仕上がっています。

082-423-2118

322

賀茂泉酒造株式会社
かもいずみ　だいぎんじょう　こうじゅ

大吟醸酒 720ml

 1,434賀茂鶴　吟醸辛口

東広島市
フルーティーで爽やかな香り、淡麗な辛口の吟醸酒。

082-422-2121

321

賀茂泉酒造株式会社
かもいずみ　ぞうか　じゅんまいしゅ

純米酒 720ml

 1,300賀茂金秀　特別純米　13

東広島市 白ワインを思わせる爽やかさと酸味、甘味が程よく口に広がり、後口の軽いお酒です。最
初の一杯や、先付、カルパッチョと共にワイングラスで飲んで頂きたい。軽いガス感がフ
レッシュさを強調しています。0823-82-2006

324

金光酒造合資会社
かもきんしゅう　じゅんまいぎんじょう　おまち

純米吟醸酒 720ml

 5,000賀茂泉　大吟醸　「皇寿」

東広島市 搾り上がったお酒を直ちに瓶詰火入れし、華やかな香りと上品な米の甘みとが調和する
ように冷蔵貯蔵庫で静かに熟成させます。果実を想わせるフルーティーな香りとキメの細
かい味わいをお愉しみください。082-423-2118

323

金光酒造合資会社
かもきんしゅう　とくべつじゅんまい13

特別純米酒 720ml

 2,500亀齢　大吟醸　創

東広島市
含み香が冴える味わいとスッキリした後味が爽やかです。

082-422-2171

326

亀齢酒造株式会社
きれい　じゅんまいだいぎんじょう　きっこう

純米大吟醸酒 720ml

 1,500賀茂金秀　純米吟醸　雄町

東広島市 フレッシュ＆ジューシーをコンセプトに、ガス感がフレッシュさを強調しています。ガスが
抜けた後は、優しい口あたりと余韻が心地よく喉もとを流れていきます。雄町米の味わい
の幅は他では表現できないものです。0823-82-2006

325

亀齢酒造株式会社
きれい　だいぎんじょう　そう

大吟醸酒 720ml

 8,000日本酒　白牡丹　大吟醸　いちの雫

東広島市
いちの井水で仕込んだ大吟醸袋搾り。繊細な香りとキレの良さを味わっていただける大
吟醸の逸品。

082-422-2142

 2,300亀齢　純米大吟醸　亀香

東広島市
上品な香りとしっかりした旨みのバランスに優れた後味の良さが秀逸です。

082-422-2171

327

白牡丹酒造株式会社
にほんしゅ　はくぼたん　だいぎんじょう　いちのしずく

大吟醸酒 720ml

12



特定名称
No.

製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

329

福美人酒造株式会社
ふくびじん　だいぎんじょう　さいじょうしゅぞうがっこう

大吟醸酒 720ml  2,500福美人　大吟醸　「西条酒造学校」

東広島市 天与の気候、風土良水に恵まれた酒都西条の地で、酒造好適米を40％まで磨き上げ、
高度の技術を要する低温長期の吟醸仕込みで酵母の健全な成長と働きを促しつつ、米
の命を育み醸した、香り立ち、味なめらかな大吟醸。082-423-3148

328

白牡丹酒造株式会社
にほんしゅ　はくぼたん　やまだにしき　じゅんまいしゅ

純米酒 720ml  1,150日本酒　白牡丹　山田錦　純米酒　

東広島市
山田錦の特性を生かした純米酒。純米ならではの味わいと酸味が特徴。

082-422-2142

331

中尾醸造株式会社
せいきょう　じゅんまい　たけはら

純米酒 720ml  1,094誠鏡　純米たけはら

竹原市
誠鏡の源に位置し、創業当時からの基本に忠実に醸したお酒です。当蔵秘伝の純米醸
造により日本酒の魅力を余すところなく伝える芳醇旨口に仕上げてあります。

0846-22-2035

330

福美人酒造株式会社
ふくびじん　じゅんまいしゅ

純米酒 720ml  947福美人　純米酒

東広島市 米の持つ特性を最大に引き出すよう細心の気配りをして仕込み、甘、酸、辛、苦、渋の五
味が最も良く調和する熟成期間を経て瓶詰しました。辛口ながら十分な旨味のある純米
酒です。常温、ぬる燗でお楽しみ下さい。082-423-3148

333

株式会社醉心山根本店

じゅんまいぎんじょう　すいしんいなほ

純米吟醸酒 720ml  1,335純米吟醸　「醉心稲穂」

三原市 食中酒にお勧め。稀に見る軟水を仕込水とする独自の「軟水醸造」で、キメ細やかでな
めらかな旨味、品の良い穏やかな香りに仕上げています。特に海老・蟹・蛸・山菜など、
品の良い旨味の食材とお楽しみ頂きたいお酒。0848-62-3251

332

株式会社醉心山根本店

ほうおうすいしん　きゅうきょくのすいしん　だいぎんじょう

大吟醸酒 720ml  5,000鳳凰醉心　「究極の醉心」　大吟醸

三原市 ワイングラスでゆっくりとお楽しみ頂きたいお酒。30％にまで磨いた兵庫県三田市産「山
田錦」を、稀に見る軟水を仕込水とする独自の「軟水醸造」で醸しました。豊かな香り、キ
メ細やかでなめらかな口あたりのお酒。0848-62-3251

335

美和櫻酒造有限会社
みわさくら　とくべつじゅんまいしゅ

特別純米酒 720ml  1,300美和桜　特別純米酒

三次市
原料米は雄町を使用。味のキレと旨みの広がる、力強くバランスの良い酒。

0824-52-2011

334

三輪酒造株式会社
しんらい　あおらべるじゅんまいしゅ

純米酒 720ml  2,660神雷　青ラベル　純米酒

神石郡神石高原町 神雷のお酒造りのテーマは「米味豊かで清涼感のある酒質」を掲げています。そのイメー
ジを体現した神雷を代表するお酒です。焼鳥などにも良く合います。派手さは求めずじ
んわり美味しいお酒です。0847-82-0630

13



特定名称

 5,000瑞冠　純米大吟醸　きもと　35

三次市
原料米は世羅郡産「雄町」使用。蔵付き酵母使用、きもと仕込みです。日本酒本来の豊
かな味わい、さわやかな香りの純米大吟醸酒です。

0847-67-2302

337

有限会社北村醸造場
きくぶんめい　ぎんじょうげんしゅ

吟醸酒 720ml

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

336

山岡酒造株式会社
ずいかん　じゅんまいだいぎんじょう　きもと35

純米大吟醸酒 720ml

 1,250菊文明　「特別純米しぼりたて原酒」

庄原市
八反錦100％使用。軽やかで、フルーティーな香り、ドライで引き締った味わい、スッキリと
飲みやすいタイプ。

08477-2-0009

339

花酔酒造株式会社
はなよい　じゅんまいしゅ

純米酒 720ml

 1,700菊文明　「吟醸原酒」

庄原市
山田錦100％使用。青リンゴを思わせる香りがアクセントのコク旨系。フルーティーでとて
も華やかなお酒。

08477-2-0009

338

有限会社北村醸造場
きくぶんめい　とくべつじゅんまいしぼりたてげんしゅ

特別純米酒 720ml

 1,550比婆美人　純米吟醸

庄原市 地元産酒造好適米八反35号を全て使い、50%まで磨きあげた米を使う贅沢なお酒。純米
味と吟醸味のやわらかい調和のとれたお酒。コクとまろやかさを出し、後味のすっきりとし
たキレの良さが特徴。0824-72-0589

 1,000比婆美人　純米生酒

庄原市
地元産酒造好適米八反35を全て使って仕込んだ米だけを使う贅沢なお酒。純米酒はひ
かえめな香りと豊かながらすっきりとした味わいのお酒。

0824-72-0589

341

比婆美人酒造株式会社

ひばびじん　じゅんまいぎんじょう

純米吟醸酒 720ml

 1,065花酔　純米酒

庄原市
広島県産の「八反錦」使用、じっくり低温発酵させた辛口純米酒です。常温は勿論、冷や
しても良し、お好みの飲み頃温度を見つけてください。ぬる燗もおすすめです。

0824-88-2010

340

比婆美人酒造株式会社

ひばびじん　じゅんまいなましゅ

純米酒 720ml

14



特定名称

《山口県》（Yamaguchi Prefecture）

 1,262山頭火　純米吟醸酒

山口市
地元の山田錦を使用し丁寧に醸造しました。フルーティーな香りと甘味と酸味がバランス
よくマッチしたのみあきしない純米酒です。

083-989-2020

402

金光酒造株式会社
さんとうか　ぎんじょう　げんしゅ

吟醸酒 720ml

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

401

金光酒造株式会社
さんとうか　じゅんまいぎんじょうしゅ

純米吟醸酒 720ml

 1,400わかむすめ　月草

山口市
山口県の酒米「西都の雫」を使用した純米酒。無ろ過生原酒で濃醇な味わいで、食中に
向いています。

0835-52-0016

404

旭酒造株式会社
だっさい　じゅんまいだいぎんじょう　みがき　にわりさんぶ

純米大吟醸酒 720ml

 1,600山頭火　吟醸　原酒

山口市
山口県オリジナル米西都の雫使用。原酒らしい力強い酒質できりっと辛口に仕上がりま
した。

083-989-2020

403

新谷酒造株式会社
わかむすめ　つきくさ

純米酒 720ml

 1,700ファイブ　純米吟醸　一回火入れ

岩国市 今はそのほとんどをホーローや金属製タンクに取って替わられた木桶。しかし木桶でなけ
れば作れない味わいがあるのも事実。そんな木桶の秘めた力を最大限引出すように醸し
ました。木の温もり、穏やかな吟醸香、飲用温度によって様々な表情を見せてくれるお酒
です。

0827-21-2177

406

村重酒造株式会社
ひのしたむそう　じゅんまいだいぎんじょう　４５

純米大吟醸酒 720ml

 5,142獺祭　純米大吟醸　磨き　二割三分

岩国市 23％という極限まで磨いた山田錦を使い、最高の純米大吟醸に挑戦しました。華やかな
上立ち香と口に含んだときのきれいな蜂蜜のような甘味が感じられ、飲み込んだ後口は
切れていきながらも余韻が長く続く。0827-86-0120

405

酒井酒造株式会社
ふぁいぶ　じゅんまいぎんじょう　いっかいひいれ

純米吟醸酒 720ml

 1,250日下無双　純米　60　Green

岩国市
さらりとしたキレとやさしい旨味のバランスが良く飲み飽きしないのが特徴で、いろいろな
料理との相性もよく食事と一緒に飲んでいただけるお酒です。

0827-46-1111

408

株式会社中島屋酒造場

きもと　じゅんまい　かねなか

純米酒 720ml

 2,250日下無双　純米大吟醸　45

岩国市 日下無双定番の純米大吟醸酒。上品な果実のような香りがあり、コクのある旨味とまろや
かな味わいが特徴。フレッシュなお酒の状態を保つために、ナノバブル発生装置による
窒素充填を行っております。0827-46-1111

407

村重酒造株式会社
ひのしたむそう　じゅんまい　６０　ぐりーん

純米酒 720ml

 1,290生 　純米　カネナカ

周南市 地元山口に拘りオール山口で醸す。原料米は麹米山田錦、掛米は五百万石を使用。自
家搗精で60％精米に仕上げ、伝統的なキモト造りで醸しました。適度な酸味とスッキリし
た味わいがあり、お燗をすると旨みを増す佳酒です。0834-62-2006

15



特定名称

409

株式会社中島屋酒造場

とくべつじゅんまいしゅ　ことぶき

特別純米酒 720ml  1,450特別純米酒　寿

周南市
地元山口に拘りオール山口で醸す。原料米は山田錦100％。自家搗精で60％精白米で
醸す定番商品です。米の旨み十分でふくらみのある旨口濃醇な純米酒です。

0834-62-2006

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

411

岩崎酒造株式会社
ちょうようふくむすめ　やまだにしき　からくち　じゅんまいしゅ

純米酒 720ml  1,350長陽福娘　山田錦　辛口　純米酒

萩市 お酒本来の美味しさを追求しまた食事とともに楽しめることを目指しました。山口県内で
生産が盛んな山田錦を用いて、お米由来の旨味を残しながら辛口で後口の良いお酒に
仕上げています。和食全般、中でも魚を使った料理や天ぷらなどとの相性が良いです。0838-22-0024

410

下関酒造株式会社
せきむすめ　だいぎんじょうしゅ

大吟醸酒 720ml  1,852関娘　大吟醸酒　【ＫＵ　Brand】

下関市 当社直販部限定販売商品として開発。麹米は山田錦、掛米は、県内の契約農家の皆様
が丹精込めて育てていただいた中生新千本を使用。ほのかに桃を思わせるような上品な
香りと優しい甘味を感じるお酒です。083-252-1877

413

有限会社岡崎酒造場
ちょうもんきょう　じゅんまいだいぎんじょう　５０

純米大吟醸酒 720ml  1,760長門峡　純米大吟醸　50

萩市 純米酒ならではのふっくらとした香りの中に１本の柱となる芳醇な香りが口の中に広がりま
す。香りに負けないお米の特徴を最大に引き出した味わい深い、バランスのとれたお酒
です。0838-54-2023

412

有限会社岡崎酒造場
ちょうもんきょう　のうやくみしよう　いせひかり　じゅんまいしゅ

純米酒 720ml  1,600長門峡　農薬未使用　イセヒカリ　純米酒

萩市
化学肥料、化学農薬不使用のお酒です。お米の味わいを最大限に引き出し、芳醇な香
りと旨味のある呑み飽きしない辛口タイプの純米酒に仕上がっております。

0838-54-2023

415

中村酒造株式会社
たからぶね　じゅんまいぎんじょう

純米吟醸酒 720ml  1,760宝船　純米吟醸

萩市
山田錦（県産）100％使用。精米歩合50％。フルーティーな香りと米本来のふくらみを味
わいながら、のどこしのすっきりとした飲みやすいお酒です。

0838-22-0137

414

中村酒造株式会社
たからぶね　じゅんまいしゅ

純米酒 720ml  1,250宝船　純米酒

萩市
山口県オリジナル酒米「西都の雫」100％使用。精米歩合60％。やや辛口でのどごしのよ
い飲みやすいお酒に仕上っています。

0838-22-0137

416

八千代酒造合名会社
じゅんまいぎんじょう　やまぐちさくらこうぼ

純米吟醸酒 720ml  1,389純米吟醸　やまぐち桜酵母

萩市 山口県で開発された酒米の西都の雫と酵母はやまぐち桜酵母を使い醸した新しい酒。
共に山口県で開発された酒米と酵母で二つの良い所がお酒に表現できたらと今年はじ
めて挑戦したお酒です。0838-86-0221

16



特定名称

特定名称

【要冷蔵】（Keep refrigerated）

《鳥取県》（Tottori Prefecture）

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

502

有限会社大岩酒造本店

だいぎんじょう　おくだいせんのしずく

大吟醸酒 720ml  3,800大吟醸　奥大山の雫

日野郡江府町 奥大山の標高1200m付近に広がるブナ林に浸透した天然水「奥大山の水」で醸した至極
のお酒。穏やかな吟醸香で淡麗辛口ながらも飲み口はまるくふくらみがあり、後味のキレ
良く料理との相性も抜群。（雫どり酒）0859-75-2404

501

中川酒造株式会社
いなばつる　じゅんまい　きもとごうりき　むろかなまげんしゅ

純米酒 720ml  1,600いなば鶴　純米　生 強力　無濾過生原酒

鳥取市 鳥取固有の酒米「強力（ごうりき）」を75％精米。伝統的酒母生産方法「生 （キモト）」造
りで丁寧に仕込みました。速醸酒母では味わえない深いコクがあり、製造年度により味わ
いに個性が有るのも楽しみです。0857-24-9330

《島根県》（Shimane Prefecture）

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

503

千代むすび酒造株式会社

ちよむすび　だいぎんじょう　ふくろとりしずくざけ

大吟醸酒 720ml  5,000千代むすび　大吟醸　袋取りしずく酒

境港市 杜氏・蔵人が伝統的技術を駆使し、魂を込めて醸したお酒です。袋を吊るして自然に
搾った贅沢な華やかな香りときれいな後味のお酒です。各種、鑑評会に入賞しました。
〔無濾過瓶燗火入れ冷蔵貯蔵〕0859-42-3191

602

米田酒造株式会社
じゅんまいぎんじょう　みほ　なまげんしゅ

純米吟醸酒 720ml  1,350純米吟醸　美保　生原酒

松江市
ほのかな吟醸香とすっきりとした後口。日本酒初心者向けで冷やしてすっきり飲めるタイ
プ。

0852-22-3232

601

李白酒造有限会社
りはく　じゅんまいだいぎんじょう

純米大吟醸酒 720ml  2,920李白　純米大吟醸

松江市
最高品位の酒造好適米「山田錦」を45％に精米し、じっくりと醸しました。芳醇でふくよか
な味わいと、のど越しの良さが特徴です。巾広い料理と相性のよい純米大吟醸です。

0852-26-5555

604

株式会社竹下本店
かけや

純米大吟醸酒 720ml  2,963KAKEYA

雲南市 酒造好適米「山田錦」を全量原料米に使い、精米39％で磨き、奥出雲の山あいで、清い
伏流水を合わせて、ゆっくりと丁寧に仕込み上げました。無濾過・生・原酒が、米のうまみ
と相まってズッシリとした飲み口となり、大吟醸の芳醇な香りと深い味わいの日本酒を楽し
めます。

0854-62-0008

603

吉田酒造株式会社
がっさん　だいぎんじょう　おおぎ

大吟醸酒 720ml  3,100月山　大吟醸　扇

安来市
穏やかな香りと芳醇な味わいが絶妙なバランスで調和しています。超軟水で仕込んでい
る為、その口当りの柔らかさが特徴です。

0854-32-2258
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特定名称

特定名称

 1,800純米吟醸　生原酒　　旭日　佐香錦55

出雲市 島根県産の酒米「佐香錦」を自家精米で磨いて使用。島根K-1酵母でゆっくり醸し、きれ
いな酸が全体を引きしめる上品なタイプ。通常は加水火入れタイプを中心としているが、
春の限定商品として生原酒を楽しんで頂けるようご用意している。0853-21-0039

606

一宮酒造有限会社
はっぽうせいしゅ　ゆきか

- 200ml

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

605

旭日酒造有限会社
じゅんまいぎんじょう　なまげんしゅ　じゅうじあさひ　さかにしき55

純米吟醸酒 720ml

 1,591純米吟醸　八反錦　50

邑智郡邑南町
広島県の酒米「八反錦」を使用し醸造。香りの華やかな協会1801号酵母特有の吟醸香
が香る、ワイングラスのよく似合う清酒です。

0855-88-0008

608

日本海酒造株式会社
じゅんまいぎんじょう　うず　はったんにしき　ごわりごぶ

純米吟醸酒 720ml

 500発泡清酒　「雪香」

大田市 まるでシャンパンのような味わい＆飲みやすさ。発泡性タイプの低アルコール酒です。ま
ろやかな甘さと酸味が調和して、ワインのような香りがあります。日本酒が苦手な方にもお
すすめです。ストレートorロックでお飲み下さい。0854-82-0057

607

池月酒造株式会社
じゅんまいぎんじょう　はったんにしき　50

純米吟醸酒 720ml

701

萬歳酒造株式会社
さつきこころ　じゅんまいだいぎんじょう　むろかなまげんしゅ

純米大吟醸酒 720ml  1,852さつき心　純米大吟醸　無濾過生原酒

岡山市北区 新米で醸した新米新酒を蔵内にてさらに低温熟成。お米本来の持つ純粋な旨味を引き
出す備中杜氏伝統の技を用いております。五穀を重んじ神々に捧げてきた民族。五穀
や祭主、次の世代にも改めて感じて頂きたく存じます。086-222-3836

《岡山県》（Okayama Prefecture）

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

 1,800純米吟醸　渦　八反錦　五割五分

浜田市
豊かな香りと穏やかな酸味があり、軽快な味わいと共に、滑らかなのどこしでスッキリと飲
める純米吟醸酒です。

0855-32-1221

703

赤磐酒造株式会社
もものさと　ふりむけばゆり

純米吟醸酒 720ml  1,200桃の里　「ふり向けばゆり」

赤磐市
お米の旨みの中にシャープな切れ味。

086-955-0130

702

株式会社板野酒造本店
ふたも　きんぼたる　だいぎんじょう

大吟醸酒 720ml  2,372二面　金蛍　大吟醸

岡山市北区
岡山県産山田錦を100％用い40％に精白して、昔ながらの道具で手造りに仕込んだお
酒。辛口なのに米の甘みを感じられる、上品できれいな味の大吟醸酒です。

086-295-0025

704

小坂酒造株式会社
つるのいけ　じゅんまいぎんじょう

純米吟醸酒 720ml  1,068鶴の池　純米吟醸

赤磐市
赤磐雄町米使用。雄町米ならではの、米のうまみから出るふくよかさと、なめらかで、柔ら
かい味わいと香りが特徴。

086-957-3023
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特定名称
No.

製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

705

利守酒造株式会社
さけひとすじ　じゅんまいぎんじょうしぼりたて

純米吟醸酒 720ml

 1,800純米大吟醸　雄町　「伊七」　生酒

倉敷市
純米大吟醸「伊七」は、穏やかな香りと口の中で広がる雄町米の旨味とのバランスがとれ
たお酒。

086-485-0007

707

熊屋酒造有限会社
おまち　　とくべつじゅんまい　いしち　なまげんしゅ

特別純米酒 720ml

 1,600酒一筋　純米吟醸しぼりたて

赤磐市
雄町米を使用し醸した新酒・純米吟醸しぼりたて。新酒の時にしか味わうことの出来ない
フレッシュな香味をお楽しみ頂ける旬の逸品です。

086-957-3117

706

熊屋酒造有限会社
じゅんまいだいぎんじょう　おまち　いしち　なまざけ

純米大吟醸酒 720ml

 1,350多賀治　純米雄町　無濾過　生原酒

倉敷市
五代目当主「石合多賀治」の名を冠した酒。しぼられたそのままを瓶詰しました。南国果
実様のフレッシュな香りと酸が広がり、雄町の柔らかな旨味とともにキレていきます。

086-477-7125

709

三宅酒造株式会社
ふれっしゅ　おりじん

純米吟醸酒 720ml

 1,320雄町　特別純米　「伊七」　生原酒

倉敷市
清々しい味わいとバランスのとれた香味。口当りはやや濃厚ですが、キレ良く美しいハー
モニーを醸している。

086-485-0007

708

十八盛酒造株式会社
たかじ　じゅんまいおまち　むろか　なまげんしゅ

純米酒 720ml

 1,985風笑花酔

倉敷市 上質の県産朝日米で醸した純米吟醸荒走りです。濃厚な味わいと香を、お楽しみいただ
けると思います。女性の手に取っていただきやすいデザインになっており、女性客を増や
したい気持ちも入っております。086-422-0252

711

嘉美心酒造株式会社
しゅわ　しゅわ

- 250ml

 1,800Fresh ORIGIN

総社市
しぼったお酒をすぐに瓶詰めしました。蔵人が飲む最初の一口を味わっていただけま
す。あまりお酒を飲まない若い人にもオススメです。

0866-92-0075

710

森田酒造株式会社
ふうしょうかすい

純米吟醸酒 720ml

 2,500大典白菊　純米大吟醸　雄町

高梁市
岡山特産の酒米雄町ならではの柔らかく、ふくらみのある味わいと心地よい芳香をお楽
しみ頂けるお酒です。

0866-42-3132

 500しゅわ　しゅわ

浅口市 低アルコールのスパークリング純米酒。瓶内二次発酵させた自然でキメの細かい微炭酸
とお米のほのかな甘味が絶妙のバランスで調和しています。5％の低アルコールは女性
などお酒に弱い方でも十分に楽しめます。0865-54-3101

712

白菊酒造株式会社
たいてんしらぎく　じゅんまいだいぎんじょう　おまち

純米大吟醸酒 720ml
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特定名称
No.

製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

714

三光正宗株式会社
さんこうまさむね　だいぎんじょう

大吟醸酒 720ml  2,625三光正宗　大吟醸

新見市
地元新見産山田錦を100％使用。

0867-94-3131

713

芳烈酒造株式会社
りりー

純米吟醸酒 720ml  1,400リリー

高梁市
女性向けにリリー（ユリの花）のラベルを考えました。雄町米100％の無濾過生原酒をアル
コール度数15％にした旨味のあるキレの良いお酒です。

0866-57-2003

716

株式会社辻本店
ごぜんしゅ　ざ　さいれんす　くらい　べいびー

純米酒 720ml  1,400gozenshu the silence Cry  Baby

真庭市 雄町の美味しさを「フレッシュ」「エイジド」「チャレンジ」の３つのトライアングルで表現す
る。the silenceシリーズは「フレッシュ」。ジューシーな旨味と、ガス感のバランスが楽しめ
ます。0867-44-3155

715

株式会社落酒造場
たいしょうのつる　じゅんまいぎんじょう　なかどり　むろか　なまげんしゅ　2017BY

純米吟醸酒 720ml  1,600大正の鶴　純米吟醸　中取り　無ろ過生原酒　2017BY

真庭市
「ええとこ取り」純米吟醸。果実吟醸香、透明感のある爽快な口当りは日本酒ビギナーに
もおすすめ。朝日米の旨み酸味が野菜や山菜の天ぷら、白身魚のお刺身と良く合う。

0866-52-2311

718

合資会社多胡本家酒造場

かもいつはしぼりたて　だいぎんじょうしゅ

大吟醸酒 720ml  3,500加茂五葉　しぼりたて大吟醸酒

津山市 熟成した酒のもろみに圧力をかけず自然落下でしぼる「袋吊しぼり」の大吟醸酒です。酒
造好適米山田錦を40％まで磨き、秀峰那岐山麓から流れる加茂川の伏流水をくみあ
げ、名工たちの技と心が加味された名品です。0868-29-1111

717

株式会社辻本店
ごぜんしゅ　ないん ぶるーぼとる

純米酒 500ml  900GOZENSHU　９（NINE）　ブルーボトル

真庭市 雄町の美味しさを「フレッシュ」「エイジド」「チャレンジ」の３つのトライアングルで表現す
る。９シリーズは菩提 に「チャレンジ」。乳酸菌由来の風味はチーズとの相性もバッチリ
です。0867-44-3155

719

難波酒造株式会社
さくしゅうむさし　むろかなまづめ　げんしゅ

- 720ml  1,000作州武蔵　無濾過生詰　原酒

津山市
辛口寄りの生タイプなので、うま味、香りがあり暑い季節でもさっぱりとして料理を選びま
せん。

0868-27-0008
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特定名称

801

株式会社原本店
ほうらいつる　じゅんまいだいぎんじょう　なまさけ

純米大吟醸酒 720ml  1,850蓬 鶴　純米大吟醸　生酒

広島市中区
冷たくしておいしい、香豊かで、やわらかな味わいの純米大吟醸の本生原酒です。

082-221-1641

《広島県》（Hiroshima Prefecture）

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

803

相原酒造株式会社
うごのつき　だいぎんじょう　げっこう

大吟醸酒
720ml/
1,800ml

\2,500/
\5,000雨後の月　大吟醸　月光

呉市 華やかな香りに、すっきりした味わいを持たすため、2種類の酵母をブレンドして醸し、上
槽後短期間で瓶詰めし、冷蔵庫で保存している。シャープで綺麗な大吟醸酒はその名
の通り、暗闇に光る三日月を思わせる。0823-79-5008

802

八幡川酒造株式会社
やはたかわ　じゅんまいだいぎんじょう

純米大吟醸酒 720ml  1,880八幡川　純米大吟醸

広島市佐伯区 広島県が育成した酒造好適米千本錦の50％を100％使用した純米大吟醸です。程よい
香りとしっかりした酸味があり食中酒に最適となっています。お酒本来の味を味わってい
ただくため原酒で販売しております。082-928-0511

805

株式会社三宅本店
せんぷく　うきうきみかんしゅ

- 500ml  950千福　ウキウキミカン酒

呉市 広島の温州みかんと千福の純米酒だけで造った、日本酒ベースのリキュールです。ほど
よい甘さが口に広がり、しっかりとしたみかんの果汁感と酸味が楽しめます。ストレートで
飲むのがオススメです。メインターゲットは20～30代のライトユーザーです。0823-22-1029

804

榎酒造株式会社
はなはと　きじょうしゅのなまにごりさけ

- 500ml  1,500華鳩　貴醸酒の生にごり酒

呉市 濃厚な貴醸酒がさらに濃厚なにごり酒なので、貴醸酒を食べる感覚です。古酒のイメー
ジを抱く方が多い貴醸酒ですが、新酒もおいしい事を知ってもらいたくて造りました。甘
味と酸味の調和が心地良いにごり酒です。0823-52-1234

807

盛川酒造株式会社
はくこう　じゅんまいぎんじょう　むろか　なまげんしゅ　せんぼんにしき

純米吟醸酒 720ml  1,700白鴻　純米吟醸　無濾過　生原酒　千本錦

呉市 しぼりたてのお酒を活性炭ろ過も割水もすることなく瓶詰めした、米の旨みを感じるお
酒。千本錦らしい、甘みを感じるコクのあるボディーながら、軟水仕込らしく軽快な仕上が
り。0823-84-2002

806

盛川酒造株式会社
はくこう　じゅんまいぎんじょう　むろか　なまげんしゅ　ひろしまおまち

純米吟醸酒 720ml  1,700白鴻　純米吟醸　無濾過　生原酒　広島雄町

呉市
しぼりたてのお酒を活性炭ろ過も割水もすることなく瓶詰めした、米の旨みを感じるお
酒。広島雄町らしい幅のある味わいがありながら軟水仕込らしく軽快な仕上がり。

0823-84-2002

808

旭鳳酒造株式会社
じゅんまい　こうじょう　はったんにしき

純米酒 720ml  1,150純米　香醸　八反錦

広島市安佐北区
広島吟醸酵母を使用し、華やかな香りが特徴の香醸シリーズ。爽やかな香りとやわらか
い味わいの純米酒です。酸の余韻を食事と共にお楽しみ下さい。

082-812-3344
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特定名称
No.

製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

809

向原酒造株式会社
じゅんまいぎんじょう　ふくのかみ

純米吟醸酒 720ml

 1,500富久長　純米酒　海風土　シーフード

東広島市 白麹を使用してクエン酸を高く仕上げた、原酒13％の純米酒です。かきとの相性を考え
て造りましたが、その他エスニック料理や焼肉など、ペアリングのイメージ広がる食中酒で
す。0846-45-0003

811

藤井酒造株式会社
りゅうせい　しろらべる

純米吟醸酒 720ml

 1,500純米吟醸　福の神

安芸高田市
まろやかでフルーティーな吟醸香と端麗な風味と呑み口と切れの良さが特徴です。

0826-46-2008

810

株式会社今田酒造本店

ふくちょう　じゅんまいしゅ　しーふーど

純米酒 720ml

 1,350千本錦　純米　華風車

福山市 春に呑んで頂きたい、ソフトな甘みと小気味良い酸、しっかりとした輪郭とふくらみ感。小
春日和に、ロマンチックに召し上がって頂きたい。酵母は6号系。種々なお食事と共に。
バランス重視。084-962-0033

813

三輪酒造株式会社
しんらい　じゅんまいだいぎんじょうしゅ

純米大吟醸酒 720ml

 2,100龍勢　白ラベル

竹原市 山田錦を100％使用した辛口タイプの純米吟醸です。マスカットやメロンのような果実香と
アーモンドの様な濃醇な香りがあり、すっきりとした飲み口と爽やかな酸のあるキレが特徴
的なお酒です。0846-22-2029

812

株式会社天寶一
せんぼんにしき　じゅんまい　かざぐるま

純米酒 720ml

 1,748美和桜　純米吟醸

三次市
原料米は八反35号を使用。香り優しく、味はしっかりとしてキレもある。

0824-52-2011

 2,286神雷　純米大吟醸酒

神石郡神石高原町
広島県産の千本錦を45％精米で醸したお酒です。食前酒のみならず食中酒としても楽
しめるように、米の旨みをしっかりと引き出す事を意識して醸しました。

0847-82-0630

814

美和櫻酒造有限会社
みわさくら　じゅんまいぎんじょう

純米吟醸酒 720ml
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特定名称
No.

製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

901

新谷酒造株式会社
わかむすめ　うすはなざくら

純米吟醸酒 720ml

《山口県》（Yamaguchi Prefecture）

 3,348獺祭　磨き三割九分　スパークリング

岩国市 スパークリングならではの甘さと39％精米によるシャープな切れを両立させたお酒。　本
来お酒に合いにいく揚げものや濃い料理も、瓶内二次発酵による炭酸と吟醸香によりベ
ストマッチ。0827-86-0120

903

八百新酒造株式会社
がんぎ　すぱーくりんぐ　じゅんまいだいぎんじょう　はっぽうにごりなまげんしゅ

純米大吟醸酒 720ml

 1,500わかむすめ　薄花桜

山口市
地元徳地産ヒノヒカリを使用。食用米としてのうま味を酒に反映させました。濃醇でキレも
良く、どんな食事にも合います。

0835-52-0016

902

旭酒造株式会社
だっさい　みがきさんわりきゅうぶ　すぱーくりんぐ

純米大吟醸酒 720ml

 1,500純米吟醸　中島屋　無濾過　生酒

周南市 地元山口に拘りオール山口で醸す。原料米は29年度産山田錦を全量使用し自家搗精
で50％精白に仕上げた新米新酒です。新酒らしいフレッシュ感と爽やかさとやさしい吟
醸香のバランスがとれた良酒です。0834-62-2006

905

株式会社はつもみぢ
じゅんまいだいぎんじょう　はらだ

純米大吟醸酒 720ml

 1,580雁木　スパークリング　純米大吟醸　発泡にごり生原酒

岩国市 ビギナーにとっては日本酒への入口となる"飲み易さ"と、日本酒党も満足させる"飲み応
え"が両立している、瓶内二次発酵による発泡性のにごり酒。爽やかな甘さが持ち味。フ
ルーツやスイーツとの相性もよし。0827-21-3185

904

株式会社中島屋酒造場
じゅんまいぎんじょう　なかしまや　むろか　なまざけ

純米吟醸酒 720ml

 1,600純米吟醸　原田

周南市
ほのかに香る吟醸香と軽快でやわらかい口当たりが特徴の純米吟醸酒です。

0834-21-0075

907

株式会社はつもみぢ
とくべつじゅんまいしゅ　はらだ

特別純米酒 720ml

 2,700純米大吟醸　原田

周南市
心地良い吟醸香を感じ、米の甘味・旨みを充分に引き出した深い味わいが特徴の純米
大吟醸酒です。

0834-21-0075

906

株式会社はつもみぢ
じゅんまいぎんじょう　はらだ

純米吟醸酒 720ml

 1,600毛利

周南市 地元、周南市八代（つるの里）の山田錦を使用。無濾過原酒を火入れした後、約2年間、
低温で熟成しました。程良い酸味と深みのある味わいで、味の濃い料理や肉料理などに
合わせても良。0834-25-0048

 1,400特別純米酒　原田

周南市
米の旨みを感じ、コクのある口当たりとすっきりとしたキレのある飲み口が特徴の特別純
米酒です。

0834-21-0075

908

株式会社山縣本店
もうり

純米大吟醸酒 720ml
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特定名称
No.

製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

910

永山酒造合名会社
じゅんまいだいぎんじょう　やまざる　さいとのしずく　なましゅ

純米大吟醸酒 1800ml  5,000純米大吟醸　山猿　西都の雫　生酒

山陽小野田市 酒米「西都の雫」を使用。カルシュームを含んだ硬水の良さを生かし、口当りやわらかく
米のうま味が豊かでキレの良い「味吟醸」として醸しました。しぼったそのままを生で瓶詰
めしております。やわらかいがつん系。0836-73-1234

909

株式会社山縣本店
もうり

純米酒 720ml  1,220毛利

周南市 県内産の山田錦を使用。無濾過原酒を火入れした後、約1年間低温で熟成。冷酒～常
温では、おだやかな香りでやわらかい味わい。燗酒にすると米の旨味や甘味が感じられ
ます。どんな料理にも合うので、普段の晩酌に。0834-25-0048

912

永山酒造合名会社
とくべつじゅんまいしゅ　やまざる　やまはい　なまざけ

特別純米酒 1800ml  3,200特別純米酒　山猿　山廃　生酒

山陽小野田市 幻の酒米「穀良都」を山廃仕込で醸し、しぼったままを生詰めしました。山廃らしい香り
と、二口目から気にならない酸味、舌の上で転がす度に表情を変える旨味が面白い。食
とのペアリングをお楽しみ下さい。0836-73-1234

911

永山酒造合名会社
じゅんまいだいぎんじょう　やまざる　なましゅ

純米大吟醸酒 1800ml  5,000純米大吟醸　山猿　生酒

山陽小野田市 地元産米「山田錦」使用。カルシュームを含んだ硬水を生かし、米の良さを活した華やか
な香りと口当りのやわらかいふくよかなうま味の「味吟醸」に醸し、生のまま瓶詰めしまし
た。0836-73-1234

914

株式会社永山本家酒造場

じゅんまいだいぎんじょう　たか

純米大吟醸酒 720ml  5,000純米大吟醸　貴

宇部市
兵庫県東条産山田錦を使用し、あえて高い香りの酵母は使用せず、9号酵母で仕込んで
います。自然な味わいを大切にし、米のふくらみとキレを併せ持つ様に仕上げています。

0836-62-0088

913

下関酒造株式会社
しど

純米大吟醸酒 720ml  3,241獅道

下関市 歴史ある酒造りに、若い蔵人たちが正々堂々と自ら王道を切り拓いていく決意のもとに開
発。じっくりと甘みを蓄えたバナナと涼やかなリンゴの味を併せ持った、まさに伝統に爽や
かな風が舞い込む旨口の純米大吟醸です。083-252-1877

916

阿武の鶴酒造合資会社

みよし　ほわいと　おりがらみ

純米吟醸酒 1800ml  3,000三好　White　おりがらみ

阿武郡阿武町
３月発売の商品ですので新緑をイメージして醸造致しました。お客様の大切な時間に寄
り添える日本酒でありたいと思っています。よろしくお願い致します。

08388-2-2003

915

株式会社永山本家酒造場

とくべつじゅんまい　たか

特別純米酒 720ml  1,250特別純米　貴

宇部市 麹米に山田錦、掛米に八反錦を使用し、八反錦の持つ軽やかな酸味や透明感を大切に
しました。牡蠣やあゆなど、レモンをしぼって楽しむ料理に合わせる事で、より一層楽しめ
ます。0836-62-0088
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特定名称

 1,800長陽福娘　山田錦　純米吟醸

萩市 蔵の気候風土を表現すべく萩地域で生産された山田錦を原料に寒造りを行って醸した
お酒。やや甘口の香り豊かなお酒はリンゴやメロンを思わせる吟醸の香りとふくらみのあ
る味わいを持ち合わせたお酒です。お魚の刺身やふぐ料理など和食との相性がよくまた
香り豊かな中華などともよく合います。

0838-22-0024

918

株式会社澄川酒造場
とうようびじん　いちばんまとい　じゅんまいだいぎんじょう

純米大吟醸酒 720ml

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

917

岩崎酒造株式会社
ちょうようふくむすめ　やまだにしき　じゅんまいぎんじょう

純米吟醸酒 720ml

 2,500東洋美人　純米吟醸　50

萩市
あらゆる温度帯でお楽しみ頂ける純米吟醸です。

08387-4-0001

920

中村酒造株式会社
たからぶね　しろうおのさと

純米大吟醸酒 720ml

 3,500東洋美人　壱番纏　純米大吟醸

萩市
東洋美人の最高峰です。

08387-4-0001

919

株式会社澄川酒造場
とうようびじん　じゅんまいぎんじょう　５０

純米吟醸酒 1800ml

 1,204Bd-14　純米酒

萩市 Bd-14とは日本酒度マイナス14の事です。八千代酒造の特長である四段仕込みを生か
した新しいタイプの純米酒です。スッキリとした甘さ、大きめのグラスに氷をたっぷり入れ
ロックで、炭酸割りもお勧めです。0838-86-0221

 2,778宝船　しろうおの里

萩市 山田錦（県産）100％使用。精米歩合35％。米のみを使った純米大吟醸でフルーティー
な吟醸の香りと、米本来のふくらみのある味わいをお楽しみ下さい。冷酒でお楽しみいた
だくのが最適です。0838-22-0137

921

八千代酒造合名会社
びーでぃーまいなす14　じゅんまいしゅ

純米酒 720ml
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特定名称

特定名称

《鳥取県》（Tottori Prefecture）

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

【燗酒】（Warmed Sake）

1002

大谷酒造株式会社
きもと　じゅんまい　ごうりき

純米酒 1800ml  2,850生 　純米　強力

東伯郡琴浦町 強力米特有の豊かなコクと旨味、酸味が溶け合い、後味の引き締まった味わいです。伝
統技法と原料にこだわったお酒です。お燗にすれば、生 造りと強力の持ち味を充分に
発揮します。0858-53-0111

1001

有限会社太田酒造場
べんてんむすめ　じゅくせいこしゅ　じゅんまいぎんじょう　たまさかえ

純米吟醸酒 720ml  3,100辨天娘　熟成古酒　純米吟醸　玉栄

八頭郡若桜町 蔵のある鳥取県若桜町で契約栽培された玉栄を使用し、7年寝かせた純米吟醸です。熟
成による丸みを帯びた味わいと自然な甘い香り（ソトロン）を楽しんでいただきたい。温度
変化による味の違いを感じてもらえます。0858-82-0611

1101

李白酒造有限会社
りはく　とくべつじゅんまい　からくち　やまたのおろち

特別純米酒 720ml  1,200李白　特別純米　辛口　やまたのおろち

松江市 出雲神話「やまたのおろち退治」の物語に因み、しっかりとした辛口のお酒に仕上げまし
た。冷やすとすっきり飲め、お燗にするとやわらかい味わいとなり、いろいろな温度帯で
楽しめるお酒です。0852-26-5555

《島根県》（Shimane Prefecture）

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

1103

株式会社竹下本店
いずもほまれ

- 720ml  852出雲誉

雲南市 奥出雲の清流に育まれ、深い雪中に抱かれて、じっくりと仕込みました。やや甘口でしっ
かりとした造りがふくらみのあるコクを生み、まろやかな味わいとなり、心地いい飲み口の
一杯が、やすらぎと安心感を感じる事でしょう。特に燗がおすすめです。0854-62-0008

1102

米田酒造株式会社
とくべつじゅんまい　すずめといなほ

特別純米酒 720ml  1,200特別純米　雀と稲穂

松江市
米の旨味がたまらない旨口の酒。燗をすると更に旨味が広がり、後味もすっきりする。ぬ
る燗（45度くらい）が良い。

0852-22-3232

1105

旭日酒造有限会社
きもとじゅんまい　じゅうじあさひ　かいりょうおまち70

純米酒 720ml  1,500生 純米　　　旭日　改良雄町　70

出雲市 旭日の蔵ならではの酒の味わいを醸したいという思いで始めた生 造りの純米酒。原酒
ではしっかりとした幅のある旨味が主張するが、日常の生活に、料理に優しくなじむよう加
水して寝かせたタイプに仕上げている。燗でふくらむ奥行きのある味は、各種料理と幅広
く合わせられる。

0853-21-0039

1104

簸上清酒合名会社
じゅんまいぎんじょう　ななかんば　やまはいじこみ

純米吟醸酒 720ml  1,528純米吟醸　七冠馬　山廃仕込み

仁多郡奥出雲町 地元、契約栽培の酒米を使用し、山廃仕込で造ったお酒。穏やかな香りだが口当りが良
く酸味鮮やかな味わいに、山廃造りの力強さがのぞく。奥行きのある優しい味わい、お燗
もおすすめ。0854-52-1331
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特定名称

特定名称

\1,300/
\2,600魁

邑智郡邑南町
冷酒をよく飲まれる方々に、燗酒のおいしさにも触れてもらいたい、と企画しました。冷酒
として飲まれるのも良いですが、少し温めると、味がやんわりと開き、より深く楽しめます。0855-83-0015

1107

合資会社石州酒造
じゅんまい　つわのざかり

純米酒 720ml

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

1106

玉櫻酒造有限会社
さきがけ

純米酒
720ml/
1,800ml

1201

萬歳酒造株式会社
さつきこころ　とくべつじゅんまいしゅ

特別純米酒 720ml  1,181さつき心　特別純米酒

岡山市北区 酒造りの真骨頂、熟成工程を行い、歳月をかけて味を締め上げていきます。味のバラン
ス・飲んだ後のキレ・お燗による急激な温度変化に耐えうるようにお酒に背骨のような骨
格を纏わせます。古代の製法ですが、ものづくりに掛ける手間暇は非常に重要と考えて
おります。

086-222-3836

《岡山県》（Okayama Prefecture）

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

 1,090純米　津和野盛

鹿足郡津和野町 地元津和野で生産された佐香錦を100％使用した純米酒です。米だけから造りだされる
純米津和野盛はふくよかな米の風味が魅力的です。辛みと旨みのバランスが良く、コク
のある味わいです。燗つけでもよし、冷やでも良し。晩酌にぴったりのお酒です。0856-72-0036

1203

利守酒造株式会社
さけひとすじ　きもとじゅんまいぎんじょう

純米吟醸酒 720ml  1,500酒一筋　生 純米吟醸

赤磐市 江戸時代から伝わる正統的醸造法で複雑な工程を経て通常の二倍以上の時をかけ、自
然のままの乳酸菌や酵母を増殖させ醸したものです。生 造りならではの豊かな奥深い
コクとすっきりとした喉越しは冷でもお燗でもお楽しみ頂けます。086-957-3117

1202

髙祖酒造株式会社
せんじゅ　うまくちのさけ　うしまど

- 900ml  932千寿　うまくちの酒　うしまど

瀬戸内市 伝承四段仕込の甘からず辛からず、飲み飽きしないうまくちの酒（日本酒度±0）。瀬戸
内の魚料理やすきやき、しゃぶしゃぶのような鍋物によく合います。夏には冷やすと、の
どこしの良い冷酒になります。0869-34-2002

1205

森田酒造株式会社
はてん　にいまるいちごう

吟醸酒 500ml  1,450破天　2015

倉敷市
2015年産アケボノで醸した吟醸を地下貯蔵庫に眠らせてきました長期熟成酒は、特に肉
類とかの様な、味の強い食品に合わせる様につくっております。ぬる燗がオススメ。086-422-0252

1204

熊屋酒造有限会社
ほんじょうぞう　いしち

本醸造酒 720ml  850本醸造　「伊七」

倉敷市
冷酒から燗酒まで美味しく、キレ味抜群で飲み飽きしない本醸造。ポン酢で食べる水炊
きや、すき焼きなど相性抜群。086-485-0007

1206

平喜酒造株式会社
きへい　とくべつじゅんまいしゅ　おまちまい

特別純米酒 1800ml  2,600喜平　特別純米酒　雄町米

浅口市
雄町米のふくよかな香りと旨みを生かしながら軽快な味わいに仕上がりました。淡麗辛口
のサラリとした喉越しが特徴の「切れ味純米酒」です。0865-44-2122
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特定名称

特定名称

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

1207

白菊酒造株式会社
たいてんしらぎく　きもと　じゅんまいおまち　ななじゅう

純米酒 720ml

 1,180大正の鶴　純米　75　精米

真庭市 一般米のルーツである岡山県産代表米朝日の可能性に挑戦。朝日米あえて磨かない
75％精米で造ったお酒です。酸味のきいたしっかりとした味わい。60℃超えのとびきり燗
もおすすめです。0866-52-2311

1209

株式会社辻本店
すみややへえ　じゅんまい

純米酒 720ml

 1,300大典白菊　生もと　純米雄町　七十

高梁市
自然のままの乳酸菌や蔵付酵母が醸し出す酸味と旨みのある深い味わいのお酒です。

0866-42-3132

1208

株式会社落酒造場
たいしょうのつる　じゅんまい　75　せいまい

純米酒 720ml

1301

八幡川酒造株式会社
やはたかわ　ちょうからくち　じゅんまいしゅ

純米酒 720ml  1,204八幡川　超辛口純米酒

広島市佐伯区
酸味とアミノ酸のバランスも良く、味わい深く濃い目の純米酒です。飲み方も、冷やから
燗で幅広く楽しんでいただけるお酒になっています。原酒で販売しております。082-928-0511

《広島県》（Hiroshima Prefecture）

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

 1,200炭屋彌兵衛　純米

真庭市 雄町の美味しさを「フレッシュ」「エイジド」「チャレンジ」の３つのトライアングルで表現す
る。炭屋彌兵衛シリーズは「エイジド」＝熟成の旨味を表現。燗するとふくらみが増し、雄
町の旨味がじっくり味わえる。0867-44-3155

1303

林酒造株式会社
みたにはる　じゅんまいしゅ

純米酒 1800ml  2,500三谷春　純米酒

呉市
燗することで味に幅がでて辛口のキレの良さと味の膨らみがバランス良く、食中酒として
最適となるよう目指しました。0823-54-0310

1302

榎酒造株式会社
はなはと　きもとじゅんまいぎんじょう　げんしゅ　H27BY

純米吟醸酒 720ml  1,700華鳩　生 純米吟醸　原酒　H27BY

呉市 兵庫県特A地区の山田錦を使って、心を込めて生 造りをした純米吟醸原酒です。新酒
の頃は酸も立ち味も硬いしっかりした酒質でしたが、2年の年月が酸を丸くし味も乗ってき
てまろやかになりました。お燗して更に豊かな味わいが得られます。0823-52-1234

1305

合名会社梅田酒造場
ほんしゅういち　きんもん　じゅんまい

純米酒
720ml/
1,800ml

\790/
\1,868本洲一　金紋　純米

広島市安芸区 本洲一の昔ながらの一級酒「金紋」の仕込みをベースに、燗で飲んで映えるお酒を目指
して仕上げた、昔ながらの味わいの純米酒です。どっしりと無骨な味わいでありながら後
味は軽快で、食中酒に特におすすめの一本です。082-822-2031

1304

株式会社三宅本店
せんぷく　げきあつ

本醸造酒 720ml  1,200千福　激熱

呉市 千福杜氏、大名が「アツく温めることで、激烈に旨い酒」をテーマに仕込んだ、広島県産
米を100％使用したこだわりの燗酒。低温でじっくり熟成させ、旨味深い味わいを実現し
ています。メインターゲットは30～40代の燗酒好きなミドルユーザーです。0823-22-1029
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特定名称

 1,500菱正宗　秘造り吟醸　ひろしまの酒

広島市安佐北区
華やかでフルーティー、味わいやキレとも当蔵いちおしの吟醸酒です。冷やでもお燗で
も料理といっしょに楽しめる味わいです。お土産にも最適な一品です。082-812-2185

1307

賀茂鶴酒造株式会社
かもつる　ちょうとくせんとくとうしゅ

特別本醸造酒 720ml

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

1306

久保田酒造株式会社
ひしまさむね　ひづくりぎんじょう　ひろしまのさけ

吟醸酒 720ml

 1,578賀茂泉　朱泉本仕込　純米吟醸

東広島市 日本酒本来が持つ旨味を残すため、炭素を使ったろ過をしていないため、淡い黄金色を
しています。ふくよかな旨味とコク、爽やかなキレを持ちあわせた、ぬるめの燗がおすす
めの純米吟醸酒です。082-423-2118

1309

亀齢酒造株式会社
きれい　じゅんまいしゅ　かんじこみ

純米酒 720ml

 1,229賀茂鶴　超特撰特等酒

東広島市
ふくよかな香り、深いこくと旨味、のど越しの良い本醸造酒。

082-422-2121

1308

賀茂泉酒造株式会社
かもいずみ　しゅせんほんじこみ　じゅんまいぎんじょう

純米吟醸酒 720ml

 669日本酒　白牡丹　広島の酒

東広島市
酒らしい香りと甘味の中に重なる深い味わい。燗にすると味わいがさらに広がります。

082-422-2142

1311

藤井酒造株式会社
りゅうせい　なごみのからくち

特別純米酒 720ml

 1,098亀齢　純米酒　寒仕込

東広島市
スッキリした味わい。飲み飽きせずお燗をする事で米の旨味もあじわえる食中酒です。

082-422-2171

1310

白牡丹酒造株式会社
にほんしゅ　はくぼたん　ひろしまのさけ

- 720ml

 1,050醉心　「軟水の辛口」　純米酒

三原市 独自の「軟水醸造」で醸した、柔らかな辛口の純米酒。ぬる燗で、なめらかな旨味が引き
立ちます。様々な料理と良い相性を示しますが、特に瀬戸内の小魚の天ぷらや、魚を煮
炊きした料理とお楽しみ頂きたいお酒です。0848-62-3251

1313

株式会社天寶一
とくべつげんていしゅ　きもとじゅんまい

純米酒 720ml

 1,250龍勢　和みの辛口

竹原市
八反錦を100％使用した濃醇辛口の純米酒です。辛口ながらも口当たりのまろやかさと
麹の甘味を感じるお酒で、冷酒から燗酒まで幅広い温度帯でお楽しみ頂けます。0846-22-2029

1312

株式会社醉心山根本店
すいしん　なんすいのからくち　じゅんまいしゅ

純米酒 720ml

 1,250特別限定酒　生 純米

福山市
ふくらみと軽さ、そして酸が引き締める。立ち香も上品。種々なお食事と共に。酵母は6号
系。後をひく旨さ。バランス重視。084-962-0033
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特定名称

特定名称

1314

三輪酒造株式会社
しんらい　じょうせん　じゅんまいしゅ

純米酒 720ml  1,190神雷　上撰　純米酒

神石郡神石高原町 弊社は広島県の山間部の神石高原町にあり標高500ｍに位置します。故に広島県随一
の寒冷地でもあり年間平均気温は東北地方北部と同等です。そんな環境の中、酒蔵に
て1年以上ゆっくりと熟成させたお酒です。0847-82-0630

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト

1316

山岡酒造株式会社
ずいかん　じゅんまいぎんじょう　きもと

純米吟醸酒 720ml  1,350瑞冠　純米吟醸　きもと

三次市
原料米は広島県産山田錦。蔵付き酵母使用のきもと仕込みです。豊かな味わいを一年
間じっくり熟成させ、やわらかく、ふっくらした味わいのお酒です。0847-67-2302

1315

美和櫻酒造有限会社
みわさくら　じゅんまいしゅ

純米酒 720ml  971美和桜　純米酒

三次市
原料米は八反錦を使用。香りほのかで米の味わいがありキレもある。料理の味を損なわ
ない。特に魚料理に合う。0824-52-2011

1401

酒井酒造株式会社
きおけづくり　じゅんまいしゅ

純米酒 720ml  1,450木桶造り　純米酒

岩国市
木の持つ温もり、柔らかさ、包容力、そんなイメージを具体化したお酒です。常温からぬ
る燗で、木桶ならではの味わいをお楽しみください。0827-21-2177

《山口県》（Yamaguchi Prefecture）

No.
製造者名
所在地
電話番号

商　品　名 参考価格（税抜）

商品コンセプト
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主催:広島国税局

後援:中国財務局、中国四国農政局、中国経済産業局、中国運輸局、独立行政法人酒類

　　 総合研究所、日本貿易振興機構（ジェトロ鳥取・松江・岡山・広島・山口）貿易

　　 情報センター、鳥取県、島根県、広島県、岡山県、山口県、広島県商工会議所連

     合会、岡山県商工会議所連合会、山口県商工会議所連合会、岡山商工会議所、日

     本酒造組合中央会中国支部、全国卸売酒販組合中央会中国支部、全国小売酒販組

     合中央会中国支部、中国税理士会、中国地方法人会連合会、広島国税局間税会連

     合会、中国青色申告会連合会、中国納税貯蓄組合連合会、一般社団法人中国経済

     連合会、一般社団法人山陰インバウンド機構、一般社団法人せとうち観光推進機

     構、一般社団法人山口県観光連盟

　　※　順不同　31団体


