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第 89 回関東信越国税局酒類鑑評会について 

関東信越国税局酒類鑑評会は、酒類の品質評価を通じて酒造技術の進歩・発展

を促し、当局管内で製造される酒類の品質向上を図り、酒類業の健全な発達に資

することを目的として行われるもので、今回で 89 回目、第１回目の開催年から数

えますと、53 年目を迎えました。 

吟醸酒の部、純米吟醸酒の部、純米酒の部の３部制で実施し、203 製造場から

吟醸酒の部に 169 点、純米吟醸酒の部に 186 点、純米酒の部に 80 点の出品があり

ました。10 月３日及び４日に一審の品質評価、11 日に二審の品質評価を行いまし

た。 

審査の結果、吟醸酒の部において成績が優秀であった出品者について、最上位

であった１場を「最優秀賞」、最上位に続く上位２場を「特別賞」、加えて 50 場

を「優秀賞」に選定しました。同様に、純米吟醸酒の部においては、最優秀賞１

場、特別賞２場、優秀賞 54 場、純米酒の部においては、最優秀賞１場、特別賞２

場、優秀賞 22 場を選定しました。 

当国税局管内には伝統を有する数多くの銘醸地・銘醸蔵があり、それぞれが厳

選された原料を使用して、地域や蔵の特徴を活かした高品質な清酒を生産してお

ります。 

平成 29 酒造年度は、原料米は前年と異なり溶け易く扱いやすい性状でしたが、

吟醸酒をはじめとする高品質な特定名称酒の仕込みが続く酒造最盛期に、例年に

ない厳しい寒さが続いたことから、醪の発酵を適切に導くことに神経を使う年で

ありました。そのような中で製造に携わった皆様が日頃から研鑽を積んできた醸

造技術の全てをつぎ込んで原料処理、麹造り、発酵管理に取り組まれた結果、今

年も多くの製造場ですばらしい清酒ができたことを今回の審査を通じて確認いた

しました。 

当鑑評会にすばらしい吟醸酒、純米吟醸酒及び純米酒が出品されたのは、一重

に出品者の皆様の絶え間ない努力と、技術の研鑽により培われた酒造技術が発揮

されたものであり、高く評価いたしますとともに、各製造場の酒造りに対する真

摯な取組姿勢に心より敬意を表します。 

今回の吟醸酒の部では、豊かで質の良い吟醸香と、滑らかさ、ふくらみといっ

た吟醸酒特有の優れた風味に熟成に由来する丸さといった特徴が加わり、落ち着

いた香味を有するものが多数を占めておりました。純米吟醸酒の部では、酸味の

利いた豊かな味わいを有するものから、滑らかでソフトな口当たりのものまで多

様なタイプのお酒がありましたが、いずれのお酒も純米吟醸酒としての品位を有

しており、原料米由来のうまみが感じられるものばかりでした。また、純米酒の

部では、原料米由来のうまみと酸味がバランス良く調和した純米酒としての風格

が感じられるものが多く認められました。 

 改めて、当局管内の清酒製造場の皆様の酒造技術の向上に対する熱意に敬意を

表しますとともに、今後とも、酒類鑑評会を通じて、管内の清酒製造場の酒造技

術がより一層向上していくことを期待します。



第 89 回関東信越国税局酒類鑑評会審査概況 

１ 目的   

 酒類の品質評価を通じて酒造技術の進歩・発展を促し、当局管内で製造される

酒類の品質向上を図り、酒類業の健全な発達に資することを目的とする。 

２ 出品部門 

  １製造場当たり、以下の各部門について１点まで出品可とした。 

（１）吟醸酒の部 

吟醸酒（平成 29 酒造年度に製造されたもの。純米吟醸酒を含まない。） 

（２）純米吟醸酒の部 

純米吟醸酒（平成 29 酒造年度に製造され、精米歩合 60％以下のもの。） 

（３）純米酒の部 

純米酒（平成 29 酒造年度に製造され、精米歩合 61％以上のもの。） 

３ 出品状況 

  203 の製造場から、吟醸酒の部に 169 点、純米吟醸酒の部に 186 点、純米酒の

部に 80 点の出品があった。 

  なお、出品酒の県別内訳は別紙１のとおりである。 

４ 品質評価年月日 

 平成 30 年 10 月３日（水）、４日（木）及び 11 日（木）の３日間にわたり、

一審及び二審を実施した。 

５ 品質評価場所   

関東信越国税局 鑑定官室 

６ 品質評価員 

  管内清酒製造業者、公設酒造技術指導機関職員及び鑑定官室職員 

（詳細は別紙２） 

７ 品質評価法 

  全ての部門で品温約 20℃で品質評価を行った。 

８ 審査結果 

審査の結果、全ての部門においてそれぞれ１場が最優秀賞、２場が特別賞、加

えて吟醸酒の部から 50 場、純米吟醸酒の部から 54 場、純米酒の部から 22 場が優

秀賞を受賞した。 

なお、受賞場は別紙３のとおりである。 



別紙１ 

第 89 回関東信越国税局酒類鑑評会出品状況

県名 

純米吟醸酒の部 純米酒の部 

第89回 

(平成30年)

(参考)第88回

(平成29年)
増減 

第89回 

(平成30年) 

(参考)第88回

(平成29年) 
増減 

茨城 23 23 ±0 6 4 ＋2 

栃木 17 17 ±0 8 9 －1 

群馬 16 16 ±0 8 4 ＋4 

埼玉 17 15 ＋2 5 6 －1 

新潟 58 63 －5 26 25 ＋1 

長野 55 56 －1 27 28 －1 

計 186 190 －4 80 76 ＋4 

県名 

出品場数 吟醸酒の部

第89回 

(平成30年)

(参考)第88回

(平成29年)
増減 

第89回 

(平成30年) 

(参考)第88回

(平成29年) 
増減 

茨城  23  23 ±0  18  18 ±0 

栃木  19  20 －1  18  18 ±0 

群馬  18  18 ±0  13  13 ±0 

埼玉  20  18 ＋2  18  18 ±0 

新潟  66  70 －4  60  63 －3 

長野  57  59 －2  42  45 －3 

計 203 208 －5 169 175 －6 



別紙２

第89回関東信越国税局酒類鑑評会品質評価員 

  （県別・五十音順、敬称略）

県

名
氏名 現所属 役職 

茨

城

白神 千紘 来福酒造株式会社 製造部主任 

深谷 篤志 株式会社武勇 製造部主任 

藤村 俊文 来福酒造株式会社 代表取締役 

栃

木

牛久 和規 惣譽酒造株式会社 頭役 

小野 誠 株式会社外池酒造店 杜氏 

渡邉 英憲 渡邉酒造株式会社 代表取締役社長、杜氏 

群

馬

櫻井 武 浅間酒造株式会社 代表取締役 

島岡 利宣 島岡酒造株式会社 代表取締役 

西岡 義彦 聖徳銘醸株式会社 常務取締役 

埼

玉

岡田 誠 株式会社小山本家酒造 製造部チーフマネージャー 

長谷川 浩一 武甲酒造株式会社 代表取締役社長 

村上 大介 北西酒造株式会社 醸造課課長 

新

潟

安澤 義彦 朝日酒造株式会社 取締役 生産本部 製造部長 

竹内 伸一 石本酒造株式会社 取締役杜氏 生産本部長 

宮尾 俊輔 菊水酒造株式会社 研究室開発部 統括マネージャー 

長

野

市川 博之 株式会社松葉屋本店 代表取締役 

工藤 有通 信州銘醸株式会社 専務取締役 製造部長 

田中 勝巳 大信州酒造株式会社 専務取締役 製造部長 

茨

城

武田 文宣 茨城県産業技術イノベーションセンター 食品バイオ部門長 

吉浦 貴紀 茨城県産業技術イノベーションセンター 地場食品部門長 

栃

木

岡本 竹己 栃木県産業技術センター 食品技術部 部長 

小坂 忠之 栃木県産業技術センター 食品技術部微生物応用研究室 チームリーダー

群

馬

増渕 隆 群馬県立群馬産業技術センター 食品・健康係 係長 

渡部 貴志 群馬県立群馬産業技術センター バイオ・微生物係 主任 

埼

玉

樋口 誠一 埼玉県産業技術総合センター北部研究所 食品プロジェクト担当 専門研究員 

横堀 正敏 埼玉県産業技術総合センター北部研究所 食品・バイオ技術担当 担当部長 



（県別・五十音順、敬称略）

県

名
氏名 現所属 役職 

新

潟

金桶 光起 新潟県醸造試験場 場長 

鍋倉 義仁 新潟県醸造試験場 専門研究員 

長

野

蟻川 幸彦 長野県工業技術総合センター 食品技術部門長 

齋藤 良 長野県工業技術総合センター 食品バイオ部 研究員 

松丸 克己 関東信越国税局鑑定官室 鑑定官室長 

田島 健一郎 関東信越国税局鑑定官室 主任鑑定官 

石渡 英和 関東信越国税局鑑定官室 主任鑑定官 

太田 萌 関東信越国税局鑑定官室 鑑定官 



県名 税務署名 製造場名 法人番号 銘柄 杜氏等氏名

長野 諏訪 宮坂醸造株式会社　真澄　諏訪蔵 1100001020143 真澄 平林　和之

県名 税務署名 製造場名 法人番号 銘柄 杜氏等氏名

群馬 前橋 株式会社町田酒造店 3070001003059 清嘹 町田　恵美

茨城 水戸 磯蔵酒造有限会社 3050002009957 稲里 石川　博之

県名 税務署名 製造場名 法人番号 銘柄 杜氏等氏名

茨城 水戸 吉久保酒造株式会社 6050001002381 一品 鈴木　忠幸

茨城 土浦 合資会社廣瀬商店 4050003000864 白菊 小松　德継

茨城 土浦 府中誉株式会社 4050001012036 渡舟 中島　勲

茨城 古河 青木酒造株式会社 5050001018263 御慶事 箭内　和広

茨城 下館 株式会社武勇 5050001032652 武勇 保坂　大二郎

茨城 太田 岡部合名会社 6050003001646 松盛 藤坂　信一

栃木 宇都宮 株式会社井上清吉商店 8060001000102 澤姫 佐藤　全

栃木 宇都宮 株式会社虎屋本店 4060001003265 菊 天満屋　徳

栃木 真岡 惣譽酒造株式会社 9060001009745 惣譽 秋田　徹

栃木 真岡 株式会社辻善兵衛商店 6060001009376 桜川 辻　寛之

栃木 真岡 株式会社外池酒造店 2060001009594 燦爛　 小野　誠　

栃木 大田原 天鷹酒造株式会社 5060001013180 天鷹 直町　昊悦

栃木 氏家 株式会社松井酒造店 9060001027929 松の寿 松井　宣貴

群馬 高崎 柴崎酒造株式会社 4070001017719 船尾瀧 福島　崇

群馬 館林 島岡酒造株式会社 5070001019466 群馬泉 島岡　利宣

群馬 富岡 聖徳銘醸株式会社 2070001011789 鳳凰聖徳 瀧澤　幹夫

群馬 中之条 貴娘酒造株式会社 5070001023724 貴娘 吉田　和宏

埼玉 行田 株式会社釜屋 3030001032986 力士 松沼　宏顕

新潟 新潟 株式会社DHC酒造 5110001007739 越乃梅里 村木　章郎

新潟 新津 麒麟山酒造株式会社 3110001011239 麒麟山 長谷川　良昭

新潟 長岡 朝日酒造株式会社　朝日蔵 6110001023735 久保田 山賀　基良

新潟 長岡 朝日酒造株式会社　松籟蔵 6110001023735 久保田 大橋　良策

新潟 長岡 河忠酒造株式会社 7110001023841 想天坊 野水　万寿生

新潟 長岡 長谷川酒造株式会社 9110001023286 越後雪紅梅 澤中　忠司

　・特別賞

１　吟醸酒の部

別紙３

　・最優秀賞

第89回関東信越国税局酒類鑑評会受賞場一覧

　・優秀賞



県名 税務署名 製造場名 法人番号 銘柄 杜氏等氏名

新潟 柏崎 原酒造株式会社　清澄蔵 8110001017529 越の誉 平野　保夫

新潟 柏崎 原酒造株式会社　和醸蔵 8110001017529 越の誉 石黒　芳和

新潟 新発田 市島酒造株式会社 9110001033137 王紋 田中　毅

新潟 新発田 越後桜酒造株式会社 7110001011326 越後桜 大竹　豪

新潟 小千谷 青木酒造株式会社 7110001026118 鶴齢 今井　隆博

新潟 小千谷 高の井酒造株式会社 1110001025414 たかの井 木村　明裕

新潟 十日町 苗場酒造株式会社 3110003001634 苗場山 内山　勝也

新潟 村上 大洋酒造株式会社 4110001018150 大洋盛 平田　州

新潟 村上 宮尾酒造株式会社 9110001018253 〆張鶴 吉田　修

新潟 高田 鮎正宗酒造株式会社 4110001020197 鮎正宗 上石　修治

新潟 高田 株式会社丸山酒造場 5110001019569 雪中梅 村山　俊郎

新潟 佐渡 尾畑酒造株式会社 5110001027506 真野鶴 工藤　賢也

長野 長野 株式会社酒千蔵野 3100001005209 川中島　幻舞 千野　麻里子

長野 長野 株式会社西飯田酒造店 7100001002680 信濃光 飯田　基

長野 松本 岩波酒造合資会社 5100003001617 岩波 佐田　直久

長野 松本 株式会社亀田屋酒造店 2100003001561 秀峰　アルプス正宗 伊藤　大治

長野 松本 合資会社丸永酒造場 5100003002128 髙波 永原　元春

長野 上田 岡崎酒造株式会社 9100001009633 亀齢 岡崎　美都里

長野 上田 信州銘醸株式会社 5100001011007 秀峰喜久盛 工藤　有通

長野 諏訪 髙天酒造株式会社 4100001019463 髙天 小口　美絵

長野 信濃中野 株式会社角口酒造店 3100001011818 北光正宗 村松　裕也

長野 信濃中野 株式会社田中屋酒造店 5100001011857 水尾 鈴木　政幸

長野 大町 大雪渓酒造株式会社 2100001017295 大雪渓 長瀬　護

長野 大町 北安醸造株式会社 9100001017405 北安大國 山崎　義幸

長野 佐久 武重本家酒造株式会社 3100001007329 御園竹 依田　竜也

長野 佐久 戸塚酒造株式会社 6100003000667 寒竹 西村　和彦



県名 税務署名 製造場名 法人番号 銘柄 杜氏等氏名

新潟 村上 大洋酒造株式会社 4110001018150 大洋盛 平田　州

県名 税務署名 製造場名 法人番号 銘柄 杜氏等氏名

栃木 真岡 惣譽酒造株式会社 9060001009745 惣譽 秋田　徹

群馬 前橋 株式会社町田酒造店 3070001003059 町田酒造 町田　恵美

県名 税務署名 製造場名 法人番号 銘柄 杜氏等氏名

茨城 水戸 磯蔵酒造有限会社 3050002009957 稲里 石川　博之

茨城 水戸 明利酒類株式会社 8050001002652 副将軍 菊池　譲

茨城 水戸 吉久保酒造株式会社 6050001002381 一品 鈴木　忠幸

茨城 土浦 稲葉酒造 すてら 松浦　将雄

茨城 土浦 合資会社廣瀬商店 4050003000864 SEN 小松　德継

茨城 土浦 府中誉株式会社 4050001012036 渡舟 中島　勲

茨城 古河 青木酒造株式会社 5050001018263 御慶事 箭内　和広

茨城 下館 株式会社武勇 5050001032652 武勇 保坂　大二郎

茨城 下館 結城酒造株式会社 5050001032702 結ゆい 浦里　美智子

茨城 竜ケ崎 株式会社田中酒造店 3050001027530 君萬代 小川　貴由

栃木 宇都宮 株式会社井上清吉商店 8060001000102 澤姫 佐藤　全

栃木 宇都宮 株式会社虎屋本店 4060001003265 菊 天満屋　徳

栃木 佐野 第一酒造株式会社 5060001020458 開華 二ノ宮　俊一

栃木 真岡 株式会社外池酒造店 2060001009594 燦爛　 小野　誠　

栃木 大田原 渡邉酒造株式会社 9060001013177 旭興 渡邉　英憲

栃木 氏家 株式会社島崎酒造 3060001008067 東力士 大内　勝美

栃木 氏家 株式会社松井酒造店 9060001027929 松の寿 松井　宣貴

群馬 高崎 牧野酒造株式会社 3070001008371 大盃 岩清水　文雄

群馬 沼田 土田酒造株式会社 6070001023590 誉国光 星野　元希

群馬 沼田 永井酒造株式会社 3070001023321 水芭蕉 後藤　賢司

群馬 館林 分福酒造株式会社 5070001021975 分福正宗 毛塚　征幸

群馬 中之条 貴娘酒造株式会社 5070001023724 貴娘 吉田　和宏

埼玉 東松山 松岡醸造株式会社 4030001071570 帝松 松岡　則夫

新潟 新潟 石本酒造株式会社 1110001001258 越乃寒梅 竹内　伸一

新潟 長岡 朝日酒造株式会社　朝日蔵 6110001023735 久保田 山賀　基良

新潟 三条 株式会社マスカガミ 3110001015322 萬寿鏡 田島　功三

新潟 三条 雪椿酒造株式会社 4110001015354 越乃雪椿 飯塚　泰一

２　純米吟醸酒の部

　・最優秀賞

　・特別賞

　・優秀賞



県名 税務署名 製造場名 法人番号 銘柄 杜氏等氏名

新潟 柏崎 原酒造株式会社　清澄蔵 8110001017529 越の誉 平野　保夫

新潟 柏崎 原酒造株式会社　和醸蔵 8110001017529 越の誉 石黒　芳和

新潟 小千谷 白瀧酒造株式会社 4110001026327 上善如水 松本　宣機

新潟 小千谷 髙千代酒造株式会社 7110001026381 巻機 阿部　茂夫

新潟 小千谷 高の井酒造株式会社 1110001025414 初梅 木村　明裕

新潟 十日町 津南醸造株式会社 3110001021007 霧の塔 滝沢　昌哉

新潟 十日町 苗場酒造株式会社 3110003001634 苗場山 内山　勝也

新潟 十日町 株式会社松乃井酒造場 8110001021258 松乃井 古澤　裕

新潟 高田 合資会社竹田酒造店 6110003001334 かたふね 竹田 成典

長野 長野 大信州酒造株式会社 1100001013452 大信州 田中　勝巳

長野 長野 株式会社髙橋助作酒造店 3100001004020 松尾 駒村　浩司

長野 長野 6100001003705 西之門 原田　浩生

長野 松本 合資会社丸永酒造場 5100003002128 髙波 永原　元春

長野 上田 岡崎酒造株式会社 9100001009633 亀齢 岡崎　美都里

長野 諏訪 酒ぬのや本金酒造株式会社 2100001018319 本金 宮坂　恒太朗

長野 諏訪 株式会社舞姫 2100001027063 信州舞姫　 磯崎　邦宏

長野 諏訪 宮坂醸造株式会社　真澄　諏訪蔵 1100001020143 真澄 平林　和之

長野 伊那 漆戸醸造株式会社 9100001020631 井乃頭 漆戸　貴彦

長野 伊那 株式会社小野酒造店 5100001021641 夜明け前 清人　幸大

長野 伊那 酒造株式会社長生社 5100001021253 信濃鶴 北原　岳志

長野 伊那 合資会社宮島酒店 9100003002801 信濃錦 宮下　拓也

長野 信濃中野 株式会社角口酒造店 3100001011818 北光正宗 村松　裕也

長野 大町 大雪渓酒造株式会社 2100001017295 大雪渓 長瀬　護

長野 大町 福源酒造株式会社 8100001017397 北アルプス 鈴木　達也

長野 佐久 株式会社土屋酒造店 3100001007832 亀の海 鈴木　俊二

長野 木曽 株式会社中善酒造店 6100001017812 中乗さん 山口　孝

長野 木曽 株式会社湯川酒造店 4100001017871 木曽路 湯川　慎一



県名 税務署名 製造場名 法人番号 銘柄 杜氏等氏名

栃木 真岡 株式会社外池酒造店 2060001009594 望boː 小野　誠

県名 税務署名 製造場名 法人番号 銘柄 杜氏等氏名

茨城 下館 結城酒造株式会社 5050001032702 富久福 浦里　美智子

栃木 真岡 惣譽酒造株式会社 9060001009745 惣譽 秋田　徹

県名 税務署名 製造場名 法人番号 銘柄 杜氏等氏名

茨城 水戸 磯蔵酒造有限会社 3050002009957 稲里 石川　博之

茨城 日立 森島酒造株式会社 2050001023786 大観 森嶋　正一郎

茨城 太田 根本酒造株式会社 1050001026831 久慈の山 菊池　道郎

栃木 真岡 株式会社辻善兵衛商店 6060001009376 辻善兵衛 辻　寛之

栃木 大田原 渡邉酒造株式会社 9060001013177 旭興 渡邉　英憲

群馬 高崎 牧野酒造株式会社 3070001008371 大盃 岩清水　文雄

新潟 新潟 高野酒造株式会社 6110001003159 越路吹雪 石川　博規

新潟 長岡 朝日酒造株式会社　朝日蔵 6110001023735 朝日山 山賀　基良

新潟 長岡 河忠酒造株式会社 7110001023841 想天坊 野水　万寿生

新潟 長岡 諸橋酒造株式会社 5110001024461 越乃景虎 田中　政之

新潟 柏崎 原酒造株式会社　清澄蔵 8110001017529 越の誉 平野　保夫

新潟 柏崎 原酒造株式会社　和醸蔵 8110001017529 越の誉 石黒　芳和

新潟 新発田 菊水酒造株式会社　節五郎蔵 1110001012552 菊水　節五郎蔵 五十嵐　雄太

新潟 小千谷 青木酒造株式会社 7110001026118 鶴齢 今井　隆博

新潟 小千谷 白瀧酒造株式会社 4110001026327 上善如水 松本　宣機

新潟 小千谷 高の井酒造株式会社 1110001025414 初梅 木村　明裕

新潟 高田 株式会社丸山酒造場 5110001019569 雪中梅 村山　俊郎

長野 長野 大信州酒造株式会社 1100001013452 大信州 田中　勝巳

長野 長野 株式会社髙橋助作酒造店 3100001004020 松尾 駒村　浩司

長野 諏訪 伊東酒造株式会社 4100001018176 横笛 保科　貞芳

長野 信濃中野 株式会社角口酒造店 3100001011818 北光正宗 村松　裕也

長野 信濃中野 株式会社田中屋酒造店 5100001011857 水尾 鈴木　政幸

３　純米酒の部

　・最優秀賞

　・特別賞

　・優秀賞


