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出展リスト
近畿
＜滋賀＞
喜多酒造㈱ 喜楽長 辛口純米吟醸／松瀬酒造㈱ 松の司 楽／浪乃音酒造㈱ 浪乃音 純米吟醸／北島酒造㈱ 御代栄
うちのみ純米吟醸／㈱福井弥平商店 萩乃露 純米吟醸 辛口／川島酒造㈱ 松の花 純米吟醸／望月酒造㈱ 寿々兜 純米吟醸

＜京都＞
㈱山本本家 神聖 京都産祝 純米大吟醸／松井酒造㈱ 純米大吟醸 五紋神蔵「七曜」無ろ過 原酒／㈱増田德兵衞商店
月の桂 平安京／大石酒造㈱ てんごり／若宮酒造㈱ 綾小町／池田酒造㈱ 加佐一陽／竹野酒造㈲ 弥栄鶴 超亀の尾蔵舞

＜大阪＞
壽酒造㈱ 國乃長 本醸造／清鶴酒造㈱ 清鶴 大吟醸／秋鹿酒造㈲ 秋鹿一貫造り／井坂酒造場 三輪福 純米大吟 米の華／
山野酒造㈱ 片野桜 大吟醸 玄櫻／西條㈾ 天野酒 純米大吟醸 天游

＜兵庫＞
大関㈱ 純米酒 醴(RAI)／白鷹㈱ 吟醸純米 超特撰白鷹 DH-1N／櫻正宗㈱ 櫻正宗 吟醸 原酒 正宗／白鶴酒造㈱ 白鶴
大吟醸／江井ヶ嶋酒造㈱ 神鷹 純米吟醸 黒／都美人酒造㈱ 特別純米 風乃都美人／キング醸造㈱ 播州錦 特別純米酒／
富久錦㈱ 富久錦 純米吟醸 播磨路／田中酒造場 白鷺の城 戦国のアルカディア／田治米㈴ 竹泉 純米吟醸 山田錦 熨斗目色
vintage／山名酒造㈱ 奥丹波 純米吟醸／小西酒造㈱ 超特撰白雪 伊丹諸白 本醸造

＜奈良＞
㈱今西清兵衛商店 春鹿 純米超辛口／菊司醸造㈱ 菊司 菩提酛純米／上田酒造㈱ 嬉長 菩提酛純米／中谷酒造㈱
こをろこをろ 純米吟醸／喜多酒造㈱ 御代菊 純米酒 奈良うるはし／河合酒造㈱ にごり 出世男／五條酒造㈱ 五神 純米大吟醸
まほろばの雫／長龍酒造㈱広陵蔵 吉野杉の樽酒／㈱久保本家酒造 特別純米 睡龍／西内酒造 山乃かみ酵母使用 談山／
稲田酒造合名会社 黒松稲天 大吟醸／芳村酒造㈱ 純米大吟醸 かぎろひ

＜和歌山＞
中野BC㈱ 紀伊国屋文左衛門／中野BC㈱ 長久／平和酒造㈱ 紀土 大吟醸／㈱名手酒造店 黒牛

GI農林水産物等
＜京都府＞万願寺甘とう
＜和歌山県＞紀州金山寺味噌



出展リスト
東北
＜青森＞
㈱西田酒造店 田酒 特別純米酒／鳩正宗㈱ 鳩正宗 純米大吟醸 華想い／桃川㈱ 桃川大吟醸純米 華想い／㈱鳴海醸造店
純米大吟醸 こみせ／三浦酒造㈱ 豊盃 純米大吟醸／八戸酒類㈱ 八鶴 華想い純米大吟醸／㈱盛田庄兵衛 作田
特別純米酒／㈱松緑酒造 六根 ひすい 純米大吟醸／八戸酒造㈱ 陸奥八仙 華想い５０ 純米大吟醸／㈱菊駒酒造 菊駒
大吟醸 大吟醸
＜岩手＞
㈱わしの尾 鷲の尾 結の香／㈲月の輪酒造店 大吟醸 月の輪／田英俊 純米大吟醸原酒 喜平治／喜久盛酒造㈱ 鬼剣舞／
岩手銘醸㈱ 岩手誉 New Sake しぼりたて特別純米／両磐酒造㈱ 関山 純米吟醸／酔仙酒造㈱ 大吟醸 酔仙／㈱浜千鳥
浜千鳥 純米吟醸 吟ぎんが／泉金酒造㈱ 龍泉八重桜 火の鳥 純米吟醸／㈱南部美人 南部美人 特別純米酒
＜宮城＞
仙台伊澤家勝山酒造㈱ 勝山 特別純米 縁／㈱新澤醸造店 愛宕の松 純米吟醸ささら／㈲大沼酒造店 乾坤一 特別純米
HEAVEN&EARTH／墨廼江酒造㈱ 墨廼江 純米吟醸 蔵の華／㈴寒梅酒造 宮寒梅 純米大吟醸 至粋／㈱田中酒造店 田林
純米大吟醸 美山錦／㈱一ノ蔵 一ノ蔵 純米吟醸 蔵の華／㈱佐浦 浦霞 蔵の華 純米吟醸／萩野酒造㈱ 萩の鶴 純米大吟醸
（美山錦）／㈱中勇酒造店 天上夢幻 大吟醸 山田錦／㈲佐々木酒造店 宝船浪の音 純米吟醸 玲瓏／
㈱平孝酒造 日高見 純米酒
＜秋田＞
秋田酒類製造㈱高清水 生酛特別純米酒／小玉醸造㈱ 太平山 純米吟醸澄月／㈱北鹿 北鹿 夢の幻／山本㈴ 山本
ピュアブラック／㈱飛良泉本舗 飛良泉 はま矢／㈴鈴木酒造店 秀よし 松声／日の丸醸造㈱ まんさくの花 純米大吟醸／
両関酒造㈱ 両関 雪月花／千歳盛酒造㈱ 千歳盛 純米吟醸／浅舞酒造㈱ 天の戸 金賞受賞酒／㈴栗林酒造店 春霞／
秋田誉酒造㈱ 秋田誉 特別純米酒／天寿酒造㈱ 天寿 純米大吟醸
＜山形＞
出羽桜酒造㈱ 出羽桜 純米酒 出羽の里／男山酒造㈱ 雪男山(雪女神)／㈲秀鳳酒造場 秀鳳 純米吟醸 出羽の里／
古澤酒造㈱ 紅花屋重兵衛 雪女神／和田酒造㈾ 雪女神 純米大吟醸 あら玉／月山酒造㈱ 銀嶺月山 大吟醸／ ㈱六歌仙
手間暇 大吟醸 雪女神／㈱小屋酒造 雪女神大吟醸 最上川／㈾杉勇蕨岡酒造場 純米吟醸 DEWA33 杉勇／
㈾高橋酒造店 東北泉 純米大吟醸 雪女神／鯉川酒造㈱ 純米大吟醸 Beppin 雪女神／㈱渡會本店 出羽ノ雪 雪女神仕込
／㈱小嶋総本店 東光純米大吟醸 雪女神／後藤康太郎 羽陽錦爛 純米大吟醸～雪女神～／米鶴酒造㈱ 米鶴 純米大吟醸
亀粋(きっすい)／㈾後藤酒造店 辯天 出羽燦々 純米大吟醸原酒／千代寿虎屋㈱ 純米大吟醸 山形讃香
＜福島＞
㈲金水晶酒造店 金水晶 純米吟醸／松崎酒造㈱ 廣戸川 特別純米／有賀醸造㈾ 陣屋 大吟醸／笹の川酒造㈱ 明和蔵
大吟醸／曙酒造㈾ 一生青春 特別純米／髙橋庄作酒造㈱ 会津娘 純米吟醸酒／渡部謙一 開當男山 手造り純米吟醸／
ほまれ酒造㈱ 会津ほまれ 純米大吟醸／㈴四家酒造店 又兵衛 純米吟醸／㈾喜多の華酒造場 明日の日本を語る酒／
鶴乃江酒造㈱ 純米大吟醸 ゆり／花泉酒造㈴ ロ万 純米吟醸／国権酒造㈱ 国権 純米大吟醸／㈱檜物屋酒造店 千功成
吟醸酒／佐藤酒造㈱ 三春駒 大吟醸グリーン／㈾大和川酒造店 弥右衛門 純米大吟醸／ ㈴大木代吉本店 自然郷
無濾過原酒大吟醸／㈲仁井田本家 田村／㈾辰泉酒造 京の華



出展リスト
北陸

＜富山＞
皇国晴酒造㈱ 幻の瀧 純米大吟醸／富美菊酒造㈱ 羽根屋 純米吟醸 煌火 生／ ㈱桝田酒造店 満寿泉 純米吟醸 生／
若鶴酒造㈱ 若鶴 純米大吟醸 瑤雫40 生／三笑楽酒造㈱ 三笑楽 山廃純米

＜石川＞
㈱福光屋 加賀鳶 藍 ／㈱吉田酒造店 手取川 純米大吟醸 本流／㈱加越 加賀ノ月 月光 無濾過 ／
鳥屋酒造㈱ 池月 純米大吟醸／ 櫻田酒造㈱ 大慶 純米大吟醸／ ㈱金谷酒造店 金の澤／ 菊姫㈾ 菊姫 山廃純米生原酒 ／
㈱小堀酒造店 萬歳楽 彩光 ／ ㈱車多酒造 天狗舞 山廃純米 ／ ㈱吉田酒造店 手取川 酒魂 純米吟醸

＜福井＞
黒龍酒造㈱ 黒龍 大吟醸 ／ 田辺酒造㈲ 越前岬 純米大吟醸 ／ ㈱一本義久保本店 伝心「凛」純米大吟醸 ／
㈱南部酒造場 花垣 大吟醸特撰 ／ ㈾加藤吉平商店 梵 特撰純米大吟醸


