
　　会　長　　大沼　充 〒980-0011　宮城県仙台市青葉区上杉2-3-1 （令和４年４月１日現在）　

ＴＥＬ　022-222-3131　　ＦＡＸ　022-222-3133

組合員名 郵便番号 電   話 代表的な商品

(代表者氏名） 住　　　所 （ＦＡＸ） 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）

仙台伊澤家　勝山酒造（株） 981-3225 022-348-2611 www.katsu-yama.com 元禄元年 勝山 勝山　純米大吟醸　暁 「暁」の極めて高い純度の味わいと余韻は柔らかく膨らむ甘い芳香と調和することで他には類型の無い洗練されたボディ感を持つお酒になっている

伊澤　平藏 宮城県仙台市泉区福岡二又２５－１ 022-348-2614 katsuyama@katsu-yama.com １６８８年 戦勝政宗 特別純米　戦勝政宗 雑味が少なく、透明感のある芳醇な旨口のお酒。スムースな飲み心地をお楽しみ頂きたい。

（資）内ヶ崎酒造店 981-3311 022-358-2026 uchigasaki.com 寛文元年 鳳陽 大吟醸鳳陽 豊かな吟醸香と上品な喉越し。奥行きのあるしっかりした旨みとキレの良い後味の大吟醸酒です。

内ヶ﨑　研 宮城県富谷市富谷新町２７ 022-358-6208 hoyo@uchigasaki.com １６６１年 鳳陽 純米酒鳳陽 ほのかな香りと丸みのある口当たり。ふくよかで調和の取れた味わいの飲み飽きしない純米酒です。

大和蔵酒造（株） 981-3408 022-345-6886 平成８年 雪の松島 雪の松島　純米大吟醸 香りがグラマラスで味が濃い、フルボディのお酒。口のなかで広がるフルティーな味わいの余韻をお楽しみ頂けます。

山内　信雄 宮城県黒川郡大和町松坂平８－１ 022-345-6881 taiwakura@yamaya.co.jp １９９６年 雪の松島　入魂超辛＋20 とびっきり軽く、まろやかな味と旨さのある杜氏入魂の酒。糖分が少なくスッキリとした旨味が料理に合います

㈲佐々木酒造店 981-1213 022-398-8596 housen-naminooto.com 明治４年 宝船浪の音 宝船浪の音 県産米の美味しさと名取の水の良さを凝縮した、宮城の山海珍味に合うお酒。

佐々木　加知枝 宮城県名取市閖上1-230-Ｅ10 022-398-8511 naminooto@mocha.ocn.ne.jp １８７１年 浪庵 純米大吟醸　浪庵 香り高く、みずみずしい芳醇な果実を思わせるお酒。口当たり優しく、芳醇な旨味と豊かな香りが特徴。

（株）佐浦 985-0052 022-362-4165 www.urakasumi.com 享保９年 浦霞禅 純米吟醸　浦霞禅 穏やかな吟香とやわらかな味わいの品格のある食中酒です。浦霞を代表するロングセラー商品。

佐浦　弘一 宮城県塩竈市本町２－１９ 022-362-7895 info@urakasumi.com １７２４年 浦霞 純米吟醸 浦霞No.12 「きょうかい12号酵母」を使用した,爽やかな香りと心地良い酸味、後味のキレの良さが特長の純米吟醸酒です。

阿部勘酒造（株） 985-0057 022-362-0251 www..abekan.com 享保元年 阿部勘・於茂多加男山 阿部勘　純米　辛口 宮城県産米を使用し、香りと味の調和のとれたスッキリとした味わいの純米酒です。

阿部　昌弘 宮城県塩竈市西町３－９ 022-362-9668 info@abekan.com １７１６年 阿部勘・於茂多加男山 阿部勘　純米吟醸　 おだやかな吟醸香とシャープな味わいの商品です。素材の味を楽しむ料理との相性が良いです

（株）一ノ蔵 987-1393 0229-55-3322 www.ichinokura.co.jp 昭和４８年 一ノ蔵
○本社蔵

(要予約）
一ノ蔵　笙鼓　純米大吟醸 自家精米で３５％まで磨き上げた酒造好適米の山田錦を、小仕込みで丁寧に醸しました。優雅で繊細な香味が特長。

鈴木 整 宮城県大崎市松山千石大欅１４ 0229-55-4513 sake@ichinokura.co.jp １９７３年 祥雲金龍 ×金龍蔵 祥雲金龍 純米吟醸 栗原市一迫にある金龍蔵で蔵人達が昼夜を問わず丁寧に醸しました。穏やかな香りと滑らかな口当たりが特長。

（株）新澤醸造店 989-6321 0229-52-3002 http://niizawa-brewery.co.jp/ 明治６年 愛宕の松 伯楽星　純米大吟醸 ＪＡＬ国際線ファーストクラスの機内酒に選ばれ高い評価を得ている。優しいバナナ香と綺麗な酒質が特徴的。

新澤　巖夫 宮城県大崎市三本木北町６３番地 0229-52-5226 info@niizawa-brewery.co.jp １８７３年 伯楽星 あたごのまつ純米吟醸ささら 契約栽培米「蔵の華」を自社精米で５５％まで磨き使用。爽やかな酸味が心地良い食中酒。杯の進む酒質です。

森民酒造店 989-6433 0229-72-1010 moritamishuzouten.com 明治１６年 森泉 純米　もりいずみ じっくりと米の旨味を醸した味に巾のある純米酒です。

森　民典 宮城県大崎市岩出山上川原町１５ 0229-72-1010 １８８３年 生原酒　しぼったまんま しぼったままで酵素が活きている生の原酒です。フレッシュな味わいとこうじの香りが心地よく漂います。

（株）田中酒造店 981-4251 0229-63-3005 www.manatsuru.co.jp 寛政元年 真鶴 真鶴　山廃仕込み純米酒 真鶴伝統の本格山廃仕込み。芳醇な香りとコク。飲み飽きしない旨口純米酒。

田畑　若菜 宮城県加美郡加美町西町８８－１ 0229-63-3003 tanaka@manatsuru.co.jp １７８９年 真鶴　生もと特別純米酒 豊かな風味と程よい酸味の調和。復活した秘伝生もと造り。原点回帰のお酒。

（株）山和酒造店 981-4241 0229-63-3017 明治２９ わしが國 わしが國　特別純米　酒一筋 宮城県産蔵の華１００％と自然水にて仕込まれた爽やかな香りと旨味が楽しめる純米酒です。

伊藤　大祐 宮城県加美郡加美町南町１０９－１ 0229-63-3018 yamawa@nona.dti.ne.jp １８９６年 山和 山和　純米吟醸 爽やかな香りと上品な味わいがバランス良い純米吟醸酒です。様々な料理と合わせてお楽しみ下さい。

（名）川敬商店 989-4206 0229-58-0333 明治３５年 黄金澤 黄金澤　大吟醸 柔らかなふくらみがあり、香味のバランがとれた、上品な味わい

川名　眞紀子 宮城県遠田郡美里町二郷高玉６－７ 0229-58-0334 info@koganesawa.com １９０２年 橘屋 橘屋　純米吟醸 穏やかな香りで、ふんわりとした柔らかな、重さを感じさせない、のど越しの良いお酒

黄金澤　山廃純米酒 軽やかな飲み口で、綺麗な旨味が奥深く広がるお酒

（名）寒梅酒造 989-6216 0229-26-2037 http://miyakanbai.com/ 大正７年 宮寒梅 宮寒梅　純米大吟醸 豊かな香りは華が舞うよう。米の旨味をふんだんにたたえ、爽やかなキレが後味となって訪れる。

岩﨑　健弥 宮城県大崎市古川柏崎境田１５ 0229-26-2263 info@miyakanbai.com 陽のしずく 宮寒梅　純米吟醸 春の華をおもわすような、あでやかな香り。しっとり澄んだ甘味の奥に、完熟した米の味わいがひかえている。

（株）中勇酒造店 981-4241 0229-63-2018 https://tenjo-mugen.co.jp 明治３９年 天上夢幻 天上夢幻　吟醸原酒　超辛口 原酒でありながらもシルクのように滑らかな口当たりで飲みやすい吟醸酒

中島　信也 宮城県加美郡加美町南町１６６ 0229-63-2089 info@tenjo-mugen.co.jp １９０６年 花ノ文 花ノ文 純米吟醸　蔵の華 穏やかな香りと、優しい口当たりで麹由来の酸が食材のコクと旨味を引き立てます。

千田酒造（株） 989-5351 0228-45-1024 大正９年 栗駒山 栗駒山大吟醸 当蔵の逸品。高い吟醸香とふくよかな味

千田　善彦 宮城県栗原市栗駒中野北畑中６３－１ 0228-45-1686 奥鶴 栗駒山特別純米酒 しっかりとした酸とすうっとした香りが特徴

金の井酒造（株） 987-2303 0228-54-2115 https://www.kanenoi.co.jp 大正４年 綿屋 綿屋　特別純米酒　美山錦 さわやかな果実香の切れの良い食中酒。原料米は長野県産美山錦。和食との相性は抜群

三浦　幹典 宮城県栗原市一迫川口町浦１の１ 0228-54-2639 １９１５年 綿屋　特別純米酒　幸之助院殿 とても柔らかな味わいの食中酒。洋食や肉類やマグロの大トロなどとの相性が良い。

萩野酒造（株） 989-4806 0228-44-2214 www.hagino-shuzou.co.jp 天保１１年 萩の鶴 萩の鶴　純米大吟醸 端正で穏やかな香りと、やわらかで上品な味わい。

佐藤　曜平 宮城県栗原市金成有壁新町５２ 0228-44-2026 info@hagino-shuzou.co.jp １８４０年 日輪田 日輪田　生酛純米酒 伝統的な生酛仕込みによるしっかりとした味わいと共に、現代的なスッキリとした飲み口を両立しました。

石越醸造（株） 989-4701 0228-34-2005 http://sawanoizumi.jp/ 大正９年 澤乃泉 澤乃泉　純米大吟醸 県酒造好適米蔵の華を使用。低温発酵させ吟醸香が高く気品ある風味。アルコール度１５．８・日本酒度＋２

佐藤　宏 宮城県登米市石越町北郷中澤１０８－１ 0228-34-2304 sawanoizumi@ar.wakwak.com １９２０年 澤乃泉　特別純米酒 米、水にこだわり香りとコクのバランスが特徴。アルコール度１５．２・日本酒度＋１

（株）角星 988-0013 0226-22-0007 http://kakuboshi.co.jp 明治３９年 金紋　両國 金紋　両國　別格 酒造米を60％まで磨き、低温長期醪にて仕上げた特別本醸造。冷やから燗まで美味しく味わえます。

斉藤　嘉一郎 宮城県気仙沼市魚町２－１－１７ 0226-25-8217 ryogoku@kakuboshi.co.jp １９０６年 水鳥記 水鳥記 原料米品種による味わいの違いが楽しめます。（同一酵母・同一種麹・同一度数）

（株）男山本店 988-0083 0226-24-8088 www.kesennuma.co.jp 大正元年 蒼天伝 蒼天伝　特別純米酒 宮城県産蔵の華を原料米とする純米蒼天伝は、フルーツのような芳香さと澄んだ味わいが特徴です。

菅原　昭彦 宮城県気仙沼市入沢３－８ 0226-22-3037 info@kesennuma.co.jp １９１２年 気仙沼男山 気仙沼男山　特別純米酒 お米本来の爽やかな香りがほのかにし、口当たりは柔らかくお米の優しい甘味と旨味が感じられ、後味はスッキリとしている。

（株）平孝酒造 986-0871 0225-22-0161 文久元年 日高見 日高見　純米酒 香りも味も強すぎず、キレがあり、ふくよかな旨み。

平井　孝浩 宮城県石巻市清水町１－５－３ 0225-96-4456 １８６１年 日高見　吟醸酒 キレがあり、透明感あるれる味の広がりと程よい吟醸香。

墨廼江酒造（株） 986-0827 0225-96-6288 弘化２年 墨廼江 墨廼江　純米吟醸　蔵の華 綺麗で柔らかく気品ある風味豊かな純米吟醸酒。キレの良さも兼ねそなえています。

澤口　康紀 宮城県石巻市千石町８－４３ 0225-96-6290 １８４５年 墨廼江　特別純米 清涼感ある香りと米本来の旨味と爽やかな酸味がバランス良く調和した純米酒。

（有）大沼酒造店 989-1305 0224-83-2025 正徳２年 乾坤一 特別純米辛口 宮城県産ササニシキを使用し、米の旨味とキレの良さが特徴。

大沼　健 宮城県柴田郡村田町字町５６－１ 0224-83-5689 １７１２年 純米吟醸原酒　冬華 穏やかな香りとスッキリとした味わい。料理にも合わせやすい。

蔵王酒造（株） 989-0253 0224-25-3355 www.zaoshuzo.com 明治６年 藏王 純米大吟醸「蔵王昇り龍」 美山錦を45%まで磨いて、低温でじっくり仕込んだ純米大吟醸です。香りは穏やかに、確かに感じられる米の旨味とスッキリした飲み口が「盃を重ねるごとに美味い酒」を体現した一本です。

渡邊　佐男 宮城県白石市東小路１２０－１ 0224-25-3272 info@zaoshuzo.com １８７３年 純米酒　花撫子　ロゼ 甘味と酸味が程良く調和した低アルコール酒。発色性酵母による自然な赤色が美しい一本。デザート感覚でお楽しみいただけます。

17
山と田んぼに囲まれた静かな環境の中、蔵元自らが小さい蔵だからこそ出来る、心のこ

もった手造りの酒を、小しだけ醸しています。

04

大正四年創業。当時の金田村は良水良米の産地であり「金の井」と命名。現在清冽な小

僧不動の滝の水系を使用して、柔かな切れの良い食中酒を醸します。
16

06
奥州一宮塩釜神社の御神酒酒屋として創業し、手間暇をおしまず高品質な酒造りを行っ

ております。
×

不可

02
富谷市は仙台市の北隣に位置します。

創業寛文元年（1661年）、宮城県最古の伝統と歴史を誇っています。古い蔵で手間をか

けて丁寧に醸す酒は、国内のみならず世界で高い評価を得ています。

要予約

05
１７２４年創業。盬竈神社の御神酒酒屋として、南部杜氏の伝統と技を受け継ぎ、最高

品質の酒造りを目指しながらも、地域性をもった酒造りにもこだわっています。

蔵ガイ

ド（要

予約）

伊達政宗公の城下町仙台の酒として３３０年。伊達家御用蔵の暖簾を守り、醸すお酒は

全てハイスペック純米系高級酒。頂点へのたゆまぬチャレンジを続ける小さな蔵です。

南部杜氏の伝統技術を現代的感覚で生かした酒造りに取り組んでおります。純米酒・吟

醸酒・とびっきり辛い酒等、特色があり、清酒党に根強い人気をいただいてます

三代目当主の趣味であった登山。その登頂祝いに名も無き試験醸造酒を持参し、山頂で

雲海を望みつつ飲んだその一杯に、「天の上で夢か幻を見ているような味わいだ」との

一言を登山仲間であった画家の岡部和彦先生より頂戴し「天上夢幻」は誕生しました。

宮城県酒造組合

07
創業以来伝統の技を守り、手を掛け心を込めた高品質の日本酒を製造しています。また

醸造発酵技術を応用した商品開発にも取り組んでいます。

08
「究極の食中酒」をテーマにお料理の味を最大限に引き立たせます。２０１１年１１月

より川崎町での新蔵で再発進。蔵王山系の良質な水で綺麗で繊細な酒を醸す。

11
蔵は県北西部に位置し自然豊かな環境の中、南部杜氏伝統の技を受け継いだ蔵人達が情

熱を持って酒造りに取り組んでいます。

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

創業年

（西暦）

要予約

03

蔵元　メッセージ

要予約

Ｎｏ
ホームページアドレス

（Ｅメールアドレス）
銘　　柄

01

×

09
明治１６年創業の日本最小の酒蔵です。純米酒を中心にしぼりたての生原酒や、長期貯

蔵の古酒などを造っています。
要予約

100
創業２３１年。一滴の水・一粒の米にも心を配って昔ながらの伝統の酒つくりを守り続

けている。
要相談

要相談

12
創業当時から山廃仕込みを受け継いでいます。蔵元自ら酒造りに携わり、「清らかで奥

行きのあるお酒」を醸しております。
×

15

13
「こころに春をよぶお酒」を理念に自社栽培米及び宮城県産米のみで醸造を行う全量純

米蔵。代表銘柄は『宮寒梅』。「一杯で旨い酒」をコンセプトとし醸造を行う。

〇HPの

予約

フォー

ム

14 要予約

山紫水明の地栗駒。どこまでも深いみどりとどこまでもすき透る清水。大地の恵みを一

身に受け醸され
不可

20
我社は品質第一に徹し造手としての明確な主張を持ち、風土を大切にした酒造・酒に込

められた物語を飲み手の皆様に分りやすく伝える事が責任、使命と考えます。
要予約

18
１９２０創業。酒造りに適したこの地方の良質な米を原料として、日々研鑽を重ね充実

した酒質の向上をめざして、清酒、本格焼酎、スピリッツを造っています。
要相談

19 要連絡
気仙沼の地にて創業百十有余年を迎える。当初より品質第一を心がけ、最初の一杯から

最後の一滴まで飲み飽きず、楽しめる酒を本分とする。

21
魚でやるなら日高見だっちゃ！をテーマに毎年の酒造に挑んでおります。目指す酒は日

本一、魚と鮨に合う酒でです。
不可

22
「綺麗」で「柔らかく」「気品」漂う風味豊かな味わいの日本酒をテーマに全社員一丸

となった酒造りを行っております。
不可

23
創業１７１２年宮城の南に位置し蔵の町並みが残る村田町で宮城のお米ササニシキを中

心とした酒造りをしています。

24
創業以来品質本位の酒造りに専念し、蔵王の気候風土と水と自然の恵みをいただき、こ

の地でしか醸せない味を生み出しています。酒を通して私達の住むこの地の空気を感じ

てもらえたら幸いです。

要連絡


