
　　会　長　　水野　直人 〒910-0347　福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16

ＴＥＬ　0776-66-1234　　ＦＡＸ　0776-66-0066 （令和４年４月１日現在）

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）

常山酒造（資） 910-0854 0776-22-1541 www.jozan.co.jp 文化元年 常山 常山　純米超辛 もろみを完全発酵させた辛いだけでなく旨みも伴なった辛口のお酒　＋１０。焼肉等油料理に合います。

常山　由起子 福井県福井市御幸１－１９－１０ 0776-22-1841 sake@jozan.co.jp １８０４年 羽二重正宗 常山　特撰純米 米の旨味を最大限に引き出したどっしりとした味わいが楽しめるお酒　＋２　おでん、煮魚などに合います。

田嶋酒造（株） 918-8051 0776-36-3385 www.fukuchitose.com 嘉永２年 福千歳 福千歳　〔福〕　（山廃純米大吟醸） 昔ながらの醸造法「山廃仕込」で醸す純米大吟醸。ぜひワイングラスで飲んでほしい日本酒です。

田嶋　德彦 福井県福井市桃園１－３－１０ 0776-34-1933 info@fukuchitose.com １８４９年 福千歳　〔徳〕　（山廃純米吟醸） 昔ながらの醸造法「山廃仕込」で醸す純米吟醸。程よい酸味は幅広いお食事での食中酒として最適。

（株）越の磯 910-0016 0776-22-7711 www.j-brewery.com 明治４２年 一期一会 一期一会　純米大吟醸 厳選された山田錦を蔵元杜氏が精魂込めて醸しました。十分に熟成された円やかな旨味と、穏やかな香りが特徴。

礒見　邦博 福井県福井市大宮５－８－２５ 0776-24-0237 info@j-brewery.com １９０９年 越廼磯 越廼磯　寒仕込み　本醸造 地元の酒造好適米を仕込全量に仕用し、極寒時にじっくり醸しました。燗酒はもちろん、冷酒でもお勧めのお酒。

毛利酒造（資） 910-2165 0776-41-0020 昭和１３年 紗利 桂月　純米大吟醸 心地よい吟醸香と旨味のあるお酒　冷酒からぬる燗でお楽しみいただけます。

毛利　徹郎 福井県福井市東郷二ケ町３６－２９ 0776-41-0887 keigetsu@sea.plala.or.jp 越の桂月 桂月　特別純米酒　毛利 地元東郷地区で栽培された山田錦を使用したお酒。すっきりと飲みやすく和食全般に良く合うお酒です。

安本酒造（有） 910-2167 0776-41-0011 yasumoto-shuzo.jp/ 嘉永６年 白岳仙 白岳仙　大吟醸　仙 様々な味の要素が繰り広がる軽やかな低温熟成大吟醸酒　春季期間予約販売です。

安本　昌一 福井県福井市安原町７－４ 0776-41-0012 yasumoto@yasumoto-suzo.jp １８５３年 白岳仙　純米吟醸　奥越五百万石 ストレートな触感、酸味がほどよく絡み合う純米吟醸酒です。

美川　酒造場 918-8131 0776-41-1002 www.maibijin.com 明治２０年 舞美人 舞美人　山廃純米酒 山廃仕込本来のどっしりとした酸がありながら、旨味もあるお酒です。蔵付酵母で蔵の個性が出ています。

美川　欽哉 福井県福井市小稲津町３６－１５ 0776-41-1006 info@maibijin.com １８８７年 父の花道 舞美人　純米吟醸　無濾過生原酒 やわらかな口当たりと、なめらかな旨口の味わいが心地よく、幸せなひとときを演出させてくれるお酒です。

舟木酒造（資） 910-0802 0776-54-2323 www.funaki-sake.com 慶応２年 北の庄 北の庄　純米大吟醸「大吟　望」 山田錦米を４０％まで磨き、小仕込みで醸した純米大吟醸は、フクヨカな味とスッキリした香りです。

舟木　脩 福井県福井市大和田町４６－３－１ 0776-54-6623 funasuzo@quartz.ocn.ne.jp 富成喜 北の庄　純米吟醸「醇吟」 県産米を６０％まで磨き、吟醸仕込をしたので、やわらかい喉越しで、優しい香りは、料理を引きたてます。

黒龍酒造（株） 910-1133 0776-61-0038 www.kokuryu.co.jp 江戸文化元年 黒龍 黒龍　大吟醸　龍 ワインの熟成を応用して昭和５０年に発売。上品で穏やかな香り、繊細でまろやかな味わいの大吟醸酒。

水野　直人 福井県吉田郡永平寺町松岡春日１－３８ 0776-61-3833 info@kokuryu.co.jp １８０４年 九頭龍 九頭龍　純米 米の風味を残しつつ飲みやすく仕上げました。合わせるる料理を選ばない燗良し冷やしてよしの日々の純米酒

田辺酒造（有） 910-1134 0776-61-0029 www.echizenmisaki.com 明治３２年 越前岬 越前岬　大吟醸「吟の雫」 酒袋にもろみを詰め袋吊りにし、滴り落ちた雫酒を丁寧に瓶詰め。数量限定の各種鑑評会出品酒。

田辺　邦明 福井県吉田郡永平寺町松岡芝原２－２４ 0776-61-1721 info@echizenmisaki.com １８９９年 優勝 越前岬　純米大吟醸 ２年間の熟成を経て蔵出し。米の旨みがしっかり生きた香りとのバランスの良い旨口タイプの純米大吟醸。

吉田酒造（有） 910-1325 0776-64-2015 www.jizakegura.com 文化３年 白龍 大吟醸　白龍　斗瓶囲い 特別な日のための特別なお酒です。木綿の袋でゆっくりしぼった生々の原酒です。酒の旨みをご堪能ください。

吉田　由香里 福井県吉田郡永平寺町北島７－２２ 0776-64-2932 hakuryu@jizakegura.com １８０６年 旭泉 純米　てきてき 全量自社栽培の山田錦を使用したちょっと贅沢な純米酒。辛口で人肌燗が上質な米の旨みを引き出します。

西岡河村酒造（株） 910-3613 0776-98-5166 www.tsukimaru.com 明治２年 月丸 月丸　純米吟醸 丸みのある酸味を柱に、巾広く、それでいて後味は切れの良いスマートな味。

河村　英一 福井県福井市甑谷町１－１ 0776-98-3541 zoo@yc4.so-net.ne.jp １８６９年 天津神力 天津神力　特別純米 お米「神力」の旨みがしっかりと出るように仕込んだ力強い味わいのお酒。

（株）吉田金右衞門商店 910-3121 0776-83-1166 kumonoi.jp 明治４年 雲乃井 白雲　純米吟醸 地元の棚田で契約栽培した山田錦を丹念に蒸し上げ、米の芯だけを酒にした吟醸造りの純米酒です。

吉田　和正 福井県福井市佐野町２１－８１ 0776-83-1167 info@kumonoi.jp １８７１年 東雲　純米吟醸 大粒で心白の大きな五百万石を高精米し、爽々しい風味に仕上げた、お手頃な価格の純米吟醸酒です。

力泉酒造（有） 910-3111 0776-59-1046 rikisen.com 明治中期 明乃鶴 純米大吟醸　精華 福井県産の五百万石を40％精白、新鮮な香りが特徴です。

豊岡　芳文 福井県福井市島山梨子町２０－１０ 0776-59-1948 rikisen@basil.ocn.ne.jp １８９０年頃 明乃鶴　吟醸 米本来の旨みを出しました。吟醸のまろやかさと香りをゆっくりお楽しみ下さい。

伊藤酒造（資） 910-3113 0776-59-1018 koshinotaka.jp/ 明治２０年頃 越の鷹 辛口純米吟醸 福井を代表する酒米、五百万石と福井で開発された酵母で丹念に醸造した、当社の基本となる純米吟醸です。

伊藤　康晴 福井県福井市江上町４４－６５ 0776-59-1596 sakeitou@mx4.fctv.ne.jp １８８７年頃 薫酒　純米吟醸酒 大吟醸並に華やかな薫りを楽しめる純米吟醸です。

久保田酒造（資） 910-0207 0776-66-0123 www.fukukoma.co.jp/ 宝暦３年 富久駒 特撰純米大吟醸　一筆啓上 霊峰白山に連なる山々を源とする地下水と最高の原料米と伝統の技を活かし、低温でゆっくり発酵させたお酒です。

久保田　直邦 福井県坂井市丸岡町山久保２７－４５ 0776-67-2367 kubota@fukukoma.co.jp １７５３年 鬼作左 純米生原酒　鬼作左袋吊り 圧力をかけずに袋から滴り落ちるしずくだけを採ったった優しい口あたりのお酒です。

坪三酒造（資） 919-0479 0776-51-0041 享保元年 福喜久

坪田　一卯 福井県坂井市春江町高江２４－３８ 0776-51-0041 １７１６年

真名鶴酒造（資） 912-0083 0779-66-2909 www.manaturu.com 宝暦年間 真名鶴 山廃仕込純米酒 口に含むと香ばしい香りがゆっくりと広がり、しっかりとした味わいが永く余韻を残す力強い香味。

泉　恵介 福井県大野市明倫町１１－３ 0779-66-2690 Manaturu@manaturu.com １７５１年 奏雨－ＳＯＷ－ 純米吟醸　奏雨－ＳＯＷ－ すっきりとした甘味と、柑橘系の爽やかな酸味が絶妙のバランスでからみ合った清涼感溢れる斬新な味わい。

(株)南部酒造場 912-0081 0779-65-8900 www.hanagaki.co.jp/ 明治３４年 花垣 花垣　特撰　大吟醸 優雅な香りまろやかな味　山田錦で醸した大吟醸フルーティでバランスのとれた逸品。

南部　隆保 福井県大野市元町６－１０ 0779-65-1986 info@hanagaki.co.jp １９０１年 米しずく 花垣　純米　米しずく 米のうまみひろがる　ふっくらとした香り味の帯がありお勧めは燗　やすらぎを感じます。

（株）宇野酒造場 912-0025 0779-66-2236 www.itinotani.co.jp 元和５年 一乃谷 大吟醸　薫 山田錦３７％精米のふくらみのある、まろやかで香り高い大吟醸。

宇野　信裕 福井県大野市本町３－４ 0779-65-8364 unosyuzo@sky.hokuriku.ne.jp １６２０年 山廃仕込　特別純米酒 丁寧に山廃仕込した特別純米酒で冷やしてよし、燗してもよし。特に燗酒として鍋料理に最適。

源平酒造㈱ 912－0026 0779-66-5712 www.genpeishuzo.com 延宝元年 源平 純米吟醸　鳳凰源平 米の旨みを十分に引き出した吟醸酒

萩原　敦士 福井県大野市要町１－３３ 0779-66-5828 info@genpeishuzo.co.jp １６７３年 上撰　源平 赤いラベルが特徴的な昔から変わらない味のお酒です。

（株）一本義久保本店 911-8585 0779-87-2500 www.ippongi.co.jp 明治３５年 一本義 一本義　上撰本醸造 福井では通称「赤の一本義」と呼ばれる。スッキリとした辛口酒で、冷～熱まで幅広い温度帯で楽しめる。

久保　格太郎 福井県勝山市沢町１－３－１ 0779-87-2504 info@ippongi.co.jp １９０２年 伝心 伝心　雪　純米吟醸酒 冬の酒蔵を包む、清らかに静まり返った雪景色を想像させるような綺麗で穏やかな香りと清々しい味わい。

片山酒造（株） 915-0891 0778-22-0209 sake-kansai.com/ 明和年間 関西 関西　吟醸酒 華やかな果実香漂う辛口吟醸酒。２杯目が欲しくなるすっきりした味わいです。

片山　達夫 福井県越前市余田町５１－１８ 0778-22-1096 kansai@marble.ocn.ne.jp １７６４年～１７７１年 関西　上撰 落ち着いた味と香りで安らぎの本醸造酒。お燗にお勧めの逸品です。

堀口酒造（有） 919-0131 0778-45-0007 元和４年 鳴り瓢 鳴り瓢・特別純米酒 福井県産酒造好適米五百万石１００％使用。精米歩合６０％。吟醸造りの低温長期熟成酒。まろやかな味と香り。

堀口　恒平 福井県南条郡南越前町今庄７６－１－２ 0778-45-0775 １６１８年 瓢酔匠 金印・鳴り瓢 「一麹・二酛・三造り」の酒造りの基本を忠実に守り、さわやかな味と香りの淡麗な酒に仕上げました。

畠山酒造（株） 919-0131 0778-45-0028 yukikirara.co.jp 天保６年 雪きらら 雪きらら　大吟醸 華やかな香りの淡麗な美酒です。

畠山　拓也 福井県南条郡南越前町今庄１０９－１４ 0778-45-0029 info＠yukikirara.co.jp １８３５年 百貴船 雪きらら　純米酒 翌朝に残りにくいやさしいお酒です。常温でも冷やでもぬる燗でもおいしく召し上がって頂けます。

（資）加藤吉平商店 916-0001 0778-51-1507 www.born.co.jp 万延元年 梵 梵・超吟 －８度Ｃ５年熟成の究極の純米大吟醸酒。素晴らしい香りと深い味。日本の酒文化を代表する珠玉の名酒。皇室献上品。

加藤　團秀 福井県鯖江市吉江町１－１１ 0778-53-1406 born@mitene.or.jp １８６０年 日本の翼 梵・日本の翼 ０度Ｃ２年熟成の純米大吟醸酒。上品な吟香で柔らかで旨みあふれ、後味の切れ最高。国賓晩餐会等の乾杯酒です。

飲み飽きしない酒造り。
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要連絡

要連絡
当蔵は福井市北東部に位置し、北側の白山水系の九頭龍川の伏流水を仕込水とし、主に

県産米を原材料とし、品質第一をモットーに小仕込・手造りで醸しています。

米・水・風土にこだわり昔ながらの手造りで醸す酒は旨味があり飲みあきしない。お料

理を引き立てる日本酒です。

昔ながらのひとつひとつ酒袋に入れて搾る舟しぼりにより、食べながら飲む、飲みなが

ら食事の出来る日本酒(食中酒)を醸し続けていきたいと考えています。

福井市のシンボル、足羽山と足羽川のほぼ中間の場所で　伝統醸造法の〔山廃仕込〕の

お酒を酒造りの基本とし醸す酒蔵です。

越前海岸部の越廼村で創醸した弊社のお酒は、やや辛口で旨味があり、海の幸によくあ

います。平成１０年からは福井県嶺北部では初めての地ビール醸造も行っています。

福井県酒造組合

02

03

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

創業年

（西暦）

要連絡

蔵元　メッセージ

01
「飲む人と酒を通じて対話する」をモットーに「わかりやすく」そして「忘れがたい」

特徴を備えた、高品質でインパクトのある酒造りを目指しております。

Ｎｏ

自噴の地下50ｍの井戸水は良質のミネラルを含む天然水で、この水と厳選された福井県

産米を使用したこだわりの酒造りを行っております。

米と水と蔵人達の思い入れとやさしい空気が一つになって、ここでしか出来ない造れな

い酒造り。

自然の恵みたっぷりの「うれしい・たのしい・おいしい」商品を通して、お客様の豊か

な食生活を応援します。

酒米「山田錦」作りから、地酒造りまで一貫造りの白龍です。地酒蔵として米・水と地

産にこだわっております。笑みのこぼれる幸せのひと時のために醸します。

福井市の川西地区(九頭竜川の西側)の日本海に近い小高い丘陵地に位置しております。

酒造りの基本は米にあり、原材料の品種、産地を大切にして品質向上に努めておりま

す。

要連絡
蔵元自らが杜氏としてお酒造りに取り組んでいます。昔ながらの酒道具を大切にして、

全量「木槽（きぶね）搾り」を行っています。酒質は、濃醇旨口タイプです。

13

14

15

要連絡

要連絡

○
良い麹を使って香りの良いモト(酒母)や醪を造ってはじめてコクのある旨い酒が出来る

と考えています。当社はキレの良い旨い酒を造るこみとを信条としております。

良水の地永平寺町松岡で石田屋二左衛門が創業以来、こだわりの酒を継承。「味わう」

という一瞬にまで想いを巡らせ、時代を超えて愛される日本酒を提案しています。

17

06

20

09
白山に源を発する県内最大の九頭竜川が流れ、清流の水質豊かな永平寺町松岡にて創

業。以来、しっかり低温熟成の後に蔵出しし、切れの良い芳醇旨口の酒が特徴。

「日本酒をお酒落に楽しくかっこよく」をコンセプトに、伝統に安住するのではなく新

たな挑戦を続けている。全製品吟醸規格の高級酒専門蔵。

要連絡

10

11

12

04

当社の自慢は水である。広大な坂井平野のもと、地下150ｍからくみ上げられた自社の井

戸水を使用。いつまでも変わることのない「ふるさとの銘酒」。

05

08

07

16

要連絡

19
品質のよい原料、水を使い、品質第一をモットーによい商品を末長く愛して頂くため、

杜氏、蔵人、職員をはじめ全員が日夜精魂を傾けています。
要連絡

恐竜の化石が日本で一番発掘されている福井県勝山市にて、勝山小笠原藩の御用酒銘

「一本義」を受け継ぎ、１９０２年に創業。

18
酒米（五百万石）の産地・奥越前の名水で醸す「花垣」伝統的技術を伝承し手造りに徹

した味わい深いこだわりの日本酒を醸します。

21

24
冬はしんしんと冷え込む厳しさ、澄明な大気と木々の緑、清冽な水、粒選りの酒造好適

米を使用し、品質一筋に手造りの味が今も息づく酒造りをしています。

何杯飲んでもうまいと言えるお酒。華やかさよりも、落ち着きとやすらぎを感じられる

ようなお酒をめざしています。
22

23
北陸道と北国道の交差する宿場町・蕎麦処として有名な今庄の美味しい水と福井の米、

更に創業元和４年の熟練した技で、スッキリした酒を醸しています。

25
両替商・庄屋を先祖に持つ、現在十一代目の老舗です。無添加の純米酒のみを造ってい

て、全ての酒は長期氷温熟成された本物の旨さが乗ってから出荷されています。

      HP  https://www.fukuisake.jp

      e-mail  fsake@angel.ocn.ne.jp



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）

ホームページアドレス

（Ｅメールアドレス）
銘　　柄

創業年

（西暦）
蔵元　メッセージＮｏ

豊酒造（株） 916-0073 0778-62-1013 www.yutaka-shuzou.com 宝暦３年 華燭 華燭　本醸造 協会１０号酵母で仕込んだ本醸造酒。従来の日本酒がお好きな方に最適な、やや甘口のやさしいお酒です。

佐々木　宗利 福井県鯖江市下野田町３８－７０ 0778-62-2184 yutakakk@etude.ocn.ne.jp １７５３年 越前国府 越前国府　純米酒 越前の食材の味を引き出す食中酒として、最適なお酒です。

朝日酒造（株） 916-0141 0778-34-0020 享保初年 冨士の関 冨士の関　純米 のどごしよく、晩酌に最適なお酒。ぬる燗、上燗お好みに応じてお楽しみください。

田島　清博 福井県丹生郡越前町西田中１１－５３ 0778-34-1200 akafuji@angel.ocn.ne.jp １７１６年 コシヒカリのお酒 コシヒカリのお酒 福井県産コシヒカリの旨みを詰め込んだコクのあるお酒です。一年間土蔵の低温酒蔵で貯蔵して蔵出ししています。

丹生酒造（株） 916-0122 0778-34-0022 www.asukai1716.com 享保元年 飛鳥井 飛鳥井　特別純米 純米酒でありながら、すっきり、酸低目でほのかな吟醸香が特長。

髙橋　裕子 福井県丹生郡越前町天王１８－３ 0778-34-0033 asukai1716@am.ttn.ne.jp １７１６年 飛鳥井　大吟醸 地元、越前町で作った、山田錦を使用。

鳥浜酒造（株） 919-1331 0770-45-0021 www.torihama.jp/ 大正９年 加茂栄 上撰　加茂榮 大正九年から醸し続ける若狭の地酒、甘い濃厚なお酒です。

小堀　安彦 福井県三方上中郡若狭町鳥浜５９－３０ 0770-45-3434 info@torihama.jp １９２０年 純米吟醸　鳥浜 福井県産の五百万石を使用して、低温発酵でゆっくりと醸し上げたお酒です。女性にとても人気です。

三宅彦右衛門酒造（有） 919-1124 0770-32-0303 享保３年 早瀬浦 早瀬浦　純米酒　 弊社定番酒。

三宅　範彦 福井県三方郡美浜町早瀬２１－７ 0770-32-0304 １７１８年 早瀬浦　大吟醸原酒 品評会出品酒と同じ風格、雰囲気を感じて頂けます。

創業１７１６年と福井県屈指の老舗です。また蔵の前に鎮座される八坂神社の宮司を本

家に持ち、名水１００選の水、御膳水を仕込み水に使用。
要連絡

人の心を動かす酒でありたい。

26
宝暦三年（１７５３年）福井県鯖江市に創業、清酒製造販売他、味噌、奈良漬、あま酒

等清酒こうじを持いた食品の製造販売を行なう。

30

29
蔵は福井県は若狭地方、ラムサール条約に指定された三方五胡のそばにあります。

甘辛く濃厚な味の川魚料理に合うお酒です。

27
手間暇を惜しまず高品質な酒づくりをしています。県産コシヒカリ米を使用していま

す。

28


