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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）

（株）今西清兵衛商店 630-8381 0742-23-2255 www.harushika.com/ 明治１７年 春鹿 春鹿　純米超辛口 世界１０数ヵ国でも愛飲されている春鹿の代表銘柄。伝統ある技術が生んだ究極の辛口酒。料理との相性抜群。

今西　清隆 奈良県奈良市福智院町２４－１ 0742-27-3585 info@harushika.com １８８４年 白滴 春鹿　発泡純米酒　ときめき ぷちぷちスウィートなお米のシャンパン。米のふくよかな甘みと酵母が奏でる爽やかな泡が絶妙。

八木酒造（株） 630-8301 0742-26-2300 sho-hei.cool.coocan.jp/ 明治１０年 升平 菩提もと純米　升平 日本で唯一、約５００年ぶりに復活した菩提山正歴寺で造られる菩提もとを使い、醸造された濃純旨口の純米酒。

八木　威樹 奈良県奈良市高畑町９１５ 0742-27-1841 yagisyuzo@gmail.com １８７７年 やまと火の酒 鹿王の宴 奈良県産「黄金千貫」と黒麹を「春日原始林」の地下水で仕込、常圧蒸留で芋の芳醇な香りとコクの濃厚な味。

奈良豊澤酒造㈱ 630-8444 0742-61-7636 nara-toyosawa.jp 明治元年 豊祝 豊祝 山田錦を35％まで精米し、お米の旨みを最大限に引き出したフルーティーな香りとまろやかなコクが自慢です。

豊澤　孝彦 奈良県奈良市今市町４０５ 0742-61-7658 info@nara-toyosawa.jp １８６８年 貴仙寿 無上盃 ほのかな吟醸香とお米の旨みとバランスが絶妙の純米吟醸酒です。

上田酒造（株） 630-0222 0743-77-8122 www.ueda-syuzou.co.jp 永禄元年 生長 生駒宝山純米大吟醸 最高級の山田錦を５０％まで磨き、生駒の名水を伝統の技と、こだわりの味で醸しだす入魂の逸品。

上田　和弘 奈良県生駒市壱分町８６６－１ 0743-76-0701 uedabrew@m4.kcn.ne.jp 嬉長 生長　大吟醸 風格ある深みと広がり、口の中で転がる甘く華やかな香り、そのふくよかな旨みは、まさに日本酒の芸術品。

菊司醸造（株） 630-0223 0743-77-8005 https://kikutsukasa.pro/ 宝永２年 菊司 純米吟醸　菊司 すっきりとした辛口の純米吟醸で辛口好みの方にお薦めの一献です。

駒井　大 奈良県生駒市小瀬町５５５ 0743-77-8420 kikutsukasa@air.ocn.ne.jp １７０５年 純米大吟醸　往馬 山田錦を４０％まで磨きこんだすっきりとした純米大吟醸で特定名称酒の限定流通商品です。

稲田酒造(名） 632-0015 0743-62-0040 inaten.com/ 明治１０年 黒松稲天 純米吟醸　楽寿 奈良県産酒造好適米「露葉風」１００％使用。地元農家の方の努力で復活しました。芳醇な香りを楽しめる味わい深いお酒です。

稲田　光守 奈良県天理市三島町３７９ 0743-63-5563 info@inaten.com １８７７年 稲乃花 奈良うるはし純米酒　黒松稲天 奈良うるはし醇母と奈良県産米が奏でる奈良生まれの辛口純米酒です。

増田酒造(株) 632-0003 0743-65-0002 masuda-shuzou.co.jp/ 寛永２年 都姫 都姫　大吟醸　 穏やかな酸が味を持ち上げていて、程よい米の存在感のあるお酒

増田　昌三 奈良県天理市岩屋町42番地 0743-65-3231 miyakohime5@abelia.ocn.ne.jp 1625年 神韻 神韻　純米吟醸酒 ほのかな吟醸香が飲む人を引き付ける逸品。

（株）中本酒造店 630-0131 0743-78-0005 https://yamaturu.com/ 享保12年 山鶴 純米大吟醸「大和思ひ」 50%精米の優しくやわらかな味わいをどうぞ。
栗田佳直 奈良県生駒市上町1067 0743-67-0360 1727年 山鶴　純米酒 芳醇なコクと味わい、ご晩酌に最適なさわやかな口当たりです。

喜多酒造（株） 634-0062 0744-22-2419 www.miyokiku.com/ 享保３年 御代菊 御代菊 ３００年に及ぶ伝統の味を伝える。ほどよい旨味がお燗で冴える。

喜多　整 奈良県橿原市御坊町８ 0744-25-3588 miyokiku@miyokiku.com １７１８年 白檮 白檮 果実を思わせる豊かな香り。やさしい甘味を含んだ透明感のある味わい。

河合酒造（株） 634-0812 0744-22-2154 facebook.com/syusseotoko/ 江戸中期 出世男 本醸造　出世男 やや辛口でのどごしの良い原酒。弊社のベストセラー。

西川　暁子 奈良県橿原市今井町 1-7-8 0744-24-1061 syusse-otoko@biglobe.jp １７３０年頃 純米酒　うねび 米の旨みとさっぱりとした辛めの口当り。

長龍酒造（株） 635-0818 0745-56-2026 www.choryo.jp 昭和３８年 長龍 吉野杉の樽酒 「吉野杉」の甲付材のみを使用した樽に樽添えさせ、杉の香りと味わいのするお酒です。

飯田　豊彦 奈良県北葛城郡広陵町南４ 0745-56-3080 k-choryo@iidagroup.co.jp １９６３年 吉野杉の樽酒 特醸長龍　本醸造 米由来のほのかな甘みと酸味がバランス良く調和した、すっきりとして飲みあきしない上品な旨さが特長。

澤田酒造（株） 639-0226 0745-78-1221 www.kankiko.jp/ 天保元年 歓喜光 純米酒「悠久の光」 地元・香芝の農業振興と地域の特産品の創出をめざし、香芝市内の遊休農地で収穫された米だけで醸した純米酒です。

澤田　定至人 奈良県香芝市五位堂６－１６７ 0745-76-0005 info@kankiko.jp １８３０年 透明冠 歓喜光 純米 米の旨みと酸味とが融和した太いコクが横たわる飲み応えのある純米酒です。そのままかぬる燗でどうぞ。

（株）大倉本家 639-0227 0745-52-2018 www.kinko-ookura.com/ 明治２９年 金鼓 山廃仕込み　金鼓 山廃らしい幅のある味わいと呑みごたえ感があります。燗にしておでんと合わせてみて下さい。

大倉　三千代 奈良県香芝市鎌田６９２ 0745-78-0019 info@kinko-ookura.com １８９６年 大倉 金鼓　吟醸酒　天の二上 フルーティな香りがあり、口当たりはさわやか。白ワイン感覚で魚料理と相性良。

梅乃宿酒造（株） 639-2102 0745-69-2121 www.umenoyado.com 明治２６年 梅乃宿 葛城　純米大吟醸 酒造好的米「山田錦」を４０％まで磨き上げ、蔵人の技をおしみなく傾注した逸品です。

吉田　佳代 奈良県葛城市東室２７ 0745-69-2122 info@umenoyado.com １８９３年 Undersong SAKE Undersong SAKE 料理を引き立てる、ふわりとした吟醸香と丸みのある甘みのある純米酒です。

油長酒造（株） 639-2225 0745-62-2047 www.yucho-sake.jp 享保４年 風の森 風の森 金剛葛城山系地下水を仕込水に使い、地元米の秋津穂を中心に仕込んだ無濾過無〓水の生酒です。

山本　長兵衛 奈良県御所市中本町１１６０ 0745-62-3400 info@yucho-sake.jp １７１９年 鷹長 鷹長 お米本来の味わいをお楽しみ頂ける様、全て純米で仕込みました。色々なお料理とお楽しみ頂けます。

葛城酒造（株） 639-2321 0745-66-1141 www.hyakurakumon-sake.com/ 明治２０年 百楽門 純米大吟醸　百楽門 岡山産「雄町」を真精精米で４５％に磨き、７００ｋｇの小仕込みで丁寧に醸しました。旨味の中に透明感あり！

久保　伊作 奈良県御所市名柄３４７－２ 0745-66-1548 katuragi@pop02.odn.ne.jp 純米　百楽門 岡山産「雄町」を６０％に磨き、上記純米大吟醸と同じく小仕込で丁寧に醸しました。雄町のコクと旨味に乾杯。

千代酒造（株） 639-2312 0745-62-2301 www.chiyoshuzo.co.jp 昭和１０年 篠峯 篠峯 様々な酒米を駆使し多様な味わいを生み出しています。

堺　哲也 奈良県御所市櫛羅６２１ 0745-62-0127 webmaster@chiyoshuzo.co.jp １９３５年 櫛羅 櫛羅 全量自家栽培山田錦を使用した、『櫛羅』の風土が生み出したお酒です。

（株）山本本家 637-0042 0747-22-1331 www.yamamoto.com 寶永年間 松の友 松の友　原酒 飲みやすいながらもコクのあるお酒です。お手頃な値段で提供しております。

山本　陽一 奈良県五條市五條 1-2-19 0747-22-3366 yama-honke@yamamoto.com １７０４－１７１０年 神代杉 大吟醸　一献 磨き上げた山田錦を１００％使用した、芳醇な香りの最高級品のお酒です。

五條酒造（株） 637-0004 0747-22-2079 www.sake-goshin.com 大正１３年 五神 五神　純米大吟醸　斗瓶囲い 袋絞りした酒を斗瓶で受け低温熟成させた量産出来ない香り高い逸品です。お酒だけでも充分楽しんで預けます。

中元　英司 奈良県五條市今井１－１－３１ 0747-25-3646 info@sake-goshin.com １９２４年 賀名生 五神　特別純米酒 地元農家と契約し化学肥料を用いずに作られた米で醸したスッキリと呑みやすい純米酒。ぬる燗がおすすめです。

今西酒造（株） 633-0001 0744-42-6022 http://imanishisyuzou.com/ 万治３年 三諸杉 三諸杉 適熟を意識し、米の旨みをたっぷりと楽しめるお酒です。

今西　将之 奈良県桜井市三輪５１０ 0744-42-3612 info@imanishisyuzou.com みむろ杉 みむろ杉 フレッシュで米の味わいが広がりながらもキレイにきえるお酒です。

西内酒造 633-0042 0744-42-2284 http://www.nara-tanzan.jp/ 明治１０年 談山 談山　貴醸酒 まろやかに熟成していて、とろりとした黄金色で甘口の美味しいお酒です。女性の方に特におすすめします。

西内　康雄 奈良県桜井市下３ 0744-45-1015 sake@nara-tanzan.jp １８７８年 大名庄屋酒 大名庄屋酒 酒蔵の香り高い、フレッシュな「にごり酒」。鍋料理に最適。オンザロックも良し。

芳村酒造（株） 633-2163 0745-83-2231 www.begin.or.jp/~inadoya/ 明治５年 稲戸屋 大吟醸　稲戸屋 創業者稲戸屋源三郎から銘名し、淡麗辛口に仕上げ冷やして召上がられますと上品な味と香りを満喫できます。

芳村　隆博 奈良県宇陀市大宇陀万六１７９７ 0745-83-0840 mit707@dream.ocn.ne.jp １８７２年 千代の松 特別純米千代の松 軟水で仕込み、じっくり低温発酵させ、淡麗で深みのある風味豊かな絶妙の味です。冷や常温お燗とお好みで！

（株）久保本家酒造 633-2162 0745-83-0036 http://kubohonke.com/ 元禄１５年 生酛のどぶ 睡龍 生 力強くスカッと切れる男酒。しっかりボディーの酒でありながら、質量感のある酸味がお酒全体を引き締め

久保　順平 奈良県宇陀市大宇陀出新１８３４ 0745-83-3353 info@kubohonke.com １７０２年 睡龍 睡龍 ていて、キレ味抜群です。５年以上の熟成を経た深い風味は他にない特徴です。

倉本酒造（株） 632-0231 0743-82-0008 https://kuramoto-sake.weebly.com/ 明治４年 金嶽 金嶽 地元で愛される地酒。パンチのある玄人好みの味わいにすっきりさも感じられるお酒。

倉本　隆司 奈良県奈良市都祁吐山町 2501 0743-82-1748 kuramoto-shuzou@comet.ocn.ne.jp １８７１年 倉本(KURAMOTO) 純米酒　倉本 自家田栽培米を使用し、低温で醸した”ふるすき(フルーティーですっきり)”なお酒。

北村酒造（株） 639-3111 0746-32-2020 www.kitamurasyuzou.co.jp 天明８年 猩々 猩々純米大吟醸 さわやかな香と、軽やかな味と、こくが自慢の純米大吟醸酒。白身魚料理に合うお酒です。

北村　宗四郎 奈良県吉野郡吉野町上市１７２－１ 0746-32-8768 syoujyou@kitamurasyuzou.co.jp １７８８年 猩々　吉野 日本酒のこくとうまさが調和したお酒です。吉野川の桜鮎料理によく合います。

（株）北岡本店 639-3125 0746-32-2777 www.kitaoka-honten.com 明治元年 八咫烏 八咫烏　大吟醸　雫酒 日本酒度＋４．５　酸度１．０　アミノ酸度０．９　精米部合４０％

北岡　篤 奈良県吉野郡吉野町上市 61 0746-32-8744 info@kitaoka-honten.com １８６８年 八咫烏　亀の尾仕込み　純米吟醸 日本酒度＋４．５　酸度１．７　アミノ酸度１．１　精米部合６０％

藤村酒造（株） 638-0041 0747-52-2538 yoshino-iimazake.com/ 文久３年 万代老松 名水造り　純米酒　万代老松 吟醸酒や純米酒は、冷やままでお楽しみ下さい。熱燗は折角の酒質を損います。

藤村　忠弘 奈良県吉野郡下市町下市１５４ 0747-52-8739 onf-sake@sirius.ocn.com/ １８６３年

中谷酒造（株） 639-1117 0743-56-2296 www.sake-asaka.co.jp/ 嘉永６年 萬穣 奈良吟　純米吟醸 社長、杜氏自ら田植え、稲刈りした奈良県産山田錦を使用。米作りから一貫造り。瓶貯蔵で深い味わい。

中谷　正人 奈良県大和郡山市番条町５６１ 0743-56-2464 post@sake-asaka.co.jp １８５３年 穎　（米） 萬穣　三日踊 三段仕込の踊期間を長くとり、切れよく香り高い酒を実現。

要連絡

要連絡

要連絡

「乳酸菌の育成がうまくいくかどうかがポイントだね。生もと造

りにすると飲んだときの味、ふくらみが全然違ってくる。自分で

飲みたい、旨いと思う酒は純米、生もと造りだから、どんなに手

間がかかっても生もと造りをやっているんだ。」

要連絡

江戸時代の街並みの残る五條新町通りで商いをしております。お

酒とともに古い町の雰囲気もお楽しみいただけます。是非お立ち

寄りください。

酒の神が鎮まる地　奈良・三輪で醸す酒「みむろ杉」。今も変わ

らぬ昔ながらの手造りにて、醸造いたしております。

「日本古来の酒造り技術を継承し、おいしいお酒を通じて、心温

まる人間関係の成立に寄与する」を目指すものとして酒造りに取

り組んでいます。

要連絡

要連絡

13
再開９期目を迎えさせて頂きました。今後も個性ある質の良い酒

造りを目指し、技術の研鑽に励む所存でございます。
要連絡

16

創業大正13年、金剛山の麓にある五條市で金剛山系の伏流水、自

家井戸の清水を用い、伝統ある但馬流の昔ながらの手造りの良さ

を活かし、少量生産できめの細かな作業により芳醇な清酒を醸し

出しています。

酒造好適米１００％で醸す百楽門。岡山産「雄町」を中心に兵庫

産「山田錦」、奈良産「露葉風」を使用。奈良県神社庁委嘱新誉

祭用御神酒（濁酒）を菩提酛で醸す蔵

要連絡

要連絡

“酒に心あり”をモットーに「現代の名工」に選ばれた杜氏のも

と、生駒山伏流水と最高級の米が蔵人たちの技に引き合わされ、

熟成の時を経て生まれる銘酒。

07
清酒「都姫」の名は、聖武天皇の御母君「宮子姫」の御名に由来するも

のです。その名の示す通り幽雅清冽な酒質を有し、優しさの中に凛とし

た味わいのあるものです。

要連絡04

06
当蔵は明治１０年の創業より、地元の米　水　人で作る究極の地

酒造りを追及してまいりました。食事が進む酒造りを最大のテー

マ蔵人の想いを傾注し励んでおります。

02
奈良公園の南東、春日原始林山麓の名水地「清水町」で江戸時代

以前創業の「横田屋」を継承し恵まれた自然環境と皆様の声を大

切に品質第一の酒造りに努力重ねます。

03
全生産量の８０％以上を特定名称酒で占めておりますので、創業

以来手造りに徹したお酒造りをしております。

05
１７０５年の創業以来、受け継がれてきた酒屋藤兵衛の酒造りの

技が伝統の地酒「菊司」を醸し出しました。自然でまろやかな味

わいが自慢です。

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　メッセージ銘　　柄

奈良県酒造組合

蔵元は東大寺などの世界遺産にほど近い奈良町にあり、酒銘の由

来は春日の神々が鹿に乗って奈良の地へやってきた伝説から春日

神鹿と名付け後に春鹿に改めました。

Ｎｏ
ホームページアドレス

（Ｅメールアドレス）

01

創業享保３年、伝統と喜びを伝える大和の美酒。目立たなくても

存在感のある酒、飲んだ人の心に残る酒を造り続けたいと思いま

す。

要連絡

要連絡

要連絡

奈良酒の伝統を受け継いだ清酒「歓喜光」の醸造販売、醗酵健康

食品の製造販売、澤田定子記念音楽院の運営という三つの事業を

行なっております。

平成17年からは、純米酒のみをていねいにていねいに造る蔵とな

りました。高品質の酒、美味しい酒を造るために、当蔵は「一

白・二蔵・三杜氏」を不変のモットーにかかげています。

江戸中期より続く蔵で、少量ながらも丁寧な造りを心掛けており

ます。
要連絡

私たちの酒造りの心は、「昇道に窮極無し」。旨い酒・良い酒を

造りたいという気持ちは無限である…。この言葉を胸に、旨い

酒・良い酒造りに日々精進しております。

要連絡

要連絡

要連絡

要連絡

酒蔵は、桜と歴史の吉野山山麓にあり流行や時代に媚びることの

なく、うまい酒を造り続けたい。酌めども尽きず、呑めども変ら

ぬをモットーに。

毎年大和の一番米で仕込む大名庄屋酒（にごり酒）、貴醸酒、吟

醸、純米、黒米酒等特殊な酒を全国発送を行っており、お客様に

大変喜ばれています。

葛城山麓の『櫛羅』の風土を醸す事を哲学として、米に向き合う

酒造りを行っております。

要連絡

17

09

14

11

08

12

10

要連絡

21

輸出に注力。又、中国には関連会社・天津中谷酒造有限公司を運

営し、清酒を醸造、販売している。

25

26

27

22

24
大和高原にある自然豊かで厳冬の地の酒蔵。自家田栽培米を中心

に米の魅力を伝えるられる、小規模ながら質の高い酒造りを目指

しております。

28

明治２６年創業。奈良盆地の南西、葛城山と二上山の麓に当蔵は

ございます。『新しい酒文化を創造する蔵』をテーマにワクワク

が伝わるお酒造りを目指しております。

大和宇陀高原の地で酒造りを始めて１５０余年豊かな伏流水と恵

まれた気候風土の中で良質米を厳選し大和の地酒屋らしく真面目

な酒造りにはげんでおります。

15
享保４年よりお酒造り一筋に生きて参りました。自然に恵まれた

この土地で、地の水、地の米にこだわり、金剛葛城山の麓で地元

に根ざした酒を醸しております。

23

20

18

仕込水に日本名水１００撰に選ばれた、大峰山のごろごろ水を使

用し、喉ごしさわやかに仕上げました。

19


