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（株）世界一統 640-8221 073-433-1441 www.sekaiitto.co.jp 明治１７年 世界一統 純米吟醸「南方」 芳香なふくらみと後味のキレがバランスよくマッチした純米吟醸酒。

南方　康治 和歌山県和歌山市湊紺屋町１－１０ 073-428-1444 ittou-s@sekaiitto.co.jp １８８４年 南方 褒紋　大吟醸　〈イチ〉 厳選された米、小仕込みで時間をかけて醸された逸品。魅惑の香り、爽やかな喉越し淡くふっくらとした味わい。

天長島村酒造（株） 640-8033 073-431-3311 http://www.tencho-shimamura.jp/ 明治１８年 天長 純吟 昭和４５年に登録商標を取得。すっきりした口当たりの純米吟醸酒。文字は昭和天皇の侍従長・入江相政様の筆。

島村　安昭 和歌山県和歌山市本町７－４ 073-431-9900 tencho-shimamura@biscuit.ocn.ne.jp １８８５年 吉宗 八代将軍　吉宗 ＮＨＫ大河ドラマ「八代将軍吉宗」でのロゴをラベルに使用。すっきりした辛口のフルーティーな大吟醸酒。

祝砲酒造（株） 640-8329 073-424-4141  https://shukuhou.co.jp/     明治１８年 祝砲 祝砲　金紋 お祝の酒祝砲。

林　嘉寿雄 和歌山県和歌山市田中町２－２０ 073-424-4143 syukuhousyuzou@gmail.com １８８５年 紀州　魁 紀州　魁 日本酒本来の味　純米酒　米からの酒。

田端酒造（株） 640-8324 073-424-7121 www.rashomon-kuramoto.co.jp/ 嘉永４年 羅生門 羅生門　龍寿 羅生門酵母でしか出せない独特のフルーティーな香り、力強い味わいは、世界の方々にご愛飲いただいてます。

長谷川　香代 和歌山県和歌山市吹屋町５－１３－１ 073-431-9435 info@rashomon-kuramoto.co.jp １８５１年 大東一 さとこのお酒　純米吟醸 七代目蔵元が和歌山酵母、紀ノ川の伏流水、和歌山の酒米等、地元和歌山にこだわり造った純米吟醸酒です。

（株）名手酒造店 642-0011 073-482-0005 https://kuroushi.co.jp/ 慶応２年 黒牛 純米酒　黒牛 米の旨みを引き出した、ふくらみのある味わい。まろやかで芳香も上品です。

名手　孝和 和歌山県海南市黒江８４６ 073-483-3456 info@kuroushi.com １８６６年 菊御代 純米吟醸　黒牛 柔らかで香りもおだやかな純米吟醸酒。山田錦のすっきりした中にもまろやかさが特長。

島本酒造場 642-0034 073-482-0017 大正８年 御代正宗 御代正宗　純米吟醸 お米本来の味を大切に、通好み、華やかな中にふっくらとした味わいの酒。少し冷やしてお飲み下さい。

島本　安弘 和歌山県海南市藤白５４ 073-482-0017 １９１９年 御代正宗　多喜娘 喜び多き願い、酒を心得た人も、お酒を飲み始めた人にも、やさしく、ふくよかな味わいをお楽しみ下さい。

中野ＢＣ（株） 642-0034 073-482-1234 www.nakano-group.co.jp 昭和７年 紀伊国屋文左衛門 純米酒「紀伊国屋文左衛門」 やさしい味わいと米の旨味を求めた純米酒。ロックでも米の旨味が味わえる旨味系純米酒です。

中野　幸治 和歌山県海南市藤白７５８－４５ 073-482-2244 chokuhan@nakano-group.co.jp １９３２年 超久 純米吟醸「超久」 山田錦と雄町を使用した純米吟醸酒を、マイナス５度の氷室貯蔵庫で熟成させた生原酒。深みのある繊細な酒質。

通宝酒造（株） 640-1171 073-487-0144 http://www.tsuuhou.com/ 大正３年 通宝 通宝　純米 精米歩合６０％、アルコール度数１６．０度、日本酒度＋３　使用酵母　協会９号

谷口　誠也 和歌山県海南市野上中４４９ 073-487-4575 tuuhou@msj.biglobe.ne.jp １９１４年 不老鶴 不老鶴　辛口純米 精米歩合６０％、アルコール度数１６．０度、日本酒度＋３　使用酵母　協会１１号

平和酒造（株） 640-1172 073-487-0189 www.heiwashuzou.co.jp 昭和３年 紀土 -ＫＩＤ- 大吟醸　万葉の和歌鶴 大吟醸の香り、口当たりのよい旨味は、白身魚と合わせやすい。

山本　典正 和歌山県海南市溝ノ口１１９ 073-487-4641 sakesake@heiwashuzou.co.jp １９２８年

初光酒造（株） 640-0401 0736-64-3320 www.yorokobi.jp/ 明治３０年 おめでとう 純米大吟醸　おめでとう 大吟醸ならではの豊かな香りと口に含んだときの味の広がり、贈り物に匹敵です。

森本　英嗣 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖８７ 0736-64-5045 info@yorokobi.jp １８９７年 よろこびの酒 爪剥酒 熟成酒で飲みやすい純米吟醸酒です。気が付けば１本無くなっていたとお声を頂くことも。

初桜酒造（株） 649-7112 0736-22-0005 www.hatsusakura.co.jp/ 慶応２年 初桜 純米酒　高野山聖般若湯 地元かつらぎ町天野の酒米美山錦で造った味わいあるお酒　特徴は少し酸度が高く芳醸な味わい。

笠勝　清人 和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降８５ 0736-22-2324 info@hatsusakura.co.jp １８６６年 高野山聖般若湯 純米吟醸酒　高野山聖般若湯 地元かつらぎ町天野の酒米山田錦と美山錦のブレンド酒特徴は辛口で切れのある味わいは高野山胡麻豆腐に最適。

（株）九重雜賀 649-6122 0736-66-3160 www.kokonoesaika.co.jp 平成１８年 雜賀孫市 大吟醸　雜賀孫市 高精白の山田錦の特徴を最大限に生かし、上品な香り、うまみ、キレの調和を追求した日本酒です。

雜賀　俊光 和歌山県紀の川市桃山町元１４２－１ 0736-66-3163 saika@water.ocn.ne.jp ２００６年 雑賀 純米吟醸　雑賀 穏やかな吟醸香と、辛さの中にも旨味があるお酒です。「お寿司」「酢の物料理」等日本料理と相性抜群です。

平松本家酒造場 643-0021 0737-52-2009 嘉永５年 金葵 純米酒　宗祇誉 純米酒の味の深さと、吟醸仕込みの呑み口のさわやかさを合わせ持つ酒。和歌山県産米100％使用。

平松　一彦 和歌山県有田郡有田川町下津野４３８ 0737-52-2509 １８５２年 宗祇誉 金葵　しぼりたて 日本酒本来の味が凝縮された濃厚且つ芳醇な味と香が楽しめる。しぼりたての純生原酒。

髙垣酒造（株） 643-0142 0737-34-2109  http://takagakishuzo.com/ 天保１１年 紀勢鶴 大吟醸「紀勢鶴」 酒造好適米を４０％まで高精白し、低温でじっくり醸しました。すっきりした味とフルーティな香りが特徴です。

髙垣　任世 和歌山県有田郡有田川町小川１４６５ 0737-34-3052 takagakishuzo@hotmail.com １８４０年 紀ノ酒 吟醸「紀ノ酒」 丸みがあって、奥深い味わいです。

尾﨑酒造（株） 647-0002 0735-22-2105 ozakisyuzou.jp/ 明治１３年 太平洋 太平洋 大吟醸 袋吊りで搾った蔵元こだわりの大吟醸で、気品のある吟醸香と、上品な旨みとコクの調和のとれたお酒。

尾﨑　征朗 和歌山県新宮市船町３－２－３ 0735-23-0009 ozakisyuzou@joy.ocn.ne.jp １８８０年 熊野三山 熊野三山 吟醸酒 霊峰奥熊野に源を発し流れ出る熊野川の伏流水を汲み上げ、丹精込めて醸す、淡麗辛口の吟醸酒。

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

創業年

（西暦）

✕

和歌山県酒造組合連合会

「うまさの先へ」をスローガンに、杜氏や蔵人それに弊社の技術陣が一体となって、清

酒ファンのニーズにお応えした酒造りを行ってまいりました。

蔵元　メッセージ銘　　柄Ｎｏ
ホームページアドレス

（Ｅメールアドレス）

本来の日本酒の味を守っています。全国新酒鑑評会　平成５、６、１０年　金賞受賞。

金葵の酒銘は、紀州徳川家の家紋にちなみ命名されている。また地元（下津野）生誕と

伝えられる連歌歌人宗祇にちなみ宗祇誉も出荷している。

○

嘉永４年より創業以来６代に渡り「滴滴在心（一滴一滴に心を込めて酒を醸すこと）」

を信条とし、連綿と、手作りの酒を造り続けてきました。

明治時代は『世界王』『美さを菊』などの銘柄で販売。大正時代初期に朝香宮鳩彦殿下

より『天長』と正式に命名して頂く。現在も特別許可にて天皇家に献上させて頂いてい

る。

本州最南端に位置する紀南地方唯一の蔵元で、世界遺産に指定された熊野三山の中心に

位置しており、良質な熊野川伏流水を得て、伝統の酒造りを守り続けています。

紀州の熊野街道沿に位置し大正８年創業、昔ながらの蔵で贅沢を手軽に、本物志向、日

本の四季の食べ物と伴に健康と品質へのこだわりを持った酒つくりをしています。

紀伊山脈と黒潮踊る温暖な気候に恵まれた和歌山県で、清酒をはじめ、焼酎・みりん・

スピリッツ、地元の南高梅を使用した梅酒等の様々な酒類を製造しております。

手造り少量生産の小さな蔵元です。長峰山麓を源流とする貴志川の伏流水で醸した紀州

の地酒をお楽しみください。

霊峰「高野山」に端を発する貴志川の伏流水を使用し、紀州の味と香を発信するように

清酒・梅酒・梅ワイン等製造に取組んでいる。

飲むよろこび、贈るよろこび、頂くよろこびのお酒です。熟成酒を早々と手がけるなど

味を探求するのは元より、基本理念のよろこんで頂ける製品を追求する蔵元です。

慶応２年より、紀の川の辺で明治２年に建てられた蔵で昔ながらの製法で高野山麓かつ

らぎ町の酒米と葛城山系からの伏流水で造ったほんまもんの地酒です。

一世帯当たりの食酢の使用量が日本でもトップクラス。「お寿司の発祥の地」とも言わ

れている和歌山県で”赤酢”の醸造元として創業。和歌山のそして日本の食酢文化と共

に歩んで百有余年。「お寿司」「酢の物料理」等、日本料理に合う日本酒を醸しており

ます。

○

○

要連絡
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天保１１年創業。ミカン栽培の盛んな山間で、弘法大師ゆかりのわき水「空海水」で、

口当たりのよい、飲みやすい酒を造っています。
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ほとんど純米醸造に集中し、米作りにも積極的に関わっています。旨みと幅のある、常

の暮しの中で愛される銘酒、地域に根ざした酒造りをめざしています。
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