
　　会　長　　板倉　啓治 〒690-0011　島根県松江市東津田町1258-1

ＴＥＬ　0852-26-5595　　ＦＡＸ　0852-26-5739 （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）

李白酒造（有） 690-0881 0852-26-5555 www.rihaku.co.jp/ 明治１５年 李白 李白　純米吟醸　超特撰　～ＷＡＮＤＥＲＩＮＧ　ＰＯＥＴ～ 世界各国で飲まれている酒。香り穏やかでコクのある酒質は、冷してはもちろん、吟醸でありながら燗にも向く。

田中　裕一郎 島根県松江市石橋町３３５ 0852-26-5557 rihak@rihaku.co.jp １８８２年 李白　特別純米酒 級別廃止以前から「一級純米酒」として親しまれてきた李白の歴史ある酒。温度もつまみも選ばず、万能な酒。

米田酒造（株） 690-0842 0852-22-3232 www.toyonoaki.com/ 明治２９年 豊の秋 豊の秋　大吟醸　斗びん取り 「袋吊り」と云われる技法により酒袋から自然の重みでしたたり落ちる雫を一滴、一滴、一斗びんに集めた豊の秋の最高峰。

米田　則雄 島根県松江市東本町３－５９ 0852-22-3233 saketoyo@web-sanin.co.jp １８９６年 七宝 豊の秋　特別純米酒　雀と稲穂 穏やかな香り、まろやかに広がる甘味、ふくらむ旨味。“燗上がりの酒“としてフアンも多く特に45℃のぬる燗がおすすめ。

金鳳酒造（有） 692-0056 0854-27-0111 www.kinpo.jp 明治２年 金鳳 金鳳　大吟醸 出品酒を更に約１年間低温貯蔵し、原酒のまま瓶詰めしています。味がのってとても美味しいお酒です。

山本剛士 島根県安来市清井町343 0854-27-0112 takeshi-y@kinpo.jp １８６９年 松江城・ヘルン・たたら 金鳳　純米酒 コクのある純米酒は食中酒としてベストな一本と自負しています。ぬる燗をすると旨味が一層引き立ちます。

吉田酒造（株） 692-0404 0854-32-2258 www.e-gassan.co.jp 寛保３年 月山 月山　大吟醸　扇 数々の金賞を受賞してきた月山の高い技術力を感じる超軟水仕込みの至極の一本。

吉田　智則 島根県安来市広瀬町広瀬１２１６ 0854-32-2267 gassan@isis.ocn.ne.jp １７４３年 月山　純米吟醸 爽やかな酸味と米の芳醇な旨みがバランス良く調和した純米吟醸。

青砥酒造(株) 692-0623 0854-36-0006 www.aotoshuzo.co.jp/ 明治２８年 ほろ酔 蒼斗七星　純米吟醸５８　木槽搾り 厳選した島根ブランド米佐香錦を低温で、ゆっくりと、想いを込めて醸しました。まずは飲んで頂きたい一本。

青砥　幹彦 島根県安来市広瀬町布部１１６４－４ 0854-36-0120 sake-info@aotoshuzo.co.jp １８９５年 蒼斗七星 ほろ酔だんだん　無濾過純米酒 「だんだん」は島根の方言で「ありがとう」の意味。純米酒らしい旨みと穏やかな酸が特徴。

木次酒造（株） 699-1332 0854-42-0072 www.kisukisyuzou.com/ 大正１２年 美波太平洋 美波太平洋　純米吟醸　佐香錦　無ろ過生原酒 10℃前後から常温が飲み頃で、少し空気と触れる事により味が深まります。

川本　康裕 島根県雲南市木次町木次４７７－１ 0854-42-0073 taiheiyo@kisukisyuzou.com １９２３年

奥出雲酒造（株） 699-1701 0854-57-0888 www.okuizumosyuzou.com/ 平成１６年 奥出雲 奥出雲　純米吟醸 酒造好適米使用ブランド「奥出雲」。国内外で評価の高い、定番の食中酒の純米吟醸です。

勝田　康則 島根県仁多郡奥出雲町亀嵩１３８０－１ 0854-57-0080 home@okuizumosyuzou.com ２００４年 仁多米 仁多米ｺｼﾋｶﾘ純米大吟醸 地元のコシヒカリ使用ブランド「仁多米（ﾆﾀﾏｲ）」。柔らかな香りとキレのある飲み口です。

簸上清酒（名） 699-1832 0854-52-1331 www.sake-hikami.jp 正徳２年 玉鋼 大吟醸「玉鋼斗瓶囲い」 ＩＷＣ大吟醸吟醸部門で２度のゴールドメダル受賞酒（２００８．２０１１）。味わい深く香り豊かな大吟醸。

田村　明男 島根県仁多郡奥出雲町横田１２２２ 0854-52-2446 dmhikami@crocus.ocn.ne.jp １７１２年 七冠馬 特別純米「七冠馬」 ２０世紀最強の牡馬と称される七冠馬「シンボリルドルフ号」にちなんだお酒。食中酒として。競馬のおともに。

（株）竹下本店 690-2701 0854-62-0008 www.takeshita-honten.com/ 慶応２年 出雲誉 大吟醸「我が道を行く」 蔵元竹下家十二代当主の竹下登（第七四代総理大臣）が好んで揮亳していた「我が道を行く」を銘柄にしました

竹下　三郎 島根県雲南市掛合町掛合９５５－１ 0854-62-0118 kuramoto@takeshita-honten.com １８６６年 都の西北 純米酒「出雲誉」 出雲蔵人が玉栄と山田錦を醸造米に丁寧に仕込み、米の旨みが熟成され、やや辛口のかためでしっかりした味わい

(株)赤名酒造 690-3511 0854-76-2016 http://kinunomine.com/ 昭和４年 純米絹乃峰 純米大吟醸絹乃峰 島根県飯南町産五百万石を40％まで精米しました。味わい深く穏やかな香りで料理を引き立てます。

三島　崇暁 島根県飯石郡飯南町赤名２３ 0854-76-2055 takaaki__mishima@crest.ocn.ne.jp １９２９年 純米蔵生地 蔵生地特別純米絹乃峰 島根県飯南町産米を60％まで精米。全量限定汲水、全量手造り、全量槽搾り、軟やかで米の旨みを感じます。

旭日酒造（有） 693-0001 0853-21-0039 www.jujiasahi.co.jp 明治２年 ＋　旭日 純米吟醸原酒　＋旭日　改良雄町６０ 島根県産の改良雄町で仕込み、約２年は熟成させて出荷するコクのある原酒。幅のある旨味が楽しめます。

佐藤　誠一 島根県出雲市今市町６６２ 0853-21-3216 asahishuzo@jujiasah.co.jp １８６９年 出雲だより 純米原酒　＋旭日　生酛　改良雄町７０ 昔ながらの生酛造りで仕込む純米原酒。伸びやかなコクと味幅が魅力。燗でさらに旨さが引き立つお酒です。

板倉酒造（有） 693-0021 0853-21-0434 www.tenon.jp 明治４年 天穏 天穏　純米吟醸「佐香錦」 島根県独自の酒米「佐香錦」を原料とした純米吟醸酒。軽快ながら奥行きのある味わいが特徴。

板倉　啓治 島根県出雲市塩冶町４６８ 0853-21-3593 itakura@tenon.jp １８７１年 出雲国七福神 天穏　純米大吟醸 酒造好適米「山田錦」の芯の部分のみで造った酒。きれいで濃醇な旨味が特徴。

（株）酒持田本店 691-0001 0853-62-2023 www.sakemochida.jp/ 明治１０年 ヤマサン正宗 ヤマサン正宗　佐香錦 酒造りの神様を祀る佐香神社に由来する酒米、佐香錦で造った純米吟醸無濾過原酒です。

持田　祐輔 島根県出雲市平田町７８５ 0853-62-2075 info@sakemochida.jp １８７７年 ヤマサン正宗　純米大吟醸　無濾過原酒 袋吊りで丁寧に搾りました。華やかな香、端麗な味、濃厚な含みと品格のあるお酒です。

富士酒造（資） 693-0001 0853-21-1510 www.izumofuji.com 昭和１４年 出雲富士 出雲富士　特別純米酒　佐香錦 地元出雲で減農薬減化学肥料栽培の酒米「佐香錦」を使用した、食事と合わせやすい特別純米酒です。

今岡　一朗 島根県出雲市今市町１４０３ 0853-21-1584 sake@izumofuji.com １９３９年 出雲富士　純米吟醸　山田錦　無ろ過生縁酒 吟醸の香りと米の旨味がバランスよくマッチしています。人と人、人と食の良き縁を結ぶ酒です。

一宮酒造（有） 694-0064 0854-82-0057 www.ichinomiya-s.jp 明治２９年 石見銀山 純米吟醸「石見銀山」 幻の酒米「改良八反流」を１００％使用。豊かに広がる吟醸香と米の旨みが生きたキレの良い飲み口。

浅野　浩司 島根県大田市大田町大田ハ２７１－２ 0854-82-9085 info@ichinomiya-s.jp １８９６年 雪香 発泡清酒「雪香」 瓶内２次発酵技術を用いた、発泡性タイプの低アルコール日本酒です。日本酒をあまり飲まない方にお奨めです。

若林酒造（有） 699-2511 0855-65-2007 www.kaishun.co.jp 明治２年 開春 純米超辛口 スッキリときれの良い純米酒。島根県産酒米「神の舞」を使用しています。

若林　邦宏 島根県大田市温泉津町小浜ロ７３ 0855-65-3549 kaihun@s5.dion.ne.jp １８６９年 西田 温泉津町西田地区で契約裁培の「山田錦」を使用。生もと仕込でボディのあるしっかりした味わいの純米酒。

加茂福酒造（株） 696-0102 0855-95-0318 www.kamofuku.co.jp 大正１１年 加茂福 加茂福　純米吟醸 島根大学酵母、地元酒造好適米、と、地元にこだわったお酒です。無濾過生原酒。

吉賀　憲一郎 島根県邑智郡邑南町中野２４０５－２ 0855-95-0548 sake@kamofuku.co.jp １９２２年 死神 色も味も濃い、個性的なお酒。やさしい甘味と酸味が程よくマッチしています。

池月酒造（株） 696-0501 0855-88-0008 www.IKEZUKI.COM/ 明治３８年 誉池月 誉池月 中国山地の豊かな自然に囲まれ自然が酪した天然の湧水を仕込み水に使用し、昔ながらの木槽しぼりにこだわる。

末田　誠一 島根県邑智郡邑南町阿須那１－３ 0855-88-0346 ikezuki@ohtv.ne.jp １９０５年 蛍が舞（吟醸） 蛍が舞う自然回帰の郷　島根県の邑南町にて蔵人達の情熱・心意気が醸す清酒蔵。

玉櫻酒造（有） 696-0404 0855-83-0015 www.tamazakura.com 明治２５年 玉櫻 玉櫻純米酒　五百万石６５ 地元の農家の方につくっていただいた、五百万石で造った純米酒です。穏やかな酒質で、川魚などとよく合います。

櫻尾　定 島根県邑智郡邑南町原村１４８ 0855-83-1617 info@tamazakura.com １８９２年

日本海酒造（株） 699-3224 0855-32-1221 www.kan-nihonkai.com/ 明治２１年 環日本海 環日本海　大吟醸斗瓶囲い 山田錦を３５％まで精白。斗瓶取りする事で、豊かで芳醇な香りと旨みが楽しめる大吟醸酒です。

藤田　真路 島根県浜田市三隅町湊浦８０ 0855-32-0979 m-fujita@kan-nihonkai.com １８８８年 石陽日本海 環日本海　純米原酒超辛口＋１５ 超辛口のキレの良さの中に、原酒のコクと濃醇な米の旨みが楽しめます。７２０ｍｌの赤色瓶も特徴です。

都錦酒造（株） 695-0016 0855-52-2129 www.miyakonishiki.co.jp/ 明治１７年 都錦 清酒　都錦 「上質を日常に。大人のコンフォートドリンク。」をコンセプトにした、純米づくりの晩酌用酒です。

原　諭 島根県江津市嘉久志町１４１５ 0855-52-7599 info@miyakonishiki.co.jp １８８４年

（株）右田本店 698-0005 0856-23-0028 www13.ocn.ne.jp/~migita 慶長７年 宗味 宗味　石見の國二条　純米酒 石見の米どころ二條産の米を使い、骨太で辛口の純米酒に仕上げました。熱燗でキリリと締まる味わいです。

右田　明 島根県益田市本町３－３０ 0856-24-0995 migitahonten@jasmine.ocn.ne.jp １６０２年 宗味　七尾山　純米酒 合鴨農法米を使用し、優しい味わいと後キレの良さが、食事との相性を良くする純米酒です。ぬる燗がお薦め。

（株）岡田屋本店 〒６９８－００１１ 0856-22-0127 www.kikuyasaka.co.jp/ 明治１０年 菊弥栄 食事を楽しく、美味しく！をモットーに食事を楽しめる。 菊弥栄純米吟醸　和韻 兵庫県産の山田錦を100％使用した純米吟醸酒。ほのかな香りとあじのバランスのいいお酒です。

大谷　弘二 島根県益田市染羽町５－７ 0856-23-6747 k-ohtani@kikuyasaka.co.jp １８７７年 清酒・焼酎・リキュールを丹精込めて造ります。 菊弥栄純米酒　石見野 島根県吉賀町産のコシヒカリを100％使用した純米酒。和洋中どんな料理にも合うマイルドで飽きの来ないお酒。

（株）桑原酒場 698-0043 0856-23-2263 明治３６年 扶桑鶴 扶桑鶴　純米吟醸　佐香錦 島根産酒造好適米「佐香錦」を使用。穏やかな吟香と柔らかな味の膨らみが特長です。

大畑　朋彦 島根県益田市中島町ロ１７１ 0856-22-0063 １９０３年 扶桑鶴　純米酒　高津川 毎日の晩酌に気軽に楽しめる純米酒。落ち着いた味わいで食中酒として最適。燗でさらに美味しく楽しめます。

（資）石州酒造 699-5605 0856-72-0036www.datadesk.co.jp/tnguide/kasen-s.htm昭和４８年 華泉

潮　照弘 島根県鹿足郡津和野町後田ロ221 0856-72-3356 kasen21@iwami.or.jp １９７３年 津和野盛

古橋酒造（株） 699-5605 0856-72-0048 www.madbam.jp/uijin/ 明治１１年 初陣 初陣　特撰津和野大吟醸 津和野産酒米を４０％まで磨き、頑固なまでにこだわって造ったお酒。フルーティーでソフトな口当たり。

古橋　貴正 島根県鹿足郡津和野町後田１９６ 0856-72-0098 uijin@tuwano.ne.jp １８７８年 初陣　辛口原酒 辛党の方におすすめのきりっとした辛口のお酒。

（株）財間酒場 699-5612 0856-72-0039 fish.miracle.ne.jp/ohgai/ 寛政３年 高砂

財間　章 島根県鹿足郡津和野町中座ロ34 0856-72-0252 ohgai@mx.miracle.ne.jp １７９１年

隠岐酒造（株） 685-0027 08512-2-1111 okishuzou.com 昭和４７年 隠岐誉 隠岐誉　純米吟醸 さわやかな香りで、きれの良い酸味と、なめらかな口当りの酒です。冷、または、燗でご賞味ください。

長谷川　哲 島根県隠岐郡隠岐の島町原田１７４ 08512-2-4585 info@okishuzou.com １９７２年 完熟海藻焼酎　わだつみの精 樫樽の香りと、ほのかな磯の香りの味わい深い熟成古酒です。オンザロック、水割り等で、ご賞味ください。

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

島根県酒造組合

Ｎｏ
ホームページアドレス

（Ｅメールアドレス）

創業年

（西暦）
銘　　柄 蔵元　メッセージ

01
山、川、海、湖があり、食材豊かな山陰で創業。日本酒が、飲み手、料理、器、空間を

繋げるツールであることを目指し、食中としてバランス良い酒を醸しています。

02
出雲杜氏の技術と伝統を継承し、松江市郊外の湧水と島根県産の酒造好適米を中心とした良質の米で

酒造りを行っています。豊かな自然の中で洗練された食文化によって育まれた代表銘柄『豊の秋』

は、五穀豊穣に感謝をと思いから命名しました。

要連絡

03

「山は大山お酒は金鳳」のキャッチフレーズで親しまれる金鳳は米の旨味がしっかり味

わえるお酒です。少し甘口ですが後の軽い飲み飽きしない美味しいお酒です。

04
島根の銘水百選に指定された超軟水を仕込み水に柔らかで出雲らしい芳醇な旨み溢れる

酒を仕込んでいます。
要連絡

05
酒造りに臨むとき、心に留め置くのは「酒が人を造り、人が酒を造る」という言葉で

す。情熱を持ち、想いを込めた上質な日本酒を伝えていきます。

06
地元雲南市産米と蔵に連なる山の岩清水を用い、地元で生まれ育った蔵元杜氏が、ただ

ひたすらに真面目にお酒を醸しています。
要連絡

07 飲み手の笑顔が造り手の笑顔、そして地域の笑顔へと繋がるお酒を醸します。 要連絡

08
島根県奥出雲の風土に根ざし、その食文化に調和した日本酒を追い求めています。時の

絆を重ねた酒造り３００年の歴史をこれからも大切にし、醸し続けます。
要連絡

09
神話ロマンあふれる出雲地方、ヤマタノオロチ伝説の斐伊川の清流に育くまれ、丁寧に

しっかりした味わいの飲み口の酒を醸造。
資料館

10 島根県初の全量純米酒蔵。飯南町産米を使用し蔵元杜氏が精魂込めて醸します。
店頭で

説明

13
酒造りの神様を祀る出雲市平田町の『佐香神社』。私たちはそのお膝元で、長い伝統を

持つ出雲杜氏の腕で、旨い酒を造りあげています。
○

11
神話のふるさと出雲の町の中の蔵。地元の酒米を中心に自家精米し使用。若手中心に純

米酒、生酛などに力を入れ、熟成タイプにも取り組む魅力ある酒造りを行う。
要連絡

12
酒銘「天穏」は日蓮宗の経文から抜粋して命名された由緒あるものです。「味と香りに

生きる」をモットーに、出雲を代表する酒として多くの人に親しまれています。

14
昔ながらの手づくりで出雲杜氏の伝統の技術を尊重し、人と人、食と人などの良き縁を

結ぶ出雲。

15
世界遺産「石見銀山遺跡」のある大田市の中心部に位置している。日本酒・いも焼酎を

製造。発泡清酒や薔薇酒などの新商品開発に積極的に取り組む。

16
海と温泉に恵ぐまれた小さな町の小さな造り酒屋です。超辛口・生もと造り・木桶仕込

みなど、個性豊かな酒造りに取り組んでいます。

17
杜氏制度を廃止し、社員による酒造を行なっています。小さい蔵ならではの、個性的か

つ高品質の清酒を消費者の皆さんにお届けすることを旨としています。

○

20
創業１８８８年。人と人との心をつなぐ酒を酒造りの理念としております。味わい深

く、後ギレの良い酒質を特徴としております。
要連絡

18
中国山地の中心に位置し、豊かな自然から生まれる天然の湧水と地元産の契約栽培米を

使用し、伝統ある手造りの清酒を醸しています。

19
邑南町は、島根県と広島県の境にある小さな町です。標高が高く、おいしい米のできる

土地です。契約栽培していただいた酒米を使い、酒造りに励んでいます。
○

23

24
生活に溶け込んだ酒としての純米酒に力を注いでいます。新酒時の味に惑わされずに、

熟成を重視し、燗あがりするお酒を目指しています。

25

21
微生物の活力による発酵を通して、大地の実り（農産物）の魅力を増幅し表現するこ

と、また、あらたな価値を創造することを心がけています。

22
酒蔵は益田川沿いにあり、清らかな湧水と地元産の米にこだわり数少ない石見杜氏が醸

す酒は、柔らかな味と香りで、日常に馴染む酒でありたいと心がけています。

28
隠岐は、国立公園や日本ジオパークに登録され、豊かな自然の中、良質の水が島の至る

所に湧き出ています。この恵まれた環境の中で、清酒、焼酎を製造しています。
○

26
山陰の小京都津和野の造り酒屋。良質な水と酒造りに恵まれた気候の中、伝統の技での

酒造りに励んでおります。
要連絡

27


