
　　会　長　　渡邊　眞一郎 〒880-0801　宮崎県宮崎市老松2-1-37 （令和4年4月現在）

ＴＥＬ　0985-23-5165　　ＦＡＸ　0985-22-1427

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）落合酒造場 889-2156 0985-55-3206 www.ochiaishuzojyo.jp 明治４２年 山吹の里（芋） 山吹の里 骨太な芋の香りと旨み、バランス良くまとまりのある味余韻を持つ良品な切れとのど越し、黄金千貫使用。

落合　亮平 宮崎県宮崎市鏡洲前田１６２６ 0985-55-3207 ochiaishuzojyo@sunny.ocn.ne.jp １９０６年 赤江（芋） 赤江 紫芋特有の濃厚な果実風の香りが優しくしつこさのない甘味を運ぶ。切れのするどい味わい。紫芋使用。

（有）渡邉酒造場 889-1701 0985-86-0014 asahi-mannen.com 大正３年 旭萬年（芋） 黒麹　旭萬年 ２５度　常圧蒸留　自家栽培黄金千貫使用

渡邉　幸一朗 宮崎県宮崎市田野町甲２０３２－１ 0985-86-0504 watanabesyuzo@mse.biglobe.ne.jp １９１４年 白麹　旭萬年 ２５度　常圧蒸留　自家栽培黄金千貫使用

（株）川越酒造場 880-1101 0985-75-2079 川越(芋)

川越　雅博 宮崎県東諸県郡国富町本庄４４１５－１ 0985-75-5111 akatombo@mnet.ne.jp

雲海酒造（株） 880-0833 0985-23-7890 www.unkai.co.jp 昭和４２年 雲海（そ） そば雲海 本格そば焼酎の代表ブランド。すっきりとした甘さと爽やかな香りが特徴の本格そば焼酎の定番です。

飯干　勝利 宮崎県宮崎市昭栄町４５－１ 0985-23-9831 １９６７年 綾錦大吟醸　登喜一 綾錦大吟醸　登喜一 華やかな香りとすっきりとした飲み口、深さと広がりのある味わいを、じっくりとお楽しみください。

小玉醸造（同） 889-2535 0987-25-9229 文政元年 杜氏潤平(芋) 杜氏潤平 手造り米麹と地採れ宮崎紅で醸す。繊細さと力強さを合せもち食との相性の幅が広い。

金丸　一夫 宮崎県日南市飫肥８－１－８ 0987-25-1424 １８１８年 潤の醇 手造り米麹と麦イチバンボシで醸す、３年貯蔵熟成酒。麦本来の香味を楽しめる。

（株）酒蔵王手門 889-2401 0987-21-7717 ohtemon.jp 明治２８年 しろ銀滴（芋） しろ銀滴 南九州産の黄金千貫を原料に仕込んだ芋焼酎。明治時代の創業以来続く、蔵の代表銘柄。

竹井　靖人 宮崎県日南市北郷町大藤甲８９８－８ 0987-21-7727 info@ohtemon.jp １８９５年 超不阿羅王 地元でとれた紅芋を原料に黒麹で仕込むことで、甘さと飲みやすさを追求しました。

松の露酒造（株） 889-2525 0987-25-1746 www.matsunotsuyu.co.jp 江戸末期 松の露（芋） 松の露 イモの香りを生かしたまろやかな旨味が特徴です。酒銘は松の葉から滴る朝露の美しさから命名されました。

安藤　正憲 宮崎県日南市今町２－１－１６ 0987-25-3812 info@matsunotsuyu.co.jp 松の露　別選 「平式宮崎酵母」を使用し、芋焼酎本来のコクと甘味を活かしつつ、キレが良く飲み心地の良い酒質に仕上げた。

京屋酒造（有） 887-0001 0987-22-2002 www.kyo-ya.com 天保５年 甕雫（芋） 甕雫 宮崎産紅寿甘薯の皮を１つ１つ丁寧に剥ぎ、伝承の大甕にてじっくりと仕込み、蒸留。フルーティな味わい。

渡邊　眞一郎 宮崎県日南市油津２－３－２ 0987-23-2314 shin@kyo-ya.com １８３４年 かね京かんろ（芋） かね京かんろ 宮崎産紅寿甘薯を使用し黒麹大甕仕込。口いっぱい広がるやさしく深い味わい。本格芋焼酎。２０度

櫻乃峰酒造（有） 887-0023 0987-27-0271 www.sakuranomine.com 明治１０年 黒麹平蔵（芋） 黒麹平蔵 甘みのある深い味わいを持ち上品な香りが強調されてやさしい口当りです。ロックがおすすめ。

橋本　彰史 宮崎県日南市隈谷甲１１９２ 0987-27-2207 info＠sakuranomine.com 平蔵紫芋（芋） 平蔵紫芋 芋は紫優を使用して、やさしい甘さをやわらかな香りで深い味わいが特徴。

（株）宮田本店 889-3141 0987-27-1131 www.hinamusume.jp 文化元年 日南娘（芋） 日南娘 弊社の主力商品です。軽快な甘味しっかりとした味わいが特徴です。アルコール度数は２０度２５度です。芋焼酎

宮田　千賀子 宮崎県日南市大堂津４－１－８ 0987-27-1132 hinamusume@indigo.plala.or.jp １８０４年 銀の星（芋） 銀の星 皮抜き芋を使って仕込んだこだわりの芋焼酎です貯蔵は甕壺にてほのかな甘みとくせのない飲み口　２５度

古澤醸造（名） 889-3141 0987-27-0005 nichinan-yaezakur.jp/ 明治２５年 八重桜(芋) 八重桜 たゆまぬ努力によって生れたまろやかな味さわやかな酔い心地。

古澤　昌子 宮崎県日南市大堂津４－１０－１ 0987-27-1853 kanko-fur@ninus.ocn.ne.jp １８９２年 ひとり歩き（芋） ひとり歩き ジョイホワイト芋を使用。新しい香りとまろやかな味。新しい南九州の焼酎として歩いてほしい。

櫻の郷酒造（株） 889-2402 0987-55-4134 www.obisugi.co.jp/ 平成６年 無月（芋） 無月 素焼の甕で、長期貯蔵熟成するこにより、甘香味にすぐれまろやかでなめらかな喉越し。

田中　範佳 宮崎県日南市北郷町郷之原甲８８８ 0987-55-4283 k-sakura@obisugi.co.jp １９９４年 蔵の文太（芋） 蔵の文太 強い芳醇な香りとほんのりとした甘味、口に含んだ時のトロ味が余韻を残します。

井上酒造（株） 889-3215 0987-68-1055 www.obisugi.co.jp/ 明治２７年 飫肥杉（芋） 飫肥杉 飲んだ時のスッキリ感とさわやかさが印象的でかつ、まろやかさも十分楽しめる。

田中　範佳 宮崎県日南市南郷町榎原甲１３２６ 0987-68-1144 info@obisugi.co.jp １８９４年 大金持（麦） 大金持 香味ともにやわらかい、まろやかかさが特徴です。銘柄も開運招福、お祝い事等にご利用いただける。

幸蔵酒造（株） 888-0004 0987-72-0305 www.kouzou-shuzou.co.jp/ 大正８年 幸蔵（芋） 伝承かめ壺造り　幸蔵 ２５度。「生」でやるのが一番。ロック・お湯割もおすすめです。

上園田　慶太 宮崎県串間市串間１３９３－１ 0987-72-6363 info@kouzou-shuzou.co.jp １９１９年 源次郎（麦） 伝承かめ壺造り　源次郎 ２５度。「生」はもちろんですが、オンザロックがまた格別です。

松露酒造（株） 888-0011 0987-72-0221 www.shouro-shuzou.co.jp/ 昭和３年 松露（芋） 松露 新鮮な黄金千貫と地下天然水を使用。豊かな香りと力強い味わいが特徴で芋本来の香ばしさが広がります。

矢野　裕晃 宮崎県串間市寺里１－１７－５ 0987-72-2883 shoro@mnet.ne.jp １９２８年 心水（芋） 心水 しっかりとした旨みを持ちながらやわらかでふくよかな芋の香りがたつ。ろ過を最小限に抑えた芋焼酎です。

焼酎日南協同組合 887-0015 0987-23-3414 昭和５９年 日南の路(芋) 日南の路 共同瓶詰めながら各社の特徴個性を楽しめるブレンド焼酎です。

渡邊　眞一郎 宮崎県日南市平野４２９９

寿海酒造（株） 888-0005 0987-72-5611 www.jyukai-shuzou.jp 昭和６０年 ひむか寿（芋） ひむか寿 原料は鮮度が命！新鮮な地元特産の赤芋（宮崎紅）仕込み。まろやかなあまみと香りが特徴です。

國府　紀光 宮崎県串間市北方１２９５ 0987-72-4355 master60@jyukai-shuzou.jp １９８５年 蔵の涙　極（芋） 蔵の涙　極 三年以上の長期にわたり静謐な蔵の中でじっくりと貯蔵した円熟のまろやかな口当たりと味わいの本格芋焼酎。

大浦酒造（株） 885-0021 0986-22-0730 明治４２年 みやこざくら（芋） 手造り　百年蔵 ふくよかな香り、まろやかな味をお楽しみください。

大浦　晋一 宮崎県都城市平江町２街区８号 0986-37-3883 ooura@juno.ocn.ne.jp １９０９年 大浦の玄米焼酎（米） 大浦の玄米焼酎 南九州産の玄米を使用。玄米独特の香り、味をお楽しみください。

柳田酒造（名） 885-0055 0986-25-3230 www.yanagita.co.jp 明治３５年 駒（麦） 大麦焼酎　駒 厳選された国内産二条大麦を使用。自然の恵みをたっぷりと生かしフルーティーで華やかな香りが特徴です。

柳田　正 宮崎県都城市早鈴町 14-4 0986-25-3231 kura@yanagita.co.jp １９０２年 赤鹿毛（麦） 大麦焼酎　赤鹿毛 独自の蒸留法による豊かな甘みと香りが特徴です。キレの良さと大麦我自の個性を合わせ持つ一風変わった焼酎です。

霧島酒造（株） 885-8588 0986-22-2323 www.kirishima.co.jp 大正５年 白霧島（芋） 白霧島 米麹製の芋焼酎に芋麹焼酎をブレンド、芋本来の「どしっとしたコク、ほわんとした香り」が楽しめます。

江夏　順行 宮崎県都城市下川東４－２８－１ 0986-25-8474 customer@kirishima.co.jp １９１６年 黒霧島（芋） 黒霧島 焼酎のルーツとも言える黒麹仕込みの芋焼酎。落ち着いた香りと幅のあるうまみ、重厚な飲みごたえが特徴。

明石酒造（株） 889-4221 0984-35-1603 www.meigetsu.co.jp 明治２４年 明月（芋） 明月 芋焼酎に米焼酎をブレンドすることにより仕上げたほんのりとした香りとやさしい口当たりの本格芋焼酎。

明石　秀人 宮崎県えびの市栗下６１－１ 0984-35-0340 meigetsu@mnet.ne.jp １８９１年 黒明月（芋） 黒明月 黒麹を使用し、昔ながらの懐の深い、コクがあり、まろやかで、ほのかな香りのする本格芋焼酎。

すき酒造（株） 886-0112 0984-48-2016 suki-syuzo.jp/ 明治４３年 宗一郎(芋) 風の番人 黒麹としては甘く、やさしく、すっきりとした味わいの中にも力強さがあり、どの飲み方でも美味しく頂けます。

兒玉　潤一 宮崎県小林市須木下田唐池393-3 0984-48-2555 sphc7649@outlook.jp １９１１年 須木(芋) 須木 紫芋特有のフルーティな香りと軽快感のある甘味を持つ焼酎で丹精込めて造り上げました。

（資）生駒高原酒造 886-0001 0984-23-4130 平成１０年 牧場の櫻（芋） 牧場の櫻 こなほまれ芋を２２％で貯蔵。甘味のあるまろやかさが特徴。

明石　秀人 宮崎県小林市東方陰陽石３３５１－１ 0984-23-4130 １９９８年 生駒高原（芋）

本坊酒造（株）　小林工場 886-0004　　（本社：鹿児島市） 0984-23-2778 www.hombo.co.jp 明治５年 石の蔵から（芋） 石の蔵から 古い石蔵の中でコクと旨みを重ねながら樫樽熟成させた原酒をミネラル分豊富な天然水で割水した芋焼酎です。

本坊　和人 宮崎県小林市細野新竹前 1748-2 0984-23-7778 １８７２年

（株）黒木本店 884-0002 0983-23-0104 www.kurokihonten.co.jp 明治１８年 橘（芋） 㐂六 黒麹と自家農園と地元契約農家で栽培した芋を原料とし昔ながらの甕にて酒母を造り仕込みは木桶で行いました。

黒木　信作 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋７７６ 0983-23-0105 t-kuroki@mnet.ne.jp １８８５年 百年の孤独（麦） 中々 自家農園で栽培した大麦と九州産の大麦を原料とし、昔ながらの甕にて酒母を造り仕込みは木桶で行いました。
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要連絡
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明治２８年に宮崎県の日南で創業。これまで培ってきた伝統を守りなが

らも、時代のニーズを見極めながら、常に新しい事へチャレンジして参

ります。
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○

○

明治４２年創業。平成２０年に庄内川近くに蔵を移転。昔ながらの手造

り麹、カメ壷仕込みで製造しています。観光蔵になっていますので、い

つでも見学できます。

○

○

○

○

創業明治３５年、霊峰霧島山系を西に携えた都城盆地の中央に位置する

蔵元です。原料は全て国産の麦を使用し南九州の風土を生かした焼酎造

りに専念してます。

創業百十余年の老舗。仕込水・割水は名水に認定されている天然湧水

「櫻井水」を使用。主要銘柄は「飫肥杉」「櫻泉」がある。蒸留方法が

減圧蒸留が特徴です。

○

大正５年初蔵出し。地元で採れるさつまいもを原料に名水・霧島裂罅水

で仕込んだ芋焼酎を生産。観光施設を併設した志比田工場は、常時、工

場見学は受付けています。

「芋・水・麹・蔵人・時。五つの力が醸す味」地方特産の赤芋仕込みを

中心に、南九州の文化とも云うべき本格焼酎の真髄を伝えていきます。

宮崎県最南端の串間市で、香り深くコクのある味わいの芋焼酎を造り続

けて８０余年。時代が変わっても伝統の味・郷土の味を守り、誇れる焼

酎を造りつづけます。

○

伝統の技を頑固なまでに貫き、ただひたすら手造りにこだわり手間ひま

を惜しまず、一滴一滴に造り手の温もりを伝えていくことを使命にと

日々研鑚の焼酎蔵。

江戸末期、九州の小京都「飫肥」の地に創業。良質の地下水と原材料を

使用し、歴代杜氏に伝えられた技と最新の技術により、日々、品質の向

上に努めています。

焼酎は、「日本の伝統文化」です。京屋酒造は、「お客様」の視点に

立った商品を造り環境を守り、食と文化を共に創造していきます。

創業以来一次仕込み二次仕込みもかめつぼ仕込みにこだわり昔ながらの

木桶で芋を蒸すので全国でも珍しいといわれます。

創業２０７年浜辺の小さな蔵元で醸しております。こしきで蒸した米を

手作業の床麹法で麹を造り家伝の四石甕に仕込み常圧煎畄器使用。

県内唯一の土蔵造りの醸造蔵で永い歴史に支えられ気候風土に生きた手

造りを頑固に守り続けている。

１９９４年創業、酒蔵は宮崎県日南市北郷町の山間にあり、１９９７よ

り、焼酎の甕による長期・貯蔵熟成に取組んでいる。

宮崎県酒造組合

幣社は、日々の食事をより一層豊かにする食中酒、お客様に愛飲して頂

き、お付き合いを永く続けて頂けるような焼酎を目指し、酒造りに取り

組む酒蔵です。

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

創業年

（西暦）

○

Ｎｏ
ホームページアドレス

（Ｅメールアドレス）
銘　　柄 蔵元　メッセージ

01

21

創業125年の老舗。緑豊かな自然環境の中で優良な原料と良質清冽な水、

伝統の醸造技術により丁寧な焼酎造りを行い「心まで酔う　うまい焼

酎」を製造しています。

○

○

創業以来、常に「品質を第一に、お客様に喜ばれる商品づくり」をモッ

トーに最高の味にこだわり、素材の旨みが活きた本格焼酎を全国へ展開

しています。

「じっくり少量」をコンセプトに、杜氏金丸潤平を中心に限定吸水から

行う頑くななまでの手造り麹で醸す。

日南の蔵元５社との共同瓶詰め焼酎です。

22

創業百年を迎え、更なる高みを目指し、「伝統」と「本物」を追求すべ

く手造り麹・麹室・総甕壺仕込みを継承する総本造の焼酎蔵を新築し、

仕込みを行っています。

要連絡

23
地元の芋と最高の水を活かし「牧場の櫻」を中心とし地域の文化の継承

と温かい人々の和の中で育くまれる焼酎づくりを目指しております。

24

小林工場は九州山地と霧島の山々に囲まれ、豊かな自然に恵まれた立地

環境にあります。自社の敷地内に霧島山系の恩恵を受けたミネラル分豊

富な水も自噴しています。

25

自社からの焼酎粕を肥料としてリサイクルし、自家農園（農業生産法人

「甦る大地の会」）で有機農法による焼酎原料栽培を行うことにより地

域循環型農業に取り組んでいます。
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ホームページアドレス

（Ｅメールアドレス）
銘　　柄 蔵元　メッセージ

（株）正春酒造 881-0101 0983-45-1013 www.masaharu.co.jp 逢初（芋） 逢初 白麹仕込みのほのかに香る芋の香りとやわらかな甘みですっきりとした飲み口の焼酎です。

山本　正秀 宮崎県西都市三納１００２９ 0983-45-1415 aisome@masaharu.co.jp 正春（芋） 正春 常圧蒸留により造られた白麹独特の香りの中にやさしい味わいの特徴をいかした個性豊かな芋焼酎です。

（株）岩倉酒造 881-0113 0983-44-5017 明治２３年 月の中(芋)

岩倉　幸雄 宮崎県西都市下三財７９４５ tukinonaka@leaf.ocn.ne.jp

宝酒造（株）黒壁蔵 884-0004　　（本社：京都市） 075-241-5110 www.takarashuzo.co.jp/ 天保１３年 松竹梅 上撰　松竹梅 発酵旺盛な「蔵付き酵母」とふくらみのある米麹で仕込んだ。軽快でなめらかな味わいが特徴。

村田　謙二 宮崎県児湯郡高鍋町蚊口浦5323 075-211-6385 １８４２年 一刻者（芋） 全量芋焼酎　「一刻者」 芋と芋麹だけで造る芋１００％焼酎。独自の良質な芋麹による芋本来の甘い香りとすっきりした味わいが特徴。

（株）尾鈴山蒸留所 884-0104 0983-39-1177 平成８年 尾鈴山　山ねこ（芋） 尾鈴山　山ねこ 自家農園で栽培した芋（ジョイホワイト）を原料とし、二年以上貯蔵・熟成させて仕上げた本格芋焼酎です。

黒木　信作 宮崎県児湯郡木城町石河内倉谷６５６－１７ 0983-39-1207 １９９６年 山翡翠（米） 山翡翠 宮崎県産米「ヒノヒカリ」と宮崎県産の酒造米「はなかぐら」を原料とし、貯蔵・熟成させて仕上げた本格米焼酎です。

佐藤焼酎製造場（株） 882-0082 0982-33-2811 www.sss-sato.jp 明治３８年 銀の水（麦） 天の刻印 上品に洗練されシャープな香りはまろやかなうまみがありキレがよいです。

山岸　逸人 宮崎県延岡市祝子町２３８８－１ 0982-33-2888 web@sss-sato.jp １９０５年 ＫＵＲＩＫＡ（他） ＫＵＲＩＫＡ こって栗を熟す。特産生栗の上品な香りとほのかな甘さの傑作酒です。

川崎醸造場 883-1301 0982-65-0004 明治２８年 園の露　（米） 園の露 手造り麹を使い甕で仕込み、木樽蒸留器で蒸留した。繊細で可憐な甘い香りがする。

川崎　聡志 宮崎県東臼杵郡諸塚村家代４００６ 0982-65-0004 sonotuyu@r327.jp １８９５年

（株）藤本本店 883-1302 0982-65-4005 明治２０年代 藤の露(芋) 藤の露 米麹麦の常圧蒸留。原料特性をいかした、うまみのある香り豊かな焼酎。

藤本　毬子 宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山２５７２ k.fujimotohonten7tu@blue.ocn.ne.jp 七つ山(芋) 古酒　藤の露 ５年古酒。長期貯蔵特有の花やかな香り、丸みを感じる焼酎。

（株）あくがれ蒸留所 883-0106 0982-68-3550 www.akugare.jp 日向あくがれ(芋) 日向あくがれ　白麹 黄金千貫と九州産ひのひかり、こしひかりを原料に用いた、ほのかな芋の香りとスッキリした味わいがある。

黒木　繁人 宮崎県日向市東郷町山陰辛２１２－１ 0982-68-3551 ２００４年 日向あくがれ１４° アルコール度が低く、軽快ですっきりした飲み口です　焼酎の若手なや女性の方でも気軽に味わっていただける。

高千穂酒造（株） 882-1102 0982-72-2323 www.takachihosyuzo.co.jp 明治３５年 髙千穂　（麦）、（芋） 黒麹全量仕込み「髙千穂」 昔ながらの黒麹使用・全麹仕込みの製法で醸しました。麦の香ばしさと旨味が味わえる本格麦焼酎です。

堂原　久稔 宮崎県西臼杵郡高千穂町押方９２５ 0982-72-3323 honsya@takachihosyuzo.co.jp １９０２年 刈干　（そ）、（他） 芋製「髙千穂」 芋焼酎特有のまろやかさと、黒麹・白麹が醸しだす「香ばしさ」と「キレ味」を有した本格芋焼酎です。

アカツキ酒造（資） 882-1414 0982-75-1612 昭和９年 暁（米）

河内　キワ 宮崎県西臼杵郡高千穂町河内1835-1 0982-75-1612 qq2z4t89k@sunny.ocn.ne.jp 暁 ２５度３５度はおみやげなどに良い陶器瓶入りもあります。

姫泉酒造（資） 882-0402 0982-87-2016 www.himeizumi.co.jp/ 天保２年 七代目姫野（麦） 無濾過御弊 芋本来の旨み甘みを残す為、無濾過で仕上げた本格芋焼酎。鍋料理など脂っこい料理に相性が良い。

姫野　建夫 宮崎県西臼杵郡日之影町岩井川３３８０－１ 0982-87-2019 himeno50@lily.ocn.ne.jp １８３１年 もち米　やま里（米） 天保二年 熟成されたまろやかな味わいと原酒ならではのコクのある味わい。さっぱりとした魚料理などに相性が良い。

神楽酒造（株） 882-1621 0982-76-1111 www.kagurashuzo.co.jp 昭和２９年 ひむかのくろうま（麦） 麦焼酎ひむかのくろうま 国産二条大麦にこだわり、麦のふくよかな甘みとスッキリとしたのどごしが特徴です。料理の素材を引き立てます。

佐藤　基永 宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸１４４－１ 0982-76-1118 kagura@kagurashuzo.co.jp １９５４年 天孫降臨（芋） 芋焼酎天孫降臨 南九州産黄金千貫を減圧蒸留でマイルドな味わいに仕上げました。女性にも優しい芋焼酎です。

千徳酒造（株） 882-0841 0982-32-2024 www.sentoku.com/ 明治３６年 千徳 大吟醸　千徳 香り華やかで味にふくらみのある大吟醸。あっさりとした料理に合う袋搾りの特別限定酒。精米歩合４０％

門田　賢士 宮崎県延岡市大瀬町２－１－８ 0982-32-2169 info@sentoku.com １９０３年 はなかぐら はなかぐら 宮崎県酒造好適米「はなかぐら」を１００％使用。やさしい香りときれの良い味で辛口の食中酒です。

26
当社は宮崎県西都市の西側に当る山沿いに位置し豊かな自然の中、明治

初期より焼酎造り一筋に歴史を歩んできた蔵元です。

27

28

１８４２年創業。焼酎、清酒、ソフトアルコール飲料、中国酒、ウイス

キー、調味料、原料用アルコール等独創的で確かな技術に裏づけられた

商品を提案しています。

29

谷あいから湧き出る水と自家農園（農業生産法人「甦る大地の会」）で

栽培した原料と自家培養による独自の酵母を用い恵まれた自然環境の中

で手造りの焼酎造りを行っている。

30

明治３８年創業以来、歴史の中で育まれた伝統の技を大切に守り継ぎな

がら、心を込めてお創りしております。感性のこころをかたちに。人に

笑顔に潤いに。

○

31

九州山地の山々に囲まれた自然豊かな「家代」の地で、明治２８年に創

業。手造り麹、かめ仕込み、木樽蒸留で醸した手造の味をじっくりとお

楽しみ下さい。

32 麦焼酎を主に蒸留しています。手造り蔵で丁寧に醸しています。

33

宮崎県北部に位置する歌人若山牧水の生誕地東郷町に２００４年に産声

を上げ、伝統のカメ壷仕込みで耳川の伏流水を仕込水として少量ずつ丁

寧に醸しています。

34

創業から１００年間、日本の伝統製法を継承し、原材料や製造工程に細

心の注意を払いながら、原料の持つ香味と旨味を活かした本格焼酎をご

提供してまいります。

35
祖母連山のふもとに在しその清らかな水で手造りにより原料の特性を生

かした基本的な製法により仕上げて居ります。

38
宮崎県の北部に位置し、原料は神々の里高千穂産の米と水は高千穂を原

流とする五ヶ瀬川の伏流水を使用し名実共に神々の里の酒。
○

36

創業天保二年（１８３１年）現社長で七代目となる蔵元。芋、麦、そ

ば、もち米と様々な本格焼酎造りを１３０年以上経つ蔵で、現在も手作

業中心で行っている。

○

37

昭和29年創業以来、安心・安全・高品質を基に、可能な限り生産者の顔の判る

原料にこだわっています。これからも”決して妥協しない”姿勢を貫き通し、

常に純粋・高品質な製品造りを目指します。

○


