
　　会　長　　濵田雄一郎 〒892-0836　鹿児島県鹿児島市錦江町8-15

ＴＥＬ　099-222-2678　　ＦＡＸ　099-224-9764 鹿児島県酒造組合ホームページはこちら　　↓

http://www.tanshikijyoryu-shochu.or.jp/ (令和４年２月現在）

組合員名 郵便番号 電   話

(代表者氏名） 住　　　所 （ＦＡＸ）

本坊酒造（株） 891-0122 099-210-1210 ○

本坊　和人 鹿児島県鹿児島市南栄３－２７ 099-210-1216 6日前までに予約

東酒造（株） 891-0114 099-268-2020

福元　万喜子 鹿児島県鹿児島市小松原１－３７－１ 099-268-5904

相良酒造（株） 892-0819 099-222-0534

相良　由起子 鹿児島県鹿児島市柳町５－６ 099-227-1157

さつま無双（株） 891-0132 099-261-8555 ○

菊地　茂樹 鹿児島県鹿児島市七ツ島１－１－１７ 099-261-3466 10以上要予約

三和酒造（株） 891-0132 099-284-2180 ○

久木原　利英 鹿児島県鹿児島市七ツ島１－１－１７ 099-284-2190 10以上要予約

みしま焼酎　無垢の蔵 890-0902 09913-3-2345 ○
大山　辰夫 鹿児島郡三島村大字黒島２０４－１ 09913-3-2345 事前連絡

松﨑酒造（名） 899-2103 0996-36-3151

松﨑　卓郎 鹿児島県いちき串木野市大里２３２ 0996-36-5485

田崎酒造（株） 899-2103 0996-36-3000

松林　忠臣 鹿児島県いちき串木野市大里６９６ 0996-36-2012

（有）白石酒造 899-2101 0996-36-2058 ○

白石　貴史 鹿児島県いちき串木野市湊町１－３４２ 0996-36-2194 応相談

濵田酒造（株）傳藏院蔵 896-0046 0996-33-5222 ○

濵田　雄一郎 鹿児島県いちき串木野市西薩町１７－７ 0996-33-5811 要連絡

焼酎蔵薩洲濵田屋伝兵衛 899-2101 0996-36-3131 ○

濵田　雄一郎 鹿児島県いちき串木野市湊町４－１ 0996-36-3135

大和桜酒造（株） 899-2101 0996-36-2032 ○
若松　一紀 鹿児島県いちき串木野市湊町３－１２５ 0996-36-2926 事前連絡要

若松酒造（株） 899-2101 0996-36-5008 ○

濵田　雄一郎 鹿児島県いちき串木野市湊町１－１８２ 0996-36-2442 事前連絡要

小正醸造（株） 899-3101 099-292-3535 ○

小正　倫久 鹿児島県日置市日吉町日置３３１４ 099-292-5080 事前予約

西酒造（株） 899-3309 099-296-4627 ○

西　陽一郎 鹿児島県日置市吹上町与倉４９７０－１７ 099-296-4260 要予約

原口酒造（株） 899-3304 099-296-2069

渡辺大作 鹿児島県日置市吹上町入来６５２ 099-296-4968

薩摩金山蔵（株） 896-0073 0996-21-2110 ○

濵田　雄一郎 鹿児島県いちき串木野市野下１３６６５ 0996-21-2511

知覧醸造（株） 891-0911 0993-85-3980 ○

森　暢 鹿児島県南九州市知覧町塩屋２４４７５ 0993-85-3990 要連絡

高良酒造（有） 897-0214 0993-56-0181

高良　武信 鹿児島県南九州市川辺町宮４３４０ 0993-56-0585

（株）尾込商店 897-0215 0993-56-0075

尾込　宜希 鹿児島県南九州市川辺町平山６８５５－１ 0993-56-0596

萬世酒造（株） 897-1123 0993-52-0648 ○

小川　和男 鹿児島県南さつま市加世田高橋１９４０－２５ 0993-52-1152 案内が必要なら要

明治２９年辻宗平により焼酎製造を開始

昭和２６年　法人化（吹上焼酎株式会社　代表取締役　井料才吉）

昭和５０年　清酒メーカー大関（株）の傘下に入る

平成７年　代表銘柄「小松帯刀」発売開始

宇都酒造（株） 897-1125 0993-53-2260 ○

宇都　尋智 鹿児島県南さつま市加世田益山２４３１ 0993-52-8882 要連絡

薩摩酒造（株） 898-0025 0993-72-1231 ○

本坊　愛一郎 鹿児島県枕崎市立神本町２６ 0993-72-5554

（株）杜氏の里笠沙 897-1302 0993-63-1002 ○

https://chiranjozo.co.jp/

なし

なし

http://www.bansei-shuzo.co.jp/

http://www.fukiage.co.jp

なし

http://yamatozakura.com/

https://www.wakamatsusyuzo.co.jp/

http://www.komasa.co.jp/

http://www.nishi-shuzo.co.jp/

なし

https://www.hamadasyuzou.co.jp/kinzan/

なし

なし

http://tasaki-shuzo.jp/

なし

https://www.hamadasyuzou.co.jp/denzouin/

https://www.hamadasyuzou.co.jp/denbee/

めまぐるしく変わる世の中で、けっして変わらないもの。変えてはいけないもの。それが萬世酒造の焼酎造り。萬世には、本格焼酎の古

き良き確かな味わいがあります。

さつま白波
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東酒造の創業は１９１５年、創業者東　喜内の「何事も自然が一番」という信念とともに、美味しだけではなく人にやさしいものを造り

たいという想いを受け継いでまいりました。

相良家先祖は熊本県人吉にあった相良藩の流れをくみ、江戸時代初期の１６１５年に鹿児島に移住しました。１７３０年初代「相良仲右

衛門」が酒造を開業し、鹿児島県内でも最も古い蔵元の一つです。西南戦争・１９１４年の桜島大爆発。太平洋戦争の空襲では４つの蔵

と住居も全て焼かれる等、幾多のピンチを乗り越えました。鹿児島市内で家業を営む歴史ある蔵として、芋焼酎を造り続けて参ります。

鹿児島県の代表的特産品である「焼酎」を広める為に、県内の酒造組合員の結集ともいえる「さつま無双」が誕生しました。その名は県

内に広く募集され、薩摩に双つと無い、「さつま無双」と名づけられました。

明治の頃より酒造行を営んできた三つの酒造場が、さらなる発展のために経営を統合。「三つの和を大切にする」という意味を込めて三

和酒造株式会社が設立されました。創業から約５０年後には鹿児島市に拠点を移し、昔ながらの製法である甕壷仕込みと木樽蒸留にこだ

わった蔵として、焼酎造りを続けています。

https://higashi-sz.com

07

創業弘化２年（1845年）日本三大砂丘の一つ吹上浜から山間部へ約２ｋｍの地点で西助左右衛門が焼酎造りを始めたところから蔵の歴史

は始まります。西酒造の焼酎造りは農産物からはじまる循環の中にあり、農作物と同じように焼酎のおいしさも大地からの贈り物と捉

え、契約農家さんが大事に育ててくれたお芋とお米だけで仕込んでおります。

15

14

13
当社の歴史は古く、享保四年（１７１９）「湊の酒屋」という屋号で初代若松弥右衛門が創業。明治十三年十月二十一日付けで大日本帝

国政府から発行された現存する中で最古といわれる酒類製造免許鑑札を保有。３００年にわたり味と技、伝統を守ってきました。

１８８３年（明治１６年）に小正市助により創業し、水と自然に恵まれた日置市日吉町にて本格焼酎「小鶴」を中心に製造して参りまし

た。「生産農家の顔が見える焼酎造り」をモットーに、日々蒸留酒造りに邁進し続けています。

09

10

明治４２年、旧市来地区（現いちき串木野市）で、初めて芋焼酎を造ったと伝えられる松崎吉次郎が創業者で、以来地元に根ざした蔵元

として親しまれている。

明治２０年、「古来より稀に見る銘水」といわれるほどの水を探しあてた初代当主が、この地に蔵を構え、創業より百有余年を数えま

す。良質のさつまいもと銘水を用い、妥協を許さない焼酎づくりの姿勢を貫いています。

弊社は、大正８年（１９１９年）より創業いたしました。周りはお茶畑とさつまいも畑が一面に広がる風景明媚な地域にございます。こ

の地の利を活かし、地元で採れた新鮮な芋だけを原料にした焼酎を造っています。

初代原口金次郎が明治２３年に創業して以来、地域に根差し、地域の皆様に育てられ、今日まで営んできました。自然歌かな環境の中

で、２００２年に有機認定を受けた自社圃場でのさつま芋づくりに取り組んでいます。

平成３０年黒島に焼酎蔵「みしま焼酎　無垢の蔵」を建設し製造を開始しました。製造に関しては、若い職員を濵田酒造株式会社に研修に派遣し技術

の習得に努め、令和元年５月１日に「みしま村」の販売を開始しました。

明治２７年創業、３代目の代までは米焼酎も造っていたが、今は芋主尾中のみを製造している。現在５代目となる社長が杜氏も兼ね、土

中の甕でもろみを発酵させる伝統的な製造法を続けている。

鹿児島県酒造組合

本坊酒造は創業以来百有余年に亘り蒸留酒と共に歩んで参りました。当時から一貫して変わらぬ姿勢、地域に根ざすという創業の精神を

今に受け継ぎ、その土地の風土を生かした酒造りを行っています。

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

蔵見学№ ホームページ 代　表　銘　柄

あらわざ桜島http://www.hombo.co.jp

蔵元　メッセージ

06

23
創業１００年以上の歴史を、水田に囲まれたこの蔵、南さつまの地で紡ぎ続けています。私たちの願いは、５０年後、１００年後も飲み

手の笑顔のために焼酎造りを続けていくことです。

かつて薩摩藩の栄華を支えた串木野金山に、薩摩の精神文化と本格焼酎のルーツを求める蔵として誕生。３５０余年にわたり掘り続けら

れた総延長１２０ｋｍの坑洞で焼酎の貯蔵・熟成と、女性杜氏による焼酎づくりも行っております。

仕込みや蒸留、ボトリングから出荷に至るまで、あらゆる工程で最新の設備を導入、ベテラン杜氏をはじめ、さまざまな分野のプロ

フェッショナルがその技術とノウハウを持ち寄ることで、高品質の焼酎を安定して生産する革新の蔵。

なし

11

12
創業嘉永年間（１８４８～１８５４年）、初代若松與兵衛から始まる。今も昔も変わらない伝統的な手法で造る薩摩のスタンダードな焼

酎。

伝兵衛蔵は手づくりの焼酎蔵として、明治元年に創業。以来、本格焼酎の伝統の味・技・心を大切にしています。仕込みに使う甕や、蒸

留器、麹室にいたるまでひとつひとつにこだわりつづけております。

24
１９３６年に設立された老舗本格焼酎メーカー。代表銘柄「さつま白波」の他にも、麦製長期貯蔵酒「神の河」や本格芋焼酎の「黒白

波」「枕崎」といったヒット商品を生み出し、酒類業界における本格焼酎の地位を高めた。

25
焼酎づくりの技術集団「黒瀬杜氏」のふるさと笠沙町黒瀬集落に、平成４年に建設された。現在の杜氏は４代目で明治のころから受け継

がれ、黒瀬に息づく黒瀬杜氏の技を、手づくり本格焼酎の味とともに守り続けている。

http://www.satsuma.co.jp/

芋本来の甘みとしっかいりとした旨みのある焼酎です。湯割りにすると香りが立ち一層甘みを増します。飲み応え

がありながらも飲み飽きしません。

良質なさつまいもと白麹で仕込んだ「萬世」は、昔から地場の焼酎として愛飲されてきました。毎日の晩酌にホッと

する味わいは格別です。

「天文館」という名前の由来は、鹿児島一の繁華街から取らせていただきました。白麹を使用し、醪の発酵の最高

温度を押さえ込むことにより、香り控えめに、味は淡麗に仕上げてあります。

サツマイモの一大産地である南薩摩に位置する強みを生かし、自然と風土に根差した本格焼酎の伝統文化を

守ってきた。その一方で新しい技術も積極的に取り入れながら「消費者品質を実現する」味と香りを目指している。

名前のとおり、明治のころから県内外の蔵元で、焼酎づくりに活躍した黒瀬杜氏の伝統と技を、そのまま引き継ぎ

仕上げたこだわりの焼酎です。原材料の麹米、さつま芋は南さつま産を使用し、口当たりの良い甘さです。

さつま小鶴は「すっきり辛口」に仕上げています。平成の焼酎ブームでは黒麹製のどっしりとタイプが好まれまし

たが、昨今では軽快なタイプを求めるニーズを受け、低温ろ過仕上げを行い、２０１７年にリニューアルいたしまし

た。

私どもの主要銘柄には「宝山」という名前がつきます。島津忠久が島津家の祈祷僧として「宝山検校」という住職

を下向けし、日置市吹上町中島に常楽院を建立、開祖しました。薩摩宝山は「宝山検校」の遺徳を讃え命名され、

以来、地元の人々に慕われ続ける宝山検校と共に、「薩摩宝山」は代々飲み継がれています。

黒潮のとどろく吹上浜。大地の幸に恵まれて、じっくりと育て上げられた「西海の薫」創業から変わらぬ製法、厳選

した原料、蔵人が丹精を込め、それぞれの工程に惜しみない時と心を注いだ本格芋焼酎です。

鹿児島県産「黄金千貫」、幻と呼ばれた「黄金麹（おうごんこうじ）」で仕込み、金山坑洞内長期貯蔵によるほかで

は真似できない唯一無二の本格芋焼酎。華やかな香りと深くまろやかな味わい、余韻をお楽しみいただけます。

代表銘柄「知覧武家屋敷」は、薩摩の小京都といわれ、国の需要伝統的建造物群保存地区に選定され美しい街

並みが続き歴史を感じる知覧武家屋敷地名の名称、皆様に愛される焼酎を目指しています。お湯割りがオスス

メ。

代表銘柄は天狗櫻。創業より続く銘柄で、原料である芋の風味を最大限活かせるよう工夫している。おすすめの

飲み方はぬるめのお湯割り。

原材料完全国産、伝統の黒麹仕込み。芋の香りが楽しめる本格芋焼酎。華やかに香る芋の香りと、黒麹特有の

ふくよかな甘みが特徴です。

黄麹による焼酎づくりを復活。甕仕込み・木桶蒸留・甕貯蔵の伝統製法にこだわった本格芋焼酎です。柔らかな

飲み口と、洗練された潤いある後口が楽しめます。

「大和桜」は本居宣長の和歌より引用した銘柄。おすすめの飲み方はお湯割りや水割り、造りの丁寧さを感じるの

ならストレートもお勧め。ラベルはブラックニッカの「髭のおじさん」や丸美屋の「のりたま」を手がけたグラフィック

デザイナー、故大高重治氏によるもの。

厳選された鹿児島県産さつまいもを100％使用し、黒麹で仕込んだ薩摩本格芋焼酎。黒麹で丹念に仕込んだ味

わいは、深いコクを持ちながらキレのある飲み口を実現。焼酎本来の持つ、甘く豊かな香りが楽しめます。

https://sagarasyuzou.com/

https://www.satsumamusou.co.jp/

https://sanwashuzo.com/

吹上焼酎（株）

中川　智

897-1124

鹿児島県南さつま市加世田宮原１８０６

0993-52-2765

0993-52-0627

七窪

相良

さつま無双

三和鶴

みしま村

薩摩七夕

大黒

薩摩一

小鶴

薩摩宝山

西海の薫

金山蔵

天狗櫻

海童

黄麹仕込み伝

大和桜

知覧武家屋敷

八幡

さつま寿

萬世

小松帯刀

天文館

黒瀬杜氏

創業当時の商品は、ラベルに気品高く幸運のシンボルとして親しまれている「鶴」を三羽配し、長寿の象徴の「鶴」

にあやかり商品が末永く愛されるよう「三和鶴」と命名されました。現在はデザインを復刻し、レトロな風合いは残し

つつ、新たな色調を加え明るく仕上げています。

島のサツマイモ（ベニオトメ）を原料として、黒島の美味しい水で焼酎を造れないかと思案してきましたが、ついに焼

酎製造免許を取得する事ができました。フルーティーな甘い風味でスッキリとした味わいです。

酒名は七福神の大黒天にちなんだもので、ラベルにもそのふくよかな姿がデザインされている。品質の変動を極

力抑えるため、原酒を地下水の豊富な土地の地下に貯蔵・熟成されることで、さつま焼酎ならではの芳醇な香りと

豊かな味わいを生み出すよう工夫を凝らしている。焼酎６対お湯４で７５度位のお湯割りか、オンザロックもおすす

めです。

稀にみる良水と讃えられている清水と、厳選されたさつま芋が結びついた「薩摩七夕」。創業当時から造り続けて

いる、芋の旨味が生かされた、まろやかでコクのある、昔懐かしい伝統の熟成いも焼酎です。

代表銘柄にかける想い

「あらわざ桜島」は南薩摩産さつま芋「黄金千貫」を原料に、特許「磨き蒸留」により生み出された芋特有のコク、

旨味、香りなどをよりなめらかで、かろやかに仕上げた本格焼酎です。

鹿児島県内の湧水を隈なく探し、一つの水源にたどりつきました。それが鹿児島市内にある七窪と言う地にある湧

水でした。その名を冠した焼酎「七窪」は、口当たりまろやかでフルーティーな味わいとともに寿司や和食などにも

最適です。ロックや炭酸割りがおすすめ、お湯割りでも香り豊かに楽しめます。

「相良（さがら）」は蔵の代表的銘柄であり、白麹仕込みで貯蔵・熟成させた・まろやかな口上がりの甘みが広がる

焼酎です。特にお湯割りがおすすめで、さつま芋の優しい香りと甘みが際立ちます。

代表銘柄「さつま無双赤ラベル」のラベルは、「錦の御旗」をイメージして作られています。さつまいもの自然な風

味がしっかりと味わえる伝統的な薩摩の本格焼酎です。お湯割りでも水割りでもその風味は失われません。

×

代表銘柄「小松帯刀」は親会社の大関（株）創業家の先祖にあたる、薩摩藩家老　小松帯刀にちな造られるように

なりました。知覧産の厳選された黄金千貫を使用し、黒瀬杜氏伝承の技で丹精込めて造っています。

×

×

×

×

×

×

×



組合員名 郵便番号 電   話

(代表者氏名） 住　　　所 （ＦＡＸ）
蔵見学№ ホームページ 代　表　銘　柄蔵元　メッセージ 代表銘柄にかける想い

本坊　輝雄 鹿児島県南さつま市笠沙町赤生木６７６２ 0993-63-1001

櫻井酒造（有） 899-3405 0993-77-1332

櫻井　弘之 鹿児島県南さつま市金峰町池辺２９５ 0993-77-1351

（有）佐多宗二商店 891-0704 0993-38-1121

佐多　宗公 鹿児島県南九州市頴娃町別府４９１０ 0993-38-0098

中俣酒造（株） 891-0311 0993-27-9181 ○

大山　隆樹 鹿児島県指宿市西方４６７０ 0993-25-4806 要連絡

（有）大山甚七商店 891-0311 0993-25-2410 ○

大山　修一 鹿児島県指宿市西方 4657 0993-25-5260 要連絡

指宿酒造（株） 891-0312 0993-26-2277 ○

南　荒生 鹿児島県指宿市池田６１７３－１ 0993-26-2278 要連絡

吉永酒造（有） 891-0403 0993-22-3015 ○

吉永　章一 鹿児島県指宿市十二町 645 0993-22-3029 要連絡

田村（名） 891-0516 0993-34-0057 ○

桑鶴　一良 鹿児島県揖宿郡山川町成川 7351-2 0993-34-0057 前日までに連絡

白露酒造（株） 891-0514 0993-35-2000 ○

岩崎　麻友子 鹿児島県指宿市山川大山９８７ 0993-35-2355 要連絡

山元酒造（株） 895-0066 0996-25-2424 ○

山元　隆功 鹿児島県薩摩川内市五代町 2725 0996-25-2423 要連絡

オガタマ酒造（株） 895-0005 0996-22-3675 ○

山元　隆功 鹿児島県薩摩川内市永利町２０８８ 0996-25-0919 要連絡

村尾酒造（資） 895-0212 0996-30-0706

氏郷　真吾 鹿児島県薩摩川内市陽成町８３９３ 0996-30-0133

田苑酒造（株） 895-1295 0996-38-0345 ○

本坊　正文 鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原１１３５６番地１ 0996-38-2136 要連絡

塩田酒造（株） 896-1101 09969-3-2006

塩田　将史 鹿児島県薩摩川内市里町里１６０４ 09969-3-2088

吉永酒造（株） 896-1601 0996-97-0027

川畑　慶介 鹿児島県薩摩川内市下甑町手打１２３９－１ 0996-97-0377

植園酒造（資） 895-1807 0996-54-2473

植園　裕 鹿児島県薩摩郡さつま町平川１３９７－１ 0996-54-2668

軸屋酒造（株） 895-1807 0996-54-2507 ○

軸屋　麻衣子 鹿児島県薩摩郡さつま町平川１４２７ 0996-54-2663 前日までに連絡

小牧醸造（株） 895-1816 0996-53-0001 ○

小牧　一徳 鹿児島県薩摩郡さつま町時吉１２ 0996-53-0043 要連絡

（株）祁答院蒸溜所 895-1502 0996-31-8115 ○

古屋　芳高 鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田2728-1 0996-31-8115

大石酒造（株） 899-1625 0996-72-0385 ○

大石　啓元 鹿児島県阿久根市波留１６７６ 0996-72-0386 要連絡

鹿児島酒造（株）黒瀬杜氏伝承蔵 892-0821 099-223-1561 ○

前田　昭博 鹿児島県鹿児島市名山町１１－２５ 099-223-1644 前日までに連絡

神酒造（株） 899-0401 0996-82-0001 ○

神　孝輔 鹿児島県出水市高尾野町大久保２３９ 0996-82-0002 要連絡

長島研醸（有） 899-1302 0996-88-2015

長山正盛 鹿児島県出水郡長島町平尾３８７ 0996-88-2677

雲海酒造（株）出水蔵 899-0203 0996-62-0043 ○

飯干　勝利 鹿児島県出水市上鯖渕５３２－１ 0996-62-0976 事前予約

明治35年　江良氏一族が個人創業

昭和２８年　江良酒造（株）として法人化

昭和５９年　さつま美人酒造（株）に社名変更

平成１４年　福徳長酒類（株）薩摩工場として開設

出水酒造（株） 899-0208 0996-79-3671 ○

東　孝昭 鹿児島県出水市文化町３５８番地 0996-79-3673 10以上要予約

白金酒造（株） 899-5651 0995-65-2103 ○

出水は九州屈指の銘水の地でもあり、この自然溢れる地だからこそ、当社の本格焼酎造りに最適な場所として、１００年もの歴史を持つ

伝統の造り蔵を引き継ぎ、平成１２年に雲海酒造出水蔵として製造開始。鹿児島産のさつまいもを原料に、北薩の名峰・紫尾山系の豊か

な森が長い年月をかけて磨いた清らかな水を仕込み水に、地元に愛される本格焼酎造りを目指しています。

福徳長酒類（株）薩摩工場 899-1131

清水　春夫 鹿児島県阿久根市脇本４３２－１

https://www.oenon.jp

0996-64-3290

http://www.unkai.co.jp

http://www.izumi-syuzou.co.jp/

http://www.shirakane.jp/

創業者大石長次郎が焼酎製造免許を得たのは、明治３２年と言われています。自家用酒造が禁止された年で、他のに２名と共同醸造を始

めました。その後単独で事業を続け、２代目軍吉が法人化して今に至ります。

創業は明治５年、地中に埋めた和甕にて仕込みを行う伝統をずっと守り続けている。地域と自然との調和を大切にし「焼酎」を通じて

人々に喜びや活力を提供できるような蔵元を目指し努力している。

「さつま木挽」は、地元出水の焼酎となるよう芋本来の自然な甘みとコクのある深い味わいの本格芋焼酎造りを目

指し、出水蔵代表商品として平成１２年５月に発売しました。ネーミングは屋久島や大隅に伝わる木挽唄の素材で

躍動感のある木挽達の哀愁を商品に込めて命名。飲み方は、ロック、水割り、お湯割りとさまざまに楽しめます

が、より芋の香りを楽しめるのはお湯割りがお勧めです。

なし

26
創業明治３８年、日本三大砂丘の一つ吹上の近くで、初代櫻井森右衛門が酒造業を始め、現在は櫻井弘之が３代目として後を継いでいま

す。

27

水、芋、米、製法、道具のすべてにこだわり、品質向上に常に向き合っています。「出水に舞姫」を飲んでいただ

く、すべての方にうまいと言ってもらえるハイレベルな焼酎造りを目指します。

25
焼酎づくりの技術集団「黒瀬杜氏」のふるさと笠沙町黒瀬集落に、平成４年に建設された。現在の杜氏は４代目で明治のころから受け継

がれ、黒瀬に息づく黒瀬杜氏の技を、手づくり本格焼酎の味とともに守り続けている。

１９０８年創業。日本で初めてアメリカに梅酒を輸出。南薩摩から世界で愛される蒸留酒造りに邁進しています。近年では、様々な蒸留

器を駆使し、芋焼酎はもとより、ジンやアブサン、ウォッカ等でも評価を博しています。

なし

http://www.satasouji-shouten.co.jp/

28
明治３７年から焼酎製造業を開始して地元では「養老」の銘柄で愛飲されてきました。工場の老朽化の為、２００４年より改築に取りか

かり２００５年に完成。熟練杜氏黒瀬勉の指導の下、焼酎の製造を再開しました。

29
当蔵の前身は呉服商でした。その傍ら、焼酎を造り始めたのが蔵の始まりです。呉服商は一流の品を見定めるのが仕事。その心は焼酎造

りにおいても活かされ、厳選した原料管理や製法など、１４０年超えた現在でも培われています。

http://nakamata.jp/

http://www.jin7.co.jp

30
昭和６２年、明治創業の老舗蔵元５社が協業化し、今までできなかった規模の製造を目指し、品質の安全と安心を揚げ今に至ります。原

料のさつま芋は鹿児島県産（ほとんどを南薩摩で仕入れています）にこだわり、新鮮なうちに仕込み芋焼酎を製造しています。

31
創業は明治３８年。初代吉永亀次郎は、無類の焼酎好きが高じて、自ら創業。二代目利八、三代目喜八郎、四代目俊公へと、焼酎への熱

い想いを実直に受け継ぎ、章一が２６歳の時に若くして五代目兼杜氏となる。

http://www.riemon.com/

https://yoshinagashuzo.wixsite.com/ind

ex

32
明治３０年創業、代々受け継がれてきた和甕（わがめ）による一次仕込みを守り続けてきました。昔も今も田村の焼酎を１００年経過す

る和甕が厳しく優しく見守ってくれています。

33
享保１５年に造り酒屋として創業、昭和３５年に白露酒造株式会社となり、平成元年に指宿市山川に蔵を移転しました。開聞山麓の天然

水と県内産の黄金千貫を使用し、１年以上の熟成期間を設けた焼酎となっています。

なし

http://shiratsuyu.jp

34
創業、大正元年。ニニギノミコトを祭る新田神社の神宮寺五大院からそのご利益を願って地名や名前を「五代」と名づけられ、「さつま

五代」は由緒ある名称を受け継ぎその歴史と伝統の味を今に伝えています。

35
創業１８９４年・設立１９９３年社名の由来となった樹齢８００年を超える国指定天然記念物「オガタマの木」の近くに蔵があります。

「温故知新」を蔵のテーマとして掲げ昔ながらの甕壷によるこだわりの焼酎造りを行っています。

https://www.satsuma-godai.co.jp/

https://www.ogatama.co.jp/

36

37
１８９０（明治２３）年創業、鹿児島県薩摩川内市に本社・工場をおく。日本初の「樽貯蔵麦焼酎」、独自の「音楽仕込み」、時間を惜

しまずゆっくり熟成させる「長期貯蔵」など、世界にただ一つの価値を創り続ける。

なし

http://www.denen-shuzo.co.jp/

38 江戸時代の天保年間（１８４４年）創業（東京商工リサーチ調査による）であり現在当主で六代目となる

39
創業は明治４１年、甑島で初代吉永五郎より造りを変えず１００年以上もの間、麹は室屋造り、仕込みは全量かめ壷仕込みを続けています。昔変わらず

の製法で甑島の地酒としての個性を大切に焼酎造りに邁進しています。

なし

なし

×

×

40 鹿児島県北西部に位置するさつま町で創業より幾代にわたり連綿と焼酎の製造に勤しみ今日に引き継がれています。

41

北薩摩の霊峰紫尾山の麓宮之城町平川（現在の薩摩郡さつま町平川）で、初代軸屋権助が焼酎を造り始めたのは明治４３年、今らか約１

１０年前。権助は一貫して「お湯割りにした時にも力強い味」にこだわり、以来「辛口の権焼酎」と呼ばれました。明治から４代飲み継

がれてきたこの味は、自然の滋味を焼酎に活かすことを信条とし、独特の風味を維持する姿勢を誠実に守り、貫き通しています。

なし

http://www.jikuya-shuzo.co.jp/

×

45

昭和６２年から新たに鹿児島酒造と社名変更しスタート、代表銘柄も（さつま諸白）と一新しました。そのころ、芋焼酎の消費が伸び悩

む頃女性に喜ばれる焼酎は何だろうと？１０年位試行錯誤の末、焼芋をヒントにやきいも焼酎を販売、平成１３年より総杜氏黒瀬安光が

（やきいも黒瀬）と銘柄を変え販売、今や蔵一番のヒット商品として消費者に喜ばれています。

http://www.oishishuzo.co.jp/

http://www.kagoshimasyuzou.jp/

42
創業１１０年を迎える小牧醸造は、初代小牧伊勢吉が自然豊かなさつま町に蔵を構え、伝統のカメ仕込みにて焼酎づくりを始めました。

豊かな自然は時に水害をもたらし、そのたびに復興を繰り返した歴史でもありました。

43
明治後半、甑島下甑青瀬の協業組合から始まり、２００７年１０月に祁答院町へ祁答院蒸溜所として移転した。他にはない焼酎造りを目

指し、芋焼酎蔵初の「木槽仕込」を導入し、移転２年目には木樽蒸留機を設置した。

http://www.komakidistillery.com/

47
1967年２月に鹿児島県長島町にある酒造会社５社の協同瓶詰場として設立し、統一銘柄「さつま島美人」が誕生。５者の原酒をブレンド

しており、はじめは酒質の安定に苦労しましたが、研究を重ね現在の味にいたっております。

http://www.kagoshimasyuzou.jp/

http://www.shimabijin.jp/

「さつま島美人」の特徴は、後口に甘みがあり、飽きずに飲めるクセのない芋焼酎です。飲み方は、お湯割りをは

じめ水割り、ロック、炭酸割りなどお好みで様々な飲み方をお楽しみいただけます。

49

さつま美人

×

×

0996-75-3917

51
明治２年創業者の川田和助により「川田醸造店」として創業。良質なさつまいもで造った「和助どん」の焼酎は「和助焼酎」の愛称で親

しまれ、一世を風靡しました。昔ながらの仕込み方法で伝統の味を守っています。

50
昭和２５年に「帖佐醸造」として会社設立、平成１８年に「霧島横川酒造」、平成２３年に「出水酒造」と社名変更を行い平成２５年に

良い水の出る現在地の出水で操業を開始しました。

「一尚」は小牧醸造のこれまでの１００年の想いとこれからの１００年の想いを表現して造った銘柄です。一尚シ

ルバーの芳醇な風味はお湯割りで引き立ち、一尚ブロンズの淡麗な飲み口はソーダ割りが良く合います。

唯一無二の焼酎を！との思いを込め、手造り麹、木桶仕込・木樽蒸留・洞窟貯蔵という唯一の製法で「野海棠」を

造っている。銘柄名は世界でも霧島地域だけに自生する花「野海棠」から。」オススメの飲み方はロック。

創業当時からの銘柄。創業者　長次郎がシベリアから阿久根に飛来する鶴を見ながら名付けた。芋は「しろゆた

か」（鹿児島県産）麹は「白麹」（国産）。お湯割りで芳醇なふくいくとした芋焼酎をお楽しみいただけます。

江戸の初期、阿久根焼酎は島津藩主が（さつまの諸白）とお墨付きを与えるほど優れた焼酎でした。その阿久根

の地で伝統を継承する焼酎が現在の代表銘柄（さつま諸白）です。鹿児島県産（黄金千貫）で造り飲み方は、お

湯割り水割りですが、さつまいもの香りを楽しむ自分に合った温度でお楽しみください。

名も無き「神焼酎」から銘柄を「千鶴」へと変え、時代の移り変わりや嗜好に合わせ麹や調合を変えてきた。深いコ

クを追求し米麹はタイ米を使用。「これぞ芋焼酎」という玄人受けする味わいはぜひお湯割りをおすすめしたい。
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鹿児島の大地で育った新鮮なさつまいもを使用し、丹精を込めて仕込む「薩摩焼酎　田苑」「田苑　芋」は伝統の

技と白麹を使うことで、素材の芋が持つふっくらとした旨味を引き出し、奥深い味わいへと仕上げています。

ひとつの銘柄に全てを賭け「一蔵一銘柄」を貫いている「六代目百合」の「百合」は甑島に咲く「鹿の子百合」から

きている。

代表銘柄五郎は創業当時、島民から五郎が造った焼酎という意味で、五郎焼酎とよばれるようになりその名がつ

きました。甑島でとれるキビナゴなど魚貝類との相性を大切にしており、甑島の塩煮などと相性がよく飲める芋焼

酎です。甑島では当然一番知られた芋焼酎ではありますが、他銘柄と比べると島外で見ることが少ないです。

代表銘柄「紫尾の露」は紫尾山系伏流水で造られた焼酎です。お湯割り・前割で飲むと白麹が引き出す芋の甘

味が大変感じられます。

創業時は「さつま白雪」が代表銘柄。商標の関係で、平成１５年四代目俊公が３０代にして半身不随になった二代

目利八の後世に繋いでくれた不屈の精神に敬意を表し、代表銘柄を「利八」と命名。お湯割りで香りが際立つ。

県内の焼酎が白麹の造りだけの頃、黒麹に着目し製造を始めその後「純黒」を蔵の代表銘柄にまで押し上げまし

た。地元の畑からのサツマイモだけを使い、麹米も鹿児島産で鹿児島１００％の焼酎を甕仕込の手造りで醸しま

す。

代表銘柄の「白露」は白麹を使用した、芋らしくきれいな香味が特徴の焼酎です。すっきりとした爽やかな辛口系

の味わいとなっており、お湯割りにすることで香味共にまろやかさが引き立つ焼酎となっています。

本物を作るために、ただひたすらに技術を磨き、芋本来の旨味が伝わる伝統的な芋焼酎を醸し続けています。た

ゆまぬ技術革新こそが次世代へ引き継がれていく味になるものと考えております。

一次・二次仕込みともに甕壷で仕込む「鉄幹」は一つ一つの工程に必ず人の手を介し、手間暇をかけて醸す焼酎

です。ふくよかで甘いかおりとお湯、水で割ってもしっかりと芋焼酎らしさが残る重厚感のある風味が特徴です。

金峰町の地名と、会社名の櫻井をとり、「金峰櫻井」という銘柄にしました。白麹の原酒をベースに黒麹の原酒をブ

レンドしたソフトな味わいの焼酎に仕上げました。

当蔵のレギュラー酒。ふくよかな芋の風味を大切にするため、極力暖めの濾過（粗ろ過）をし、その後は浮き上

がってくる油性成分を人手ですくいとる作業を丹念に行っています。豊かな芋の風味に加え、口当たりと喉ごしが

良く、飲むほどに馴染んでくる黒麹仕込みの本格芋焼酎です。

会社名（なかまた）を冠した自信作です。味わい深くゴイゴイとした飲み応えがあります。

薩摩の誉は四代目甚七「大山明」が考案しました。明治時代より受け継いでいる和甕を用いて、蔵人の技で丹念

に仕上げました。豊かな芋の香りと独特の甘い余韻が特徴の逸品です。

利右衛門は、本土に初めてさつま芋を持ち込んだとされる、山川岡児ヶ水出身の前田利右衛門からその名をとり

ました。さつま芋発祥の地から生み出されたさつま芋と工場裏にある大谷金山跡の豊富な地下水で仕込んだ、風

味豊かで柔らかな味わいの芋焼酎です。お湯割りが美味しく、芋焼酎のいい香りを堪能できる商品です。

名前のとおり、明治のころから県内外の蔵元で、焼酎づくりに活躍した黒瀬杜氏の伝統と技を、そのまま引き継ぎ

仕上げたこだわりの焼酎です。原材料の麹米、さつま芋は南さつま産を使用し、口当たりの良い甘さです。

46

44

https://www.imoshochu.com/imuta/

黒瀬杜氏

金峰櫻井

角玉

なかまた

薩摩の誉

利右衛門

利八

純黒

白露

蔵の神

鉄幹

薩摩茶屋

田苑

六代目百合

五郎

園乃露

紫尾の露

一尚シルバー

野海棠

鶴見

さつま諸白

千鶴

さつま島美人

さつま木挽

出水に舞姫

白金乃露

白金酒造の代表銘柄の「白金乃露」は、大正元年発売のロングセラー商品です。芋本来のほのかな甘みと旨味

があり、雑味のないさっぱりとした後味は飲み飽きせず、毎日の晩酌用としておすすめです。

美しい自然に囲まれた阿久根の地で、鹿児島県産のさつま芋を使い、昔ながらの甕壷仕込みでじっくりと醸しまし

た。白麹はクセのないスッキリとした飲み口、黒麹はとろりとした甘みと力強い風味が特徴です。

×

×

×



組合員名 郵便番号 電   話

(代表者氏名） 住　　　所 （ＦＡＸ）
蔵見学№ ホームページ 代　表　銘　柄蔵元　メッセージ 代表銘柄にかける想い

竹之内　晶子 鹿児島県姶良市脇元１９３３ 0995-64-5370

ニッカウヰスキー（株）さつま司蒸溜蔵 899-5212 0995-63-3161

井上博彦 鹿児島県姶良市加治木町諏訪町２００ 0995-62-2016

日當山醸造（株） 899-5114 0995-42-0315 ○

小牧　一郎 鹿児島県霧島市隼人町西光寺６４９ 0995-42-0316 要連絡

（有）万膳酒造 899-4332 0995-45-0112

万膳　利弘 鹿児島県霧島市霧島永水宮迫４５３５番外２ 0995-45-4387

（有）中村酒造場 899-4315 0995-45-0214 ○

中村　敏治 鹿児島県霧島市国分湊９１５ 0995-45-9002 要予約

アットスター（株） 899-6301 0995-64-6220 ○

方波見　誠司 鹿児島県霧島市横川町上ノ３２８０－５ 0995-72-0202 要予約

国分酒造(株) 899-4303 0995-47-2361 ○

笹山　護 鹿児島県霧島市国分川原１７５０ 0995-47-2095 要予約

（株）霧島町蒸留所 899-4201 0995-57-0865 ○

古屋　芳高 鹿児島県霧島市霧島田口５６４－１ 0995-57-0865 団体の場合要

佐藤酒造（有） 899-6507 0995-76-0018

佐藤　誠 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田２０６３ 0995-76-1249

きりしま高原麦酒㈱ 899-6404 0995-58-2535 ○

山元　紀子 鹿児島県霧島市溝辺町麓８７６－１５ 0995-58-3621 要連絡

大山酒造（名） 895-2811 0995-26-0055 ○

大山　大我 鹿児島県伊佐市菱刈荒田３４７６ 0995-26-4372 要連絡

（株）甲斐商店 895-2513 0995-22-0548

甲斐　弘一 鹿児島県伊佐市大口上町７－１ 0995-23-0548

大口酒造（株） 895-2506 0995-22-1213 ○
緒方　新一郎 鹿児島県伊佐市大口原田６４３ 0995-22-9381 要連絡

岩川醸造（株） 899-8102 099-482-1151

林田　学 鹿児島県曽於市大隅町岩川６５５７－６ 099-482-4896

木場酒造（有） 899-8604 0986-76-2383

木場　修一 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方８８８１－２ 0986-76-2863

丸西酒造（株） 899-7503 099-475-0111 ○

小宗　隆之 鹿児島県志布志市有明町蓬原１３９７－１ 099-475-0121 要予約

大隅酒造（株） 899-8422 099-481-3010

渡辺欣也 鹿児島県曽於市大隅町坂元８６０－１ 099-482-3020

白露カンパニー（株） 899-7104 099-472-2118

岩崎　芳太郎 鹿児島県志布志市志布志町安楽５６－４２ 099-472-2118

若潮酒造（株） 899-7104 099-472-1185 ○

上村雅彦 鹿児島県志布志市志布志町安楽２１５ 099-472-3800 要連絡

天星酒造（株） 899-7301 099-477-0510 ○

森藤　雅礼 鹿児島県曽於郡大崎町菱田１２７０ 099-471-6100 要連絡

新平酒造（株） 899-7304 099-476-0024 ○

新平　翼 鹿児島県曽於郡大崎町横瀬２３６６ 099-476-2558 要連絡

太久保酒造（株） 899-7603 099-487-8282 ○

中山　信彦 鹿児島県志布志市松山町尾野見１３１９－８３ 099-487-8383 要連絡

大海酒造(株) 893-0016 0994-44-2190 ○

河野　直正 鹿児島県鹿屋市白崎町２１－１ 0994-40-0950 要連絡

（有）神川酒造 893-0033 0994-40-4010 ○

児玉拓隆 鹿児島県鹿屋市永野田町３４６－５ 0994-40-4012 要連絡

農業法人 八千代伝酒造（株） 891-2111 0994-32-8282

八木　健太郎 鹿児島県垂水市新御堂鍋ヶ久保１３３２－５ 0994-32-8283

（有）森伊蔵酒造 899-4631 0994-36-2063

森　覚志 鹿児島県垂水市牛根境１３３７ 0994-36-3441

白玉醸造（株） 893-2302 0994-22-0030

玉利　誠章 鹿児島県肝属郡錦江町城元６１８－６ 0994-22-0342

小鹿酒造（株） 893-1101 0994-58-7171 ○

日髙　裕二 鹿児島県鹿屋市吾平町上名７３１２ 0994-58-8363 要連絡

種子島酒造（株） 891-3101 0997-22-0265 ○

http://www.shirakane.jp/

なし

http://hinatayamajyouzou.com/

http://yachiyoden.jp/

照葉樹林が繁茂する小さな山小屋で生まれたブランド。そんな山林地帯で蓄えられた水を仕込み水を使うことに

より、原料のサツマイモが最適に生かされた小さな蔵ならではの芋焼酎となる。ぬるめのお湯割りが最高。

その日仕込む分のみ収穫する「当日収穫・当日仕込み」。最高鮮度の自社栽培芋を使用する醸造スタイルによ

り、芋の香味成分が最も多い表皮下はヘタを切らずに、原料の風味を焼酎に活かす。発酵はすべてかめ壷。

「お客様が直接買いに来られるような焼酎を造ろう」と一念発起して原料の吟味、かめ壷仕込みの積極採用など、

原料、造りからラベルまで全てを見直しおいしい焼酎造りを目標に掲げ今日まで至る。

県外での第二次焼酎ブームに於いて、６対４等お湯割りが芋焼酎の飲み方として推奨される中、冷やして飲む香

り豊かな新たなイメージの焼酎として開発したのが、代表銘柄「魔王」です。都会でのそれまでの芋焼酎の飲まれ

方が払拭され、新たな需要層を獲得できました。

代表銘柄「小鹿」は、日々のだれやめにおいしい料理と共に楽しんで頂けるよう、クセの少ないすっきりとした香り

とふわっとした甘さの芋焼酎です。一番の飲み方はなんといってもお湯割りです。

じっくり熟成された原酒（５年貯蔵）にその年の新酒をブレンドしたもので、コクのある味わい深い焼酎です。島内で

永く愛飲されてきた弊社草創よりの銘柄です。自社農園栽培芋１００％使用。

さつま若潮は発足当時よりラベルはほぼ変わらずやって参りましたが、創業５０年を機に、ラベル、酒質を大幅に

アップデートしました。地元の方の評価がとてもさ

世界の人々にも好まれる芋焼酎を目指し、早垂蒸留という蒸留技術を駆使し、蒸留法と採取法を変えて高アル

コールの「天星醍醐」を開発した。外国の方にも好まれ、百貨店や空港でも人気を得ている。

どこまでも素材に、味に、香りに磨きをかけた「大金の露」。輝きと品格のある金のラベルは、その値千金のおいし

さを宿した焼酎であることへの自信の証です。ほのかな甘さと爽やかさを感じる水割りがお勧めです。

原料に白麹を使用。原料の芋は関連農場で生産。原料にこだわり、甕壷でじっくりと丹念に仕込んだ甕壷芋焼酎。

おすすめの飲み方はお湯割り。

製造時期には蔵人達は交代で蔵に泊まり込み醪の管理をして旨い焼酎造りに励む。また、顔の見える造りを目指

して原料芋は農家と契約栽培を結びお互いの安定供給、安定収入を約束している。裏ラベルには芋農家の写真

を貼る。飲み方はお湯割り、ロックとのんびり、ゆっくり、楽しんで飲んで欲しい。

銘柄は伊佐美だけでオンリーです。最初から黒麹で今日まで続けております。現在は黒麹が主流になっています

が、以前は白麹で造っているメーカーがほとんどでした。まろやかで、コクがありお湯割りをおすすめします。

創業当時からの銘柄「伊佐錦」を中心に製造販売をする中で、新しい試みとして当時減少していた黒麹の焼酎に

着目し、試行錯誤の上、「黒伊佐錦」を生み出しました。その後、黒麹ブームも起こり黒麹仕込みの焼酎が広がり

ました。

「おやっとさぁ」は鹿児島弁でお疲れ様の意味を持ち、日々の晩酌で飲んで頂きたいとの思いを込め、鹿児島県産

さつまいもを使用し、お湯割り、水割りでも飲み飽きない味わいとなっております。

代表銘柄は一人蔵。そのままの字のごとく、一人で仕込みから全行程を行っている。地元の良質な土（赤土）で育

てた芋を朝取りし、その日のうちに四代目が一子相伝による一人での仕込み及び熟成を行い、一人でできる範囲

で適切丁寧にじっくり仕込んだ焼酎です。

「むかしむかし」その名の通り、昔の焼酎・古酒を連想させる。私共は昔ながらの製法に近い焼酎造りで、焼酎を

醸しだして更に長期貯蔵を行い、人と時間が醸し出す味わいを演出しております。飲みやすい口当たりに、駆け抜

ける甘味が特徴。ストレートやロックが◎

本格芋焼酎「大隅」は、鹿児島県産の新鮮な黄金千貫を、広大なシラス大地で磨かれた清らかな水で仕込みまし

た。さつま芋本来のふくよかな甘味と柔らかさが、口いっぱいに広がるまろやかで飲みやすい芋焼酎です。

昭和６１年、国分の地に蔵を建てるにあたり、地元国分の方に飲んでもらいたいという思いから「さつま国分」と命

名する。現在では、さつまいもがコガネセンガンからサツママサリに代わり、華やかな風味の焼酎に仕上がってい

る。

創業時から１００年以上受け継がれてきた甕壷で、鹿児島県産のさつまいもと霧島山系の天然水を使い、昔なが

らの伝統的な製法で造り続けている。食事に合う、すっきりとした焼酎。お湯割り、水割り、ロックがおすすめ。

２年という歳月をかけ１つの黒麹の胞子を発見し、芋の甘みを引き出せるような仕込み配合を見つけ出しようやく

蔵出しとなった焼酎です。明治時代をイメージして醸しました。この時代ひとりの作家が暮らしの中、家族を守るた

めに筆をとっていた樋口一葉の物語にあわせ、焼酎に魂を吹き込んで醸しました。ストレートや水割り、オンザロッ

クで飲むのがオススメです。

伊佐大泉（いさだいせん）、一蔵一銘柄で造り続けておりましたが、２０２０年治に伊佐大泉　BLACKを出します。

杜氏の代表銘柄である芋焼酎「玉露」。名前の由来は、お茶の世界で「コクがありまろやかな最高峰の味わい」と

言われる玉露にちなんで付けられました。手造りならではの優しい甘みが特徴です。

51
明治２年創業者の川田和助により「川田醸造店」として創業。良質なさつまいもで造った「和助どん」の焼酎は「和助焼酎」の愛称で親

しまれ、一世を風靡しました。昔ながらの仕込み方法で伝統の味を守っています。

52
１９３６年　姶伊酒造として創業。１９６８年さつま司酒造に社名変更。２０１７年ニッカウヰスキーの８番目の工場となる。８０年を超える歴史と伝統にニッカの先

進の技術の融合で新たな可能性を追求した。

53
大正９年近隣の有志で設立した株式会社で教員であった濱崎直二が辞職、独学で焼酎を学び、研究に没頭、杜氏を育てていきました。そ

して独自の味になった焼酎アサヒを築き上げました。

54
１９２２年創業。４代目の万膳利弘が１９９９年に霧島に山小舎の蔵を再興。手造り麹、カメ壷仕込み、木樽蒸留による、昔ながらの製

法を軸とし個性を感じていただける焼酎造りを常に目指しております。

55
創業明治２１年。初代中村金助が鹿児島県霧島市（旧国分市）にて焼酎造りを始め、現代五代目中村敏治まで１３０年以上続く焼酎蔵。

すべての工程を人の手・人の技で行う事を大事にしており、愛情を持って１本１本を丁寧に仕込んでおります。

なし

http://nakamurashuzoujo.com/

56
平成２５年１１月に全身の「黄金酒造」より事業を引き継ぎ、霧島市横川町へ工場を移転し、現在に至る。平成１６年に「芋麹」の特許

を取得し、麹にもさつまいもを使用した「全量芋焼酎」をメイン商品とし日々、焼酎造りに励んでおります。

57
昭和６１年に国分酒造創立。創立当初より、安田宣久が蔵子として焼酎造りを行い、平成４年国分酒造の杜氏となる。平成９年より取り

組んでいる、業界初の芋１００％焼酎「いも麹芋」を試行錯誤しながら造り上げ、平成２９年に”現代の名工”を受賞。

http://www.satsuma-ran.com

http://www.kokubu-imo.com/

58
１９１１年に創業。２００５年に霧島町蒸留所に社名を変更。霧島連山を望む、水にも恵まれた農村で、創業時から受け継ぐ和がめでの、伝統のかめ壷

仕込みを続けている。

59

https://akarui-nouson.jp/

http://www.satohshuzo.co.jp/index_j.html

60

錦灘酒造は、近代焼酎の父とよばれ焼酎を造る際に必要な河内菌白麹の発見者である河内源一郎の三代目が後を継ぐ鹿児島の焼酎メー

カーです。元々が焼酎用の麹を扱う麹屋で、また酒屋等への小売店へ焼酎を卸さない小さな蔵ですので、一般的な知名度は低いのです

が、麹屋にしかできない匠の技で他に真似できない焼酎を造り続けています。初代源一郎の意思である焼酎文化の普及と麹の持つ可能性

を追求する事を目的としております。

61 小さな蔵でコツコツとやってきました

http://www.shochu-net.com

なし

62
創業明治３７年です。今現在四代目です。伊佐の盆地で寒暖の差が激しく、夏は蒸し暑く冬は１、２月は朝は氷点下の日が多いです。米

もおいしいです。平成８年、区画整理により街中から現在の地に移転してきました。

63
伊佐地方に昔からある１１の焼酎蔵が酒質の向上、市場の安定、県外出荷を目標に協業組合を発足したのが始まりです。そこから１９８

６年「黒伊佐錦」の発売、２００７年株式会社へ組織変更し今に至ります。

なし

http://www.isanishiki.com

×

64 １８７０年（明治３年）に創業し、昔ながらの製法を守りつつも時代のニーズに応えるべく日々努力をしております。

65
木場酒造は、鹿児島県の末吉町に位置しています。宮崎の県境にも近く、大正元年１９１２年に創業されています。初代は、木場清次郎

から四代目修一と製造法を一子相伝にて継承されています。

http://www.iwagawa.co.jp

なし

×

×

66
創業大正５年、現在の志布志市有明町が西志布志村と呼ばれる頃、地元の有志達により創られた焼酎蔵。地元の産物のサツマイモを使用

し、地元の方々に愛飲されてきている。「量より質」「伝統と創造」を胸に今日に至る。

67
２００５年６月より新工場にて操業開始。徹底した製造管理のもと先人から受け継いだ伝統の技と最新の設備で、さらなる品質と味わい

の向上を目指しております。

http://www.marunishi-shuzo.com/

http://www.osumishuzo.co.jp/ ×

68

69
１９６８年志布志湾岸の５蔵元が熊本国税局第一号で若潮酒造協業組合として発足。代表銘柄の「さつま若潮」は一般公募にて決定し、

今なお地元で愛飲されております。今年、スピリッツ免許を取得し芋焼酎のさらなる魅力向上を目指しております。

https://www.shiratsuyu.jp

http://wakashio.com/

×

70
１９０１年に初代松永貞信が創業、ドラム型製麹機を独自に開発、醸造管理のコンピューター化など、常に先進的な発想で事業を進め、

最近では芋焼酎の品質に関する共通語を探索し更に品質を高める為にＨＰ内でティストホイールを提示し努力を続けている。

71
明治３７年（１９０４年）創業以来１００年以上に渡り、愛情と誇りを持って焼酎創りに取り組んでまいりました。私たちは受け継がれ

てきた伝統を守りながらも、そこに慢心することなく、常に新たな挑戦を続けています。

http://www.tensei-shuzo.com

http://www.shinhira.co.jp/

72
前身は、明治４３年創業の久保酒造です。こだわりの製法「かめ仕込み」による本当の芋焼酎を造りたいという思いもあり、久保酒造の

先代故久保正文氏の協力を得て、平成２年に太久保酒造を設立。

73

昭和４２年に鹿屋税務署管内の酒造会社９社が共同ビン詰め向上を設立。昭和５０年大海酒造協業組合が設立され、操業が始まる。操業

時の杜氏は笠沙町（現南さつま市）出身の黒瀬明杜氏。黒瀬明杜氏が初代の杜氏として代表銘柄の「さつま大海」を造り始める。その後

黒瀬明杜氏の元で修行を積んだ大牟礼良行が２代目の杜氏として現在に至る。「クセのない飲み飽きしない芋焼酎」を目指し地元に定着

してきた。

http://ookuboshuzo.com

http://www.taikai.or.jp/

74
１９６３年旧大根占町神川にて操業。１９９０年５月現在の場所、鹿屋市へ移転。小さな蔵ならではのきめ細かな技術を継承し現在に至

る。酒質についてはまだまだ発展途上であるので理想を求めて日々自然と奮闘中。

75
２００４年、三代目八木栄壽が３０年休業していた蔵を、猿ヶ城渓谷に移転再興。四代目八木健太郎が農業で蔵のペースアップを行い、

２０１８年には「農業法人」に認可された焼酎蔵元。「農醸一体」の独自スタイルを１０年かけて構築。

https://www.kamikawa-shochu.com

76
創業明治１８年（１８８５年）、創業当時からの和かめを使用し昭和６３年（１９８８年）１２月１５日「森伊蔵」を初蔵出し。「森伊

蔵」の由来は、杜氏を兼ねる５代目当主が自分の父親の名前から命名しました。

77
創業者、玉利直次郎により明治３７年焼酎製造を南大隅錦江町にて開始。二代目玉利孝により、焼酎白玉の露、及び特産品リキュールポ

ンカン酒が県民に幅広く指示され、今日の魔王の拡販の基礎が確立されました。

http://www.moriizou.jp/

なし

78
１９７１年大隅半島の小さな蔵が集まって協業組合として創業。「鹿児島県の鹿屋地域で小さな蔵が協力してできた」ことから「小鹿酒

造」となりました。地元産の新鮮なさつまいもで芋焼酎を造ることがこだわりです。

79

種子島酒造は創業明治３５年。創業以来、ずっと守り続けてきた伝統製法、かめ壷仕込みです。このかめ壷も同じ歴史を刻んできまし

た。かめ壷にはさまざまな効果があると言われ、種子島酒造の焼酎の質に大きな影響を与えています。だから、大量生産では味わえない

プレミアムな味をご堪能いただけます。

http://www.shochu-kojika.jp/

http://www.tanegasima.co.jp/

白金乃露

龍門滝

アサヒ

萬膳

玉露（黒）

蘭

さつま国分

明るい農村

さつま

一葉の恋日記

伊佐大泉

伊佐美

黒伊佐錦

おやっとさぁ

一人蔵

むかしむかし

大隅

岩いずみ

さつま白若潮

天星醍醐

大金の露

華奴

さつま大海

照葉樹林

八千代伝

森伊蔵

魔王

小鹿

貯蔵熟成九耀

白金酒造の代表銘柄の「白金乃露」は、大正元年発売のロングセラー商品です。芋本来のほのかな甘みと旨味

があり、雑味のないさっぱりとした後味は飲み飽きせず、毎日の晩酌用としておすすめです。

協和発酵、アサヒビール、ニッカウヰスキーの子会社という歴史の変化の中にいても、「地元に根差し、地元を愛

する」気持ちは変わりません。「龍門滝」は加治木を代表する滝ですが、さつま司蒸留蔵の代表銘柄でもありま

す。

有志で造った芋焼酎の中の芋焼酎というコンセプトのもとに、霧島の山から朝日が登るというきっかけで「アサヒ」

という焼酎を作りました。おすすめはお湯割り、水割り、ロックどれもおすすめです。

ホクホクとした蒸し芋の甘い香りと手造りからくるコクと余韻が楽しめ、木樽蒸留ならではのナッツ様の香ばしさが

感じられる。焼酎３：お湯７のお湯割り、ロック、または水割りで。

通常の芋焼酎は米高じを使用しているのが一般的ですが、麹にもさつまいもを使用した芋焼酎は製造できないか

と、試行錯誤の末、平成１３年「全芋焼酎　　蘭」を製品化しました。フルーティーな味わいと芋１００％の個性的な

風味が特徴です。ロックやソーダ割りがお薦めです。

×

×

×

×

×

×



組合員名 郵便番号 電   話

(代表者氏名） 住　　　所 （ＦＡＸ）
蔵見学№ ホームページ 代　表　銘　柄蔵元　メッセージ 代表銘柄にかける想い

曽木　英子 鹿児島県西之表市西之表１３５８９－３ 0997-22-0015 要連絡

高崎酒造（株） 891-3111 0997-22-0707 ○

高崎　吉弘 鹿児島県西之表市西町６９９３－１ 0997-23-0036 要連絡

四元酒造（株） 891-3607 0997-27-9015

四元　浩昭 鹿児島県熊毛郡中種子町田島320-321 0997-27-8115

上妻酒造（株） 891-3701 0997-26-0012 ○

上妻　寛大 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上２４８０ 0997-26-6667 要連絡

三岳酒造（株） 891-4311 0997-46-2026 ○（少人数加）

馬場　善朗 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房２６２５－１９ 0997-46-2197 要連絡

（資）弥生焼酎醸造所 894-0006 0997-52-1205 ○
川崎　洋之 鹿児島県奄美市名瀬小浜町１５－３ 0997-53-3359 要連絡

（株）西平本家 894-0016 0997-52-0059 ○

小畠　康幸 鹿児島県奄美市名瀬古田町２１－２５ 0997-52-0512 要連絡

西平酒造（株） 894-0012 0997-52-0171 ○

西平　功 鹿児島県奄美市名瀬小俣町１１－２１ 0997-52-3006 要予約

(株)奄美大島開運酒造 894-3301 0997-67-2753 ○

渡　慶彦 鹿児島県大島郡宇検村湯湾２９２４－２ 0997-67-2388 要連絡

（有）富田酒造場 894-0034 0997-52-0043 ○

富田　恭弘 鹿児島県奄美市名瀬入舟町７－８ 0997-55-1189 要連絡

（株）奄美大島開運酒造 894-0006 0997-52-0631 ○

渡　慶彦 鹿児島県奄美市名瀬小浜町２５－３ 0997-52-0597 事前連絡

奄美大島酒造（株） 894-0104 0997-62-3120 ○

有村　成生 鹿児島県大島郡龍郷町浦１８６４－２ 0997-62-3390 要連絡

（有）山田酒造 894-0105 0997-62-2109 ○

山田　隆博 鹿児島県大島郡龍郷町大勝１３７３―ハ 0997-62-2793 要連絡

（株）天海の蔵 894-1531 0997-72-0045

西平　功 鹿児島県大島郡瀬戸内町手安７５４－１ 0997-72-1935

朝日酒造（株） 891-6202 0997-65-1531 ○

喜禎　浩之 鹿児島県大島郡喜界町湾４１－１ 0997-65-1532 要連絡

（有）亀澤酒造場 891-7101 0997-83-0028

亀澤　秀人 鹿児島県大島郡徳之島町亀津８４９－１ 0997-83-0034

高岡醸造（株） 891-7101 0997-83-0014

高岡　秀規 鹿児島県大島郡徳之島町亀津９８２－１ 0997-82-0427

天川酒造（株） 891-7425 0997-84-1221

乾　眞一郎 鹿児島県大島郡徳之島町花徳７８９ 0997-84-0050

中村酒造（株） 891-7612 0997-85-2016

中村　功 鹿児島県大島郡天城町平土野４３－１２ 0997-85-4366

（有）松永酒造場 891-8321 0997-86-2070 ○

松永晶子 鹿児島県大島郡伊仙町阿三１２８３－１ 0997-86-2070 要予約

奄美酒類（株） 891-7101 0997-82-0254

中村　功 鹿児島県大島郡徳之島町亀津１１９４ 0997-83-0747

（株）奄美大島にしかわ酒造 891-7105 0997-82-1650 ○

西川　明寛 大島郡徳之島町白井字ﾐﾔﾃﾞﾝ４７４－５６５ 0997-83-1246 要連絡

（有）沖酒造 891-9111 0997-92-0222

沖　裕子 大島郡和泊町手々知名 598 0997-92-0222

（有）竿田酒造 891-9101 0997-92-2124

石原　純子 大島郡和泊町国頭 1318 0997-92-2124

（有）神崎産業 891-9234 0997-93-3702

神崎　ハツエ 鹿児島県大島郡知名町上城４３４

沖永良部酒造（株） 891-9122 0997-92-0185 ○
德田　英輔 大島郡和泊町玉城字花トリ１９９９－１ 0997-92-2884 要連絡

新納酒造（株） 891-9231 0997-93-4620 ○

なし

なし

http://www.erabu.net/hanarenbo/

なし

http://www.lento.co.jp

https://www.kokuto-ryugu.co.jp/

http://watari69.com/

http://www.jougo.co.jp/

なし

なし

じっくり熟成された原酒（５年貯蔵）にその年の新酒をブレンドしたもので、コクのある味わい深い焼酎です。島内で

永く愛飲されてきた弊社草創よりの銘柄です。自社農園栽培芋１００％使用。79

種子島酒造は創業明治３５年。創業以来、ずっと守り続けてきた伝統製法、かめ壷仕込みです。このかめ壷も同じ歴史を刻んできまし

た。かめ壷にはさまざまな効果があると言われ、種子島酒造の焼酎の質に大きな影響を与えています。だから、大量生産では味わえない

プレミアムな味をご堪能いただけます。

http://www.tanegasima.co.jp/

80

明治３６年焼酎製造免許を取得し、焼酎製造を開始。最初の代表銘柄は「大黒」初代　髙﨑貞吉、２代目　髙﨑清市、３代目　髙﨑太郎吉、４代目髙﨑

吉弘（現在代表取締役）製造免許取得から現在まで１１６年の業暦。創業からの約１００年間はほぼ全て地元（種子島島内）向けの出荷で事業を継続す

る事ができました。しかしこの間も山あり谷ありの経営で、代表銘柄も初代の「大黒」から「南州」そして点在の「しま甘露」と２回の代表銘柄変更も

行っています。現在の代表銘柄「しま甘露」は３代目の髙﨑太郎吉が昭和４０年に発売。種子島は琉球に続き日本で最初に「さつまいも」の栽培が行わ

れた地であり、現在でもさつまいもの栽培が盛んです。創業以来、当蔵では地元種子島の新鮮なさつま芋で焼酎造りを行っています。

81 創業明治４２年　種子島の中央部に位置する中種子町で島内の芋を使用して製造しています。

http://www.takasakishuzo.com

なし

82
種子島の南端・南種子町に位置し、昭和元年に初代・上妻直志が創業を開始。昔ながらの小さな蔵ですが、地域に根差した種子島焼酎として今も昔も変わらず人々に愛

され親しまれる焼酎を造り続けています。

83
昭和３３年１１月５日栗野酒造（株）買収、鹿児島県熊毛郡屋久島町に移転。昭和３３年１１月２９日三岳酒造株式会社に商号変更。現

在社長は３代目になる。離島のため、台風など気象状態で原料の確保が難しく、湿度か高い為、温度管理など難しい。

http://kouzuma-shuzou.com

なし

84
大正11年３月創業、奄美大島の女性実業家の川崎タミが黒糖をベースに焼酎を造り始めたのが会社の成り立ち。創業月の３月から屋号と

代表銘柄を「弥生」にしました。

85
創業大正14年、創業当時の銘柄は「八千代」。昭和２年に奄美大島の現在地に移転。当蔵伝統の半麹三段仕込製法を継承し、平成３１年

２月に鹿児島県本格焼酎鑑評会１５年連続優等賞受賞。

http://www.kokuto-shouchu.co.jp/

http://www.kokutou-shochu.com/

86

昭和２年に初代杜氏西平トミより生まれた蔵の味は、２０１７年トミのひ孫西平せれなに受け継がれました。もともと沖縄の首里で泡盛を造っていた西

平家が昭和２年に喜界島に渡り、泡盛の製造を開始。１９４５年、特攻隊の飛行場の近くにあった蔵が空襲で全壊してしまったため、１９４６年に現在

の場所、奄美大島の名瀬に移ります。１９４７年に名瀬で泡盛の製造を再開。米不足により黒糖焼酎の製造も開始。その後、黒糖焼酎の他に「巴ビー

ル」という伝説のビールや「巴正宗」という清酒の他、サイダーや乳酸飲料も造っていたという文献も残されています。

88
１９５１年創業者　富田豊重。創業時から今も変わらず、和甕のみを用いたすっぽん仕込みによる造り。そのため１度にできる製造量が

少なく、その分を通年で製造すること（夏季と年末年始を除く）で補っています。

http://www.kana-sango.jp

89
平成２８年２月大島食糧株式会社様より、焼酎蔵を引き継ぎ渡り酒造株式会社としてスタートしました。カメ仕込、常圧蒸留という伝統

的な造りにこだわり一本一本丁寧に仕上げております。

90

昭和４５年に奄美大島酒造（株）として創業しました。昭和５７年に美味しい水を求めて現在の龍郷町に移転し、代表銘柄を「浜千鳥」

と銘銘しました。その後「じょうご」と改めています。平成１９年より全ての仕込みに奄美大島産の黒糖を使用しています。新鮮な黒糖

は風味が良く品質が安定し、酒質の向上につながっています。

91

初代山田嶺義が昭和２６～２７年頃（詳しい年代不詳）に農協の酒蔵で勤めて焼酎造りを学び、昭和３２年に製造免許を取得しました。昭和６２年に法

人化　有限会社山田酒造に、平成４年に２代目山田隆が社長に就任、平成２５年に６５歳になったのを期に退任し、３代目山田隆博が社長に就任し現在

に至っています。地元奄美では、飲み口軽快な減圧蒸留が飲まれることが増えていますが、当蔵は原料の黒糖の風味を最大限に引き出すべく、常圧蒸留

のみで造っています。

92 天海

93
１９１６年、初代喜禎康二が、沖縄の女性杜氏を招いて、麹造りを学んだ事をきっかけに創業。創業当時は、泡盛を造っており麹造りの

担当は女性（妻）であった。

94

http://www.kokuto-asahi.co.jp

なし

95

96
昭和２２年　乾酒造所として創業。代表銘柄「天川」由来は天の川から。昭和３０年　天川酒造株式会社（法人化）昭和４０年　共同瓶

詰会社　奄美酒類株式会社を６社で設立。統一銘柄「奄美」として販売。

なし

なし ×

×

97

98

創業は昭和２７年（１９５２年）奄美群島の日本復帰を見越した初代松永清が、伊仙町鹿浦の港町に黒糖焼酎の酒造場を開いたのが始まりだ。創業時の

銘柄は現在地の鹿浦に因む「まる鹿」清氏が経営を担当し、妻のタケ子が杜氏を務める夫婦二人三脚の商いだった。昭和３８年、杜氏のタケ子が急逝。

娘玲子は、タケ子の代理で来ていた沖縄出身の杜氏のやり方を見て、「これではだめだ、私が造る」と杜氏を追い返し、母の後を継いで自ら杜氏の任に

就いた。初代杜氏のタケ子に始まり、２代目の玲子、３代目の晶子とこの蔵では代々娘が杜氏の職を継ぐ。

なし

なし

×

101
大正６年に沖元隆が「旭桜」の製造・販売を始めた。二代目　沖　冶が平成９年に法人化し現在に至っている。零細で少量ながら丁寧に

製造する事を心掛けている。
なし ×

99

三町にある蔵元が各蔵ごとの銘柄で商品を造っておりましたが、昭和４０年に松永酒造場の初代　松永清氏が発起人となり、奄美群島初の共同瓶詰め会

社として６蔵で設立しました。杜氏、黒糖焼酎自体の知名度や流通が県外に殆ど無かった時代だったので「奄美」を６蔵の統一銘柄にし、尼崎へ拠点を

設け関西を中心に島外、県外への販売に力を注ぎました。現在は、亀澤、天川、高岡、中村、松永の５蔵が造った原酒をブレンドし、瓶詰めされ代表銘

柄「奄美」を始め、様々な銘柄を製造しています。

100
平成２年　奄美大島にしかわ酒造創業。黒瀬輝親杜氏がこだわった製法で造り上げてきた焼酎を引き継ぎ、若手のアイデア等を積極的に

採用し、お客様が求められている焼酎は何かを常に考え焼酎造りに励んでいます。

http://amamishurui.co.jp/

なし

102
平成５年に創業者である竿田吉秀から蔵を引き継ぎ現在に至る。共同瓶詰工場である沖永良部酒造（株）にて島内の各蔵が製造した原酒

をブレンド。瓶詰めをして代表銘柄「えらぶ」古酒「白ゆり」として販売。

103

104
昭和４４年７月に設立された４蔵からなる酒類共同瓶詰会社。昔ながらの奄美黒糖焼酎の芳醇な風味を保ちつつ、軽快でソフトな飲み口

の酒質にもこだわりを持ち、常に「探究心」を念頭に置いています。

×

×

87
平成８年に後継者不在の市街地の小さな蔵を引き継ぎ、素人集団からスタートした最後発のメーカーが、人口２０００人の小さな村宇検村の「村興し」

を夢見て、平成９年に移転。奄美と海と空をイメージしたブルーボトルと音響熟成が特徴。

105

当家３代目当主、新納政明が沖縄式泡盛製造販売を始めたのが大正９年（１９２０）でした。昭和２０年（１９４５）空襲に曝され戦災により酒造場は

全てを消失。翌年、配給や親戚・友人の援助で仮工場ができ、八方手を尽くして沖縄から泡盛種麹を入手し蒸留酒を醸造しました。その後設備の改善に

努めるも昭和５２年（１９７７）沖永良部台風による被害が甚大であったため、移転し新工場を建設し現在にいたります。

貯蔵熟成九耀

しま甘露

島乃泉

南泉

三岳

弥生

せえごれ

奄美

奄美

珊瑚

れんと

龍宮

あまみ六調

じょうご

長雲

奄美

島のナポレオン

稲乃露

稲乃露

稲乃露

稲乃露

天下一

朝日

奄美

奄美

奄美

蔵元から２ｋｍ先にある龍郷町の名水「じょうごの川」の下流に地下１２０ｍから汲み上げた天然地下水の施設を

設置しました。仕込み水、割水としてパイプラインで蔵元まで送水し使用しています。このじょうごの川の名水に因

んで、平成２７年に代表銘柄を「じょうご」と銘名しました。特徴はまろやかで軽快な味わいで飲み飽きしない焼酎

です。
最初は名も無い酒を１斗甕に詰め、自転車の荷台に積んで、小売店の計り売り用の甕に卸していたそうです。銘

柄名を付けるにあたって、龍郷町を横断する長雲山系の伏流水を使用していることから「長雲」と命名しました。豊

かな黒糖の風味がありながら、飲み飽きしない黒糖焼酎です。水割り、お湯割りはもちろん、炭酸水で割ったソー

ダ割りもおおすすめです。

喜界島が奄美諸島の中で一番東に位置し、最初に「朝日」を拝めることから命名。昇りゆく太陽に社運の隆盛へ

の願いも込められています。ロック、水割りでもいいが、黒糖の甘い風味を味わえるお湯割りがオススメです。

「甘露」とは仏教の世界で、「天人の飲み物」または「美味（うまい）」の意味であり、「種子島甘露」を略し「しま甘

露」としました。地元種子島産のさつまいもと水を原料に、種子島の焼酎（地酒）として、まろやかで甘味があり、飲

み飽きしない焼酎を造り続けたいと思います。

「島に泉のごとく湧く焼酎」華やかなさわやかな酔いざめ。ラベルは地元の熊野海岸の景色です。

南泉の原料となるさつまいもは全て町内産で、長年の信頼関係で結ばれた契約農家のみなさんが丹精込めて作

られたものです。お湯割り、水割り・ロックどの飲み方でもオールラウンドに愉しめる焼酎です。

鹿児島産さつま芋を原料とし、原生林に濾過された名水で仕込む。すっきりしていて、味わい深く旨味がある。庶民

的な価格で皆様に愛される焼酎を目指している。

飲みやすいお酒がもてはやされる中、味が濃くて香りが強いお酒を造りたい！とひたすらに濃い酒を造っている

「弥生」です。ロックで飲んでみてください。

現在は５社が亀井している奄美酒類（株）５つの原酒をブレンドする強みを生かし白麹、黒麹の商品を販売。常圧

蒸留にこだわり原料の黒糖の風味を大切にしている。樽や甕による長期貯蔵にも積極的に取り組んでいる。

奄美の方言で「のんべえ」を意味する「せえごれ」。当蔵伝統の半麹三段仕込製法と特殊蒸留器により醸した原

酒を焼酎本来の旨みが凝縮するよう粗ろ過製法で仕上げた製品です。水割り・お湯割り・ロックがお勧め。

昭和４０（１９６５）年より奄美酒類での共同瓶詰体制へ移行し、「まる鹿」の銘柄は廃止され、現在は松永酒蔵場

ほか５つの蔵より奄美酒類へ原酒を移出し、ブレンドのうえ「奄美」「煌の島奄美」などの銘柄で商品化されてい

る。

「奄美」は設立当社から奄美群島だけで作られている黒糖焼酎の味を島外へ届けたい思いから徳之島より知名

度のある「奄美」を代表銘柄にしました。５つの蔵元は、常圧蒸留と貯蔵にこだわっており、五蔵の原酒のブレンド

により個性的な味わい深い黒糖焼酎を造っております。代用銘柄の「奄美」は、豊かな香りが味わえる、お湯割り

が一番オススメですが、他の銘柄によっては、今流行りの炭酸割りもつい飲み過ぎてしまう美味しさを楽しめま

す。

すっきりした中にも、味わいを残したいという想いから、厳選された原料、仕込方法等を熟慮。自然の恵みと先人た

ちの知恵、そして美味しい焼酎を造りたいという想いが重なり合い融合し島のナポレオンが生まれました。

初代杜氏から続く「珊瑚」の銘柄名はその時代、奄美の市民による公募で決定しました。白麹を使用しタンクで一

年寝かせた、淡麗辛口できりっとした味わいが特徴でしたが、２０１６年より時代にあわせて製法をガラリと変え一

新、黒糖の風味を全面に出した大変柔らかい味わいになりました。ロック、またはソーダ割でお楽しみください。

「女性による女性のための焼酎」の考えから、女性スタッフに開発され、おしゃれで飲みやすさを追求した。当時で

は斬新なブルーボトルを採用し、クラシック音楽を聴かせて熟成させる音響熟成製法も話題となり、黒糖焼酎の

トップブランドに成長。

飲み応えがありながらも飽きのこない、幅広い飲み方に対応できる懐の深さもあり生活を豊かにしてくれる。そん

な、日常に寄り添った良き感じの焼酎。

奄美では、祝いの宴で必ず最後に全員で唄い踊りにぎやかに締めくくる六調という伝統の行事があり、当社も伝

統にこだわりつつ若い蔵人のエネルギーと感性を加え祝い事にふさわしい六調の名称をつけ、ラベルも鯛や鶴・

亀などめでたい事柄をピクト化し祝事に欠かせない焼酎としている。

弊社代表銘柄にして主力商品の「稲乃露」は、主原料の黒糖を米こうじの２倍量使用し仕込み、芳醇な香りとまろ

やかな味わいがあります。夏は炭酸割りや水割り、冬はお湯割り等でお楽しみください。

戦後、仮工場で醸造を始めた折に、四代目当主新納常和が懇意にしていた吉松軍八医師からの「製品はもとより、この工場

の様たるや将に天下一であろう」という一言が今日の「天下一」銘柄となっています。黒糖の使用割合を多めに使用し２年以

上熟成させています。黒糖焼酎特有の芳香と軽い甘味が人気。お湯割りやロックがお勧めですが、お好みの飲み方でお愉

しみください。

×

×

×

休業中



組合員名 郵便番号 電   話

(代表者氏名） 住　　　所 （ＦＡＸ）
蔵見学№ ホームページ 代　表　銘　柄蔵元　メッセージ 代表銘柄にかける想い

新納　秀浩 鹿児島県大島郡知名町田皆２３６０ 0997-93-4620 要連絡

原田酒造（株） 891-9214 0997-93-2128 ○

重信　洋平 鹿児島県大島郡知名町知名３７９－２ 0997-93-5220 要連絡

有村酒造（株） 891-9301 0997-97-2302 ○

有村　泰和 鹿児島県大島郡与論町茶花２２６－１ 0997-97-2021 事前連絡

町田酒造（株） 894-0105 0997-62-5011 ○

平島　将 鹿児島県大島郡龍郷町大勝３３２１ 0997-62-5012 要連絡

喜界島酒造（株） 891-6201 0997-65-0251 ○
上園田　慶太 鹿児島県大島郡喜界町赤連２９６６－１２ 0997-65-0947 前日までに予約

なし

昭和２２年（１９４７）年、知名町知名で量り売りの泡盛を造っていた「久木田酒造」よりのれん分けし、初代・原田孝次郎が創業。昭

和４７年（１９７２）年、２代目の現代表が蔵を引き継いだ際に、「昇龍」を発表。
http://www.haradasyuzo.com/

109
１９１６年（大正５年）創業、女性杜氏石川すみ子氏が赤連地に石川酒造所を開設、喜界島酒造に社名変更し現在に至る。常圧蒸留に拘り長期貯蔵の豊

富な原酒がｷｬﾌﾟﾃﾝｷｯﾄﾞや三年寝太蔵の商品を生み出しました。

107
１９４７年（昭和２２年）に有村泰治酒造工場として開業。平成５年１２月２１日、有村酒造株式会社に会社設立。島には水源が少な

く、水道が整備されるまでは、天水を溜めた物を濾過して割水に使っていました。現在は軟水器を導入して使用しています。

108
戦前から黒糖焼酎を製造していた石原酒造を譲り受け、平成３年に社名を改め創業しました。先人たちの知恵と技を継承しながらも、黒

糖焼酎業界では初となる減圧蒸留を導入するなど技術革新に取り組んできました。

なし

http://www.satoake.jp/

http://www.kurochu.jp/

105

当家３代目当主、新納政明が沖縄式泡盛製造販売を始めたのが大正９年（１９２０）でした。昭和２０年（１９４５）空襲に曝され戦災により酒造場は

全てを消失。翌年、配給や親戚・友人の援助で仮工場ができ、八方手を尽くして沖縄から泡盛種麹を入手し蒸留酒を醸造しました。その後設備の改善に

努めるも昭和５２年（１９７７）沖永良部台風による被害が甚大であったため、移転し新工場を建設し現在にいたります。

106 昇龍

島有泉

里の曙

喜界島

天下一

周囲４８．６ｋｍの喜界島で造られるオンリーワンの黒糖焼酎を、世界中に広めたいと大きな野望をもって銘柄「喜

界島」が生まれました。常圧蒸留だから濃くて旨いんです。焼酎６にお湯を４のお湯割りでオススメです。

戦後、仮工場で醸造を始めた折に、四代目当主新納常和が懇意にしていた吉松軍八医師からの「製品はもとより、この工場

の様たるや将に天下一であろう」という一言が今日の「天下一」銘柄となっています。黒糖の使用割合を多めに使用し２年以

上熟成させています。黒糖焼酎特有の芳香と軽い甘味が人気。お湯割りやロックがお勧めですが、お好みの飲み方でお愉

しみください。
蔵を引き継ぐにあたり、「小さな蔵が生き残っていくためには、他にない蔵の個性を打ち出せる美味しい黒糖焼酎を

造らなくては」との考えで、長期貯蔵銘柄の開発を決意し、５年以上貯蔵の長期熟成古酒を代表銘柄に。

代表銘柄「島有泉」はすっきりとした飲み心地で、ストレート、ロックがお勧めです。

奄美の文化や歴史、あらゆる瞬間をともにしてきた黒糖焼酎はこの島にとって切っても切れない存在です。黒糖

焼酎とともに奄美の豊かな自然や先人が育んだ文化や歴史を全国へ、世界へ届ける。それが私たちの使命で

す。


