
No. 商品名 都道府県 蔵元名 ALC度 使用米 精米歩合

1 南部美人 純米大吟醸 岩手県 株式会社南部美人 16-17% 山田錦 35%

2 浦霞 純米大吟醸 宮城県 株式会社佐浦 16-17% 山田錦 45%

3 墨廼江 玉 純米大吟醸 宮城県 墨廼江酒造株式会社 16-17% 山田錦 40%

4 東の麓 純米大吟醸 山形県 東の麓酒造有限会社 17-18% 出羽燦々 40%

5 澤正宗 純米大吟醸 山形県 古澤酒造株式会社 16% 山田錦 40%

6 羽前白梅 純米大吟醸 山形県 羽根田酒造株式会社 16-17% 山田錦 40%

7 山形正宗 純米吟醸 山形県 株式会社水戸部酒造 16% 雄町 50%

8 澄天 純米大吟醸 山形県 男山酒造株式会社 15-16% 出羽燦々 40%

9 上喜元 純米大吟醸 山形県 酒田酒造株式会社 16-17% 愛山 43%

10 十四代 龍月 純米大吟醸 山形県 高木酒造株式会社 16% 山田錦 40%

11 楯野川 純米大吟醸 山形県 楯の川酒造株式会社 15-16% 出羽燦々 40%

12 あら玉 純米大吟醸 山形県 和田酒造合資会社 15-16% 改良信交 40%

13 金紋会津 純米大吟醸 福島県 会津酒造株式会社 17-18% 五百万石 40%

14 飛露喜 特撰 純米吟醸 福島県 合資会社廣木酒造本店 16-17% 山田錦 麹40%、掛50%

15 蔵粋（くらしっく） 純米大吟醸 福島県 小原酒造株式会社 15-16% 山田錦 40%

16 末廣 純米大吟醸 福島県 末廣酒造株式会社 16-17% 亀の尾 50%

17 夫婦さくら 純米大吟醸 福島県 豊国酒造合資会社 16% 五百万石 40%

18 久慈の山 純米大吟醸 茨城県 根本酒造株式会社 16-17% 美山錦 50%

19 鳳凰美田 Phoenix 純米大吟醸 栃木県 小林酒造株式会社 16-17% 愛山 45%

20 天狗舞 山廃 純米吟醸 石川県 株式会社車多酒造 15-16% 山田錦 45%

21 早瀬浦 特吟 純米吟醸 福井県 三宅彦右衛門酒造有限会社 16% 山田錦 50%

22 白岳仙  特仙 純米大吟醸 福井県 安本酒造有限会社 15-16% 山田錦 40%

23 明鏡止水 純米大吟醸 長野県 大澤酒造株式会社 16% 山田錦 40%

24 醴泉 純米大吟醸 岐阜県 玉泉堂酒造株式会社 16-17% 山田錦 43%

25 醴泉正宗 純米大吟醸 岐阜県 玉泉堂酒造株式会社 16-17% 山田錦 35%

26 初亀 純米吟醸 静岡県 初亀醸造株式会社 15-16% 山田錦 50%

27 磯自慢 純米大吟醸 静岡県 磯自慢酒造株式会社 16-17% 山田錦 50%

28 磯自慢 ブルーボトル 純米大吟醸 静岡県 磯自慢酒造株式会社 16-17% 山田錦 40%

29 杉錦 しずく取り 純米大吟醸 静岡県 杉井酒造有限会社 16-17% 山田錦 40%

30 醸し人九平次 別誂 純米大吟醸 愛知県 株式会社萬乗醸造 16% 山田錦 35%

31 義侠 750kg仕込 純米吟醸 原酒 愛知県 山忠本家酒造株式会社 16-17% 山田錦 30%

32 義侠 750kg仕込 純米吟醸 原酒 愛知県 山忠本家酒造株式会社 16-17% 山田錦 40%

33 作 純米大吟醸 三重県 清水醸造株式会社 16% 山田錦 40%

34 松の司 黒 大吟醸純米 滋賀県 松瀬酒造株式会社 16-17% 山田錦 35%

35 東山 坤滴 純米大吟醸 京都府 東山酒造有限会社 16% 山田錦 50%

36 黄桜 吟醸純米 京都府 黄桜株式会社 17% 山田錦・雄町 60%

37 雨後の月 純米大吟醸 広島県 相原酒造株式会社 16-17% 山田錦 40%

38 獺祭 磨き二割三分 純米大吟醸 山口県 旭酒造株式会社 16% 山田錦 23%

39 獺祭 磨き三割九分 純米大吟醸 山口県 旭酒造株式会社 16% 山田錦 39%
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40 原田 純米大吟醸 山口県 株式会社はつもみぢ 15-16% 山田錦 40%

41 長陽福娘 純米大吟醸 山口県 岩崎酒造株式会社 16-17% 山田錦 35%

42 東洋美人 壱番纏 純米大吟醸 山口県 株式会社澄川酒造場 16% 山田錦 40%

43 東洋美人 特吟 純米大吟醸 山口県 株式会社澄川酒造場 16% 愛山 40%

44 文佳人 純米大吟醸 高知県 株式会社アリサワ 17-18% 山田錦 40%

45 美丈夫 夢許 純米大吟醸 高知県 有限会社濵川商店 16-17% 山田錦 30%

46 亀泉 貴賓 純米大吟醸 高知県 亀泉酒造株式会社 16-17% 山田錦 40%

47 酔鯨 斗瓶取り 純米大吟醸 高知県 酔鯨酒造株式会社 17-18% 山田錦 30%

48 酔鯨 吟の冴 純米大吟醸 高知県 酔鯨酒造株式会社 16-17% 山田錦 40%

49 豊の梅 龍奏 純米大吟醸 高知県 高木酒造株式会社 16-17% 吟の夢 40%

50 花の露 純米大吟醸 福岡県 株式会社花の露 15% 山田錦 50%

51 繚爛 純米大吟醸 福岡県 株式会社花の露 15% 山田錦 39%

52 駿 跳馬 純米大吟醸 福岡県 株式会社いそのさわ 15% 山田錦 50%

53 東一 純米大吟醸 佐賀県 五町田酒造株式会社 16% 山田錦 39%

No. 商品名 都道府県 蔵元名 ALC度 使用米 精米歩合

1 日輪田 純米吟醸 原酒 宮城県 萩野酒造株式会社 17% 雄町 50%

2 伯楽星 純米吟醸 宮城県 株式会社新澤醸造店 15-16% 蔵の華 55%

3 墨廼江 中垂れ 純米吟醸 宮城県 墨廼江酒造株式会社 16-17% 山田錦・蔵の華 50%

4 ゆきの美人 純米大吟醸 秋田県 秋田醸造株式会社 16-17% 山田錦・酒こまち 45%

5 佐藤卯兵衛 純米大吟醸 秋田県 新政酒造株式会社 16% 酒こまち 45%

6 まんさくの花 純米吟醸 秋田県 日の丸醸造株式会社 15-16% 美山錦 50%

7 秋の田 純米吟醸 秋田県 合名会社鈴木酒造店 15-16% 秋田酒こまち 50%

8 山本 純米吟醸 秋田県 山本合名会社 16% 酒こまち 麹50%、掛55%

9 槽の舞 純米吟醸 山形県 東の麓酒造有限会社 15-16% 出羽燦々 50%

10 麓井 生酛 純米吟醸 山形県 麓井酒造株式会社 16-17% 雄町 50%

11 麓井 純米吟醸 山形県 麓井酒造株式会社 15-16% 出羽燦々 55%

12 澤正宗 純米吟醸 山形県 古澤酒造株式会社 15% 出羽の里 60%

13 銀嶺月山 純米大吟醸 山形県 月山酒造株式会社 16-17% 麹:山田錦/掛:出羽燦々 40%

14 羽前白梅 山廃 純米吟醸 山形県 羽根田酒造株式会社 16-17% 山田錦・美山錦 50%

15 亀治好日 純米吟醸 山形県 鯉川酒造株式会社 15-16% 亀の尾 55%

16 山形正宗 稲造 純米吟醸 山形県 株式会社水戸部酒造 16% 山田錦 55%

17 山男山 山廃 純米吟醸 山形県 男山酒造株式会社 15-16% 山田錦 55%

18 上喜元 米ラベル 純米吟醸 山形県 酒田酒造株式会社 16-17% 雄山錦 55%

19 十四代 純米吟醸 山形県 高木酒造株式会社 16% 山田錦 50%

20 東北泉 特別純米 山形県 合資会社高橋酒造店 15-16% 美山錦 50%

21 鶴翔 山廃 純米大吟醸 山形県 米鶴酒造株式会社 16% 出羽燦々 50%

22 金紋会津 純米吟醸 福島県 会津酒造株式会社 16-17% 五百万石 48%

23 あぶくま 純米吟醸 福島県 有限会社玄葉本店 16-17% 山田錦 50%

24 あぶくま 純米吟醸 福島県 有限会社玄葉本店 16-17% 雄町 50%

25 飛露喜 純米吟醸 福島県 合資会社廣木酒造本店 16% 山田錦・五百万石 50%

26 飛露喜 純米吟醸 福島県 合資会社廣木酒造本店 16-17% 山田錦 50%

27 善き哉 純米吟醸 福島県 名倉山酒造株式会社 16-17% 美山錦 50%
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28 ばんげぼんげ 純米吟醸 福島県 豊国酒造合資会社 15% 夢の香 55%

29 鳳凰美田 芳 純米吟醸 栃木県 小林酒造株式会社 16-17% 若水 55%

30 松の寿 純米吟醸 栃木県 株式会社松井酒造店 16-17% 山田錦 55%

31 浅間山 Vento Seco 純米吟醸 群馬県 浅間酒造株式会社 15% 山田錦・美山錦 55%

32 武蔵野 純米吟醸 埼玉県 麻原酒造株式会社 15% 美山錦 50%

33 喜正 純米吟醸 東京都 野﨑酒造株式会社 16-17% 山田錦 50%

34 桝々福々 純米吟醸 福井県 三宅彦右衛門酒造有限会社 15% 山田錦・越の雫 50%

35 白岳仙 純米吟醸 福井県 安本酒造有限会社 15-16% 五百万石 55%

36 深山桜 和和和 純米吟醸 長野県 株式会社古屋酒造店 15-16% 美山錦 55%

37 御湖鶴 Girasole 純米吟醸 長野県 菱友醸造株式会社 16% 山田錦 55%

38 明鏡止水 m'09 純米大吟醸 長野県 大澤酒造株式会社 16% 麹:山田錦/掛:美山錦 麹40%、掛45%

39 本金 純米吟醸 原酒 長野県 酒ぬのや本金酒造株式会社 18% ひとごこち 59%

40 醴泉 純米吟醸 岐阜県 玉泉堂酒造株式会社 15-16% 山田錦 50%

41 磯自慢 純米吟醸 静岡県 磯自慢酒造株式会社 16-17% 山田錦 麹55%、掛60%

42 正雪 山影純悦 純米吟醸 静岡県 株式会社神沢川酒造場 16% 山田錦 50%

43 杉錦 生酛 純米大吟醸 静岡県 杉井酒造有限会社 15-16% 山田錦 48%

44 醸し人九平次 純米吟醸 愛知県 株式会社萬乗醸造 16% 山田錦 50%

45 義侠 750kg仕込 純米吟醸 原酒 愛知県 山忠本家酒造株式会社 16-17% 山田錦 60%

46 作 雅乃智 中取り 純米吟醸 三重県 清水醸造株式会社 16% 山田錦 50%

47 瀧自慢 純米大吟醸 三重県 瀧自慢酒造株式会社 16% 山田錦 45%

48 喜楽長 辛口 純米吟醸 滋賀県 喜多酒造株式会社 17-18% 山田錦 55%

49 松の司 中取り 純米吟醸 滋賀県 松瀬酒造株式会社 16-17% 山田錦 50%

50 玉川 純米吟醸 京都府 木下酒造有限会社 15-16% 雄町 60%

51 乾風 純米吟醸 京都府 株式会社北川本家 16-17% 山田錦 55%

52 播州一献 無濾過 純米吟醸 兵庫県 山陽盃酒造株式会社 15-16% 兵庫夢錦 55%

53 播州一献 無濾過 純米吟醸 兵庫県 山陽盃酒造株式会社 15-16% 山田錦 60%

54 梅乃宿 吟 純米吟醸 奈良県 梅乃宿酒造株式会社 16-17% 山田錦 50%

55 紀土 Shibata's 純米吟醸 和歌山県 平和酒造株式会社 16-17% 山田錦 50%

56 雑賀 純米大吟醸 和歌山県 株式会社九重雜賀 16% 山田錦 麹45%、掛50%

57 雑賀 純米吟醸 和歌山県 株式会社九重雜賀 15% 五百万石 麹55%、掛60%

58 雨後の月 純米吟醸 広島県 相原酒造株式会社 15-16% 千本錦 50%

59 雨後の月 純米吟醸 広島県 相原酒造株式会社 15-16% 雄町 50%

60 富久長 中汲み槽しぼり 純米吟醸 広島県 株式会社今田酒造本店 16-17% 山田錦 58%

61 天寶一 特別農法造賀 純米吟醸 広島県 株式会社天寶一 16-17% 山田錦 55%

62 原田 純米吟醸 山口県 株式会社はつもみぢ 15-16% 山田錦 50%

63 長陽福娘 純米吟醸 山口県 岩崎酒造株式会社 16-17% 雄町 50%

64 長門峡 純米吟醸 山口県 有限会社岡崎酒造場 15-16% 山田錦・西都の雫 50%

65 東洋美人 611 純米吟醸 山口県 株式会社澄川酒造場 15% 山田錦 50%

66 東洋美人 唐傘 純米吟醸 山口県 株式会社澄川酒造場 15% 山田錦 55%

67 安芸虎 純米吟醸 高知県 有限会社有光酒造場 15-16% 吟の夢 50%

68 文佳人 liseur 純米吟醸 高知県 株式会社アリサワ 16-17% 非公開 50%

69 美丈夫 純米吟醸 高知県 有限会社濵川商店 15-16% 吟の夢 50%

70 美丈夫 舞 純米吟醸 高知県 有限会社濵川商店 15-16% 山田錦 50%

71 亀泉  純米吟醸 原酒 高知県 亀泉酒造株式会社 16-17% 風鳴子（高育63号） 55%

72 久礼 純米吟醸 高知県 有限会社西岡酒造店 16-17% 吟の夢 50%
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73 土佐しらぎく 純米吟醸 高知県 有限会社仙頭酒造場 15-16% 山田錦 50%

74 酔鯨 純米吟醸 高知県 酔鯨酒造株式会社 16-17% 雄町 50%

75 豊の梅 純米吟譲 高知県 高木酒造株式会社 16-17% 吟の夢 50%

76 司牡丹 封印酒 純米吟醸 高知県 司牡丹酒造株式会社 15-16% 山田錦 60%

77 花の露 純米吟醸 福岡県 株式会社花の露 15% 山田錦 50%

78 三井の寿 芳吟 純米吟醸 福岡県 井上合名会社 15% 山田錦 55%

79 庭のうぐいす うぐいすラベル 純米吟醸 福岡県 合名会社山口酒造場 16% 夢一献 50%

80 東一 純米吟醸 佐賀県 五町田酒造株式会社 16% 山田錦 49%

81 六十餘洲 純米吟醸 長崎県 今里酒造株式会社 16% 山田錦 50%

No. 商品名 都道府県 蔵元名 ALC度 使用米 精米歩合

1 南部美人 特別純米 岩手県 株式会社南部美人 15-16% ぎんおとめ 55%

2 日輪田 純米 宮城県 萩野酒造株式会社 15% 山田錦 65%

3 伯楽星 特別純米 宮城県 株式会社新澤醸造店 15-16% 山田錦 60%

4 浦霞 純米 宮城県 株式会社佐浦 15-16% まなむすめ 65%

5 ゆきの美人 純米 秋田県 秋田醸造株式会社 16-17% 山田錦・酒こまち 60%

6 亜麻猫 特別純米 秋田県 新政酒造株式会社 15% 山田錦・吟の精 60%

7 まんさくの花 純米 秋田県 日の丸醸造株式会社 15-16% 美山錦 60%

8 あまからぴん 純米 秋田県 合名会社鈴木酒造店 15-16% 麹:秋田酒こまち/掛:めんこいな 60%

9 白瀑 特別純米 原酒 秋田県 山本合名会社 17% 吟の精 55%

10 銀嶺月山 月山の雪 純米 山形県 月山酒造株式会社 15-16% 出羽燦々 50%

11 鯉川 純米 山形県 鯉川酒造株式会社 16-17% 山田錦 60%

12 東北泉 吹浦の風 特別純米 山形県 合資会社高橋酒造店 16-17% 出羽燦々 60%

13 楯野川 中取り 純米 山形県 楯の川酒造株式会社 15-16% 美山錦 55%

14 あら玉 特別純米 山形県 和田酒造合資会社 15-16% 改良信交 60%

15 米鶴かっぱ 超辛口 特別純米 山形県 米鶴酒造株式会社 15% 出羽の里 60%

16 飛露喜 特別純米 福島県 合資会社廣木酒造本店 16-17% 山田錦・五百万石 麹50%、掛55%

17 月弓 純米 福島県 名倉山酒造株式会社 15-16% 美山錦・夢の香 55%

18 蔵粋（くらしっく） 純米 福島県 小原酒造株式会社 15-16% 山田錦 50%

19 末廣 伝承 山廃 純米 福島県 末廣酒造株式会社 15-16% 五百万石 60%

20 久慈の山 純米 茨城県 根本酒造株式会社 15-16% 日本晴・美山錦 60%

21 松の寿 特別純米 栃木県 株式会社松井酒造店 16-17% 美山錦 58%

22 浅間山 辛口 純米 群馬県 浅間酒造株式会社 16% 山田錦・吟ぎんが 60%

23 浅間山 秋上がり 純米 群馬県 浅間酒造株式会社 16% 若水 60%

24 浅間山 純米 群馬県 浅間酒造株式会社 16% 山田錦 60%

25 琵琶のささ浪 特別純米 埼玉県 麻原酒造株式会社 15% 雄町 60%

26 喜正 純米 東京都 野﨑酒造株式会社 15-16% 山田錦 60%

27 天狗舞 山廃 純米 石川県 株式会社車多酒造 15-16% 五百万石、他 60%

28 天狗舞 文政六年 吟醸仕込 純米 石川県 株式会社車多酒造 15-16% 五百万石、他 55%

29 五凛 純米 石川県 株式会社車多酒造 15-16% 山田錦 60%

30 深山桜 和和和 特別純米 長野県 株式会社古屋酒造店 15-16% ひとごこち 59%

31 御湖鶴 純米 長野県 菱友醸造株式会社 15% 山田錦 65%

32 本金 純米 長野県 酒ぬのや本金酒造株式会社 15% しらかば錦 59%

純米の部
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33 醴泉 純米 岐阜県 玉泉堂酒造株式会社 15-16% 山田錦 60%

34 初亀 岡部丸 純米 静岡県 初亀醸造株式会社 16-17% 誉富士 55%

35 磯自慢 特別純米 静岡県 磯自慢酒造株式会社 16-17% 雄町 55%

36 正雪 辛口 純米 静岡県 株式会社神沢川酒造場 15% 誉富士 60%

37 杉錦 生酛 特別純米 静岡県 杉井酒造有限会社 15-16% 山田錦 60%

38 杉錦 中取り 生酛 純米 原酒 静岡県 杉井酒造有限会社 18-19% 山田錦 60%

39 杉錦 自然醸造 山廃 純米 静岡県 杉井酒造有限会社 14-15% 山田錦 70%

40 杉錦 天保十三年 山廃 純米 静岡県 杉井酒造有限会社 15-16% あいちのかおり 75%

41 義侠 1500kg仕込 純米吟醸 原酒 愛知県 山忠本家酒造株式会社 16-17% 山田錦 60%

42 作 穂乃智 純米 三重県 清水醸造株式会社 15% 三重県産米 60%

43 作 恵乃智 純米 三重県 清水醸造株式会社 15% 三重県産米 50%

44 瀧自慢 純米 三重県 瀧自慢酒造株式会社 15% 山田錦 60%

45 喜楽長 特別純米 滋賀県 喜多酒造株式会社 15-16% 山田錦 60%

46 七本鎗 純米 滋賀県 冨田酒造有限会社 15% 玉栄 60%

47 七本鎗 特別純米 滋賀県 冨田酒造有限会社 16% 玉栄 60%

48 東山 坤滴 特別純米 京都府 東山酒造有限会社 16% 山田錦 60%

49 玉川 特別純米 京都府 木下酒造有限会社 16-17% 五百万石 60%

50 乾風 純米 京都府 株式会社北川本家 15-16% 五百万石 58%

51 黄桜 蔵の詩 純米 京都府 黄桜株式会社 15% 非公開 65%

52 播州一献 無濾過 純米 兵庫県 山陽盃酒造株式会社 15-16% 兵庫夢錦 65%

53 播州一献 無濾過 山廃 純米 兵庫県 山陽盃酒造株式会社 15-16% 雄町 70%

54 梅乃宿 温 純米 奈良県 梅乃宿酒造株式会社 16-17% 麹:山田錦/掛:日本晴 60%

55 紀土 純米 和歌山県 平和酒造株式会社 15-16% 山田錦 60%

56 出雲富士 特別純米 島根県 富士酒造合資会社 16% 佐香錦 60%

57 出雲富士 純米 島根県 富士酒造合資会社 16% 山田錦 70%

58 雨後の月 特別純米 広島県 相原酒造株式会社 13-14% 山田錦 60%

59 富久長 特別純米 広島県 株式会社今田酒造本店 16-17% 八反草 58%

60 天寶一 純米 広島県 株式会社天寶一 15-16% 千本錦 60%

61 長陽福娘 辛口 純米 山口県 岩崎酒造株式会社 16-17% 山田錦 60%

62 長陽福娘 山廃 純米 山口県 岩崎酒造株式会社 15-16% 山田錦 60%

63 長門峡 純米 山口県 有限会社岡崎酒造場 15-16% 西都の雫 60%

64 安芸虎 純米酒 高知県 有限会社有光酒造場 16-17% 山田錦 60%

65 文佳人 純米 高知県 株式会社アリサワ 17-18% アケボノ 55%

66 文佳人 liseur 特別純米 高知県 株式会社アリサワ 15-16% 非公開 55%

67 美丈夫 純米 高知県 有限会社濵川商店 15-16% 松山三井 60%

68 久礼 純米 高知県 有限会社西岡酒造店 15-16% 松山三井 60%

69 土佐しらぎく 斬辛 純米 高知県 有限会社仙頭酒造場 15-16% 八反錦 60%

70 酔鯨 中取り 純米 高知県 酔鯨酒造株式会社 15-16% 酒造用一般米 55%

71 司牡丹 船中八策 特別純米 高知県 司牡丹酒造株式会社 15-16% 山田錦・北錦・松山三井 60%

72 花の露 特別純米 福岡県 株式会社花の露 15% 夢一献 55%

73 辛醸 美田 大辛口 山廃 純米 福岡県 井上合名会社 15% 山田錦 70%

74 駿 SH-26 純米 福岡県 株式会社いそのさわ 15% 山田錦 60%

75 庭のうぐいす だるまラベル 特別純米 福岡県 合名会社山口酒造場 15% 夢一献 60%

76 六十餘洲 純米 長崎県 今里酒造株式会社 15-16% 山田錦 65%
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No. 商品名 都道府県 蔵元名 ALC度 - -

1 百年の孤独 麦焼酎 宮崎県 株式会社黒木本店 40%

2 中々 麦焼酎 宮崎県 株式会社黒木本店 25%

3 きろく 芋焼酎 宮崎県 株式会社黒木本店 25%

4 山翡翠 米焼酎 宮崎県 株式会社尾鈴山蒸留所 25%

5 富乃宝山 芋焼酎 鹿児島県 西酒造株式会社 25%

6 吉兆宝山 芋焼酎 鹿児島県 西酒造株式会社 25%

7 天使の誘惑 芋焼酎 鹿児島県 西酒造株式会社 40%

8 晴耕雨読 芋焼酎 鹿児島県 有限会社佐多宗二商店 25%

9 角玉 芋焼酎 鹿児島県 有限会社佐多宗二商店 25%

10 刀 初留取り 芋焼酎 鹿児島県 有限会社佐多宗二商店 44%

11 角玉 梅酒 鹿児島県 有限会社佐多宗二商店 12%

12 古鶴梅 和歌山県 平和酒造株式会社 19%

13 鶴梅 ゆず 和歌山県 平和酒造株式会社 7%

14 雑賀 梅酒 和歌山県 株式会社九重雜賀 11-12%

15 雑賀 にごり梅 和歌山県 株式会社九重雜賀 10-11%

16 雑賀 黒糖梅酒 和歌山県 株式会社九重雜賀 12-13%

参考出品酒（焼酎・リキュール）
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