
種別 銘柄 セールスポイント チケット枚数 種別 銘柄 セールスポイント チケット枚数 種別 銘柄 セールスポイント チケット枚数

1 （有）金水晶酒造店 純米 金水晶 米の味がするお酒／中口 1 純米吟醸 金水晶 全てが福島／やや甘口 1 大吟醸 金水晶 中口、すっきり／中口 2

2 （株）檜物屋酒造店 純米 千功成 濃醇タイプ／やや辛口 1 純米吟醸 千功成
フルーティな香りと米の味わい／

やや辛口 1 大吟醸 千功成
香りが高くフルーティーな辛口

タイプ／やや辛口 2

3 大七酒造(株) 純米 純米生酛
豊かなコクと旨味、キレの良い

後味／やや辛口 1 純米吟醸 皆伝
落ち着いた上品な香り

／やや辛口 1 純米大吟醸 箕輪門
超扁平精米により薫り立つ上品

な芳香と円熟した舌触りは絶品

／やや辛口
2

4 大天狗酒造(株) 特別純米 大天狗
コクのある旨味とキレがバランス

よいタイプ／辛口 1 純米吟醸 大天狗
米の甘味と旨味がしっかりした

タイプ／やや甘口 1 大吟醸 大天狗
程よく熟した味わいと後味のキレ

が楽しめる／やや辛口 2

5 奥の松酒造(株) 特別純米
特別純米原酒

ひやおろし

ひやおろしならではの円熟さが

楽しめます／中口 1 吟醸 あだたら吟醸
世界ＮＯ１の称号を獲得、

すっきり辛口／辛口 1 大吟醸
大吟醸雫酒

十八代伊兵衛

金賞受賞酒

１１年連続金賞受賞の奥の松自

慢の大吟醸／やや辛口 2

6 人気酒造（株） 純米大吟醸
人気一モダン

クラシック

上品で華やかな香りと軽快な

飲み口の生酒／やや辛口 2 大吟醸 人気一
香りと味のバランス、旨味とキレ

の良さを兼ね備えた大吟醸

／中口
2

7 (有)佐藤酒造店 純米 藤乃井
純米酒らしいコクとスッキリした

味わいが両立している／中口 1 純米吟醸 ふじや彦十郎
雑味の無いすっきりとした甘みと

酸みを楽しめます／やや甘口 1 大吟醸 藤乃井
上品な香りとキレのある甘みが後

を引く一品／やや甘口 2

8 （有）渡辺酒造本店 純米 雪小町
軽快な口当たりの芳醇旨口

／やや辛口 1 純米大吟醸
雪小町

純米大吟醸原

酒

豪快な口あたりの濃醇辛口／辛

口 2 大吟醸
雪小町

大吟醸淡麗

爽快造り

豪快な口当たりの淡麗辛口

／辛口 2

9 佐藤酒造（株） 純米 三春五万石
香り高く、純米酒の旨味を感じる

／中口 1 純米吟醸 三春五万石
香り高く甘さと酸のバランスが

良い／やや甘口 1 大吟醸 三春駒 香り高くフルーティー／やや辛口 2

10 （有）仁井田本家 純米
しぜんしゅ

秋あがり

酵母無添加、米の甘、旨を

最大限引き出す／甘口 1 純米吟醸
穏　純米吟醸

冷やおろし

米のキレイな甘み、秋だけ限定

の酒／中口 1 純米大吟醸 穏 ピュアでフルーティ／やや甘口 2

11 （有）玄葉本店 純米
あぶくま

特別純米
すっきり飲みやすい食中酒向き 1 純米吟醸

あぶくま

純米吟醸

ひやおろし

香り、旨味のバランス良く、

落ち着くお酒／中口 1 大吟醸 あぶくま フルーティで上品、旨味あり 2

12 若関酒造（株） 本醸造 若関 すっきり、さわやか／やや辛口 1 純米酒 若関 濃醇で飲み応えのある／中口 1 吟醸 さかみずき
フルーティーでさわやかな香り／

辛口 1

13 笹の川酒造（株） 純米
笹の川　天の

つぶ昔仕立

天のつぶの旨さが活きてます／

やや辛口 1 純米吟醸
笹の川

純米吟醸

ひやおろし

上品な香り、爽やかに熟成した

秋の味わい／やや辛口 1 大吟醸
笹の川

ふくしま

大吟醸原酒

新酒造好適米ふくしま酒５０号試

験醸造大吟醸／辛口 2

14 松崎酒造（株） 純米
廣戸川

特別純米

飲み飽きしない食中酒

／やや辛口 1 純米吟醸 廣戸川
やわらかな酸都キレ

／やや辛口 1 大吟醸 廣戸川
豊かな吟醸香とジューシーな

旨味／やや辛口 2

15 （株）寿々乃井酒造店 純米
特別純米

寿月ひやおろし

フルーティな香り、奥行きのある

味わい／やや甘口 1 純米吟醸 寿月　亀の尾
自家栽培米亀の尾仕込、

豊かな味わいとキレを楽しむ酒

／やや甘口
1 純米 寿月　いろどり

香り高く透明感のある味わい、

酔いのゆらぎ楽しむ／やや辛口 1

16 (株)矢澤酒造店 純米 南郷
旨口なのにキレがある

／やや辛口 1 純米大吟醸 白孔雀
華やかさと旨さを併せ持つ

／中口 2 大吟醸 南郷
上質な旨み、繊細なキレ

／やや辛口 2

17 豊国酒造（資） 純米 一歩己 甘、旨のバランス酒／中口 1 純米 超 キリ良し／やや辛口 1 大吟醸
東豊国

金賞受賞酒
スッキリ甘口／やや甘口 2

18 （名）大谷忠吉本店 純米 登龍 しっかりした辛口酒／辛口 1 純米吟醸 登龍華 やわらかな甘口酒／やや甘口 1 大吟醸
SHIRAKAWA

龍
香り高くキレがある／中口 2

19 千駒酒造（株） 純米
特別純米

手造り

穏やかな香りとふくらみのある

味わい／辛口 1 純米吟醸 慧ひらめき
スッキリと軽やかで飲みやすい

／やや辛口 1 大吟醸 千駒 味にふくらみがあり、香り高い 2

20 有賀醸造（資） 純米
陣屋

特別純米

バランスのとれた味わいの

食中酒／やや辛口 1 純米吟醸 生粋左馬
ふくよかな甘みに酸とキレ／や

や辛口 1 大吟醸
陣屋　大吟醸

PREMIUM

華やかな香りとキレのある

味わい／やや辛口 2

21 （名）大木代吉本店 純米 自然郷BIO
まろやかな酸とキレのある旨味・

甘味／中口 1 純米吟醸 自然郷SEVEN
フルーティな香りと引き締まった

酸のクリアな後味／中口 1 大吟醸
自然郷大吟醸

30BY無濾過

原酒

鑑評会への出品酒、華やかな香

りとキレのある口当たり／中口 2

事業者名NO.

提供予定のふくしまの酒一覧

提供酒



22 夢心酒造（株） 純米
奈良萬

ひやおろし
秋の限定酒／辛口 1 純米吟醸 奈良萬

スッキリ、さらっと飲める純米吟

醸／やや辛口 1 純米大吟醸 奈良萬
米味重視の純米大吟醸／やや

辛口 2

23 小原酒造（株） 純米 紅寒梅 天然の桃色のにごり酒／甘口 1 純米吟醸 くらしっく 山田錦使用／やや辛口 1 大吟醸 蔵粋
福島県春季鑑評会金賞受賞酒

／やや辛口 2

24 (資）喜多の華酒造場 純米 蔵太鼓旨口
旨味と味わいのあるやや重めの

しっかりした味わい／中口 1 純米吟醸
明日の日本を

語る酒

夢の香、夢酵母を使用して醸し

たバランスの良い１本です

／中口
1 純米大吟醸 きたのはな

やわらかくふくよかで牡丹のよう

に華やかなお酒／中口 2

25 （資）大和川酒造店 純米
純米辛口

弥右衛門

やわらかい飲み口とキレのある辛

口／辛口 1 純米大吟醸 弥右衛門
派手すぎない香りとコクのある味

わい／やや辛口 2 大吟醸
大吟醸

弥右衛門

鑑評会出品酒

香り高くフルーティーな味わい

／中口 2

26 （資）吉の川酒造店 純米 会津吉の川
飲み口が良くふくらみのある

純米酒／やや辛口 1 純米吟醸 会津吉の川
さわやかな酸味と甘みのある

純米吟醸／やや辛口 1 大吟醸 会津吉の川
フルーティーでまろやかな

大吟醸／やや辛口 2

27 （有）峰の雪酒造場 純米
峰の雪

ハツユキソウ

軽い口当たりと落ち着いた香り

／中口 1 純米
大和屋善内

純米生詰

香りが有りながらもキレの良いお

酒／やや甘口 1 純米大吟醸 大和屋善内
華やかな香りと上品な甘味

／甘口 2

28 ほまれ酒造（株） 純米
無濾過

純米原酒

フルーティーで味わい深い

辛口酒／辛口 1 純米吟醸
からはし

山田錦

フルーティーで瑞々しくキレの

ある味わい／中口 1 大吟醸 会津ほまれ
フルーティーで柔らかくキレの

ある味わい／辛口 2

29 笹正宗酒造（株） 純米 ささまさむね
ジューシーな口当たりと柔らかな

甘み／甘口 1 純米吟醸 ささまさむね
やさしい甘さとフレッシュ感

／中口 1 大吟醸 ササ正宗 上品な甘みと香り／中口 2

30 栄川酒造（資） 本醸造 ちどりあし 旨口タイプ／中口 1 純米大吟醸 会津栄川
地元産五百万石、飲み口

スッキリ／中口 2 大吟醸 石田三成
フルーティーで上品な口当たり／

中口 2

31 花春酒造(株) 純米 花春濃醇純米
酸と米の旨味が口中に

広がります／中口 1 純米大吟醸 結芽の奏
すっきりとした味わいは究極の食

中酒です／やや辛口 2 純米吟醸 こうざし
米の甘味が広がる優しい味わい

のお酒です／やや甘口 1

32 名倉山酒造(株) 純米 月弓
調和の取れた飲みやすい純米酒

／やや辛口 1 純米吟醸 善き哉
甘みと酸味のバランスが取れた

純米吟醸／中口 1 大吟醸 名倉山
フルーティーで飲みやすい

大吟醸／やや辛口 2

33 山口（名） 純米
純米生詰原酒

ひやおろし

ひと夏越した熟成されまろやかな

お酒／やや辛口 1 純米吟醸 純米吟醸
うつくしま煌酵母で仕込、ほのか

な香りとすっきりした味わい

／やや辛口
1 純米吟醸 儀兵衛　雄町

備前雄町100％を50％精白し芳

香な香りと喉越しの良い味わい／

やや辛口
1

34 （資）辰泉酒造 純米
辰泉プリミティ

ブ純米75

旨み、甘み、爽やかな酸味が

調和した味わい／やや辛口 1 純米大吟醸 京の華　雫
ソフトで上品な優しい口当たり／

中口 2 大吟醸 京の華
華やかな香り、スッキリとして

後味豊か／やや辛口 2

35 榮川酒造（株） 純米
榮川

特別純米酒

ナッツの様な香りと柔らかな

口あたり／やや辛口 1 純米大吟醸 榮川
果実を思わせる香りとまろやか

な口当たり／やや辛口 2 大吟醸
金賞受賞酒

大吟醸榮四郎

壜囲い原酒

マスクメロンを思わせる香り、榮

川の粋を込めた逸品／やや辛口 2

36 鶴乃江酒造（株） 純米 会津中将
濃醇な中にもすっきりした味わい

／中口 1 純米吟醸
会津中将

夢の香

香りよく、旨味とキレのバランス

良い仕上がり／中口 1 大吟醸
会津中将

八反錦

香りが高く、辛口なのに優しい

口当たり／やや辛口 2

37 末廣酒造(株) 純米
末廣

山廃純米酒
山廃造り創始者直伝／中口 1 純米大吟醸 亀の尾

会津産亀の尾１００％使用

／辛口 2 大吟醸 玄宰 末廣の技の結果／辛口 2

38 高橋庄作酒造店 純米 会津娘
会津産酒造好適米１００％使用

／中口 1 純米吟醸 会津娘
会津産五百万石１００％使用

／中口 1

39 宮泉銘醸（株） 純米 會津宮泉
キレとバランスの取れた酸味を

持つ飲み飽きしない酒質／中口 1

40 磐梯酒造（株） 純米
赤い酒

会津桜

古代米を原料とした赤い酒

／甘口 1 吟醸 磐梯山
磐梯山の伏流水を使用した

香りの高いお酒／やや甘口 1 純米大吟醸 乗丹坊
きれいな香りと爽快なキレ

／やや甘口 2

41 （資）稲川酒造店 純米 稲川　百十五
やや辛口のすっきりしたお酒

／やや辛口 1 純米大吟醸
七重郎（黒ラベ

ル）純米大吟醸

無濾過原酒

米本来の旨味がある滑らかで旨

口／やや辛口 2 大吟醸 稲川
上品な深い味わいのお酒

／やや辛口 2

42 曙酒造（資） 純米
特別純米

一生青春
一生青春の看板商品／中口 1 純米吟醸 一生青春

優しく愛らしい癒やしに溢れた

お酒 1 大吟醸
一生青春

別撰大吟醸

華やかな香りと豊かな甘みの

お酒 2

43 豊國酒造（資） 純米
純米

ひやおろし

ひと夏越し米の旨味が凝縮

している甘口の酒／やや甘口 1 純米大吟醸
純米大吟醸

雄町

雄町らしい米の旨みがはっきりし

ている酒／やや甘口 2 大吟醸
金賞受賞酒

學十郎
香り高く軽快、ソフト／やや甘口 2

44 （資）廣木酒造本店 純米吟醸 泉川
飲み飽きしない、滑らかな味わい

／やや辛口 1

45 （資）白井酒造店 純米
風が吹く

特別純米生酒

会津産有機栽培五百万石で

醸した純米生酒／中口 1 純米吟醸
風が吹く

山廃純米吟醸

生酒

会津産有機栽培五百万石で

醸した純米吟醸生酒／中口 1 純米大吟醸 伊佐須美の杜
きれいでやわらかな味わい

／やや甘口 2



46 国権酒造（株） 純米
山廃純米

國権
３年熟成／辛口 1 純米吟醸 國権銅ラベル

華やかな香りと深い味わい

／やや辛口 1 大吟醸 國権 マイルドながらキレもある／辛口 2

47 会津酒造(株) 純米 山の井６０
のみ味は甘め、後味スッキリ

／中口 1 純米吟醸 山の井５０ やさしい上品な味わい／中口 1 純米大吟醸 會津
口当たりまろやか極上の一品／

やや甘口 2

48 開当男山酒造 純米 開当男山
ふくらみのある香り、まろやかな味

わい／中口 1 純米吟醸 南山
穏やかな香り、すっきりとした

味わい／辛口 1 純米大吟醸 久宝居
心地よい香り、キメの細かい

味わい／やや辛口 2

49 花泉酒造（名） 純米
花泉

特別純米酒

上品な甘みと香り、キレもあり

食中酒にオススメ／やや甘口 1 純米吟醸 十ロ万
もち米四段仕込ならではの旨み

とコク／やや甘口 1 大吟醸 花泉
甘みと酸味のバランスが良く、透

明感のある味わい／中口 2

50 （名）四家酒造店 純米 いわき郷
しっかりした旨味、しっかりした

酸味／中口 1 純米吟醸 又兵衛
ふくらみがあり、しっかりとした

味わい／やや甘口 1 大吟醸 又兵衛
フルーティーでふくよかな味わい

／やや甘口 2

51 太平桜酒造（資） 純米 いわきろまん
やや甘口ですが、後味のスッキリ

した純米酒／やや甘口 1 純米
夢の香

純米原酒

穏やかな香りと純米酒らしいしっ

かりした味わい／中口 1 純米 純米酒　絆
地元産天のつぶで仕込んだ

爽やかな風味の純米酒／中口 1

52 （株）鈴木酒造店 純米 磐城壽
なめらかで綿密は質感

／やや辛口 1 純米吟醸
磐城壽

夢の香

ほのかに香るさわやかな吟醸香

／やや辛口 1 純米吟醸 ランドマーク オール浪江町産／中口 1

53 若清水酒造(株) 特別純米 若清水 冷やから燗まで／中口 1 純米吟醸 若清水
甘い香りと米の濃厚な味わい

／やや甘口 1 山廃純米 四季の花 太い旨味、燗向き／辛口 1

54 白河銘醸(株) 純米吟醸
のんでみやが

れ

飲み応えのある純米原酒

／やや辛口 1 純米吟醸 谷の越
香り豊かな純米吟醸

／やや辛口 1

55 （資）会津錦 純米
無濾過純米

なじょすんべ

程よく厚みのあるコク、飲み飽きし

ない酒／やや甘口 1

56 石橋酒造店 純米 薫鷹 食中酒に最適です／やや辛口 1 純米吟醸 薫鷹 やわらかな飲み口／やや辛口 1

57 鷺酒造店 純米 勿来の関
まろやかでコクがある

／やや辛口 1 純米吟醸 勿来の関 香り高くふくらみがある／中口 1

計１６０銘柄


