
北陸農政局
Hokuriku Regional Agricultural Administration Office

編集協力：金沢国税局、中部経済産業局



【はじめに】

北陸農政局では、北陸地域（新潟、富山、石川、福井４県）の
優れた農林水産物・食品の輸出促進に向け、日本酒を軸とした
「コメの食文化」を、日本酒や日本酒と相性の良いモノをストー
リー立てて紹介することといたしました。
北陸のコメから生まれた食文化を日本酒を中心に紹介すること

で、国内外の方々が北陸の食文化に興味を持ち、北陸地域の農林
水産物・食品への関心の高まりから、更なる輸出の拡大に繋がれ
ば幸いです。
最後に、酒蔵をはじめとする食品関連事業者や酒造組合連合会

など、本取組にご協力頂いた関係者の皆様に心より感謝申し上げ
ます。

○当資料は、北陸農政局のホームページでもご覧いただけます。

【ウェブサイト】

http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/kome_culture.html

○マークの意味について

日本酒を紹介するマークです。

酒蔵の関係者がおすすめする、日本酒に合う料理や
つまみを紹介するマークです。

酒蔵から生まれた、日本酒以外の商品を紹介する
マークです。

酒蔵の個性的特徴などを紹介するマークです。

酒蔵の関係者がおすすめする、日本酒を楽しむため
の器を紹介するマークです。



目 次

１．石川県版 コメの食文化の基礎 １

２．石川県版 酒蔵すいせん 日本酒・つまみ・器マップ ２

３．地域の酒蔵編 ３

４．日本酒と相性の良い料理・つまみ編 １６

５．日本酒と相性の良い器編 １９

北陸農政局へのお問い合わせ

経営・事業支援部地域連携課

直通：076-232-4233

６．日本酒を買える店・飲める店 ２１



日本酒

多彩な食材と発酵食品

器

石川県は、日本海側に面し、冬には大陸から吹き込
む北西の風によって、多くの雪が降る地域です。
冬の生活には厳しさもありますが、降り積もった雪

は、春から豊富な雪解け水となって田畑を潤し、海に
栄養豊がな水を供給し、多彩な食材を育ててくれます。

石川県版 コメの食文化の基礎

気候

石川県には、地域と人とが強く結びついて育まれた独特の食文化があり、こ
の中でコメを中心とした食文化を紹介するにあたり、最初に育まれた基礎とな
る背景を紹介します。

稲作

歴史

石川県は、豊かな雪解け水による豊富な水源と、夏
から秋の日照が多い気候により、古くからコメどころ
として知られています。
コメは、江戸時代から長く経済の中心的役割があり、

主食であるとともに、コメ・稲わらは、食料や生活用
品の加工原料としても幅広く用いられてきました。

石川県は、酒造りに必要な、コメ、水、気候に恵ま
れ、能登杜氏と言われる酒造りに優れた人々を育てて
きました。４００年余りの歴史をもつ酒蔵も存在し、
現在では、３０を超える酒蔵が時代の変化とともに個
性豊かな酒を造っており、その多くが地元の風土に根
ざした酒蔵です。

海が荒れ、雪に耕地が覆われる厳しい冬を越す保存
食として、コメ、コメ糀、コメ糠、酒粕などを用いた
発酵食品が食生活に根付きました。適度な湿度や冬の
気温、清らかで豊かな水も発酵食品を作る環境に適し、
江戸時代に北前船でもたらされた食材もあり、多彩な
発酵食品が作られました。

石川県では、食器などの庶民の生活必需品から芸術
品に至るまで、数多くの「漆器」、「陶器」が作られ
てきました。時代とともに高い技術を持った職人が育
ち、長い歴史のなかで「輪島塗」、「山中漆器」、
「金沢漆器」、「九谷焼」など、国内でも有数の「漆
器」と「陶器」が発展してきました。

加賀藩（石川県など）は、前田利家が金沢に入城し
た1583年より明治の廃藩置県に至るまで十四代の安
定した政治が行われました。金沢市は城下町として栄
え、安定した世が食文化の発展に寄与し、現在の食文
化の多くは江戸時代から発展しました。

－１－

仮の写真



酒蔵すいせん

中村酒造(株)

(株)福光屋

やちや酒造(株)

菊姫(合資会社)

(株)車多酒造

鹿野酒造(株)

松浦酒造(有)

(株)宮本酒造店

数馬酒造(株)

(株)清水酒造店

(株)白藤酒造店

松波酒造(株)

日本酒・つまみ・器マップ

(株)小西庄五郎漆器店

輪島海房やまぐち

(株)あら与

鏑木商舗

輪島塗りの津田

(有)荒忠商事

(株)小出仙

山中うるし座

かばやき屋

－２－

(株)久世酒造店

注意：掲載している日本酒は、本資料の作成にご協力いただいた一部の事業者（酒蔵）を紹介しており、石川県内の全ての酒蔵を
紹介しているわけではありません。



文政年間創業で約200年の歴史を有する酒蔵。
消費者のニーズにあったこだわりの酒造から、地産地
消に注力し、地元の原料米を基本にした酒造りに特化
した製造を行い、2001年には日本でも数少ない、有
機製造蔵の認証を取得。
品質にこだわる酒造りにより、吟醸の評価で金沢局鑑
評会4年連続優等賞、全国新酒鑑評会2年連続入賞（平
成30年は金賞受賞）を獲得。

日榮 中村酒造

☎ 076-248-2435

URL http://nakamura-shuzou.co.jp/

地元石川県産の酒造
好適米「五百万石」
100％使用。
純米吟醸としては高
精白を行い、酒の旨
味とスッキリした後
味を実現。
主発酵に14号（金
沢酵母）酵母を用い
穏やかで豊かな香り。

製品の特徴
特定名称：

純米吟醸
原材料：五百万石
精米歩合

麹米55％・掛米60％

日本酒度 ±０

（おいしい飲み方）
スッキリとしたキ
レ・後味が飲み飽
きない酒質と料理
に合う上質さを実
現。料理との相性
は抜群で、素材の
味を引き立てるた
め、料理とともに。

・中村酒造オンライン http://nakamura-shuzou.co.jp/products/list.php

当お酒は一口目に旨
味を感じ、その後、
スッキリとキレて、
ほのかな余韻だけを
残しさっぱりとした
後味。新鮮で繊細な
食材と一緒に食せば、
旨味を増して後味を
綺麗にして相乗効果
が楽しめる。

当蔵の日本酒が買える、または飲める国・地域（米国、台湾、中国、香港、フランス、オーストラリア、タイ）

Nakamura Brewery Co., Ltd.Nichiei

のどぐろの塩焼き

酒蔵のビーフジャーキー

Mail nakamuraya@nakamura-shuzou.co.jp

金澤 中村屋 純米吟醸
Kanazawa Nakamuraya Junmai Ginjo

代表取締役社長
中村 太郎 氏

President
Taro Nakamura

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

石川で買える店

飲める店 ・飲める店 http://nakamura-shuzou.co.jp/user_data/shop.php （国内のみ）

ローストビーフを、当
社酒粕と純米酒、調味
料を混ぜたもので漬け
込み乾燥させて作った
贅沢なビーフジャー
キー。

有機栽培農家のコメを使用
し、加工・製造の有機認証
を取得した有機製造蔵。有
機純米酒「ＡＫＩＲＡ」は、
日本・米国・ＥＵで有機認
証を取得。

・お近くの買える店は、中村酒造にお問い合わせください。

酒粕が臭みを消し、マイルドな仕上がりで、
つまみとして味わって欲しい逸品。
（限定商品）

酒蔵生まれの発酵関連商品

地域の酒蔵編

－３－

代表銘柄 蔵元名

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局



1625年創業、金沢で有数の長い歴史を持つ酒蔵。
良質な契約栽培米と、霊峰白山より辿り着く清冽な仕
込み水、先端の裏づけを得ながら進化し続ける蔵人た
ちの伝統技術により、2001年に純米蔵を実現。
現在では米発酵技術を生かし、化粧品や食品開発にも
取り組み、日本文化としての日本酒を発信するために
直営店や輸出も展開する。
事前に予約を行えば、蔵元見学ができる酒蔵。

加賀鳶 福光屋

☎ 076-231-2191

URL https://www.fukumitsuya.co.jp/

単に辛いだけではな
く、日本酒の生命線
である旨味を大切に
しながらキレのある
辛口。
契約栽培の「山田
錦」のみを使用し、
伝統の技で丹念に仕
込んだ純米大吟醸 。
海外にも輸出する当
社一押しの一品。

製品の特徴
特定名称：

純米大吟醸
原材料：山田錦
精米歩合 ５０％
日本酒度 ＋４

相性の良い器

（おいしい飲み方）
白身魚の薄造りや
穴子の白焼き等の
魚料理、海鮮グラ
タン等のクリーム
系料理と好相性で、
料理とともに常温、
または冷やして飲
むのがお勧め。

・SAKE SHOP 福光屋 金沢店 石川県金沢市石引2丁目8番3号

華やかでフルーティー
な吟醸香と柔らかで旨
味のある味わいが、昆
布の旨味と同調し、柔
らかなマリアージュが
楽しめる。

ワイングラスの老舗メー
カーと福光屋の共同開発
で誕生した日本酒グラス。
普通のワイングラスより
2周りほど大きく、大吟
醸の香りや味わいを最大
に引き出してくれる。

・契約栽培米を植物性乳酸菌と麹で
醗酵させたノンアルコール乳酸菌飲
料「ＡＮＰ７１」。（左写真）

・保存料、香料、食塩無添加のノン
アルコール甘酒「純米 糀甘酒」。
（右写真）

当蔵の日本酒が買える、または飲める国・地域（米国、香港、中国、カナダ、フランス、スペイン、タイ、シンガポール）

Fukumitsuya Sake BreweryKagatobi

鯛の昆布締め

リーデル 大吟醸グラス

米を発酵させる会社の多彩な商品展開

Contact  https://www.fukumitsuya.co.jp/contact/

加賀鳶 純米大吟醸 藍
Kagatobi Junmai Daiginjo Ai 

杜氏
板谷 和彦 氏

Toji(chief sake brewer)

Kazuhiko Itaya

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

石川で買える店 ・福光屋 ひがし 石川県金沢市東山1丁目14番9号
・福光屋 オンラインショップ https://www.fukumitsuya.com/ （国内のみ）

酒蔵生まれの発酵関連商品

仮の写真

地域の酒蔵編

複数コースで見学を受入、英語・仏語でも可能。有
料・無料があり、いずれも予約が必要。
【見学可能期間：コースにより受入期間が異なる】
詳しくは、福光屋にお問い合わせください。
https://www.fukumitsuya.co.jp/guidedtour/

－４－

代表銘柄 蔵元名

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局



本能寺の変の翌年（1583年）、尾張の国から前田利家
公のお供として金沢に移住した「神谷内屋 仁右衛門」
が殿様専用の酒造りを行ったのが始まり。
殿様より屋号を「谷内屋（やちや）」、酒名を「加賀
鶴」と拝受し、430年余りの歴史をもつ。
江戸時代の主要道、北国街道に面し、近くには、参勤交
代の大名行列の際に、北の出入口となる「大樋松門」が
ある。

加賀鶴 やちや酒造

☎ 076-252-7077

URL http://www.yachiya-sake.co.jp/

自慢の日本酒

地元金沢市の農家と契
約栽培による「五百万
石」を主に使用。
白山山地の最北端、医
王山水系を用いたお酒。
能登杜氏の確かな技術
に支えらた酒造りは、
海外でも確かな品質が
認められて、ニュー
ヨークにあるミシュラ
ン２つ星レストランに
も採用される。

製品の特徴
特定名称:

純米吟醸
原材料：五百万石
精米歩合 ５５％
日本酒度 －１

相性の良い料理・つまみ

（おいしい飲み方）
なめらかな口当た
りと、米の旨味・
香りのバランスの
取れたお酒。
冷たくして、又は、
常温で飲むのがお
すすめ。

・やちや酒造 石川県金沢市大樋町8-32

なめらかな口当たり
は、料理の味わいを
損なわず、あっさり
とした刺身や寿司と
の相性が良く、お酒
と共に料理を楽しむ
ことがでる。

金沢で生産された、石川県産梅
「石川1号」を主に使用。
日本酒で仕込んだ、日本酒蔵な
らではの「梅酒」。
日本酒の旨味と梅のもつさわや
かな香り・酸味の調和を楽しむ
ことができる。
輸出も行っており、海外でも人
気の商品。

社長
神谷 昌利 氏

President
Masatoshi Kamiya

当蔵の日本酒が買える、または飲める国・地域（台湾、香港、中国、ベトナム、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、米国（ニューヨーク）

Yachiya Brewing Co., Ltd.Kagatsuru

寿司

加賀鶴「梅酒」

Mail kamiya@yachiya-sake.co.jp

加賀鶴「純米吟醸 金沢」
Kagatsuru Junmai Ginjo Kanazawa 

石川で買える店

海外で飲める店
・やちや酒造オンラインショップ http://kagatsuru.com/ （国内のみ）

紹介者

2018年ロンドン酒チャレンジ 梅酒・
その他のお酒部門で金賞を受賞

文化庁の有形文化財に指定され
た酒蔵では、電話での事前予約
を行えば、酒蔵見学を行うこと
ができる。

詳しくは、やちや酒造にお問い合わせください。

・Aquavit（NEW YORK） http://www.aquavit.org/about/ （1例）

酒蔵生まれの発酵関連商品

地域の酒蔵編

－５－

代表銘柄 蔵元名

http://www.yachiya-sake.co.jp/kengaku.html

【見学可能期間：通年（日曜は定休日）】

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局



安土桃山時代天正年間（1573～1592年）に「小柳
屋」として創業。
全国新酒品評会への初出品以来23年間連続して受賞し、
その高い酒造技術及び最新且つ菊姫独自の機械設備導
入により酒造りに磨きをかける。
最高の酒造好適米である特A地区の山田錦をふんだん
に使用した酒造りで、「米の旨みを生かした清酒本来
の味」をひたすら追求する。

菊姫 菊姫(合資会社)

☎ 076-272-1234

URL https://www.kikuhime.co.jp/

最高ランクの山田錦
だけを使用。
山廃らしい旨みや力
強さと、きめ細かさ
を兼ね備えた味わい
の純米酒。
ラベル色は、年ごと
に赤・青・黒に変更。

製品の特徴
特定名称：純米酒
原材料：山田錦
精米歩合 ６５％
日本酒度 非公開

相性の良い器

（おいしい飲み方）
冷酒から熱燗まで
幅広い温度帯で堪
能できる。
好みの温度帯を探
してみるのも楽し
い。

・菊姫合資会社 石川県白山市鶴来新町タ8番地

どじょうは金沢で昔か
ら食されていた文化で
栄養満点。
濃醇旨口の菊姫の酒と
甘辛のタレにつけたど
じょうの蒲焼きとの相
性は抜群。

木地・塗師・加飾職人が
それぞれ培ってきた技術
の粋と手間をかけ作られ
たぐい呑み。良い酒器で
良い酒を飲む。贅の限り
を尽くした一杯となるこ
と間違いなし。

味噌のような見た目の酒粕。
ビタミン、ミネラルが豊富
でお通じも良くなり美肌効
果も期待でき、女性にオス
スメ。
この酒粕で作った粕漬けは
非常に美味しくなると評判。

2007年ＩＷＣ日本酒部門

で初代最優秀賞チャンピ
オン・サケを受賞

当蔵の日本酒が買える、または飲める国・地域（香港、上海、釜山、ソウル、シンガポール、ニューヨーク、ワシントン）

Kikuhime Limited PartnershipKikuhime

どじょうの蒲焼き

輪島塗 ぐい呑み

菊姫 大吟醸酒粕

Mail webmaster@kikuhime.co.jp

鶴乃里
Tsurunosato

・酒亭 菊姫 東京都港区新橋2丁目15番17号

営業部
福岡 航也 氏

Sales department
Kouya Fukuoka

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

石川で買える店

飲める店

酒蔵生まれの発酵関連商品

地域の酒蔵編

－６－

代表銘柄 蔵元名

・お近くの買える店は、菊姫合資会社にお問い合わせください。

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局



白山を望む加賀平野で文政6年（1823年）から天狗
舞を造り続けている。
原料米の持つ本来の旨味を十分に酒に生かすこと、力
強い酵母を育てるため、 あえて手間のかかる山廃酒母
を採用。
米や製法に常にこだわりを持ちながら、山廃仕込純米
酒や山廃仕込吟醸酒を中心に製造する。

酒蔵写真

天狗舞 車多酒造

☎ 076-275-1165

URL http://www.tengumai.co.jp/

当蔵が得意とする伝
統的な酒母製造法、
山廃仕込により醸造。
力強い酸味と濃醇な
味わいは、多くのお
料理とマッチする。

製品の特徴
特定名称：純米酒

原材料：五百万石
精米歩合 ６０％
日本酒度 ＋３

相性の良い器

（おいしい飲み方）
冷やから熱燗まで
幅広い温度帯で異
なる味わいを感じ
ることができる。
特にぬる燗で酸味
と旨味の調和を楽
しむことができる。

日本酒同様の乳酸発
酵食品。
酒のつまみとして酸
味と旨味が絶妙に
マッチする。
発酵食品の味わいの
複雑さを山廃純米酒
の香味が包み込む。

透明なガラスの器により、
山廃純米酒特有の濃い山
吹色を目で楽しむことが
できる。
中でもグラスのステムと
プレート部分が九谷焼の
鏑木グラスはおすすめ。

日本酒に含まれるα-EG
がもつ肌の保湿効果に注
目。
当社が有する技術でα-
EGを多く含む純米酒を
造り、美容保湿クリーム
を開発。
肌に悩みを持つ女性にお
すすめできる商品。

2018年ＩＷＣ 純米酒の部

門でゴールドメダルの中か
ら特に優れたものに与えら
れるトロフィーを受賞

当蔵の日本酒が買える、または飲める国・地域（米国、カナダ、東南アジア、中国、シンガポール、タイ、オーストラリア、ベトナム）

Shata Shuzo Co., Ltd.Tengumai

フグのヌカ漬け

鏑木 ワイン＆酒グラス

ｓｈｕ ｒｅ

Mail shata@tengumai.co.jp

天狗舞 山廃仕込純米酒
Tengumai Yamahai Jikomi Junmai

・Sakagura （NEW YORK） http://www.sakagura.com （1例）

代表取締役
車多 一成 氏

CEO
Kazunari Shata

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

石川で買える店

海外で飲める店

酒蔵生まれの発酵関連商品

地域の酒蔵編

－７－

代表銘柄 蔵元名

・お近くの買える店は、車多酒造にお問い合わせください。

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局



創業文政2年（1819年）蓮如上人の掘った伝説の
「白水の井戸」を仕込水に使い、自社栽培している山
田錦等を原材料米にして加賀市在住の社員杜氏と蔵人
達によって、手造りで酒造りを行う。国内外での品評
会に出品し入賞を獲得、アメリカやアジア方面に輸出
を行っている。

常きげん 鹿野酒造

☎ 0761-74-1551

URL http://www.jokigen.co.jp/

白水の井戸水と、酒
米・山田錦を100%
使って造り、長期低
温熟成させた海外で
も人気の究極の酒。
ルイヴィトンのニュー
イヤーパーティーや
ノーベル賞受賞の山
中教授のパーティー
にも使用。
個性的なボトルはギ
フトにも最適な当社
の人気の商品。

製品の特徴
特定名称：

純米大吟醸
原材料：山田錦
精米歩合 ５０％
日本酒度 ＋３

相性の良い器

（おいしい飲み方）
深い味わいと切れ
味の良さを感じて
いただきたいので、
冷やがおすすめ。

・鹿野酒造 石川県加賀市八日市町イ6

鯖を原料に作られる「へしこ」
は、塩辛さが強いので、これを
当社の吟醸酒粕で再度漬け込み、
程よい辛さと、より以上の旨味

を引き出す。鯖の旨味成
分が乗ったへしこは、酒の
つまみにおすすめの逸品。

当蔵の日本酒が買える、または飲める国・地域（米国、台湾、シンガポール）

Kano Syuzou Co., Ltd.Jyokigen

さばへしこの粕漬

九谷焼 ぐい呑み

常きげんの酒粕

Contact  http://www.jokigen.co.jp/contact/index.html

KISS of FIRE

代表取締役
鹿野 博通 氏

CEO
Kano Hiromichi

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

・鹿野酒造オンライン http://jyokigen.jp/
・飲める店 http://www.jokigen.co.jp/shop/index.html （国内のみ）

加賀市の企画で作る「加
賀乃酒」は限定500個で
九谷焼作家、山本長佐氏
のぐい呑みセット。九谷
五彩のぐい呑みで、今宵
は一献もおつなもの。

石川で買える店

飲める店

酒蔵生まれの発酵関連商品

地域の酒蔵編

－８－

代表銘柄 蔵元名

さばへしこの粕漬にも
使用されている吟醸酒
粕。肉や魚の吟醸漬け
や、味噌汁の隠し味に
どうぞ。

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局



加賀の名湯である山中温泉の地で、安永元年（1772
年）創業。
山中の超軟水を生かして全量純米の食中酒のみ醸す。
顔の見える農家が生産した酒米を使用し、先代の技術
を生かし、海と山の幸に恵まれた新鮮な食材を引き立
てる、酒米の風味を大切にした酒造りを継承する。

獅子の里 松浦酒造

☎ 0761-78-1125

URL http://www.shishinosato.com/

医王寺から湧き出る
地下湧水を「薬水」
といい、仕込み水と
して使用。
薬水は、超軟水のた
め、醸す超辛純米は
味わい優しく後口
スッキリの万能食中
酒。
酒米は、石川県で育
成された石川門を、
蔵人が栽培して使用。

製品の特徴
特定名称：

純米酒
原材料：石川門
精米歩合 ６５％
日本酒度 +8～10

相性の良い器

（おいしい飲み方）
キレ味が良いため、
冷やから常温、お
燗まで幅広い温度
帯で楽しむことが
できる。お料理と
ともに食中酒とし
ておすすめ。

・松浦酒造直営店 石川県加賀市山中温泉本町2丁目

山中はべん（かまぼこ）
の”チーズのし”、”鴨の
し”、 ”穴子のし”を
オーブントースターで炙れ
ば、風味豊かとなり、ドラ
イな純米酒にピッタリの相
性。

和のバニラエッセンスと
もよばれる吟醸香を利用
し、酒粕使用したソフト
クリーム。酒粕は、美容
と健康に良いとも言われ
ており、お試しあれ。

当蔵の日本酒が買える、または飲める国・地域（シンガポール、ドイツ（フランクフルト）、ドバイ）

Matsuura Shuzo Co., Ltd.Shishinosato

山中はべん

山中漆器 中嶋 武仁 氏 酒盃

酒粕ソフトクリーム

Contact https://www.makeshop.jp/ssl/contact/

獅子の里 超辛純米

代表取締役
松浦 文昭 氏

CEO
Fumiaki Matsuura

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

・松浦酒造オンライン http://shishinosato.free.makeshop.jp/shop/shopbrand.html?search=

山中の木地職人がやわら
かな木の口あたりを追求
し、お酒の香味の広がり
も計算して仕上がった酒
盃。自然とのふれ合いと
して森林浴を感じさせる
作品。

Shishinosato Cho karakuchi Junmai

石川で買える店

酒蔵生まれの発酵関連商品

地域の酒蔵編

－９－

代表銘柄 蔵元名

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局



日本酒の蔵元として明治9年（1876年）に創業。銘
柄「夢醸」は白山水系伏流水の良質な井戸水を仕込み
水とし、お米は同水系の田で契約栽培する酒造好適米
五百万石を主に使用。また、地元特産品「加賀丸い
も」を原料に「本格加賀丸いも焼酎」を開発。「日本
酒」「焼酎」日本酒からうまれた「美酒だし」を手が
ける小さな酒蔵。

夢醸 宮本酒造店

☎ 0761-51-3333

URL http://www.mujou.co.jp/

地元農家との契約栽
培による五百万石を
使用。
「夢醸」誕生10周年
を記念し、可憐な芳
香と、深くまろやか
な上質の旨味が特徴
の中汲み限定原酒。

製品の特徴
特定名称：

純米大吟醸
原材料：五百万石
精米歩合 ５０％
日本酒度 ＋３．５

相性の良い器

（おいしい飲み方）
素材の味を生かし
たお料理とともに。
冷やもしくは常温
でお楽しみくださ
い。グラスを冷蔵
庫で冷やし、お酒
は常温もお勧め。

・宮本酒造店 石川県能美市宮竹町イ74

特産の加賀丸いも磯辺焼き
は、もちもちの食感と、醤
油の香りが香ばしく、つま
みにおすすめ。日本酒のフ
ルーティーな香りとやや辛
口のまろやかな旨味が、食
材をひきたてる。

当蔵の日本酒を煮切り、その
旨みを凝縮して生み出された
至福の「美酒のだし」と「美
酒だしプレミアム」。
石川の特選素材と組み合わせ
た冬期限定「美酒鍋セット」
も大好評。

当蔵の日本酒が買える、または飲める国・地域（台湾）

Miyamoto Shuzouten Co., Ltd.Mujou

加賀丸いも磯辺焼き

九谷焼 酒器

美酒のだし、美酒のだしプレミアム

Mail shop@mujou.co.jp

夢醸 純米大吟醸 ＧＯＬＤ

取締役
後藤 由梨 氏

Director
Yuri Goto

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

・宮本酒造店オンライン http://www.mujou.co.jp/sake.html

九谷焼の器は、昔から慣れ
親しみ、３代目が収集した
酒器が数多く残されている。
お祝いの席や普段の生活に
九谷焼が溶け込み、その酒
器に注がれた当蔵の酒も宴
の名脇役として親しまれる。

Mujou Junmai Daiginjo Gold 

石川で買える店

2009年ＩＷＣ 純米吟醸・純

米大吟醸酒の部門でブロ
ンズメダルを受賞 酒蔵生まれの発酵関連商品

地域の酒蔵編

－１０－

代表銘柄 蔵元名

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局



江戸時代より味噌・醤油の醸造から、その仕込み水が
酒造りに好適であったことから酒造りを開始。
「米・水・技」全てを能登産で醸す真の「能登の地
酒」を目指し、美しい能登の里山里海を次世代に繋ぐ
ため、水田作りからの酒造りに取り組み、耕作放棄地
を再生させ、酒米を栽培し、その米で酒造りを行う。

竹葉 数馬酒造

☎ 0768-62-1200

URL http://chikuha.co.jp/

世界の料理人が賞賛
した純米酒。
地元農家と契約栽培
した「能登産山田
錦」を原料に能登の
水で醸した数馬酒造
を代表する銘柄。
五味のバランスが良
く、どんな食事にも、
どんな飲み方でも楽
しめる。

製品の特徴
特定名称：純米酒
原材料：

能登産山田錦
精米歩合 ５５％
日本酒度 ＋１

相性の良い器

（おいしい飲み方）
15℃台で飲むと
穏やかな甘さが口
に広がり酸味が先
行して口の中へと
進んでいきます。

・数馬酒造 石川県鳳珠郡能登町宇出津ヘ36

新鮮な魚の刺身、煮魚、
お寿司等と相性が良く、
特に、当お酒は、甘さ
を切る酸味なので、油
味ののった白身魚の刺
身とともに飲むのがオ
ススメ。

｢竹葉｣の日本酒と酒粕
を配合したお肌と環境
に優しい手作り石けん。
防腐剤などの品質安定
剤、合成香料、着色料
など余分な成分は一切
無添加。

当蔵の日本酒が買える、または飲める国・地域（米国、オーストラリア、シンガポール、中国、香港、台湾、英国、スペイン、イタリア、ドイツ）

Kazuma Sake Brewery Co., Ltd.Cikuha

魚料理

ワイングラス

竹葉 ＮＯＴＯ ＳＯＡＰ

Mail chikuha@kazuma.co.jp

竹葉 能登純米

代表取締役
数馬 嘉一郎 氏

CEO
Kaichiro Kazuma

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

・数馬酒造オンライン http://chikuha.co.jp/shop/

ワイングラスで、口当
たりが良くスーっと口
に運ぶときに芳醇な香
りを感じ、一口含むと
広がる味わいを楽しむ
ことが出来る。

Chikuha Noto Junmai

石川で買える店

2014年ＩＷＣ純米酒の部で
シルバーメダルを受賞

紹介者の
写真

酒蔵生まれの発酵関連商品

地域の酒蔵編

－１１－

代表銘柄 蔵元名

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局



もともと酒造りの職人であった初代が、江戸時代末期
の文久2年（1862年）に輪島の地で、自ら蔵元と
なって酒造店を開業。
以来150年余り、なるべく手作りの工程を残して、少
量ながら品質重視の酒造りを行う。
これまでに金沢国税局酒類鑑評会で20回、全国新酒鑑
評会で３回金賞を受賞。

千枚田 清水酒造店

☎ 0768-22-5858

URL http://notohomare.com/

北陸地方を代表する
酒造米である五百万
石や、一部地元の酒
米も使用して、能登
杜氏である蔵元が醸
した純米酒。
純米酒でありながら
軽快な酒質で、やや
辛口の飲みやすいお
酒。

製品の特徴
特定名称：純米酒
原材料：

五百万石・他
精米歩合 ６０％
日本酒度 ＋４

相性の良い器

（おいしい飲み方）
喉ごしがさわやか
で、切れのよいお
酒で、料理ととも
に味わうといっそ
うおいしさが引き
立つ。夏は冷やし
て、春秋は常温、
冬はぬる燗がお勧
め。

・清水酒造店 石川県輪島市河井町1-18-1

能登は、美味しい魚の
宝庫で、当店の酒は魚
とよく合います。刺身
や焼き魚、煮物などの
魚料理、特に魚の干物
と相性がよく、杯が進
む。

当社の酒粕は旨味があり、
甘酒や料理に好適。その
まま味わってもチーズの
ような味があり、お菓子
づくりにも使えるなど応
用範囲が広い。

Shimizu Sake brewing Co., Ltd.Senmaida

魚料理

輪島塗

能登誉 酒粕

Mail info@notohomare.com

奥能登輪島 千枚田

代表取締役
清水 亙 氏

CEO
Wataru Shimizu

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

・清水酒造店オンライン http://notohomare.com/

輪島を代表する伝統工芸
品であり、日本でも指折
りの漆器。
高級品のイメージが強い
が、実際には手頃な商品
もあり、修理も行ってお
り、末永く愛用できる。

Okunotowajima Senmaida

石川で買える店

紹介者の
写真

酒蔵生まれの発酵関連商品

地域の酒蔵編

－１２－

代表銘柄 蔵元名

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局



江戸時代後期に廻船問屋として創業し、江戸末期より
酒造りを始めたと伝えられている。
現在は９代目夫婦が酒造りの中心となり、「人と人を
繋ぐ酒を創りたい」との思いで、上品で口当たりやわ
らか、やさしい甘味が特徴の、飲んでほっとする癒や
し系のお酒を造る。
酒造りを紹介したいとの思いで、時期によっては酒蔵
見学が可能。

奥能登の白菊 白藤酒造店

☎ 0768-22-2115

URL http://www.hakutousyuzou.jp/

穏やかで上質な香り
と口当たりやわらか
でやさしい甘味が特
徴。
８代目蔵元が甘口の
純米を造りたいとい
う想いで造り始め、
当蔵のフラッグシッ
プ的な商品。
原材料に、山田錦と
五百万石を使用し、
低温で時間をかけて
醸したお酒。

製品の特徴
特定名称：純米酒
原材料：
山田錦・五百万石
精米歩合 ５５％
日本酒度 －４

相性の良い器

（おいしい飲み方）
かるく冷やして
（８～10℃）、
常温、ぬる燗
（40℃）と幅広
い温度帯でお楽し
み頂ける。

・白藤酒造店 石川県輪島市鳳至町上町24

刺身としても使える新鮮な
真フグを塩と米糠でじっく
り漬け込み熟成させて作ら
れた糠漬け。
凝縮された塩辛さと旨味が
特徴。
その旨味と当蔵の純米吟醸
のやさしい甘味の相性が良
い。

当蔵の日本酒が買える、または飲める国・地域（シンガポール、香港）

Hakuto Sake Brewery Co., Ltd.Okunoto No Shiragiku

輪島塗 コロ猪口

Mail info@hakutousyuzou.jp

奥能登の白菊 純米吟醸

代表取締役
白藤 喜一 氏

CEO
Kiichi Hakuto

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

石川県内の蔵元と伝統工
芸のコラボ企画がきっか
けで、当蔵の純米吟醸の
香味が引き立つ器を作っ
ていただいた作品。
輪島塗特有のやわらかい
実感を感じながら、当社
の口当たりの良い上質な
甘味を楽しんでほしい。

Okunoto No Shiragiku Junmai Ginjo

石川で買える店

フグのヌカ漬け

詳しくは、白藤酒造店にお問い合わせください。

・取扱い酒販売店 http://www.hakutousyuzou.jp/shop_guide.html （国内のみ）

地域の酒蔵編

－１３－

代表銘柄 蔵元名

足を運んで頂いた皆さんに、私
達の酒造りを紹介できたらとの
思いから、酒蔵見学を受け入れ
ている。

http://www.hakutousyuzou.jp/study.html

【見学可能期間：通年（タイミング
により見学できない場合あり）】

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局



明治元年（1868年）創業、クラシカルな蔵で能登杜
氏による極寒仕込みを続け、和釜で米を蒸し、木製の
槽で醪を搾っている。
「荒海の幸から甘いデザートまで楽しく乾杯を広げた
い」という思いで、日本酒と能登素材のリキュールを
造る。能登の風土に寄り添う酒造りを伝えたくて、酒
蔵見学も積極的に開催。

大江山 松波酒造

☎ 0768-72-0005

URL http://www.o-eyama.com/

酒造りの後半に能登
の寒さを味方にじっ
くり低温発酵。
強すぎない穏やかな
吟醸香は含み香が上
品。
原酒を瓶貯蔵し、夏
を超えた頃にまろや
かさが際立ち、時を
経て楽しみがあるお
酒。

製品の特徴
特定名称：大吟醸
原材料：山田錦
精米歩合 ４０％
日本酒度 ＋２

（おいしい飲み方）
冷やしすぎない常
温が口当たりも穏
やかで、芳醇な香
りが楽しめる。
ALC.17度と高い
原酒なので小さな
ショットグラスに
氷を浮かべて味わ
うのも良し。

・松波酒造 石川県鳳珠郡能登町松波30-114

しゃぶしゃぶ、すき焼き、
ステーキなどの比較的脂身
が強い食材に、存在感をバ
ランスよく表現できるお酒。
美味しいものを少しずつい
ただく感覚も程よくマッチ
する。

そのまま食べても美味しく、お
料理には万能調味料として使え
る酒粕を手に塗り、マッサージ
後に洗い流すとツルツルふっく
らで肌の色がワントーン明るく
なる。 (アルコールが弱い方は不可)

当蔵の日本酒が買える、または飲める国・地域（中国、香港、ドイツ、英国、ベトナム）

Matsunami Shuzo Co., Ltd.Oeyama

能登牛

純米酒の酒粕

Mail sake@o-eyama.com

大江山 大吟醸

社長
金七 政彦 氏

President
Masahiko Kinshichi

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

・松波酒造オンライン http://o-eyama.shop-pro.jp/

Oeyama Daiginjo

紹介者の
写真

仮の写真

事前に予約を行えば、個人から団体まで酒蔵見学が
可能。年に一度のイベント「蔵開き」では、酒粕を
用いた「酒粕ハンドエステ」も行う。

詳しくは、松波酒造にお問い合わせください。

石川で買える店

飲める店 ・買える店・飲める店 http://www.o-eyama.com/shops.html

酒蔵生まれの発酵関連商品

地域の酒蔵編

相性の良い器
輪島塗 ぐい呑み
お祭りや、もてなしの器とし
て身近な輪島塗り。
特に朱色のものは、口当たり
のソフトさと、軽く使い心地
の良さが日本酒に合う。

－１４－

代表銘柄 蔵元名

【見学可能期間：通年(12月30日～1月4日は定休日)】

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局



創業天明6年（1786年）以来、良い酒を造るには良
い酒米からと考え、自社の田にて独自の酒米「長生
米」（大粒で心白がある）を栽培し、良い酒を造るた
め努力している。さらに、仕込水は、自社地下水（硬
水7.62度）と霊水「清水（しょうず）」の湧水（軟水
3.07度）を使いわけ、手作りで仕込む。
創業以来、米作りから酒造りと一貫生産している日本
唯一の酒造店。

長生舞 久世酒造店

☎ 076-289-2028

URL http://www.choseimai.co.jp/

創業当時から先祖
代々受け継がれ、自
社で栽培する独自の
酒米「長生米」を
100％使用する。
仕込水は、霊水「清
水の湧水」（軟水
3.07度）と自社地下
水（硬水7.62度）の
２種類を使用して仕
込む。
コメ、水の原料にこ
だわった一品。

（おいしい飲み方）
冷や、常温、ぬる
燗、熱燗と、温度
帯を選ばず、どれ
でも美味しく飲め
る。

・久世酒造店 石川県河北郡津幡町清水イ122

治部煮（じぶ煮）は、
鶏肉に小麦粉をまぶ
し、だし汁で煮込ん
だ石川県の郷土料理。
濃い味のじぶ煮にも、
当社日本酒の相性が
良く、治部煮のとろ
みをさらりと流し、
酒と料理が進む。

・添加物・香料を使用せず、当社
の熟成した酒粕と能登の天然塩の
みで作った万能調味料「ぬり漬け
の素」。野菜の一夜漬けや、肉や
魚に塗ってよし。（写真左）

当蔵の日本酒が買える、または飲める国・地域（ドイツ、イギリス、マレーシア、シンガポール、中国、香港）

Kuze Sake Brewery Co., Ltd.Choseimai

じぶ煮

塩酒粕、五年熟成酒粕

Mail info@choseimai.co.jp

長生舞 特別純米酒

代表取締役会長
久世 一嘉 氏

Chairman of the Board

Kazuyoshi Kuze

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

・久世酒造店オンライン http://choseimai.shop7.makeshop.jp/

Choseimai Tokubetu Junmai

紹介者の
写真

仮の写真

店舗内では、日本酒
以外にも、酒粕や酒
粕を用いた調味料等
を販売する。
写真（左）は、大吟
醸酒粕アイス。

石川で買える店

飲める店

酒蔵生まれの発酵関連商品

地域の酒蔵編

－１５－

代表銘柄 蔵元名

製品の特徴
特定名称：

特別純米酒
原材料：長生米
精米歩合 ５８％
日本酒度 ＋４

・５年以上熟成された大吟醸と純
米吟醸の酒粕をブレンド。熟成が
進んだ濃い色合いと、豊かな旨味
が特徴。（写真右）

仮の写真

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局



日本酒と相性の良い料理・つまみ編

株式会社白藤酒造店

代表取締役
白藤 喜一 氏

CEO
Kiichi Hakuto

紹介者

URL http://www.yamaguchi-suisan.com/ Mail izumi@yamaguchi-suisan.com

どじょうの蒲焼き

つまみ
の写真

菊姫合資会社
営業部

福岡 航也 氏
Sales department

Kouya Fukuoka

紹介者

かばやき屋 石川県金沢市寺中町ホ61-10 ☎ 076-268-9770

Contact http://kabayakiya.com/contact.html

酒蔵の紹介
事例２

どじょうは、金沢で親しまれてきた伝統食。
栄養価が非常に高く、夏ばて予防、疲労回
復、美容・美肌効果の高い食材として馴染
み深い魚。

日本酒との相性
甘辛のタレにつけたどじょうの蒲焼きは、
濃醇旨口のお酒との相性が抜群。栄養満点
で、しかもおいしいどじょうの蒲焼でお酒
と食が進む。石川で買える店

URL http://kabayakiya.com/

乳酸発酵食品のヌカ漬
けは独特の風味と複雑
な味わいがあり、乳酸
発酵を利用する山廃仕
込みの酒とは、互いの
酸味と旨味が絶妙に
マッチ。

株式会社 あら与本店 石川県白山市美川北町ル61 ☎ 076-278-3370

日本酒との相性

株式会社車多酒造
代表取締役

車多 一成 氏
CEO

Kazunari Shata

紹介者

ふぐは、内臓を中心に「ふぐ毒」と言われる強い毒があるもの
の、古くから毒を無効化する製法としてヌカ漬けが伝えられ、
長期保存食として食されてきた。

石川で買える店

URL http://shop.arayo.co.jp Mail inform@arayo.co.jp

酒蔵の紹介
事例１

石川で買える店

刺身としても使える新
鮮な真フグを塩と米糠
でじっくり漬け込み熟
成させて作られた糠漬
けは、凝縮された塩辛
さと旨味が特徴で、そ
の旨味と当蔵の純米吟
醸のやさしい甘味が良
く合う。

日本酒との相性

ふぐのヌカ漬け

輪島海産房やまぐち 石川県輪島市輪島崎町3-4-9 ☎ 0768-22-0239 

－１６－

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局



日本酒と相性の良い料理・つまみ編

URL http://kaga-maruimo.com/

加賀丸いも磯辺焼き酒蔵の紹介
事例３

株式会社宮本酒造店

販売促進部
奥村 氏

Sales promotion 
department

Okumura

紹介者

加賀丸いもは、栽培がはじまって100年あ
まりの南加賀地域の特産品。独特の強い粘り
と風味があり、生でも食べられるのが特徴。
2016年に石川県内初となる「地理的表示
（ＧＩ）保護制度」に登録。

日本酒との相性
加賀丸いも磯辺焼きは、お手軽な家庭料理
ながら、丸いもに含まれる成分が、肝臓の
機能を高めるなどの作用があり、お酒のお
つまみにおすすめ。

登録生産者団体へリンク

塩辛さが強い「へしこ」を吟醸酒粕で再度
漬け込み、塩分を控え、旨味が増しており、
お酒とともに食せば、脂がのった鯖の旨味
が感じられる絶品。

有限会社 荒忠商店 石川県白山市美川永代町甲233 ☎ 076-278-5021

日本酒との相性
鹿野酒造株式会社

取締役会長
鹿野 頼宣 氏
Chairman & CEO
Yorinobu Kano

さばへしこの粕漬 紹介者

「へしこ」は、魚を塩漬けしてから、さら
に糠漬にした郷土料理。厳しい冬を乗り越
えるための貴重な食材として、石川や福井
などを中心に日本海側で作られてきた。

石川で買える店

URL http://www.arachu.com/ Mail aracyu@alpha.ocn.ne.jp

酒蔵の紹介
事例４

能登牛

松波酒造株式会社
女将

金七 えり子 氏
proprietress

Eriko Kinshichi

紹介者酒蔵の紹介
事例５

石川で肥育されている黒毛和種の肉牛の中
で、全国同一の基準で格付された肉質、肉
色などの優れたものを認定し「能登牛」と
称している。高い品質を誇りながらも、飼
育頭数が少ないため「幻の肉」と言われ、
その多くが石川で消費されている。

日本酒との相性
「能登牛」の脂身を味わえる、しゃぶしゃ
ぶ、すき焼き、ステーキなどを、少しずつ
いただく感覚に、お酒がほどよくマッチす
る。

石川で買える店
・食べられる店
石川県リンク

URL http://www.pref.ishikawa.lg.jp/nousan/chikusan/chikusann/ninteiten.html

－１７－

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局

鹿野酒造株式会社 石川県加賀市八日市町イ6 ☎ 0761-74-1551



日本酒と相性の良い料理・つまみ編

山中はべん酒蔵の紹介
事例６

松浦酒造有限会社
代表取締役

松浦 文昭 氏
CEO

Fumiaki Matsuura

紹介者

「はべん」とは、石川や富山で用いられてい
る「かまぼこ」を意味する方言。山中温泉で
は山中の水で仕込んだ「山中はべん」がつく
られており、サーモンやカニなどの食材を用
いたオリジナルの手作り品が特徴。

日本酒との相性
山中はべんの”チーズのし”、”鴨の
し”、 ”穴子のし”をオーブントースター
で炙れば、風味豊かとなり、ドライな純米
酒にピッタリ合う。

株式会社 小出仙 石川県加賀市山中温泉本町2丁目ナの4 ☎ 0761-78-1310

石川で買える店

URL http://www.kodesen.com/ Mail kdesen@outlook.jp

－１８－

URL http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/cuisine/cuisine3_2.html

じぶ煮酒蔵の紹介
事例7

株式会社久世酒造店

代表取締役会長
久世 一嘉 氏

Chairman of the Board

Kazuyoshi Kuze

紹介者

治部煮（じぶ煮）は、鶏肉に小麦粉をまぶし、
だし汁で煮込んだ石川県の郷土料理。
旨味を閉じ込めただし汁が具に良く絡むのが
特徴。
江戸時代は、地元で獲れた鴨肉を用いること
が多かったが、近年は鶏肉が主に用いられて
いる。

日本酒との相性
軟水と硬水を用いて造られた当社日本酒は、
濃い味の料理とも相性が良く、鶏肉の旨味
を包み込んだじぶ煮のとろみをさらりと洗
い流し、さらに料理と酒が進む。

農林水産省
食育ページリンク

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局



日本酒と相性の良い器編

輪島塗
石川県輪島市で生産される漆器で、特に「塗
り」の技術が高い。現存する最古の輪島塗りは、
500年程前のもので、現代に通じる技法は江戸
時代に確立、職人から職人へと脈々と伝えられ、
時代とともに芸術品へと磨き上げられてきた漆
塗り。

URL: http://konishi-shogoro.com/

Wajima nuri

輪島塗りの津田 石川県輪島市鳳至町稲荷30 ☎ 0768-22-1802

URL http://wajimanuri-tsuda.com/

小西庄五郎漆器店 石川県輪島市河井町1部148-1 ☎ 0768-22-1052

紹介者

紹介者

石川で買える店紹介

酒器の写真

石川で買える店紹介

酒器の写真

日本酒との相性

日本酒との相性

木地・塗師・加飾職人がそれぞれ培ってき
た技術の粋と手間をかけ作られたぐい呑み、
贅の限りを尽くした一杯となること間違い
なし。

蔵元と伝統工芸のコラボ企画で生まれ、当
蔵の純米吟醸の香味が引き立つ器。輪島塗
特有のやわらかい実感と口当たりで、日本
酒を楽しんで頂ける。

酒蔵の紹介
事例１

菊姫合資会社
営業部

福岡 航也 氏
Salesdepartment
Kouya Fukuoka

株式会社白藤酒造店

代表取締役
白藤 喜一 氏

CEO
Kiichi Hakutou

－１９－

Contact http://wajimanuri-tsuda.com/guide/#contact

Contact http://konishi-shogoro.com/contact/

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局



日本酒と相性の良い器編

九谷焼
九谷焼は、江戸時代初期の1655年に加賀藩の命により九
谷(現在の石川県加賀市）に窯を築いたのが始まりと言われ
ており、繊細かつ鮮やか画風が特徴。
明治時代には、海外に輸出されるようになり、明治6年
（1873年）のウィーン万博で、その高い芸術性が世界に
広まった。

Kutaniyaki

鏑木商舗 石川県金沢市長町1丁目3-16 ☎ 076-221-6666

URL http://kaburaki.jp/

紹介者

石川で買える店紹介

仮の写真

酒器の写真

山中漆器

紹介者

石川で買える店紹介

URL http://www.kaga-tv.com/yamanaka/

山中うるし座 石川県加賀市 山中温泉塚谷町イ268-2 ☎ 0761-78-0305

Yamanaka lacquerware

仮の写真

酒蔵の紹介
事例２

山中漆器は、安土桃山時代に、現在の加賀市に木地師の
集団が移住したことに始まる。その後、山中温泉の土産
品や、茶道具などの塗り物の産地として発展。
椀などの丸物木地をろくろで挽く挽物木地の分野では、
縦木取りや加飾挽きなど、山中独自の高い技術を有する。

Mail ylca@kaga-tv.com

松浦酒造有限会社
代表取締役

松浦 文昭 氏
CEO

Fumiaki Matsuura

株式会社車多酒造
代表取締役

車多 一成 氏
CEO

Kazunari Shata

Mail kanazawa@kaburaki.jp

当社の山廃純米酒は熟成による濃い山吹色
が特徴、この色を目で楽しんでいただくた
めにはガラスの器が最適。中でもグラスの
ステムとプレート部分が九谷焼の鏑木ワイ
ン＆酒グラスは、お酒の色合いと風味を楽
しむことができておすすめ。

山中の木地職人がやわらかな木の口あた
りを追求し、お酒の香味の広がりも計算
して仕上げた酒盃。自然とのふれ合い、
木のぬくもりを感じさせる作品。
左の写真は、木地師中嶋 武仁 氏制作の
酒盃に蒔絵で地酒「獅子の里」のロゴを
画いたもの。

酒蔵の紹介
事例３

日本酒との相性

日本酒との相性

－２０－

※「獅子の里」酒盃は、松浦酒造にて販売。

取材・編集：北陸農政局
編集協力：金沢国税局



－２１－

日本酒を買える店・飲める店

酒蔵 国・地域 店舗名

買
え
る

飲
め
る

ＵＲＬ

日本 飲める店一覧 ○ http://nakamura-shuzou.co.jp/user_data/shop.php

日本 オンラインショップ ○ http://nakamura-shuzou.co.jp/products/list.php

米国（フロリダ） ＮＡＯＥ ○ http://www.naoemiami.com/home.htm

日本 直営店一覧 ○ https://www.fukumitsuya.co.jp/sake-shop/

日本 オンラインショップ ○ https://www.fukumitsuya.com/

米国（ＮＹ） Landmark Wine & Spirits ○ https://www.facebook.com/Landmark-Wine-Spirits-279950855777604/

米国（ＣＡ，ＮＹ、ＩＬ、ＨＩ） Mitsuwa Marketplace ○ https://www.mitsuwa.com/

米国（ＣＡ） Marukai ○ https://www.marukai.com/

米国（LA） Asanebo ○ http://asanebo-restaurant.com/

米国（ＣＡ） Kabuki Restaurants ○ https://www.kabukirestaurants.com/

米国（LA） Wadatsumi ○ https://www.yelp.co.jp/biz/wadatsumi-wla-los-angeles-2

米国（ＮＹ） Sushi Katsuei ○ https://www.sushikatsuei.com/

米国（ＮＹ） Izakaya Nomado ○ https://www.izakayanomad.com/

米国（ＮＹ） EN Japanese Brasserie ○ http://enjb.com/

米国（SF） Pabu ○ https://www.michaelmina.net/restaurants/san-francisco-bay-area/pabu/

米国（SF） Sanraku ○ http://www.sanraku.com/sanraku.html

カナダ（トロント、スカボロー） LCBO ○ http://www.lcbo.com/content/lcbo/en.html

カナダ（バンクーバー） Kitsliano Wine shop ○ https://www.winecellarsbc.com/

カナダ（バンクーバー） JAK's South Granville ○ https://www.jaks.com/

カナダ（バンクーバー） FIREFLY ○ http://www.fireflyfinewinesandales.com/

カナダ（バンクーバー） Guu Izakaya ○ https://guu-izakaya.com/

カナダ（バンクーバー） Kingyo Izakaya ○ http://www.kingyo-izakaya.ca/

香港 Global Wine Cellar Retail Shop ○ https://www.facebook.com/GWCRetailShop/

スペイン（バルセロナ） dos palillos ○ https://www.dospalillos.com/

フランス KIOKO ○ https://www.kioko.fr/fr/

日本 やちや酒造 ○ http://www.yachiya-sake.co.jp/

日本 オンラインショップ ○ http://kagatsuru.com/

米国（ＮＹ） Aquavit ○ http://www.aquavit.org/about/

日本 菊姫 ○ https://www.kikuhime.co.jp/

日本 酒亭 菊姫 ○ https://www.kikuhime.co.jp/shutei_info/

中国（上海） 静安香格里拉大酒店　日本料理「鶴」 ○ http://www.shangri-la.com/cn/shanghai/jinganshangrila/dining/restaurants/tsuru/

韓国（釜山） PARADISE HOTEL PUSAN 「栄」 ○ https://www.busanparadisehotel.co.kr/dining/restaurants.do?seq=4

韓国（ソウル） WESTIN CHOSUN HOTEL　「sushiＣＨＯ」 ○ https://twc.echosunhotel.com/dining/sushiCho.do?rstrntCode=SUSHICHO&wbOutlet=011

米国（ＮＹ） Decibel ○ https://www.sakebardecibel.com/

米国（ＷＡ） Sushi Nakazawa ○ https://www.sushinakazawa.com/washington-dc/

香港 ZUMA ○ https://www.zumarestaurant.com/

日本 鹿野酒造 ○ http://www.jokigen.co.jp/

日本 オンラインショップ ○ http://jyokigen.jp/

日本 飲める店一覧 ○ http://www.jokigen.co.jp/shop/index.html

やちや酒造

菊姫（合）

鹿野酒造

中村酒造

福光屋
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日本酒を買える店・飲める店

酒蔵 国・地域 店舗名

買
え
る

飲
め
る

ＵＲＬ

日本 取扱い売店一覧 ○ http://www.tengumai.co.jp/links/index.html

米国（ＮＹ） Sakagura ○ http://www.sakagura.com

米国（ＮＹ） Torishin ○ https://torishinny.com/

米国（ＮＹ） Ippudo Westside ○ https://www.ippudony.com/

カナダ（トロント） MIKU ○ https://mikutoronto.com/reservations/

カナダ（バンクーバー） YUWA ○ https://www.yuwa.ca/

フランス（パリ） KIOKO ○ https://www.kioko.fr/jp/

オーストラリア(シドニー ) Dan Murphy's ○ ○ https://www.danmurphys.com.au/Stores/all-stores

オーストラリア(シドニー ) Tetsuya’s ○ http://tetsuyas.com/

オーストラリア(メルボルン ) Kisume ○ https://kisume.com.au/

日本 松浦酒造直営店 ○ http://www.shishinosato.com/

日本 オンラインショップ ○ http://shishinosato.free.makeshop.jp/shop/shopbrand.html?search=

ドイツ（フランクフルト） J’epoca SAKAbar ○ http://jepoca-sakabar.eu/

日本 宮本酒造店 ○ http://www.mujou.co.jp/

日本 オンラインショップ ○ http://www.mujou.co.jp/sake.html

台湾 日勝生加賀屋温泉飯店1F売店 ○ -

台湾
酒神楽　台北信義店

（新光三越百貨店信義新天地店A4館B2） ○ -

台湾
酒神楽　台南店

　(新光三越百貨店台南西門店B2) ○ -

日本 数馬酒造 ○ http://chikuha.co.jp/

日本 オンラインショップ ○ http://chikuha.co.jp/shop/

ドイツ（フランクフルト） J’epoca SAKAbar ○ http://jepoca-sakabar.eu/index.php/de/

日本 清水酒造店 ○

日本 オンラインショップ ○

日本 白藤酒造店 ○ http://www.hakutousyuzou.jp/

日本 取扱い売店一覧 ○ http://www.hakutousyuzou.jp/shop_guide.html

日本 松波酒造 ○ http://www.o-eyama.com/

日本 オンラインショップ ○ http://o-eyama.shop-pro.jp/

日本 買える店・飲める店一覧 ○ ○ http://www.o-eyama.com/shops.html

中国（上海） 志多町（したまち） ○ http://jiexin-hr.com/

香港 皐月有限公司 ○ http://www.satsuki.com.hk

香港 金山海鮮酒家 ○ -

ドイツ（フランクフルト） J'epoca-sakaba ○ http://jepoca-sakabar.eu/index.php/de/

英国（ロンドン） The Fat Dack ○ https://www.thefatduck.co.uk/

中国（上海） 上海梅龍鎮伊勢丹 ○ http://www.isetan.cn/sh/index.html

中国（上海） 上海　高島屋 ○ https://www.takashimaya.com.cn/

中国（蘇州） 蘇州　久光 ○ http://www.jiu-guang.com/suzhou/home/index.php

日本 久世酒造店 ○ http://choseimai.co.jp/

日本 オンラインショップ ○ http://choseimai.shop7.makeshop.jp/shopbrand/ct2/

http://notohomare.com/

白藤酒造店

松波酒造

久世酒造店

車多酒造

松浦酒造

宮本酒造店

数馬酒造

清水酒造店




