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【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。

○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。

【ウェブサイト】

https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/kome_culture.html#niigatakaetsu

https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/kome_culture.html#niigatakaetsu
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日本酒

多彩な食材と発酵食品

器

新潟県は、冬は海から湿気を含んだ空気が日本列島
を越え太平洋側へ移動する際、平野部では遮られる事
のない強い風が吹き、積雪はそれほどではありません
が、山間部に達すると、たくさんの雪を降らせます。

新潟県版コメの食文化の基礎

気候

新潟県には、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、まず最初に育まれた基礎
となる背景を紹介します。

稲作 冬は日照時間が短く降雪が多く、夏は日照時間が長
く雨量が少ない新潟県の気候で、雪どけの清流は豊富
な水をもたらし、肥沃な越後平野に注がれ、米づくり
に適した地域です。その中でも、魚沼地域、岩船地域
（村上市、関川村等）、佐渡地域は最も適しています。

新潟県は、酒造りに必要な、コメ、水、気候に恵ま
れた地域です。越後の山に降り積もった雪解け水は軟
水で、これを使用したお酒はまろやかでやわらかな味
わいになります。更に寒い新潟の冬に低温で仕込まれ
るお酒は麹菌や酵母が素直に育つため、きめの細かい
お酒になります。

米や大豆が豊富に育ち、冬の降雪と適度な寒暖があ
る新潟県は、日本酒、味噌、醤油、納豆といった伝統
的な発酵食の文化が発展してきました。また、米どこ
ろであることから、米菓（煎餅、あられ等）の生産が
日本一。加えて、米粉発祥の地であることから、生産
や製造も盛んです。

新潟県には、地域の気候風土を生かした様々な工芸
品が発達し、今なお脈々と受け継がれ「村上木彫堆
朱」「新潟漆器」「燕鎚起銅器」「無名異焼」が伝統
工芸として広く知られています。また、洋食器の町と
知られている燕市や金属加工の三条市では、現在の生
活に合ったデザイン性溢れる食器が製造されています。

－１－

仮の写真

仮の写真

仮の写真

歴史 新潟県はかつて「越後・佐渡国」と呼ばれていまし
た。今のような全国一の米どころとなったのは、江戸
時代から幾多の先人たち新田開発の努力からで、平野
部の広大な低温地が広がる劣悪な環境の中、壮絶な水
との戦いがあったからこそです。



酒蔵マップ

－２－

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、新潟県（下越地区）内の全ての
酒蔵を紹介しているわけではありません。

大洋酒造(株)1
菊水酒造(株)２

白龍酒造(株)３

今代司酒造(株)４

村祐酒造(株)５

金鵄盃酒造(株)６

下越酒造(株)７

麒麟山酒造(株)８

弥彦酒造(株)10

笹祝酒造(株)９



「つまみ・器マップ」

－３－

千年鮭きっかわ（鮭の酒びたし）

新潟漆器(株)（新潟漆器）

望川閣（里芋ベーコン巻き）

よろずや狩谷

（弥彦むすめイカメンチ）

金津焼 押見窯（金津焼）

宮川糀や

（みがきにしんのこうじ漬け）

五泉市村松 さくらんど温泉
（鯉の甘露煮・鯉のあらい）

菊水酒造(株)（無名異焼）

富貴堂（鎚起銅器）

あべ農園（いちじくグラッセ）

酒蔵すいせん
村上木彫堆朱事業協同組合

（村上木彫堆朱）

鎚起工房 清雅堂

（鎚起の錫製酒器）



新潟県内では最も北に位置する酒蔵で、蔵のある村上
は歴史と自然に溢れたまち。
品質や素材にこだわった酒造りを徹底しており、現在
仕込みに使う酒米は「越淡麗」などの新潟県産米を
100％使用。
平成30年には関東信越国税局酒類鑑評会 純米吟醸酒
の部で最優秀賞を受賞するなど多くの受賞歴がその技
術力の高さを証明している。酒蔵見学、試飲ができる。

大洋盛 大洋酒造

☎ 0254-53-3145

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

創立50周年を記念
して発売されたお酒。
地元である村上地域
の酒販店のみで販売
している地域限定酒
で、郷土料理との相
性も抜群。毎日の晩
酌用としてはもちろ
ん、お遣い物やお土
産としても愛されて
いる一本。

製品の特徴
原材料米：

五百万石、他
精米歩合：５５％
日本酒度：＋５

日本酒を買える、または飲める国・地域（米国、オーストラリア、フランス（パリ） ）

Taiyozakari

鮭の酒びたし

Mail info@taiyo-sake.co.jp

紫雲 大洋盛
Shiun Taiyozakari

常務取締役
佐藤 雅彦 氏
Executive Director

Sato Masahiko

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

新潟で買える店

飲める店

・大洋酒造 新潟県村上市飯野1-4-31

地域の酒蔵編

－４－

代表銘柄 蔵元名

相性の良い器

Taiyo Sake Brewery Co., Ltd.

鮭と塩のみを原料とし、
寒風にさらしながら約
１年間をかけてじっく
りと熟成させる伝統の
味。凝縮された旨みと
適度な塩味は紫雲大洋
盛との相性抜群。

村上市の伝統的工芸品
である「村上木彫堆
朱」で作られたぐい呑
み。地元の酒には地元
の漆器で飲むと格別に
美味しい。

村上木彫堆朱 ぐい呑み

・大洋酒造オンラインショップ http://www.taiyo-sake.co.jp/shopping/ （国内）

写真

・飲める店 http://www.taiyo-sake.co.jp/drinkshop_list.asp

（おいしい飲み方）
香りは控えめで、
スッキリとした味わ
いが特徴。冷酒から
燗まで幅広く楽しむ
事ができる。料理や
おつまみとの相性も
良く、食中酒として
最適。

酒蔵生まれの発酵関連商品
大洋盛フェイスマスク「白紗」

大洋盛の麹米で仕込ん
だ本格麹あま酒を配合。
保湿に優れた「あま
酒」がお肌のキメを整
え、ハリを与える。

取材・編集：北陸農政局
編集協力：関東信越国税局、関東経済産業局

1
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明治14年（1881年）創業、新発田市は飯豊連峰を臨
む城下町。
水資源に恵まれ、実りの季節には黄金色の稲穂が一面
を埋めつくす北越後平野の地で、酒造りを行っている。
また、酒造りだけではなく日本酒文化の研究にも取り
組んでおり、様々な酒器や文献からお酒の愉しみ方を
研究・開発する「菊水日本酒文化研究所」を見学する
ことも可能。

菊水 菊水酒造

☎ 0254-24-5111

URL https://www.kikusui-sake.com/

日本初の生原酒缶と
して昭和47年の発
売以来、多数のファ
ンに愛されてきまし
た。フレッシュな果
実のような香り、コ
クのあるしっかりし
た旨みが織りなす豊
かな味わいが楽しめ
る。

製品の特徴
特定名称：
本醸造酒（生原酒）
原材料米：

新潟県産米
精米歩合：７０％
日本酒度：－３

日本酒を買える国・地域（米国、シンガポール ）

Kikusui

のどぐろ

Mail customer@kikusui-sake.com

ふなぐち菊水一番しぼり
Funaguchi Kikusui Ichiban Shibori

営業部マーケティング室
アシスタントマネージャー

長谷川 洋平 氏
Sales department Marketing 

room Assistant Manager

Hasegawa  Yohei

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

新潟で買える店
・菊水酒造 新潟県新発田市島潟750

地域の酒蔵編

－５－

代表銘柄 蔵元名

相性の良い器

KIKUSUI SAKE CO., LTD.

濃醇で旨味たっぷりのふな
ぐちは、程良く脂がのった
白身魚と好相性。地元新潟
の新鮮な魚と一緒に、酒と
肴、互いの旨みが引き出さ
れ、新たな美味しさが生ま
れる。

新潟県の佐渡伝統の焼き物
「無名異焼（むみょういや
き）」。鬼面杯の外側は鬼を、
内側にはおかめをあしらい
「鬼は外、福は内」のおめで
たい粋な意匠となっている。

無名異焼 鬼面杯

アシスタントマ
ネージャー
写真

写真

（おいしい飲み方）
ほとばしる鮮烈な旨
みと爽やかな喉ごし
を感じていただきた
いので、冷やして飲
むのがオススメ。ま
た、ロックや炭酸割
は、飲み口がマイル
ドになり飲みやすく
なる。

酒蔵生まれの発酵関連商品
あま酒・酒粕

・十六穀でつくった麹あま酒
新潟県産米１００％の麹と厳選し
た十六穀を使用したノンアルコー
ルの発酵飲料。

・スーパー酒粕さかすけ
清酒の製造工程から生まれた発酵
食品「酒粕」を乳酸菌で発酵させ
た、ダブル発酵食品。

・菊水酒造オンラインショップhttps://www.kikusui-sake.com/home/search/home.html

取材・編集：北陸農政局
編集協力：関東信越国税局、関東経済産業局

２
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創業は江戸時代天保10年（1839年）。
北前船で賑わう湊町新潟で、北海道と交易する回船問
屋から分家し、需要の多かった新潟からの主産物であ
る酒を製造する酒造業を創業した。
酒造りには、新潟の代表的酒米「五百万石」を中心に
使用し、飲み飽きしない酒造りを心がけている。

白龍 白龍酒造

☎ 0250-62-2222

URL    https://hakuryu-sake.com/

地元・阿賀野市酒米
協議会の生産農家と
の契約栽培で作られ
た「五百万石」を１
００％使用。やさし
い飲み口とふっくら
とした旨みがあり、
冷酒はもちろん、ぬ
る燗にしても美味し
く楽しめる。新潟県
限定販売商品として
ロングセラーの商品。

製品の特徴
特定名称：

特別純米酒
原材料米：

五百万石
精米歩合：５５％
日本酒度：＋３

（おいしい飲み方）
よく冷やせばスッキ
リとした飲み口の冷
酒として、程よく温
めれば純米系の旨み
が口中に広がる旨口
系として、シーンに
合わせてお楽しみい
ただける。

日本酒を買える、または飲める国・地域（米国、インドネシア、マレーシア、香港、韓国 他 ）

Hakuryu

南蛮えびの刺身

Mail info@hakuryu-sake.com 

特別純米 越後府
Tokubetujunmai Etigohu

代表取締役
白井 秀利 氏

Representative Director
Shirai Hidetoshi

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

新潟で買える店

地域の酒蔵編

－６－

代表銘柄 蔵元名

Hakuryushuzou Sake-brewing CO., LTD.

主に北陸以北の日本
海で獲られる「甘エ
ビ」。新潟では、色
や形が赤唐辛子（南
蛮）に似ていること
から「南蛮エビ」と
呼ばれている。特に
甘みが強く、とろけ
るような味わいは、
程よく冷やした純米
酒と相性抜群。

写真

2019年は、「特撰
大吟醸 笹屋茂左衛
門」が最高金賞を
受賞！2006年から
14年連続、15回目
の受賞。 また「大
吟醸 白龍」「純米
大吟醸 白龍」は金
賞を受賞。

20１９年モンドセレクションにおいて
最高金賞・金賞を受賞している。

・白龍酒造オンラインショップ https://hakuryu-sake.com/ （国内）

取材・編集：北陸農政局
編集協力：関東信越国税局、関東経済産業局

３
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1767年創業、アルコール添加を一切行わない全量純
米仕込みの酒蔵。
酒・味噌・納豆・醤油などの発酵食製造業が古くから
集まる「沼垂 醸す地区（ぬったり かもすちく）」
に位置している。
新潟駅から徒歩圏内にありながら昔の風情を残す酒蔵
は見学や試飲もでき、日本の伝統である酒造りの世界
を今に伝えていく。

今代司 今代司酒造

☎ 025-245-3231

URL   http://imayotsukasa.co.jp/

製品の特徴
原材料米：

米（国産）
精米歩合：非公開
日本酒度：非公開

（おいしい飲み方）
燗で飲んでいただく
と、酸味と甘みのバ
ランスが取れ、味わ
いの膨らみも感じ、
おすすめ。錦鯉（Ｋ
ＯＩ）は、アルコー
ル度数も17度と高め
の「濃い」お酒。
「濃い」お酒には
「濃い」味の料理が
良く合う。

日本酒を買える、または飲める国・地域（香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、台湾、韓国、ﾄﾞｲﾂ、ｽｲｽ、ｵｰｽﾄﾘｱ、ｲｷﾞ
ﾘｽ、ﾌﾗﾝｽ、ベルギー、ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ、ﾛｼｱ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ、ｶﾅﾀﾞ）

Imayotsukasa

鯉の甘露煮・鯉のあらい

Mail junmai@imayotsukasa.com

錦鯉（ＫＯＩ）

醸造責任者
古田 悟 氏

Brewing manager
Furuta Satoru

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

新潟で買える店 ・今代司酒造 新潟県新潟市中央区鏡が岡1番1号

地域の酒蔵編

－７－

代表銘柄 蔵元名

相性の良い器

Imayo Tsukasa Sake Brewery Co., Ltd.

燗や常温なら、新潟で
昔から食べられている
こっくりとした味付け
の「鯉の甘露煮」が相
性ぴったり。
暑い季節にロックで飲
むなら、「鯉のあら
い」がよりさっぱりと
楽しめる。

新潟発祥といわれる錦鯉を
模した鮮やかなボトルと、
「変わり塗りの宝庫」と呼
ばれる多彩な新潟漆器との
組み合わせで、お酒の味が
より華やかに引き立つ。

新潟漆器

「もと」は乳酸発酵させた甘酒
で、その味わいはまさにお米の
ヨーグルト。ストレートはもち
ろん、純米酒で割ればお米だけ
でできたカクテルが楽しめる。

・今代司酒造オンラインショップ https://www.imayotsukasa.com/index.html（国内）

酒蔵生まれの発酵関連商品
甘酒（もと）

堂々と泳ぐ錦鯉の姿を
模したボトルデザイン
は、これまで世界各国
のデザイン賞を受賞し
ている。日本の魅力を
錦鯉と日本酒のコラボ
レーションで世界に発
信する、今代司の自慢
の一品。

・飲める店、買える店 http://imayotsukasa.co.jp/buy/飲める店

取材・編集：北陸農政局
編集協力：関東信越国税局、関東経済産業局

４
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1948年創業。新潟市の外れに位置している。
生産石数は200石（１石=一升瓶180本）という小規
模の蔵。目の届く範囲でないと安心できないため、生
産量は増やさず、じっくり丁寧な酒造りを行っている。
新潟清酒のイメージを覆す和三盆のようにきめ細かく
透明感のある上品な甘さのお酒が特徴。
近年は、純米酒に力を入れ、お米の旨さを素直に感じ
られる酒造りを目指している。

花越路 村祐酒造

☎ 0250-38-2028

平成14年に誕生し
た新ブランドで、全
生産量のうち40石
弱しか造られていな
いお酒。
上品で切れの良い甘
さを持ち、優しい香
りとしっかりとした
味わいが特徴。「固
定概念を持たず、純
粋に酒の味わいを楽
しんでほしい」との
想いから成分データ
は非公開としている。

製品の特徴
原材料米：非公開
精米歩合：非公開
日本酒度：非公開

Hanakoshiji

村 祐
Murayu

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

新潟で買える店

地域の酒蔵編

－８－

代表銘柄 蔵元名

相性の良い器

Murayushuzou Corporation

新潟市にある、こだ
わりの創作料理が楽
しめる「酒肴屋いっ
こう」が提供する
「桃とチーズの味噌
漬けの白和え」。桃
の酸味とチーズのコ
クが、ほどよい甘さ
があるお酒にピッタ
リ。旬を取り込み工
夫を凝らした料理が
互いの味を引き立て
合う。

写真

（おいしい飲み方）
生酒のため、冷やが
おすすめ。

写真

取材・編集：北陸農政局
編集協力：関東信越国税局、関東経済産業局

代表取締役
村山 健輔 氏

Representative Director
Murayama  Kensuke

鎚起の錫製酒器

桃とチーズの味噌漬けの白和え

・ 錦屋酒店 新潟市中央区花園1-2-2 ガレッソ1F（ホテル東横イン1階）

・ 田才酒店 新潟県新潟市東区江南1-6-37

飲める店 ・ 酒肴屋 いっこう 新潟県新潟市中央区西堀通6-889 

日本酒と相性が抜
群に良いとされる
錫の器。錫特有の
まろやかな口当た
りが楽しめる。冷
酒の場合は、より
冷えた状態で楽し
むことができる。

５



清流と桜で名高い旧村松藩（現在の五泉市）で1824
年に創業し、約200年。
伏流水‘天狗の清水’の透明感ある柔らかさを存分に
生かし、地元の酒米の旨みや麹の風味、香りなどのバ
ランスの良い、飲みやすく芳醇な酒質を得意としてい
る。
全国新酒鑑評会 金賞、全国燗酒コンテスト 最高金賞な
ど、数多くの受賞歴がある。

越後杜氏 金鵄盃酒造

☎ 0250-58-7125

URL   http://www.kinshihai.com/

食中酒として、また、
団欒の傍らで、料理
や人に自然に寄り添
い、喜びを増幅させ
る名脇役。地元五泉
産の五百万石を吟醸
レベルまで磨いた贅
沢な造りながら、気
軽に味わっていただ
けるような価格設定
に努めている。全米
日本酒歓評会2006 
金賞受賞酒。

製品の特徴
特定名称：

特別純米酒
原材料米：

五百万石
精米歩合：５８％
日本酒度：＋４

日本酒を買える、または飲める国・地域（ 米国、シンガポール、香港）

Echigotoji

里芋（帛乙女）ベーコン巻き

Mail echigotj@poem.ocn.ne.jp

雪 影
Yukikage

常務取締役
茂野 卓子氏

Executive Director
Shigeno Takako

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

新潟で買える店

飲める店

地域の酒蔵編

－９－

代表銘柄 蔵元名

相性の良い器

Kinshihai Shuzo Co., Ltd.

五泉市の「咲花温泉」にあ
るお宿の名物料理。特産の
里芋のきめ細かな舌ざわり
とベーコンのほどよい塩味、
クリーミーなソース、すべ
てが「雪影」にぴったりで、
料理と酒の美味しさの相乗
効果が体験できる。

新潟市秋葉区の窯元で陶芸
家・押味 修氏の作品。近く
の山から採れる粘土を使い
土味を生かし、名所モミジ
園のモミジ紋をトレード
マークに付けて地元色をに
じます。
ほど良い薄さで土のぬくも
りの感じられる作品。

金津焼 押味窯

・金鵄盃酒造オンラインショップ http://www.kinshihai.com/ (国内）

写真

・望川閣 新潟県五泉市佐取2869

（おいしい飲み方）
少し冷やすと、フ
ルーティさと爽やか
さが楽しめ、ぬる燗
に温めることで、極
めてまろやかな口当
たりになる。

酒蔵生まれの発酵関連商品
酒粕

とけた米の成分と、酵母が混ざったもので、
大豆と同等の蛋白質を含み、ビタミンも豊
富な健康食品。

※定番商品ではないため、金鵄盃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：関東信越国税局、関東経済産業局

６
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明治13年（1880年）創業。鑑定官として全国の酒蔵
を指導した当主２代の経験を活かし、杜氏蔵人一丸と
なって伝統技術を基礎に温故知新で新しい酒造りにも
挑戦。
淡麗辛口の酒質に磨きをかけると共に、コシヒカリ
100％の純米大吟醸、生酛系酒母を利用した新しいタ
イプの熟成酒、一口目より美味しい旨口酒の開発もし
ている。

ほまれ麒麟 下越酒造

☎ 0254-92-3211

URL   http://www.sake-kirin.com/

鑑評会出品を目指し
た大吟醸の香味の調
和を崩さぬ様、低温
で５年以上熟成した
長期熟成酒のはしり。
微かな熟成香と穏や
かな吟醸香に、淡麗
な味わいの中にも、
なめらかで風格のあ
る旨みが調和し、心
地よい余韻が長いの
が特徴。

製品の特徴
特定名称：

大吟醸酒
原材料米：山田錦
精米歩合：４０％
日本酒度：＋５

日本酒を買える、または飲める国・地域（米国、香港 ）

Homarekirin

珍味

Mail info@sake-kirin.com

麒麟 秘蔵酒
Kirin          Hizosyu

代表取締役
佐藤 俊一 氏

Representative  Director
Sato  Shunichi

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

新潟で買える店

飲める店

地域の酒蔵編

－１０－

代表銘柄 蔵元名

相性の良い器

Kaetsu Sake Brewery Co., Ltd.

ゆったりと酒を楽し
みながら頂くので、
腹にたまる物より少
量で満足できる珍味
がお勧め。スモーク
サーモン、生ハム、
ウニ、カラスミ、
チーズなど

一枚の銅板を鎚で打ち
起こしながら器を作り
上げるぐい呑み。その
落ち着いた風雅な佇ま
いのぐい呑みに熟成古
酒の旨味を合わせる事
で、一層味わいの深さ
が実感できる。

鎚起銅器 ぐい呑み

写真

（おいしい飲み方）
熟成大吟醸原酒なの
で、冷や、オンザ
ロックで珍味を肴に
余韻を楽しみながら
チビリチビリ味わい
たい。

個人でもグループでも見学できるが、当日の
予約状況や作業状況により出来ない場合もあ
るため、必ず事前に連絡が必要。

酒蔵見学が可能。お酒が出来るまでの
工程や蔵に関する話が聞ける。

・枡屋商店 新潟県東蒲原郡阿賀町津川４７８－１

・割烹 麒麟館 新潟県東蒲原郡阿賀町津川3526 

取材・編集：北陸農政局
編集協力：関東信越国税局、関東経済産業局

７



麒麟山酒造は、新潟県東蒲原郡阿賀町は名峰・麒麟山
の麓で、1843年（天保14年）に創業。
御神楽岳のブナ林が育んだ清冽な常浪川の軟水と、地
元・奥阿賀の米100％で醸す酒は、すっきりと軽やか。
特別な日だけではなく、なんでもない日常を豊かにす
る酒を目指している。
いま、ここでしかできない酒造りをする酒蔵、それが
麒麟山酒造。

麒麟山 麒麟山酒造

☎ 0254-92-3511

URL   http://kirinzan.co.jp/

すっきり軽やかで、
毎日の食卓に最適な
お酒。地元・新潟の
定番の晩酌酒として、
“デンカラ”の愛称
で親しまれている。
IWC（インターナ
ショナル・ワイン・
チャレンジ）にてメ
ダルを連続受賞する
など、世界でもお楽
しみいただいている
自慢の一本。

製品の特徴
原材料米：

五百万石
こしいぶき

精米歩合：６５％
日本酒度：＋６

日本酒を買える、または飲める国・地域（米国、オーストラリア、タイ、シンガポール、マレーシア、
香港、台湾、韓国、ドイツ、イギリス、フランス ）

Kirinzan

みがきにしんのこうじ漬け

Mail info@kirinzan.co.jp

伝統辛口
Dento-karakuchi

専務取締役・杜氏
長谷川 良昭 氏

Executive Director
Toji

Hasegawa  Yoshiaki

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

新潟で買える店
・麒麟山酒造へお問い合わせください

地域の酒蔵編

－１１－

代表銘柄 蔵元名

KirinzanShuzo Co., Ltd.

冬の貴重なタンパ
ク源として食され、
郷土料理として地
元の方々に親しま
れている。伝統辛
口を熱燗で飲むと、
ニシンの滋味深い
味わいと豊かな糀
の風味が引き立つ。

写真

（おいしい飲み方）
熱燗（55度程度）に
して飲むのが最もお
薦め。お酒の持つき
れいな旨みと、すっ
きりとした後味が引
き立ち、盃が進む。

酒蔵生まれの発酵関連商品

麒麟山 酒蔵フェイスマスク

栄養価の高い日本
酒と酒粕を配合し
たフェイスマスク。
洗顔後やお風呂上
りに使うと、日本
酒と酒粕の美容成
分がお肌に潤いを
与え、キメを整え
る。

写真

取材・編集：北陸農政局
編集協力：関東信越国税局、関東経済産業局

飲める店

８



新潟市の中心地から車で40分の位置にある日本酒蔵。
木造土壁の昔ながらの建屋で120年日本酒造りを続け
ている。
生産量の９割が地元消費で、地元西蒲区では一番の
シェアを誇り、人々の日常酒となっている。
「生活の中で日々飲める酒」、「自分たちが今飲んで
美味しい酒」がモットー。
酒蔵見学、試飲ができる。

笹祝 笹祝酒造

☎ 0256-72-3982

URL   http://www.sasaiwai.com/

新潟産の酒米「越淡
麗」を100％使用し
た純米酒。
３割麹という製法で、
ジューシーで甘酸っ
ぱい味わい。
笹祝酒造のマスコッ
ト「笹パンダ」が描
かれたラベルは
毎年新しいイラスト
になる。

製品の特徴
特定名称：純米酒
原材料米：越淡麗
精米歩合：６０％
日本酒度：±０

（おいしい飲み方）
食事を囲みながら、
ゆっくりと味わって
頂きたい。開栓後の
お酒は空気に触れる
ことで、様々な味・
香り・表情を見せて
くれる。冷やしすぎ
ないくらいの温度が
オススメ。

日本酒を買える、または飲める国・地域（シンガポール、米国）

Sasaiwai

いちじくグラッセ

Mail    info@sasaiwai.com

ザ・コシタンジュンマイ
The・Koshitan Junmai

代表取締役社長
笹口 亮介 氏

President
Sasaguchi Ryosuke

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

新潟で買える店 ・笹祝酒造 新潟県新潟市西蒲区松野尾3249

地域の酒蔵編

－１２－

代表銘柄 蔵元名

相性の良い器

Sasaiwai Sake Brewery Co., Ltd.

香り高いイチジクの
風味を活かしたグ
ラッセ。イチジクの
甘みと「ザ・コシタ
ンジュンマイ」のほ
んのりとした酸味が
補い合い、とても良
いバランス。

ガラス酒器

・笹祝酒造オンラインショップ http://shop.sasaiwai.com/ （国内）

取材・編集：北陸農政局
編集協力：関東信越国税局、関東経済産業局

酒蔵生まれの発酵関連商品
ザ・コシタンジュンマイジェラート

大振りのガラス酒器
がオススメ。お酒を
回しながら香りを楽
しんでほしい。

笹祝酒造の日本酒「ザ・
コシタンジュンマイ」の
酒粕を使用したジェラー
ト。
低脂肪乳を使用し、カロ
リー控えめでスッキリと
した味わい。

・飲める店、買える店 http://www.sasaiwai.com/shop/index.html飲める店

９
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天保９年（1838年）創業。嘉永元年に初代が「泉流
醸造法」を確立。
その流儀を学んだ門人が、杜氏として各地の蔵元へ輩
出されたことから、「出世蔵・家元蔵」と称されてい
た。
「多くの石数を造らず、必ず精醸を期す…」を貫き、
高精米・全量手造り・厳寒仕込み・長期低温発酵・瓶
火入れなど、こだわりを持って醸している。

弥彦愛国 弥彦酒造

☎ 0256-94-3100

URL   http://www.yahiko-shuzo.jp/

ジャポニカ米・三大
品種の原点といえる
古代米「愛国」を弥
彦の地で復活させ、
減農薬・無化学肥料
で栽培。米・水・酵
母・醸造・ラベルな
ど、全量弥彦村産の
真の地酒。古代米
「愛国」を純粋に味
わっていただくため、
純米吟醸で醸し出し
た。手造りで仕込ん
だお酒はその年々の
米の特徴が表れてい
る。

製品の特徴
特定名称：

純米吟醸酒
原材料米：
弥彦村産愛国米

100%
精米歩合：５５％
日本酒度：非公開

日本酒を買える、または飲める国・地域（香港・韓国・台湾・アメリカ ）

Yahikoaikoku

弥彦むすめイカメンチ

Mail yahiko@dance.ocn.ne.jp

彌彦愛國
Yahikoaikoku

専務取締役
大井 源一郎 氏

Executive Director
Ooi Genichiro

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

新潟で買える店

飲める店

地域の酒蔵編

－１３－

代表銘柄 蔵元名

Yahikoshuzou Corporation

弥彦村で有名なB級グルメ
「弥彦むすめイカメンチ」。
彌彦愛國純米吟醸が、独特
の酸味と深みを持つ、しっ
かりとした味わいのお酒な
ので、イカの濃厚な旨みと
香りを引き立たせる。

麹だけで造った濃厚で深みの
ある甘酒「５５の甘酒」。特
別栽培米こしひかり「伊彌彦
米」を100％使用、吟醸酒
に比類する精米歩合55％。

写真

（おいしい飲み方）
ふくよかで芳醇な旨
味と、独特な酸味が
際立つ旨口酒。冷、
常温がお勧め。

酒蔵生まれの発酵関連商品

５５の甘酒

・味わえる店、買える店 http://www.yahiko-shuzo.jp/shoplist/

取材・編集：北陸農政局
編集協力：関東信越国税局、関東経済産業局

相性の良い器

鎚起の錫製酒器

錫の酒器で冷酒を頂くと清涼
感が得られる。また、燗をつ
ける際の錫の「ちろり」は、
銀や銅よりも熱伝導率が低い
為、ゆっくりとじんわりとお
酒を温めるので、彌彦愛國純
米吟醸もまろやかでやわらか
い味わいにしてくれる。
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日本酒と相性の良い料理・つまみ編

イチジクの甘味と「ザ・コシタンジュンマ
イ」のほんのりとした酸味が補い合い、とて
も良いバランス。

日本酒との相性

紹介者

新潟市西蒲区はイチジク栽培が盛んな地域。「いちじく
グラッセ」は、完熟イチジクを皮ごと使用し、糖蜜に
じっくりと漬けることで、香りや甘さはそのままに、や
わらかくしっとりとした食感に仕上がっている。

新潟で買える店紹介

酒蔵の紹介
事例１ いちじくグラッセ

－１４－

燗や常温なら、新潟で昔から食べられてい
るこっくりとした味付けの「鯉の甘露煮」
が相性ぴったり。暑い季節にロックで飲む
なら、「鯉のあらい」がよりさっぱりと楽
しめる。

五泉市村松 さくらんど温泉 新潟県五泉市上木越甲423番地1 ☎ 0250-58-1611

日本酒との相性
紹介者

新潟県五泉市三ノ宮、村松地区は、新潟県下一を誇る鯉料理の特産地。
冬は特に脂がのっておいしく、栄養豊富な料理ともいえる。鯉の甘露煮
は、特製のタレでじっくりと煮込み、鯉のあらいは、脂がのった鯉を湯
あらいして、冷たい水でしめたもの。

新潟で食べられる店紹介

URL    http://www.sakurand.com/

酒蔵の紹介
事例２

鯉の甘露煮・鯉のあらい

Mail    sakurand@green-s.co.jp

いちじくグラッ
セ写真

笹祝酒造株式会社
代表取締役社長
笹口 亮介 氏

President
Sasaguchi Ryosuke

今代司酒造株式会社
醸造責任者
古田 悟 氏

Brewing manager
Furuta Satoru

取材・編集：北陸農政局
編集協力：関東信越国税局、関東経済産業局

鯉定食

あべ農園 新潟県新潟市西蒲区竹野町1074 ☎ 0256-72-3914

販売時期 １０月～３月



日本酒と相性の良い料理・つまみ編

鮭と塩のみを原料とし、寒風にさらしな
がら約１年間をかけてじっくりと熟成さ
せる伝統の味。凝縮されたうま味と適度
な塩味は紫雲大洋盛との相性抜群。

千年鮭きっかわ 新潟県村上市大町1-20 ☎ 0254-53-2213 

日本酒との相性
紹介者

塩引鮭が晩秋の北西の風をうけ、冬の寒さで乾きが進み、春の風
で旨みが醸成され、梅雨の湿り気で味がなごみ、晩秋を越し10
月の秋晴れを待って完熟する。食べる前にお酒をかけて食べる昔
からの風習により「鮭の酒びたし」と呼ばれている。

新潟で買える店紹介

URL https://www.murakamisake.com/

酒蔵の紹介
事例３ 鮭の酒びたし

－１５－

Contact   https://www.murakamisake.com/contact/

生のまま食べても良し、さっとひと焼き
して食べても良し、伝統辛口の熱燗を飲
むと、ニシンの滋味深い味わいと豊かな
糀の風味が引き立つ。

宮川糀や 新潟県東蒲原郡阿賀町津川3760 ☎ 0254-92-2453

日本酒との相性

紹介者

北海道から北前船で運ばれた「みがきにしん」は、海のない会津藩
にとって、冬期間の貴重なタンパク源として食されていました。今
日でも「みがきにしんの糀漬」は阿賀町の郷土料理として、地元そ
して観光客に愛されている。

新潟で買える店紹介

URL   http://www.miyakawakoujiya.shop-site.jp/

酒蔵の紹介
事例４ みがきにしんのこうじ漬け

麒麟山酒造

専務取締役・杜
氏写真

大洋酒造株式会社
常務取締役
佐藤 雅彦 氏
Executive Director

Sato  Masahiko

麒麟山酒造株式会社
専務取締役・杜氏
長谷川 良昭 氏

Executive Director
Toji

Hasegawa  Yoshiaki

取材・編集：北陸農政局
編集協力：関東信越国税局、関東経済産業局



日本酒と相性の良い料理・つまみ編

よろずや狩谷 新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦1999 ☎ 0256-94-2104

日本酒との相性
紹介者

新鮮なイカのゲソと胴体を食感が残るように刻み、玉ねぎ、キャベツ、
魚のすり身と合わせ、砕いた「やひこ娘」の枝豆を混ぜ、隠し味に豚の
ひき肉少々とイカのミソを加えた弥彦オリジナルのヘルシーなおやつ。
国際ご当地グルメグランプリ2014in弥彦 総合第１位に輝いた。

新潟で買える店紹介

酒蔵の紹介
事例５ 弥彦むすめイカメンチ

－１６－

里芋ベーコン巻きは、五泉市の「咲花温
泉」にあるお宿の名物料理。特産の里芋
のきめ細かな舌ざわりとベーコンのほど
よい塩味、クリーミーなソース、すべて
が「雪影」にぴったりで、料理と酒の美
味しさ相乗効果が体験できる。

望川閣 新潟県五泉市佐取2869 ☎ 0250-47-1000

日本酒との相性
紹介者

帛乙女（きぬおとめ）は、阿賀野川の流域の豊かな水と肥沃な土地で栽
培される新潟県五泉市の里芋。帛乙女のブランドは五泉は古くより絹織
物の産地でその特産にあやかって命名された。特徴は正にその絹のごと
き色白さときめ細かさで、ぬめりも強いが煮くずれしない。

新潟で食べられる店紹介

URL    http://bousenkaku.co.jp/

酒蔵の紹介
事例６ 里芋（帛乙女）ベーコン巻き

写真

弥彦酒造株式会社
専務取締役

大井 源一郎 氏
Executive Director

Ooi Genichiro

金鵄盃酒造株式会社
常務取締役
茂野 卓子氏

Executive Director
Shigeno Takako

取材・編集：北陸農政局
編集協力：関東信越国税局、関東経済産業局

弥彦村で有名なB級グルメ「弥彦むすめイカ
メンチ」。村民の支持は高く、人気商品。彌
彦愛國純米吟醸が、独特の酸味と深みを持つ、
しっかりとした味わいのお酒なので、イカの
濃厚な旨味と香りを引き立たせる。

定休日：不定休 営業時間：ＡＭ９：００～ＰＭ６：００



－１７－

今代司の「錦鯉」は、新潟発祥といわ
れる錦鯉を模した鮮やかなボトルが特
徴。「変わり塗りの宝庫」と呼ばれる
多彩な新潟漆器との組み合わせで、お
酒の味がより華やかに引き立つ。

新潟漆器株式会社 新潟県新潟市中央区営所通１番地329
☎ 025-265-2968

日本酒との相性
紹介者

新潟で買える店紹介

URL    http://niigatasikki.jp/ Mail    contact@niigatasikki.jp

酒蔵の紹介
事例１ 新潟漆器

新潟漆器は「変塗(かわりぬり）の宝庫」と呼ばれている。平
成15年に国の伝統的工芸品の指定（花塗、石目塗、錦塗、磯
草塗、竹塗の５技法）を受け、そうした伝統技術を継承しつつ
新しい試みに意欲的にチャレンジし、現在では新たに夕日塗や
朧銀塗を開発するなど日々進化し続けている。

日本酒と相性の良い器編

村上市の伝統的工芸品である「村
上木彫堆朱」で作られたぐい呑み。
地元の酒には地元の漆器で飲むと
格別に美味しい。

村上木彫堆朱事業協同組合
新潟県村上市松原町3丁目1番17号 ☎ 0254-53-1745

日本酒との相性

紹介者

国の「伝統的工芸品」の指定を受けている「村上木彫堆
朱」。木地に花や鳥などの模様を彫刻し、天然の漆を塗
り重ね、上塗り後に艶消し仕上げを行うことで、使い込
むほどに色艶が増して、味わい深い漆器となる。

新潟で買える店紹介

URL     https://tsuishukumiai.jp/ Contact  https://tsuishukumiai.jp/contact/

酒蔵の紹介
事例２ 村上木彫堆朱

今代司酒造株式会社
醸造責任者
古田 悟 氏

Brewing manager
Furuta Satoru

大洋酒造株式会社
常務取締役
佐藤 雅彦 氏
Executive Director

Sato  Masahiko

取材・編集：北陸農政局
編集協力：関東信越国税局、関東経済産業局



－１８－

酒にまつわるモノ・コトにもこだわる菊
水が、自らのもつ菊水日本酒文化研究所
の収蔵品や書籍をもとに制作した、酒席
を愉しくするレプリカの酒器「鬼面杯」。
鬼面杯の外側は鬼を、内側にはおかめを
あしらい「鬼は外、福は内」のおめでた
い粋な意匠となっている。

菊水酒造株式会社 新潟県新発田市島潟750 ☎ 0254-24-5111

日本酒との相性

紹介者

新潟で買える店紹介

URL https://www.kikusui-sake.com/home/jp/ Mail customer@kikusui-sake.com

酒蔵の紹介
事例３ 無名異焼

茜色の土が織りなす温もり佐渡の伝統工芸「無名異焼（むみょういやき）」。
佐渡金銀山中より産出する酸化鉄を含む鉱物を無名異と言い、それを陶土に
用い、高温焼成したもの。非常に硬いため、たたくと澄んだ金属音を発し、
使用するに従って光沢を増してくる。

日本酒と相性の良い器編

近くの山から採れる粘土を使い土味
を生かし、名所モミジ園のモミジ紋
をトレードマークに付けて地元色を
にじます。
ほど良い薄さで土のぬくもりの感じ
られる作品。

金津焼 押味窯 新潟県新潟市秋葉区金津1206
☎ 0250-24-9543

日本酒との相性

紹介者

新潟県秋葉区の石油の里もみじ園近くに陶芸家・押
味 修氏の窯がある。本物のもみじの葉を使ったもみ
じ柄の作品や、薪の登窯で焼いた自然釉の焼〆など
が特色。

新潟で買える店紹介

URL    http://www.kanaduyaki.jp/ Contact  http://www.kanaduyaki.jp/inquiry/

酒蔵の紹介
事例４ 金津焼

菊水酒造株式会社

営業部マーケティング室
アシスタントマネージャー

長谷川 洋平 氏
Sales department Marketing 

room Assistant Manager

Hasegawa  Yohei

金鵄盃酒造株式会社
代表取締役社長
茂野 知行氏

President
Shigeno Tomoyuki

取材・編集：北陸農政局
編集協力：関東信越国税局、関東経済産業局

https://www.kikusui-sake.com/home/jp/
mailto:customer@kikusui-sake.com


－１９－

富貴堂 新潟県燕市花見274番地4 ☎ 0256-63-8395

日本酒との相性
紹介者

新潟で買える店紹介

URL    http://www.fuukidou.co.jp/ Mail      info@fuukidou.co.jp

酒蔵の紹介
事例５ 鎚起銅器

江戸時代後期、仙台の渡り職人によって伝えられ、新潟県燕市で
発展した「鎚起銅器（ついきどうき）」。鎚起とは、「鎚」で打
ち「起」こすの意味。鉄板を焼き鈍し様々鎚を用いて打延べをし、
あるいは打ち縮めたり地金を絞め、銅のすぐれた伸展性を利用し、
鍛金技法を用いて銅製品を作り上げる。伝統的工芸品に指定され
ている。

日本酒と相性の良い器編

落ち着いた風雅な佇まいの
ぐい呑みに熟成古酒の旨味
を合わせる事で、一層味わ
いの深さが実感できる。

下越酒造株式会社
代表取締役
佐藤 俊一 氏

Representative  Director
Sato  Shunichi

取材・編集：北陸農政局
編集協力：関東信越国税局、関東経済産業局

鎚起工房 清雅堂 新潟県西蒲原郡弥彦村麓4693       ☎ 0256-94-4477

日本酒との相性 紹介者

新潟で買える店紹介

URL     http://www.seigado.net/ Mail    info@seigado.net

鎚起の錫製酒器

鍛金（たんきん）、鎚起（ついき）の伝統技法により、錫を用い
て製造。錫は非常に柔らかな性質なため、厚い材料を使うことで
強度を保っている。比重は銅よりも若干軽いが、厚い材料を使用
しているため、程よい重量感が手に伝わる。

酒蔵の紹介
事例６

日本酒と相性が抜群に良いと
される錫の器。錫特有のまろ
やかな口当たりが楽しめる。
冷酒の場合は、より冷えた状
態で楽しむことができる。

村祐酒造株式会社
代表取締役
村山 健輔 氏

Representative Director
Murayama  Kensuke

錫の酒器で冷酒を頂くと清涼
感が得られる。また、燗をつ
ける際の錫の「ちろり」は、
銀や銅よりも熱伝導率が低い
為、ゆっくりとじんわりとお
酒を温めるので、彌彦愛國純
米吟醸もまろやかでやわらか
い味わいにしてくれる。

日本酒との相性

弥彦酒造株式会社
専務取締役

大井 源一郎 氏
Executive Director

Ooi Genichiro



日本酒を買える店・飲める店

－２０－

酒蔵 国・地域 店舗名
買
え
る

飲
め
る

ＵＲＬ

大洋酒造

日本 大洋酒造 ○ http://www.taiyo-sake.co.jp

日本 オンラインショップ ○ http://www.taiyo-sake.co.jp/shopping/

日本 買える店 ○ http://www.taiyo-sake.co.jp/item_list.asp

日本 飲める店 ○ http://www.taiyo-sake.co.jp/drinkshop_list.asp

菊水酒造

日本 菊水酒造 ○ https://www.kikusui-sake.com/home/jp/

日本 オンラインショップ ○ https://www.kikusui-sake.com/home/search/home.html

日本・新発田市 居食亭 さくま ○ －

日本 鳥忠 ○ https://torichuuhonten.owst.jp/

米国（ＬＡ）
MITSUWA  

TORRANCE店
○ https://mitsuwa.com/

米国（ＬＡ）
MITSUWA  SANTA 

MONICA店
○ https://mitsuwa.com/

米国（ＮＹ） SAKAYA ○ http://www.sakayanyc.com/

シンガポール シンガポール高島屋 ○ https://www.takashimaya.co.jp/singapore/

シンガポール
シンガポール伊勢丹

スコッツ店
○ https://www.isetan.com.sg/

白龍酒造 日本 オンラインショップ ○ https://hakuryu-sake.com/

今代司酒造

日本 今代司酒造 ○ http://imayotsukasa.co.jp/

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

日本 飲める店、買える店 ○ ○ http://imayotsukasa.co.jp/buy/

村祐酒造

日本 錦屋酒店 ○ http://www.nishikiya-sake.com/

日本 田才酒店 ○ https://www.tasai-jizake.com/

日本・新潟市 酒肴屋 いっこう ○ －

金鵄盃酒造

日本・新潟市 酒の寿屋 ○ －

日本・五泉市 上村酒店 ○ －

日本・五泉市 坂田酒店 ○ －

日本・五泉市 川村酒店 ○ －

日本・五泉市
リカーズショップ

KADOYA
○ －

日本・五泉市 割烹 伊藤屋 ○ －

日本・五泉市 望川閣 ○ http://bousenkaku.co.jp/

米国（ＬＡ、シカゴ） Mitsuwa ○ －

米国（シカゴ） Binny's ○ －

米国（シカゴ） Wholefoods ○ －

米国（ダラス、ヒュース

トン、オースティン）
Uchi ○ https://uchirestaurants.com/

米国（ＮＹ） Zenkichi ○ https://www.zenkichi.com/

米国（フロリダ 、ディ

ズニーランド）
Morimoto Asia ○ https://www.patinagroup.com/morimoto-asia

米国（サンタフェ） Izanami ○ https://tenthousandwaves.com/food/menus

米国（ラスベガス） Sushi Samba ○ https://sushisamba.com/las-vegas/

https://www.sushisamba.com/locations/usa/las-vegas


日本酒を買える店・飲める店

－２１－

酒蔵 国・地域 店舗名
買
え
る

飲
め
る

ＵＲＬ

下越酒造

日本 枡屋商店 ○ http://www.masuya.org/

日本・五泉市 エンドウ酒店 ○ －

日本 新潟ふるさと村 ○ http://furusatomura.pref.niigata.jp/

日本・阿賀町 割烹 麒麟館 ○ －

日本 旬菜割烹 びらーじゅ ○ http://www.villages.sakura.ne.jp/

日本・新潟市 奥阿賀の隠れ座敷 山姥 ○ －

日本 ほっこり居酒屋 瓢膳 ○ https://hyouzen.owst.jp/

米国（ＣＡ） True Sake ○ http://www.truesake.com/

米国（ＮＹ） Sakaya ○ http://www.sakayanyc.com/

米国（ＨＩ） Don Quijote ○ http://www.donquijotehawaii.com/

香港 City Super ○ http://www.citysuper.com.hk/en/

米国（ＮＹ） Sushi Seki ○ http://www.sushiseki.com/

米国（ＮＹ） 酒蔵 ○ http://www.sakagura.com/

米国（ＨＩ） Vintage Cave Club ○ https://www.vintagecave.com/

笹祝酒造

日本 笹祝酒造 ○ http://www.sasaiwai.com/

日本 オンラインショップ ○ http://shop.sasaiwai.com/

日本 飲める店、買える店 ○ ○ http://www.sasaiwai.com/shop/index.html

日本 新潟 長谷川屋酒店 ○ https://niigata-hasegawaya.shopinfo.jp/

日本・新潟市 地酒防衛軍 吉川酒店 ○ －

日本 わたご酒店 ○ https://watago-sake10.jimdofree.com/

日本・新潟市 古町創作居酒屋あさや ○ －

弥彦酒造 日本 味わえる店・買える店 ○ ○ http://www.yahiko-shuzo.jp/shoplist/

http://www.yahiko-shuzo.jp/shoplist/



