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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。

ＱＲ
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○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】

http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/kome_culture.html#niigatachuetsu  
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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の発酵が緩やかに進むため、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
部の広大な低湿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（中越地区）内の全ての
酒蔵を紹介しているわけではありません。
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「つまみ・器マップ」

－３－

菓子工房クリュ
（生チョコレート）

角屋（へぎそば）

和雑貨の店 わがんせ
（十分盃）

ゆきぐに企画
（かぐらなんばん味噌）

小千谷市総合産業会館サンプラザ
（おぢや錦鯉盃）

江口だんご本店
（長岡赤飯）

酒蔵すいせん

クラフト・ユー
（ガラスの酒器）

鎚起工房 清雅堂
（鎚起の錫製酒器）



明治２５年（１８９２年）の創業以来、１２０年余に
わたり酒造業を営み、現在の社長で５代目。
定番酒から、淡麗で旨味のある高い品質の酒づくりに
取り組む一方、「甕覗」や「アルファベットライン」
など、遊び心のある個性的な商品づくりを心がけてい
る。

萬寿鏡 マスカガミ

☎ 0256-52-0041

新潟県産の酒米を
100％使用し、
５５％までお米を
磨いた華やかな純
米吟醸酒。やわら
かな口当たり、お
米本来の旨味を感
じつつ、軽快で爽
やかな余韻をお楽
しみいただける。

製品の特徴
特定名称：

純米吟醸
原料米：五百万石

こしいぶき
精米歩合：５５％
日本酒度：＋１．０

日本酒を買える、または飲める国・地域（カナダ ）

Masukagami

のどぐろの塩焼き

Mail info@masukagami.co.jp

萬寿鏡 J55 Sokujo
Masukagami

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

－４－

代表銘柄 酒蔵名

相性の良い器

Masukagami Co., Ltd.

サラリとした爽やか
さ、飲みやすさが持
ち味のお酒なので、
素材が活かされるカ
ルパッチョやお刺身、
白身魚の塩焼きなど
がお薦め。

（おいしい飲み方）
吟醸の華やかな香り
を感じられるので、
冷やして、または常
温がおすすめ。

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
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社屋の写真

酒蔵生まれの発酵関連商品

・ (株)マスカガミ オンラインショップ
http://www.masukagami.co.jp/purchase#secPurcForm （国内）

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

清酒 萬寿鏡をベースとした柚
子リキュール。半分にスライス
した柚子を直接清酒に漬け込ん
で造っている。 苦さと甘さの
調和がおいしいと、好評。

鎚起の錫製ぐい呑み
萬寿鏡Ｊ５５Ｓokujoの外
見と、錫（すず）のぐい呑
みの色がマッチしておしゃ
れ。錫は酸化しにくく抗菌
作用が強い特徴があり、注
いだお酒は、雑味が抜け、
よりまろやかな味わいにな
る。

萬寿鏡 柚子酒

・(株)マスカガミ 新潟県加茂市若宮町1-1-32

代表取締役
中野 壽夫 氏

Representative Director
Nakano  Hisao

器写真

http://www.masukagami.co.jp/purchase#secPurcForm


創業12３年、宇寿屋（うすや）の屋号で新潟県三条市
で酒造業を始め、現在では三条市で唯一の酒蔵。
飲んで思わずニコニコする美味い酒ということで命名
された「福顔（ふくがお）」。旨い酒を飲んで福顔に
なってほしいという創業者の理念をそのまま蔵元名に
している。
時代によって変わるお客様のニーズに対応するように、
日々美味しさと日本酒の新しい可能性を追求している。

福顔Fukugao 福顔酒造

☎ 0256-33-0123

URL    http://www.fukugao.jp/

製品の特徴
原料米：五百万石
精米歩合：６０％
日本酒度：＋１２

日本酒を買える、または飲める国・地域（台湾 ）

Fukugao

生チョコレート

Mail info@fukugao.jp

ブランデー樽で貯蔵した日本酒。

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

地域の酒蔵編

－５－

代表銘柄 酒蔵名

相性の良い器

Fukugao Sake Brewery Co., Ltd.

ブランデー樽が生み出
す今までの日本酒とは
一線を画す新たな余韻
がチョコレートと相性
が良い。三条市の菓子
工房クリュの冬季限定
「生チョコレート」が
絶品。

原酒ですので氷を浮か
べてロックグラスで飲
む日本酒もまた格別。

ロックグラス

（おいしい飲み方）
チーズやナッツ、
チョコレートと一緒
に味わっていただき
たい新しい日本酒。
ブランデーの芳醇な
香りをまとわせた福
顔の新しい日本酒は
冷やしてはもちろん、
ロックでもどうぞ。

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
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紹介者写真

社屋の写真

・ 福顔酒造(株)小売部 新潟県三条市林町1-5-38

代表取締役
小林 章 氏

Representative Director
Kobayashi  Akira

その名のとおりブラ
ンデーの染み込んだ
空き樽（フレンチ
オーク）で貯蔵した
日本酒。日本酒の新
しい可能性を追求し
た一品。

FUKUGAO

新潟が誇る果物「ル レクチェ
（洋梨）」果汁と極甘の純米酒
で造ったリキュール。糖類は使
用していないのでスッキリした
甘さのお酒。

新潟で買える店

飲める店
・ 福顔酒造(株)オンラインショップ https://fukugao.shop-pro.jp/ （国内）

・ ぽんしゅ館（越後湯沢駅、新潟駅）

酒蔵生まれの発酵関連商品

リキュール ル レクチェのお酒

https://fukugao.shop-pro.jp/


新潟県のほぼ中央の日本海寄り、良寛和尚が最晩年を
過ごした地（旧和島村）で、天保元年（1830年）酒
造りを始める。
自社内で湧く良質の井戸水が酒造りの原点であり、自
然環境に恵まれた白壁土蔵で丁寧に仕込を行っている。
品質本位の手作りを基本とし、すっきりとしていて、
かつ旨みのある飲み飽きしない酒を目指している。

和楽互尊 池浦酒造

☎ 0258-74-3141

地元の農家が丹精込
めたお米をしっかり
と精米して用い、丁
寧に醸し、切れの良
いスッキリとした味
わいの辛口のお酒。
口当たりは柔らかく、
後から辛口の味わい
が広がってくる。

製品の特徴
特定名称：本醸造
原料米：五百万石、

こしいぶき
精米歩合：６０％
日本酒度：＋10

Warakugoson

お刺身、お寿司

Mail sake@ikeura-shuzo.com

和楽互尊 超辛酒 本醸造
Warakugoson Chokarashu Honjozo

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

地域の酒蔵編

－６－

代表銘柄 酒蔵名

IKEURASHUZO Sake Brewery

日本海でとれた新鮮な
お刺身やお寿司がお勧
め。穏やかな香りと
スッキリとした味わい
の超辛酒は、素材の味
を引き立て、またお酒
も飲み飽きず美味しく
いただける。

純良焼酎 玉文福

（おいしい飲み方）
穏やかな香りとスッ
キリとした味わいの
超辛酒は料理と合わ
せやすく、お食事を
しながらお飲みいた
だくと料理もお酒も
さらに引き立つ。夏
は冷酒で、冬はお燗
でと温度帯も幅広く
楽しめる。

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
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紹介者写真

社屋の写真

酒蔵生まれの発酵関連商品

代表取締役社長
池浦 隆太郎 氏

President
Ikeura Ryutaro

URL https://ikeura-shuzo.com/

新潟で買える店

飲める店

スピリッツ ブンプク

アルコール度数が強く（43％）、
クセがなく爽やか。ストレートや
ロック、カクテルのベースとして
美味しくいただける。

・ 池浦酒造(株) 新潟県長岡市両高1538

・ 割烹 池浦 新潟県長岡市村田560

甲類焼酎「文福」をベースに、
麦焼酎をわずかにブレンド。
すっきりとした味わいの中にも、
ふくよかな香りが広がる焼酎。
ロックやお湯割り、レモンサ
ワーなど、自由に楽しめる。



酒蔵のある同じ町内で収穫される酒米のみを使用し、
創業以来湧き続ける湧水を仕込み水として使用した、
テロワールを大切にした日本酒造りをしている。
創業以来酒一筋に努め、酒造りを通して人間性を高め、
「品質第一」の方針の基、小規模ながらも特定名称酒
を中心に高品質、高品位の酒造りを目指している。

米百俵 栃倉酒造

☎ 0258-46-2205

新潟県を代表する酒
米「越淡麗」を
100%使用し、お米
の粒が半分の50%
になるまで丁寧に自
社精米した純米大吟
醸規格の純米吟醸酒。
綺麗で繊細でありな
がら米本来の旨味が
呑むほどに感じられ
る淡麗旨口酒。地元
の米、水、人で醸し
た本当の意味での地
酒。

製品の特徴
特定名称：

純米吟醸
原料米：越淡麗
精米歩合：５０％
日本酒度：＋３

日本酒を買える、または飲める国・地域（台湾、モルディブ ）

Komehyappyou

長岡赤飯

Mail t-tochi@niks.or.jp

米百俵 純米吟醸
Komehyappyou Junmai Ginjo

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

－７－

代表銘柄 酒蔵名

相性の良い器

Tochikura Sake Brewery Co., Ltd.

地元もち米を使った
長岡独特の醤油味の
「醤油赤飯」。
しょっぱさが酒の旨
味を引き立たせる。

十分盃

（おいしい飲み方）
冷やから冷酒、ぬる
燗まで、料理や季節
に合わせて幅広く楽
しんでほしい。

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
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酒蔵生まれの発酵関連商品

常務取締役
栃倉 恒哲 氏

Executive Director
Tochikura Tsunesato

・ 栃倉酒造(株) 新潟県長岡市大積町1乙274-3

サイフォンの原理を利
用した、からくり酒器。
美味しくてついつい飲
み過ぎてしまいがちな
日本酒を、じっくりと
味わいながら楽しむの
に最適な盃。

米百俵・梅酒・酒蔵仕込み

新潟淡麗酒の特徴を活か
したスッキリとした飲み
心地の中に芳醇な味わい
のある梅酒。



日本で初めて酒造りの専門書「醸海拾玉」を発刊。
化学的視点から説いた日本初のバイブルといわれ、特
に適性酵母の純米培養の成功は、醸造界の大発明とい
われた。
この様な功績が認められ、醸造界初の黄綬褒章を受章。
代表銘柄「お福正宗」は、いつの時代にも飲むほどに
福招くことを願って命名されている。

お福正宗 お福酒造

☎ 0258-22-0086

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

農水省認定「日本農
業遺産」第一号の自
然豊かな棚田の地区
としても有名な長岡
市山古志で契約栽培
された「五百万石」
を使用し、醸した純
米吟醸。米生産農家
の熱意と越後杜氏の
心意気、自然の強さ
を感じる、新潟県な
らではのお酒。

製品の特徴
特定名称：

純米吟醸
原料米：五百万石
精米歩合：６０％
日本酒度：＋５

日本酒を買える、または飲める国・地域（香港、台湾 ）

Ofukumasamune

かぐらなんばん味噌

Mail info@ofuku-shuzo.jp

山古志 純米吟醸
Yamakoshi Junmai Ginjo

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

－８－

代表銘柄 酒蔵名

相性の良い器

Ofuku Shuzou Co., Ltd.

五百万石本来の旨みや
コクを重視した味わい
は、山古志地区の保存
食として重宝されてき
た「かぐらなんばん味
噌」の辛みと旨みを引
き立てる。

穏やかな上立香と米
の旨みがバランスよ
く調和し、落ち着い
た味わいを演出する。

天開グラス

（おいしい飲み方）
穏やかな香りと米本
来からくる、まろや
かな味わいが、新潟
ならではの山菜や魚
介類の天ぷらとよく
合います。

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
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社屋の写真

酒蔵生まれの発酵関連商品
越後の雪どけヨーグルトリキュール

越後良寛牛乳の新鮮な低脂肪ヨー
グルトをふんだんに使用した清酒
ベースのヨーグルトリキュール。
上品なヨーグルトの香りと、なめ
らかなとろりと甘酸っぱい味わい
が特徴。

・ お福酒造(株)オンラインショップ http://ofuku-shuzo.shop-pro.jp/ （国内）

・ ホテルニューオオタニ長岡（胡蝶） 新潟県長岡市台町2丁目8番35号

専務取締役
岸 伸彦 氏

Executive Director
Kishi Nobuhiko

・ お福酒造(株)直営店「福の蔵」 新潟県長岡市横枕町606番地

http://ofuku-shuzo.shop-pro.jp/


天保13年創業。新潟県長岡市にある“醸造のまち”摂
田屋（せったや）にて170余年造り酒屋を営んでいる。
ほぼ全ての行程を手作業で行い、杜氏・蔵人たちの熟練
の技と経験により、米それぞれの特徴を生かした旨みの
ある酒造りを目指し、小さな蔵だからこそできる小タン
ク仕込みなどの、丁寧な酒造りを行っている。

越後雪紅梅 長谷川酒造

☎ 0258-32-0270

URL      https://sekkobai.jp/

（おいしい飲み方）
冷酒からぬる燗まで。
旨味の乗ったまぐろ
の刺身や肉料理との
相性も良い。

Echigo Sekkobai

まぐろの刺身

Mail info@sekkobai.jp

越後雪紅梅 純米大吟醸

代表取締役専務
長谷川 葉子 氏

Executive Director
Hasegawa  Yoko

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 ・長谷川酒造 https://sekkobai.shop-pro.jp/

地域の酒蔵編

－９－

代表銘柄 酒蔵名

相性の良い器

Hasegawa Shuzo Co., Ltd.

まぐろの旨味や甘
みと、日本酒の旨
味が相まって格別
なマリアージュが
楽しめる。

繊細な香りと米
由来の芳醇な旨
味が存分に楽し
める。

ワイングラス

「醸造のまち 摂田屋」

口に含むと広がる上
質な旨み、芳醇で優
雅な香りがゆったり
とした余韻を醸す。
冷酒はもちろん、ぬ
る燗でもお楽しみい
ただける。

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

6

Echigo Sekkobai Junmai Daiginjo

製品の特徴
特定名称：

純米大吟醸
原料米：美山錦
精米歩合：４５％
日本酒度：＋４

摂田屋は、江戸時代から続く味噌・醤油・
酒の醸造所が現在も建ち並ぶ地域で、国の
登録有形文化財があり歴史を感じることが
できる町並み。
長谷川酒造主屋は、2012年に登録有形文
化財として登録されている。

https://sekkobai.shop-pro.jp/


1830（天保元）年創業。
創業地の地内を流れる清澄な地下水脈の軟水と、地域
の農家とともに研究を重ねながら育てている良質な酒
米、そして、越路杜氏から継承する知恵と基礎研究に
よる技術革新で、新潟産にこだわった真摯な酒造りを
続けている。

久保田 朝日酒造

☎ 0258-92-3181

URL https://www.asahi-shuzo.co.jp/

洋梨やメロンを思わ
せる華やかな香りと、
甘みと酸味が調和し
た上品な味わいがあ
り、「久保田」らし
いキレも併せ持つ
“香る、久保田”。
香味が広がり、後味
は流れるような余韻
が感じられる。

製品の特徴
特定名称：

純米大吟醸
原料米：五百万石
精米歩合：５０％
日本酒度：±０

Kubota

クリームチーズ粕漬

Contact https://www.asahi-shuzo.co.jp/customer/

久保田 純米大吟醸
Kubota     Junmai Daiginjo

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 ・あさひ山 蛍庵 http://www.asahi-shouzi.co.jp/shop/hotaruan/

地域の酒蔵編

－１０－

代表銘柄 酒蔵名

相性の良い器

Asahi Shuzo Sake Brewing Co., Ltd.

上品な酒粕の香りと
クリームチーズの相
性がピッタリ。酒の
肴に最高の一品。

グラスの存在を感じ
させないほどの繊細
な薄さと軽さ。大吟
醸の上品な香りと、
柔らかにふくらむ味
わいが楽しめる。

萬寿盃グラス

・酒楽の里 あさひ山 http://www.asahi-shouzi.co.jp/shop_buppan/nagaoka/
・買える店 https://www.asahi-shuzo.co.jp/shop/

（おいしい飲み方）
食前酒や乾杯のお酒
として、また前菜か
ら食事中盤にかけて
が、おすすめ。

ここだけしか味わえない酒肴や
甘味などのオリジナル商品を取
り揃えている。

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
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紹介者写真

「酒楽の里あさひ山」では、朝日酒造の日本酒
をはじめ、「米・酒・粕・麹」をテーマにした

※「酒楽の里 あさひ山」にて購入できる。

※「酒楽の里 あさひ山」にて購入できる。

営業推進部長
平澤 聡 氏

General Manager
Hirasawa Akira

http://www.asahi-shouzi.co.jp/shop/hotaruan/
http://www.asahi-shouzi.co.jp/shop_buppan/nagaoka/
https://www.asahi-shuzo.co.jp/shop/


明治１７年創業。平成２年に設備の改善と好環境を求
め、魚沼市青島地区に冷蔵設備を備えて新蔵を建設し
移転。
人の手で造るという酒造りの本質を大切に守りながら、
蔵人が手間暇を惜しまず、冷蔵設備を利用した低温発
酵の酒造りを行い搾った酒は、低温貯蔵庫で１年くら
い貯蔵してから出荷している。
繊細で、ほのかな香りと旨味があり、飲み飽きしない
お酒が特徴。

緑川 緑川酒造

☎ 025-792-2117

淡麗の中にも旨味を
残した大変飲みやす
い純米酒。深い味わ
いに絡む上品な香り
が楽しめる。

製品の特徴
特定名称：純米酒
原料米：五百万石
精米歩合：６０％
日本酒度：＋４．５

日本酒を買える、または飲める国・地域（米国、台湾、香港、タイ、シンガポール ）

Midorikawa

鮎一夜干し

Mail office@netmidorikawa.co.jp

純米 緑川
Junmai Midorikawa

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

－１１－

代表銘柄 酒蔵名

相性の良い器

Midorikawa Shuzo Co., Ltd.

旨味と香りが凝縮し
た鮎一夜干しは、炭
火で素早く焼くと頭
から中骨まで丸ごと
食べることができ、
大変美味しくいただ
ける。塩焼の鮎とは
また違った美味しさ
が味わえ、酒のつま
みに最高。

鎚起銅器で作られ
たチロリは、内側
を錫メッキした緑
川酒造オリジナル
のチロリ。熱伝導
が良いので、素早
く美味しいお燗酒
が楽しめる。

鎚起銅器 チロリ

（おいしい飲み方）
常温か冷やして飲む
のが最適ですが、香
りも味も落ち着いた
お酒ですので、燗に
して飲んでも美味し
くいただける。

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
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社屋の写真

・ （有）松喜屋商店 新潟県魚沼市小出島148

・ 銀山茶屋 新潟県魚沼市小出島775-1

代表取締役社長
大平 俊治 氏

President
Odaira Shunji

※広瀬ヤナで購入可（季節営業）
新潟県魚沼市並柳25



酒蔵が位置する新潟県小千谷市は、魚沼産コシヒカリ
に代表される優良米や、豪雪がもたらす良質な軟水に
恵まれ、酒造りには最適な自然環境にある。
この地域の魅力を活かし、雪山の中で日本酒を熟成す
る全国初の『雪中貯蔵酒』や“参加しよう米づくりか
ら酒づくり”をコンセプトにした『田友（でんゆ
う）』など地域の恩恵をお酒に込めて全国に向けて発
信している。

越の初梅 高の井酒造

☎ 0258-83-3450

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

製品の特徴
特定名称：

特別純米酒
原料米：越淡麗
精米歩合：６０％
日本酒度：＋３．０

日本酒を買える、または飲める国・地域（オーストラリア、台湾、カナダ ）

Koshinohatsuume

へぎそば

田友 特別純米
Denyuu Tokubetsu Junmai

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

－１２－

代表銘柄 酒蔵名

相性の良い器

Takanoi Shuzo Co., Ltd.

まろやかでやさしい味わい
は料理との相性が良く、食
中酒として楽しむことがで
きる。布海苔（ふのり）で
つなぎ、なめらかな喉ごし
と、シコシコ歯ごたえのあ
る食感を楽しめる、小千谷
名物「へぎそば」との相性
は抜群。

錦鯉発祥の地である小千谷市
の錦鯉をモチーフにしたぐい
呑み。泳ぐ宝石と呼ばれる錦
鯉の中から、赤・黒・白の美
しく豪華絢爛な「昭和三色」
をイメージし、美しい盃に仕
上げてあり、なめらかな口当
たりはお酒を頂くのに最高。

おぢや錦鯉盃

（おいしい飲み方）
常温では、飲み飽き
しない優しい香りと
バランスのとれたま
ろやかな味わいで、
米の旨みと軽やかな
甘みが口いっぱいに
広がる。寒い冬には
少し温めることで、
ふんわりと膨らむ優
しい味わいに変化す
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
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社屋の写真

・ 田友取扱店 http://www.hatsuume.co.jp/d_and_u/index.html

総務部長
大久保 剛 氏

Administrative Manager
Okubo  Tsuyoshi

自然豊かな魚沼小千
谷の棚田で契約栽培
した県外不出の「越
淡麗」を100％使
用し、料理を引き立
てる品と膨らみが特
徴のお酒。

昭和６２年に日本で始め
て”雪の中に酒を埋め込
む”雪中貯蔵酒に挑戦。
お酒を雪の中にタンクごと
埋め込み、約１００日間後
に掘り出して出荷している。

元祖 雪中貯蔵発祥の蔵

http://www.hatsuume.co.jp/d_and_u/index.html


創業者は昭和２年に醸造界の品質向上を目指し琺瑯タ
ンクの会社設立に参加し、１３年には酒造業に参入。
「長者盛」には長者の様に秀でたお酒を造りたいとい
う思いが込められている。
酒造りに適した雪深い小千谷という環境のもと、淡麗
辛口の味わいの中に米の旨味をしっかりと感じられる
酒を目指している。
平成３０年には、全国燗酒コンテストの１０年間の成
績が認められ、１０回記念最優秀燗酒蔵に選ばれる。

長者盛 新潟銘醸

☎ 0258-83-2025

山田錦を３５％まで
丁寧に磨き、厳冬期
に越後杜氏が醸した
逸品。上品な香りと
すっきりした味わい
のお酒。

製品の特徴
特定名称：大吟醸
原料米：山田錦
精米歩合：３５％
日本酒度：＋３

Chojazakari

へぎそば

Mail meijyo@sake-no-choja.com

美禄 長者盛 大吟醸
Miroku Chojazakari Daiginjo

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

－１３－

代表銘柄 酒蔵名

Niigata Meijo Co., Ltd.

小千谷では昔から
「そば肴」と言って、
そばを肴にお酒を楽
しんでいました。そ
れがへぎそばです。
布海苔をつなぎに使
い強いコシとなめら
かなのどごしが魅力。

（おいしい飲み方）
上品な香りとすっき
りとした味わいは、
和食素材を生かした
料理に合わせて冷や
してお召し上がりく
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
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社屋の写真

酒蔵生まれの発酵関連商品

焼酎 ほんやら

・ 新潟銘醸(株)オンラインショップ http://niigata-meijo.com/shop/ （国内）

杜氏
星野 敦 氏

Toji
(local guild of master sake brewer)

Hoshino  Atsushi

URL http://www.niigata-meijo.com/

自社製造の本格米焼酎に
国産梅「白加賀」と果糖
を用い仕上げた梅酒。

梅酒 ゆゆ

清酒造りの技術を生か
して造ったクセも無く
飲みやすい米焼酎。

http://niigata-meijo.com/shop/


八海醸造の蔵がある南魚沼は、日本屈指の豪雪地帯。
仕込み水は霊峰・八海山の伏流水「雷電様の清水」。
酒としての旨みは十分にありながら、食事を邪魔せず、
いつまでも飲み飽きない酒を目指し、選び抜かれた酒
米と、人の手で丁寧につくられた麹を用いて、最高の
道具と、長年の修練で身につけた技術を駆使し、でき
うる限りの人為を尽くした酒づくりをしている。

八海山 八海醸造

☎ 0800-800-4181

最高級品質を追求した
プレミアムな日本酒。
品質に対する一切の妥
協を許さず、蔵人の最
良の技術と情熱を惜し
みなく注ぎ込んでいる。
淡麗な中にもうまみを
たたえた味わい。料理
の味を引き立てる「日
本の日本酒」として、
日本はもちろん世界の
テーブルで機能してい
く酒を目指して造られ
た。

製品の特徴
特定名称：

純米大吟醸
原料米：山田錦
精米歩合：４５％
日本酒度：±０

Hakkaisan

平目塩麹漬 胡麻カルパッチョ

純米大吟醸 八海山 浩和蔵仕込
Hakkaisan Junmai Daiginjo〔45〕Kouwa Gura

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

地域の酒蔵編

－１４－

代表銘柄 酒蔵名

相性の良い器

Hakkaisan Brewery Co., Ltd.

八海山の塩麹に一晩漬けこみ、
薄造りの要領で器に盛りゴマ
油をかけ山椒をふりかけた料
理。塩麹で旨みの増した平目
と一年間の熟成を経た酒の旨
みとふくらむ余韻が互いを引
き立てあう。

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

社屋の写真

酒蔵生まれの発酵関連商品

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

酒造りで培った技術で麹をコント
ロールしすっきりとした上品な味わ
いに仕上げている。砂糖を一切使わ
ずに、麹のでんぷんを糖化させるこ
とで優しい甘さを引き出した「あま
さけ」。

麹だけでつくったあまさけ

・ 雪室千年こうじや 新潟県南魚沼市長森459八海山雪室内

・ そば屋 長森 新潟県南魚沼市長森414-23

製造部次長
田中 勉 氏

Deputy General Manager of 
Manufacturing Department

Tanaka  Tsutomu

広さのあるボトムが酒の香りを
溜め、狭まった開口部がその香
りを閉じ込め、酒を飲む際にあ
ごが高く上がることにより口に
含んだ酒が舌全体に行き渡り、
その１杯の味わいを確かめるこ
とができる。

Sakemust（サケマスト）

（おいしい飲み方）
ふくよかな香りを放
つ純米大吟醸なので
「Sakemust サケ
マスト」のようなガ
ラスの器に注ぐのも
おすすめ。

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、台湾、イギリス、オーストラリア、オランダ）

※「千年こうじや」等にて購入可。

新潟で買える店

飲める店
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※塩こうじは雪室千年こうじや・つつみや
八蔵・千年こうじや本店で購入可



1855年（安政２年）、越後と江戸を結ぶ三国街道の
湯沢宿で旅人に酒を提供したのが始まり。
“最上の生き方は水のようである”という中国の老子
の言葉に共感し、柔軟でしなやかな姿勢で『上善如
水』の銘柄をはじめとする、水のようにピュアな酒造
りを目指している。

上善如水 白瀧酒造

☎ 025-784-3443

米の旨みは感じさせなが
ら、味わいはスッキリな
めらか。フレッシュな香
りと、ふくらみのある味
わいが楽しめる。日本酒
を飲み慣れた方はもちろ
ん、はじめて日本酒を飲
む方にも楽しんでいただ
けるような、澄み切った
水の如き日本酒。

※2021年３月に
リニューアル予定。
詳しくは白瀧酒造まで。

製品の特徴
特定名称：

純米吟醸
原料米：国産米
精米歩合：６０％
日本酒度：＋５

日本酒を買える、または飲める国・地域
（韓国、香港、台湾、米国、オーストラリア、シンガポールなど約３０ヶ国）

Jozen Mizuno Gotoshi

生牡蠣のレモン添え

Mail tosuke@jozen.co.jp

上善如水 純米吟醸
Jozenmizunogotoshi Junmai Ginjo

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

地域の酒蔵編

－１５－

代表銘柄 酒蔵名

Shirataki Sake Brewery Co., Ltd.

生牡蠣の臭みをカ
バーしつつ、レモン
の酸味と日本酒のフ
ルーティーな香りが
最高の相性。スッキ
リした後味でエンド
レスで食べ&飲める。

（おいしい飲み方）
ワイングラスで冷や
して！吟醸酒ならで
はの華やかな香りが
ひき立ちます。

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

社屋の写真

酒蔵生まれの発酵関連商品

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

お米の発酵成分「コメ発酵液
（保湿）」を含むお肌にやさ
しい基礎化粧品シリーズ。

上善如水スキンケア

代表
高橋 晋太郎 氏

President
Takahashi  Shintaro

上善如水 モイスチャー

上善如水 ハンドトリートメント

手肌をやさしくケアする、ハン
ドクリーム。しっかり潤いを補
いながら、べたつきがなく爽や
かなつけ心地。

上善如水 ミニュイ
自社開発成分「酒粕発酵エキス
（保湿）」配合で、潤いとハリ
のあるみずみずしい肌に導く高
保湿シリーズ。

・ 白瀧酒造 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2640番地
・ 白瀧酒造オフィシャルショップ https://www.jozen.shop/# （国内）

新潟で買える店

飲める店 ・ 地酒バー 山新 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢3-4-10

2019年で10周年
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https://www.jozen.shop/


創業文化11年（1814年）。日本海に面し、豊かな自
然に恵まれた新潟県柏崎で200有余年、「越後の誉れ
高き名酒たれ」を礎に伝統と格式が伝承され、酒造り
一筋が理念の酒蔵。
新酒の米、水、そして技、地元に密着し「新酒の誉
（ホマレ）」となる良酒を醸している。

越の誉 原酒造

☎ 0257-23-6221

URL     http://www.harashuzou.com/

８年間の熟成による
なめらかな口当たり
と、深く余韻のある
味わい。黄金色の輝
きを放つ酒の芸術品。
日中国交正常化交渉
締結記念晩餐会で、
国酒として乾杯の大
役を任せられた有名
な商品。

製品の特徴
特定名称：

純米大吟醸
原料米：

新潟県産米
精米歩合：４５％
日本酒度：－３

Koshinohomare

Mail hara@basil.ocn.ne.jp

越の誉 純米大吟醸 秘蔵古酒

Morohaku

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
・酒彩館（原酒造直営ショップ） 新潟県柏崎市新橋5-12-1

地域の酒蔵編

－１６－

代表銘柄 酒蔵名

相性の良い器

Hara Shuzo Co., Ltd.

ビンテージな白ワインを
楽しむように、その黄金
色を楽しむために、ワイ
ングラスがオススメ。

ワイングラス

紹介者写真

（おいしい飲み方）
ほのかに冷やし、熟
成の色合い、黄金色
に輝くお酒を目で見
ながらお楽しみくだ
さい。エレガントな
味わいに、日本酒の
深い奥行きを感じら
れます。

酒蔵生まれの発酵関連商品
あまさけ・酒粕

無添加、砂糖不使用で、麹が造る
自然の甘味があるノンアルコール
の「越の誉 酒蔵造り あまさけ」
（写真左）

味よし、色よし、香りよし三
拍子そろった優れものの「越
の誉の酒粕」（写真右）

・原酒造オンラインショップ http://homare.ir.shopserve.jp/ （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

社屋の写真

代表取締役社長
原 吉隆 氏

President
Hara  Yoshitaka

もろはく

鯛刺身
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新潟県柏崎市は「日本海
の鯛」が有名。鯛のあっ
さりした味わいが、「も
ろはく」の深い余韻と絶
妙にあう。鯛の甘さ、
「もろはく」の上品な味
わいが一層引き立つ。

https://www.kikusui-sake.com/home/search/home.html
http://homare.ir.shopserve.jp/


魚沼酒造株式会社は、十日町市郊外の山際に位置し、
新潟県の酒造米を信濃川の伏流水で仕込んだ、辛口の
多い新潟県では異色ともいえる旨口にこだわる酒蔵。
魚沼地方は豪雪地で、清酒“天神囃子”は自然とそこ
に生きる人々に育まれたお酒。
「この酒、美味しい！」と喜ばれるお酒をモットーに
酒造りをしている。

天神囃子 魚沼酒造

☎ 025-752-3017

新潟県の酒米「越淡
麗」を５０％まで精
米し、豪雪地十日町
の厳しい寒さの中
ゆっくり低温発酵さ
せた、大吟醸といっ
てもよいお酒。甘
口・辛口の真ん中の
お酒なので皆様から
好まれている。上品
で優しい味ながら一
本筋の通った味わい
のお酒。

製品の特徴
特定名称：

純米吟醸
原料米：越淡麗

（新潟県産）
精米歩合：５０％
日本酒度：±０

Tenjinbayashi

鮭の焼漬け

Mail tenjinkk@lime.ocn.ne.jp

純米吟醸 天神囃子
Junmai Ginjo Tenjinbayashi

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

－１７－

代表銘柄 酒蔵名

Uonuma Shuzo Co., Ltd.

焼いた鮭を醤油ダレに付
けて一晩寝かせた、新潟
の郷土料理。味が浸み込
んだ鮭と、スッキリとし
た優しい飲み口の「天神
囃子」は相性抜群。

（おいしい飲み方）
冷酒・常温でお召し
上がりください。

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

社屋の写真

酒蔵生まれの発酵関連商品

URL http://www.tenjinkk.com/

天神囃子の酒粕。毎年１２月末頃から販売を
開始し、在庫が無くなり次第終了。
甘酒をはじめ、お味噌汁等いろいろな料理に
合わせていただきたい逸品。鍋料理に酒粕を
少し入れると、コクと深みが増して美味しく
なり体が温まる。

酒粕

・ 魚沼酒造(株) 新潟県十日町市中条丙1276

・ 佐藤商店 新潟県上越市柿崎区上下浜396

代表取締役社長
山口 勝由 氏

President
Yamaguchi  Katsuyoshi

“天神囃子”は新潟県妻有地方でずっと唄い
継がれている祝い唄であるが、元々は稲作豊
穣を祈願する神事唄であったと言われている。
祝い事の時は元より蔵開き、田打ち、田植え、
建て前、水入れなどに唄われてきた。当社の
天神囃子も祝い酒として親しまれている。

祝い唄 “天神囃子”
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※新潟県内でお土産品としても販売されているが、
手作りすると日持ちもしていつでもすぐに食べら
れる。



津南醸造は新潟県南部の津南町にあり、豪雪地でも知
られ、降り積もった雪は空気を清浄し、淡麗な清酒を
生み出し、寒造りに適した環境をつくりだしている。
地元の名水と酒米「五百万石」に拘り、冬期間のみ仕
込み、酵母を増やすために、三段仕込みの手法でゆっ
くりと熟成している。
低温によってまろやかになり、淡麗にしてふくらみの
ある旨み、酒米の性質で喉ごしがよくスッキリとした
後味が特徴のお酒。

霧の塔 津南醸造

☎ 025-765-5252

厳選された「五百万
石」を40%まで磨
き上げ、贅沢を極め
た最上級のお酒。優
雅で華やかな飲み口。
純米大吟醸が「五百
万石40%の奇跡」
と言われる理由は、
米の限界に近い精米
歩合40％で醸した
お酒だからです。当
蔵自慢の逸品。

製品の特徴
特定名称：

純米大吟醸
原料米：五百万石

（新潟県産）
精米歩合：４０％
日本酒度：＋2.0

Kirinotou

旬の山菜と川魚

Mail info@jouzou.com

霧の塔 純米大吟醸
Kirinoto Junmai Daiginjo

紹介者

自慢の日本酒 相性の良い料理・つまみ

地域の酒蔵編

－１８－

代表銘柄 酒蔵名

相性の良い器

Tsunan Jouzou Co., Ltd.

豪雪という厳しい冬を
耐え抜いた山菜、木の
芽とこごみのおひたし。
清流に生きるイワナ・
ヤマメの塩焼き。
山菜のほのかな苦み、
川魚の淡白な味(身の
部分)とちょっとした
塩気にお酒の吟醸香が
口の中であいまって、
季節限定の味わいが愉
しめる。

（おいしい飲み方）
上品な吟醸香とキレ
のよい味わい、優雅
で華やかな飲み口を
お楽しみください。
飲み方は少し冷やし
て飲むのがお薦め。

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

社屋の写真

杜氏兼工場長
滝沢 昌哉 氏

Toji and Factory Director
Takizawa  Masaya

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

・ 津南醸造(株) 新潟県中魚沼郡津南町秋成7141新潟で買える店

新潟県柏崎市にあるガラ
ス工房が制作する、耐熱
ガラス製の盃。
透明感のある最高クラス
の純米大吟醸は、ガラス
の酒器で飲むと、見た目
も味わいも上品なイメー
ジを持ってお愉しみいた
だける。

ガラスの酒器
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※購入方法は、魚沼市観光協会ホームページで
確認できる。

http://www.iine-uonuma.jp/

http://www.iine-uonuma.jp/


日本酒と相性の良い料理・つまみ編

まろやかでやさしい味わいは料理
との相性が良く、食中酒として楽
しむことができる。なめらかな喉
ごしと、シコシコ歯ごたえのある
食感が楽しめる「へぎそば」との
相性は抜群。

日本酒との相性 紹介者

小千谷市は、昔から良質なそばの産地として知られ、天然の湧き水が
豊富にあったことからそば作りに最も適した“そば処”として栄えて
きた。小千谷のへぎそばは、良質なそば粉をふんだんに使い、つなぎ
に布海苔（ふのり）を使って打ち上げる。

新潟で食べられる店紹介

酒蔵の紹介
事例１ へぎそば

－１９－

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

小千谷そば 角屋 新潟県小千谷市桜町4992 ☎ 0258-83-2234

小千谷では昔から「そば肴」と
言って、そばを肴にお酒を楽しん
でいた。それがへぎそば。布海苔
をつなぎに使い強いコシとなめら
かな喉ごしが魅力。

高の井酒造株式会社
代表取締役

山﨑 亮太郎 氏
Representative Director

Yamazaki  Ryotaro

紹介者写真

日本酒との相性

URL      https://hegisoba.com/

布海苔（手前原材料、奥加工後）

日本酒との相性 紹介者

福顔酒造の「大辛口」を使用した生チョコレート。地元や特A地区産のコメ、新
潟の名水、五十嵐川の軟水、すべて職人の手作業で仕上げた福顔酒造の大辛口に
合うフランス産クーベルチュールチョコレートを厳選使用。バターを利かせ、お
酒の風味を損なわず、お酒がほのかに香る「福顔しょこら」に仕上げている。

新潟で買える店紹介

酒蔵の紹介
事例２

福顔しょこら（生チョコレート）

ブランデー樽が生み出す今
までの日本酒とは一線を画
す新たな余韻がチョコレー
トと相性が良い。三条市の
菓子工房クリュの冬季限定
「生チョコレート」が絶品。

福顔酒造株式会社
取締役

小林 恵里 氏
Director

Kobayashi  Eri

菓子工房クリュ 新潟県三条市月岡1-6-16 ☎ 0256-32-1744

URL     http://www.cru-cru.net/ Mail   info@cru-cru.net

新潟銘醸株式会社
杜氏

星野 敦 氏
Toji

(local guild of master sake brewer)

Hoshino  Atsushi



日本酒と相性の良い料理・つまみ編

－２０－

五百万石本来の旨みやコクを重視した味
わいは、山古志地区の保存食として重宝
されてきた「かぐらなんばん味噌」の辛
みと旨みを引き立てる。

日本酒との相性
紹介者

長岡市山古志の特産品といえば、昔から自家栽培されていた
「かぐらなんばん」。肉厚でフレッシュな風味のトウガラシは
珍しいことから、近年、長岡野菜として注目を浴びている。
「かぐらなんばん味噌」は、緑色のかぐらなんばんを味噌と一
緒に甘辛く煮込んだ、山古志の郷土料理。

酒蔵の紹介
事例４ かぐらなんばん味噌

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

日本酒との相性

紹介者

長岡の赤飯は全国でも珍しい醤油味。一説では昔、ささげ（赤飯
の中に入っている豆）が貴重で手に入りにくかったため、長岡の
人達はその渋汁での着色ができずに醤油味で色付けしたのが始ま
りと言われている。

新潟で買える店紹介

酒蔵の紹介
事例３ 長岡赤飯

地元もち米を使った長岡独特の醤油味の
「醤油赤飯」。しょっぱさが酒の旨味を引
き立たせる。

栃倉酒造株式会社
女将

栃倉 吉子 氏
Landlady

Tochikura Yoshiko

江口だんご本店 新潟県長岡市宮本東方町52-1 ☎ 0258-47-4105

URL     https://e-dango.com/ Contact   https://e-dango.com/contact/

紹介者写真

お福酒造株式会社
専務取締役
岸 伸彦 氏

Executive Director
Kishi Nobuhiko

新潟で買える店紹介

(有)ゆきぐに企画 新潟県長岡市山古志種苧原3921 ☎ 0258-59-2015

URL      http://yukiguni.boy.jp/ yukiguni-kikaku＠olive.plala.or.jpMail



－２１－

日本酒と相性の良い器編

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１

萬寿鏡Ｊ５５Ｓokujoの外見
と、錫のぐい呑みの色がマッ
チしておしゃれ。錫は酸化し
にくく抗菌作用が強い特徴が
あり、注いだお酒は、雑味が
抜け、よりまろやかな味わい
になる。

マスカガミ株式会社
代表取締役
中野 壽夫 氏

Representative Director
Nakano  Hisao

鎚起銅器で作られたチロリは、
内側を錫メッキした緑川酒造
オリジナルのチロリ。熱伝導
が良いので、素早く美味しい
お燗酒が楽しめる。

日本酒との相性

紹介者写真

ぐい呑み

紹介者

新潟で買える店紹介

緑川酒造株式会社 新潟県魚沼市青島4015-1 ☎ 025-792-2117 

Mail office@netmidorikawa.co.jp

緑川酒造株式会社
総務部長
髙橋 覚 氏

Administrative Manager
Takahashi  Satoru

チロリ



－２２－

泳ぐ宝石と呼ばれる錦鯉の中
から、赤・黒・白の美しく豪
華絢爛な「昭和三色」をイ
メージし、美しい盃に仕上げ
てあり、なめらかな口当たり
はお酒を頂くのに最高。

小千谷市総合産業会館サンプラザ 新潟県小千谷市城内1丁目8番25
☎ 0258-83-4800

日本酒との相性
紹介者

新潟で買える店紹介

URL     http://www.niigataojiya.com/ Mail shop@ojiyasunplaza.jp

酒蔵の紹介
事例２ おぢや錦鯉盃

日本酒と相性の良い器編

美味しくてついつい飲み過ぎて
しまいがちな日本酒を、じっく
りと味わいながら楽しむのに最
適な盃。

和雑貨の店わがんせ 新潟県長岡市城内町1-611-1
駅ビルCoCoLo長岡１階 ☎ 0258-32-0123

日本酒との相性
紹介者

新潟で買える店紹介

URL      http://www.n-waganse.com/ Contact  http://www.n-waganse.com/contact/

酒蔵の紹介
事例３ 十分盃

「十分盃」とはサイフォン式のからくり酒器。八分目までな
ら普通に使えるが、並々と注ぐと底の穴から１滴残らず流れ
出てしまう。長岡藩三代藩主 牧野忠辰（まきのただとき）
が「物事は八分目くらいの余裕をもって行動すれば万事うま
くいくもの」と自らを律し、家来を戒めたと伝えられている。

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

栃倉酒造株式会社
杜氏

高野 孝英 氏
Toji(chief sake brewer)

Takano  Kouei

錦鯉発祥の地である小千谷が、青森の津軽びいどろとコラボし
て作られた盃。錦鯉の中でも特に人気の高い御三家「紅白」を
イメージした金を散らした華やかな盃と、豪著な錦鯉「昭和三
色」をイメージした煌びやかな盃がある。

高の井酒造式会社
製造部長

木村 明裕 氏
Production Manager

Kimura  Akihiro
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硝子工房クラフト・ユー 新潟県柏崎市大字上田尻951-26 ☎ 0257-21-4287

日本酒との相性
紹介者

新潟で買える店紹介

URL https://www.craft-u.com/ Mail bosilica@craft-u.com

酒蔵の紹介
事例４ ガラスの酒器

日本酒と相性の良い器編

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

バーナーワークで手作りの耐熱ガラス商品の製造と販売を行う、硝
子工房クラフト・ユーは、1991年柏崎市に工房を開設。耐熱ガラ
ス(硼珪酸ガラス)は、ガラスの成分の大半が珪酸と硼酸で占められ、
耐熱性と耐化学性に優れた特長がある。全国的にみてもこの素材で
個人工房が手作りでオリジナル作品を商品化しているのは珍しい。

津南醸造式会社
杜氏兼工場長
滝沢 昌哉 氏

Toji and Factory Director
Takizawa  Masaya

透明感のある最高クラスの
純米大吟醸は、ガラスの酒
器で飲むと、見た目も味わ
いも上品なイメージを持っ
てお愉しみいただける。



日本酒を買える店・飲める店
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酒蔵 国・地域 店舗名
買
え
る

飲
め
る
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マスカガミ

日本 (株)マスカガミ ○ http://www.masukagami.co.jp/

日本 (株)新潟伊勢丹 ○ https://www.isetan.mistore.jp/niigata.html

日本 （有）都屋 ○ https://www.niigata-miyakoya.jp/

日本 ぽんしゅ館(越後湯沢駅） ○ ○ https://www.ponshukan.com/yuzawa/

日本 ぽんしゅ館(新潟駅） ○ ○ https://www.ponshukan.com/niigata/

日本・長岡市 ぽんしゅ館（長岡駅） ○ ○ https://www.ponshukan.com/nagaoka/

福顔酒造

日本 福顔酒造(株)小売部 ○ ○ http://www.fukugao.jp/

日本 オンラインショップ ○ https://fukugao.shop-pro.jp/

日本 道の駅「燕三条地場産センター」 ○ http://www.tsjiba.or.jp/michi/

日本 燕三条駅（Wing、ニューデイズミニ） ○ http://www.tsubamesanjo.jp/wing/

日本 ぽんしゅ館(越後湯沢駅） ○ ○ https://www.ponshukan.com/yuzawa/

日本 ぽんしゅ館(新潟駅） ○ ○ https://www.ponshukan.com/niigata/

台湾 三井餐飲事業集団 ○ ○ http://www.mitsuitaipei.com.tw

台湾 上引水産 ○ ○ http://www.addiction.com.tw

池浦酒造

日本 池浦酒造(株) ○ https://ikeura-shuzo.com/

日本・新潟市 やしち酒店 ○ －

日本・新潟市 白井商店 〇 －

日本・新潟市 西巻商店 ○ －

日本・柏崎市 にしざわ酒店 ○ －

日本・新潟市 寿司安 ○ －

日本・長岡市 割烹 池浦 ○ －

日本・長岡市 創作居酒屋繋 ○ －

栃倉酒造

日本・長岡市 栃倉酒造(株) ○ －

日本・長岡市 西脇酒食品店 ○ －

日本・長岡市 横山商店 ○ －

日本・長岡市 ぽんしゅ館（長岡駅） ○ https://www.ponshukan.com/nagaoka/

日本 よろづや酒店 ○ https://www.yoroduya.tv/

日本 アイバ屋酒店 ○ http://aibayasakecom.sakura.ne.jp/

日本 ヤマイ佐藤商店 ○ https://www.yamai-kome-sake.jp/

日本 立原酒店 ○ http://shop.tachiharasaketen.com/

お福酒造

日本 お福酒造(株)直営店「福の蔵」 ○ http://www.ofuku-shuzo.jp/fukunokura.php

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

日本 ぽんしゅ館(越後湯沢駅） ○ ○ https://www.ponshukan.com/yuzawa/

日本 ぽんしゅ館(新潟駅） ○ ○ https://www.ponshukan.com/niigata/

日本・長岡市 ぽんしゅ館(長岡駅） ○ ○ https://www.ponshukan.com/nagaoka/

日本 (有)サトウ商店 ○ http://blog.livedoor.jp/sake_sato/

日本 (株)横山商店 ○ http://yokoyamasyouten.co.jp/

日本 ホテルニューオオタニ長岡（胡蝶） ○ https://www.nagaoka-newotani.co.jp/restaurant/kochou.html

日本 東忠 長岡店 ○ https://tochu-ojiya.owst.jp/

長谷川酒造

日本 オンラインショップ ○ https://sekkobai.shop-pro.jp/

日本 ぽんしゅ館(新潟駅） ○ ○ https://www.ponshukan.com/niigata/

日本 ぽんしゅ館(越後湯沢駅） ○ ○ https://www.ponshukan.com/yuzawa/

日本・長岡市 ぽんしゅ館(長岡駅） ○ https://www.ponshukan.com/nagaoka/     
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朝日酒造

日本 酒楽の里 あさひ山 ○ http://www.asahi-shouzi.co.jp/shop_buppan/nagaoka/

日本 お近くの販売店 ○ https://www.asahi-shuzo.co.jp/shop/

日本 あさひ山 蛍庵 ○ http://www.asahi-shouzi.co.jp/shop/hotaruan/

緑川酒造

日本・新潟市 （有）早福酒食品店 ○ －

日本 （有）都屋 ○ https://www.niigata-miyakoya.jp/

日本・魚沼市 （有）松喜屋商店 ○ －

日本・南魚沼市 （有）越中屋商店 ○ －

日本・南魚沼市 (資)越後屋酒店 ○ －

日本 欅苑 ○ http://www.keyakien.com/top.shtml

日本・魚沼市 銀山茶屋 ○ －

高の井酒造

日本 オンラインショップ ○ http://www.hatsuume.co.jp/shop/attention.html

日本 取扱店一覧 ○ http://www.hatsuume.co.jp/d_and_u/index.html

日本 小千谷市総合産業会館サンプラザ ○ http://www.ojiyasunplaza.jp/

新潟銘醸

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

日本 新潟ふるさと村（バザール館） ○ http://furusatomura.pref.niigata.jp/

日本 ぽんしゅ館(越後湯沢駅） ○ ○ https://www.ponshukan.com/yuzawa/

日本 ぽんしゅ館(新潟駅） ○ ○ https://www.ponshukan.com/niigata/

八海醸造

日本 雪室千年こうじや ○ http://www.uonuma-no-sato.jp/

日本 つつみや八蔵 ○ http://www.uonuma-no-sato.jp/

日本 千年こうじや本店 ○ http://www.sennen-koujiya.jp

日本 そば屋長森 ○ http://www.uonuma-no-sato.jp/

日本 八海山 泉ヴィレッジ ○ http://www.izumivillage.jp/

白瀧酒造

日本 白瀧酒造(株) ○ http://www.jozen.co.jp

日本 オフィシャルショップ ○ https://www.jozen.shop/#

日本 駅の酒蔵(越後湯沢駅内） ○ https://www.ponshukan.com/yuzawa/

日本 タカハシ屋 ○ https://www.yuzawa-takahashiya.com/

日本 ながた屋酒店 ○ https://www.snow-country-tourism.jp/about/shop/長田屋/

日本 浪速屋酒店 ○ http://www.naniwaya-saketen.com/

日本・湯沢町 地酒バー 山新 ○ －

日本 釜蔵 湯沢店 ○ http://www.sep-i.co.jp/yuzawa/

日本 そば しんばし ○ http://www.soba-shinbashi.net/

原酒造
日本 酒彩館（原酒造直営ショップ） ○ http://www.harashuzou.com/

日本 オンラインショップ ○ http://homare.ir.shopserve.jp/

魚沼酒造

日本・十日町市 魚沼酒造(株) ○ －

日本 (株)金田屋酒店 ○ http://www.s-kanetaya.com/

日本 佐藤商店 ○ https://www.yamai-kome-sake.jp/

津南醸造

日本 オンラインショップ ○ https://tsunan-sake.stores.jp/

日本 ぽんしゅ館(越後湯沢駅） ○ ○ https://www.ponshukan.com/yuzawa/

日本 ぽんしゅ館(新潟駅） ○ ○ https://www.ponshukan.com/niigata/

日本・長岡市 ぽんしゅ館（長岡駅） ○ ○ https://www.ponshukan.com/nagaoka/

日本・新潟市 にいがた銘品館（新潟駅） ○ －




