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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
コード

○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#niigatajoetsusado

表紙の写真：左上から時計回りに、妙高山、高田城、岩首昇竜棚田、尖閣湾揚島遊園
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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（上越・佐渡地区）内の全
ての酒蔵を紹介しているわけではありません。

(有)加藤酒造店

(株)北雪酒造

(有)竹田酒造店
上越酒造(株)

代々菊醸造(株)

尾畑酒造(株)９

１１

(株)武蔵野酒造

田中酒造(株)

池田屋酒造(株)

鮎正宗酒造(株)君の井酒造(株)

１０

４

３
５

１

２

８

７６



「つまみ・器マップ」

－３－

南越後ふるさと振興
（昆布巻きの味噌漬け）

一印かまぼこや

（めぎすつみれだんご）

渡部鮮魚店
（たらこ糀漬け）

齋藤尚明工房

（白磁ぐい呑み）

ホテルハイマート
（する天）

酒蔵すいせん

越後焼 妙高赤倉窯
（陶器の酒器）

北沢窯
（無名異焼）

口福の店 魚住かまぼこ店
（酒粕の力）



えちごトキめき鉄道高田駅から徒歩10分。城下町高田
の街あるき観光とともにお越し下さい。明治創業の小
さな蔵で地域の米、水を大切にして酒を醸している。
2020年12月から新しい小規模蔵も完成し気軽に蔵見
学もお楽しみ頂けるようになる。もちろんお酒の販売
もOK。

スキー正宗 武蔵野酒造

☎ 0255-23-2169

URL https://www.musashino-shuzo.com/

新潟県蔵元しか使え
ない「越淡麗」と言
う酒造好適米を使っ
て造られた純米大吟
醸酒。穏やかな吟醸
香とふくよかな味わ
いは食中酒として最
適。

製品の特徴
特定名称：

純米大吟醸
原料米：越淡麗
精米歩合：５０％
日本酒度：非公開

Ski masanume

たらこ糀漬け

Mail admin@musashino-shuzo.com

寿亀正宗 純米大吟醸
Ski masamune 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

地域の酒蔵編

－４－

代表銘柄 酒蔵名

相性の良い器

Musashino shuzo Co., Ltd.

新鮮な鱈子をこうじに漬
けた逸品。新潟県上越地
方に昔から伝わる伝統の
製法で作られている。日
本酒の肴にも最適だが、
ごはんのお供にも。

上越市寺町の陶芸家。先
代陶齋から続く流れを受
けつぎ白磁や染付の皿や
茶碗を制作。父親の先代
陶齋から受けついだ椿や
とうがらし絵の染付も良
いが、2代目陶齋の白磁
のぐい呑みはおすすめ。

白磁ぐいのみ

・武蔵野酒造 新潟県上越市西城町4-7-46

・武蔵野酒造ON-LINE

（おいしい飲み方）
軽く冷やすか、常温
にて、お召し上がり
下さい。

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

１

紹介者写真
取締役総務部長
小林 尚 氏

Director
Administractive Manager

Kobayashi  Hisashi

酒蔵生まれの発酵関連商品

黒味醂

30年以上の熟成を経て褐色を
帯びた本味醂。甘く濃厚な味わ
いは、様々な味わい方を提供し
てくれる。アイスクリームの
トッピングやバルサミコ酢との
相性も良い。

日本酒を買える、または飲める国・地域 （米国）

https://www.musashino-shuzo.com/

https://musashino-shuzo.stores.jp/

https://www.musashino-shuzo.com/
https://musashino-shuzo.stores.jp/


1643年(寛永20年)創業、新潟県で3番目に古い酒蔵。
銘柄は「能鷹」。地元では“酒飲みの酒”と言われ酒
好きに好まれる辛口で、すっきりしていて旨味のある
飲み飽きしない普通酒は晩酌の定番酒。酒蔵の前方に
は、日本海が広がっており、全国でも珍しい海に一番
近い酒蔵。

能鷹 田中酒造

☎ 025-546-2311

新潟県を代表する酒
米「五百万石」を
55%まで磨き、純
米特有の濃醇で口当
たりが滑らかなお酒
で、つまみによく合
い、食中酒として飲
んでいただけるお酒。

製品の特徴
特定名称：

特別純米酒
原料米：五百万石
精米歩合：５５％
日本酒度：＋２

日本酒を買える、または飲める国・地域（シンガポール）

Noutaka

する天(スルメイカの天ぷら)

Mail tanakasyuzou@noutaka.jp

能鷹 特別純米酒
Noutaka Tokubetsu junmaishu

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

－５－

代表銘柄 酒蔵名

相性の良い器

Tanaka syuzou Co., Ltd.

する天、ﾎﾜｲﾄ焼そば、のっ
ぺい汁 等油っぽい料理な
どを、キリっとした辛口の
お酒で口の中を一旦リセッ
トし、また次の料理に…と
地元の名物との相性が抜群
でお酒も料理も進む。

陶器の酒器

（おいしい飲み方）
「常温」は勿論だが、
程よい酸味もあるの
で「ぬる燗」もお勧
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

２

酒蔵生まれの発酵関連商品

代表取締役専務
馬場 慶徳 氏

Representative Senior 
Executive  Director

Baba  Yoshinori

・ 山清酒店 新潟県上越市中央1丁目6-2
・ 増井酒店 新潟県上越市西本町3丁目8-8

お燗がお勧めなので、
陶器のお銚子とお猪口
がベストマッチ。

紹介者写真

社屋の写真

URL   http://www.noutaka.jp/

酒粕の力

・ ホテルハイマート 新潟県上越市中央1-2-3
・ 鳥まん 新潟県上越市西本町4-1-5

地元かまぼこや「魚住かまぼ
こ」は能鷹の酒粕を練りこん
だかまぼこ。「味」「香り」
ともに非常に豊かな、「発酵
のまち上越」にふさわしい商
品。「メイド・イン上越」認
証商品。



新潟県上越市大潟区で創業して150年余り。砂丘が多
いこの土地は、雨水が砂丘で濾過され、良質な地下水
となっている。この水をくみ上げ「かたふね」はでき
ている。芳醇旨口の「かたふね」は淡麗辛口ブームに
も味を変えることなく、地域に愛される酒を守り続け
てきた。飲んだ人の「おいしいね」のために、常に前
進し続ける。

かたふね 竹田酒造店

☎ 025-534-2320

世界で最も受賞が難しいと
される「ＩＷＣ（インター
ナショナルワインチャレン
ジ）ＳＡＫＥ部門」におい
て、2013・2015・
2019年「本醸造の部」で
最高賞を受賞。味に深みが
ありながら、のど越しは軽
快でスッとキレのある味わ
い。芳醇旨口なこの酒は、
老若男女問わず、さらには
国籍も問わずに多くの人に
愛されている。

製品の特徴
特定名称：

特別本醸造
原料米： 越淡麗

こしいぶき
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（米国、香港、シンガポール ）

Katafune

めぎすの天ぷら

Mail info@katafune.jp

かたふね 特別本醸造
Katafune Tokubetsu honjozo

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 酒蔵名

Takeda Shuzo Co., Ltd

特別本醸造は、白身魚の
さっぱりとした味わいに
ピッタリで、料理の甘み、
うまみを引き出す。その
中でも、白身魚の街、上
越市特産のめぎすがおす
すめ。特別本醸造が淡泊
な味わいのめぎすの甘み
をしっかり引き出す。

（おいしい飲み方）
香りもしっかりとあり
ながらくどくなく、口
に含むとふんわりと甘
みが広がる。そしてキ
レがよく、どんどん杯
がすすむ。食中酒とし
て最適で、料理を引き
立てる。常温からぬる
燗で頂くと甘みと香り
がしっかり感じられる。

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

３

社屋の写真

・ 販売店一覧

九代目蔵元
竹田 成典 氏

Representative Director 
(ninth generation)
Takeda   Shigenori

URL    http://www.katafune.jp/

酒蔵生まれの発酵関連商品

上越市大潟区の苺農園「苺の
花ことば」とのコラボ商品で
初のリキュール商品。「越後
姫」という品種の苺を使い、
4週間ほどかけ丁寧に抽出した
シロップを清酒と混ぜ合わせ
た。いちごの色・香り・甘さ
を最大限に出せるよう工夫し
ている。女性に受け入れられ

やすいパッケージと味わいは、プレゼントや
自分へのご褒美に良い。召し上がり方はロッ
ク、水割り、ソーダ割など。また牛乳で割る
のも苺ミルクのような味わいになりおすすめ。

いちご花
はな

http://www.katafune.jp/shop.html

https://www.katafune.jp/


江戸時代中期より酒を造っていた記録があり、当代で
18代になる。会社組織にしたのは明治34年。自作田
で収穫した米を仕込む淡麗旨口の酒。吟田川の吟は吟
味に、また田は米に川は水に通じている。

吟田川 代々菊醸造

☎ 025-536-2329

酒米・山田錦を
40％にまで研いた
米で仕込んだ大吟醸。
自然の圧力で滴り落
ちた絞りたての酒を
集めている。香り、
味共にすぐれた一品。

製品の特徴
特定名称：

大吟醸
原料米： 山田錦
精米歩合： ４０％
日本酒度： ＋３

Chibitagawa

日本海の魚介

Mail yoyogiku@at.wakwak.com

氷の雫 大吟醸
Kori no shizuku 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

地域の酒蔵編

－７－

代表銘柄 酒蔵名

相性の良い器

Yoyogiku jozo Co., Ltd.

その土地、その土地の自慢
の通のつまみがあるはず。
当蔵の近くでは日本海で獲
れた魚介類がお勧めで、地
元柿崎で獲れるヒラメの刺
身、舌平目の煮付けはお酒
と美味しくいただける。

日本に古くから伝わる古
伊万里のチヨク。また備
前焼、信楽焼など日本特
有の器で飲んで、古（い
にしえ）を楽しんでいた
だきたい。

日本伝統の器

（おいしい飲み方）
少し冷やして、お気
に入りの器で、香り、
味を楽しんで。幸福
の一時が広がる。

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

４

社屋の写真

・ 新潟県上越市内の業務店（居酒屋など）

社長
中澤 房尚 氏

President
Nakazawa Fusanao

・新潟県上越市内の酒販店

紹介者写真

日本酒を買える、または飲める国・地域 （ドイツ、香港、シンガポール ）

酒蔵生まれの発酵関連商品

吟田川大吟醸酒粕

数量限定の酒粕は香りがよく評判が良い。
酒粕を使った鱈汁、旬の五月菜の粕汁が
美味しい。

酒蔵見学が可能（10時～16時）。
事前予約が必要ですので、代々菊醸造（株）
までお問い合わせください。



西暦１８０４年創業。第二次世界大戦中に廃業させら
れ、戦後、数社一体となれば復活することが許された
際に、３社が集まってできた上越酒造。
社長自ら杜氏をつとめ、いつも心に留めているのは
「古式を大切に今様を探る心込めた酒造り」
全てのお酒を昔ながらの槽（フネ）で二昼夜かけて
搾っているため、やさしい味わいのお酒。

越の若竹 上越酒造

☎ 0255-28-4011

製品の特徴
特定名称：

純米吟醸酒
原料米：五百万石
精米歩合：５０％
日本酒度：－1

（変動あり）

Koshino wakatake

山菜の天ぷら

越後美人 純米吟醸

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

－８－

代表銘柄 酒蔵名

相性の良い器

Joetsu Shuzo Co., Ltd.

季節の味をかろやかに
揚げた天ぷらをつまみ
ながら一杯また一杯と
盃を重ねるひとときは
至福のきわみ。

茶器

（おいしい飲み方）
少しぬるめの燗で煮
物、肉料理などとお
飲みいただくとお酒
の味わいがよりお楽
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

５

紹介者写真

・上越酒造（株） 新潟県上越市大字飯田508

社長
飯野 美徳 氏

President
Iino Yoshinori

地元の農家が育てた
五百万石で仕込み、
しぼりたての風味を
そのままビンに詰め
たお酒。
やや甘口の吟醸酒だ
が酸味とのバランス
でさらりとした味わ
いがお料理と合わせ
てもおいしくいただ
ける。

Echigobijin Junmai Ginjo

新潟で買える店

酒蔵生まれの発酵関連商品

越後美人大吟醸酒粕

小ぶりな茶器で楽し
んでいただくのがお
勧め。白い器で、お
酒の色も楽しめる。

酒蔵見学が可能。事前予約が必要ですので、
上越酒造（株）までお問い合わせください。

越後美人大吟醸の醸造時に
得られる酒粕。野沢菜漬け
や奈良漬けに。また、鍋に
入れると味に丸みがでる。



天保13年（1842年）創業。当蔵がある新井は「豪雪
の地」として名高く、冬は天然の冷蔵庫となるだけで
なく、地下水も豊富で酒造りには最適な環境である。
「不易流行」いつまでも変化しない本質的なものの中
にも、新しさを取り入れていくという考えを経営理念
とし、その時代のお客様に必要とされ記憶に残る個性
ある地酒造りを目指している。

君の井 君の井酒造

☎ 0255-72-3136

蔵に生息する天然の乳
酸菌を育み優良な酒母
（お酒のもと）を造り
上げた山廃ならではの
芳醇な旨味と深いコク
が身上の純米酒。
穏やかな香りと豊かな
旨みを持ち合わせる”
エレガントな山廃”

製品の特徴
特定名称： 純米酒
原料米： 妙高市産
越淡麗・こしいぶき

精米歩合： ６５％
日本酒度： ＋２

Kiminoi

ホタルイカの酢みそ和え

君の井 山廃純米酒
Kiminoi Yamahai Junmai-shu

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

－９－

代表銘柄 酒蔵名

Kiminoi Shuzou Co., Ltd.

濃い味の料理は特に料理
の味わいを損なわずに、
お酒を楽しめる。山廃酒
の酸味がホタルイカなど
濃厚な料理の味をさらに
引き立て良く合う。

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

URL http://www.kiminoi.com/

・ 君の井酒造オンラインショップ

総務
木賀 誠 氏

General Affairs Section
Kiga Makoto

（おいしい飲み方）
お燗から冷やまで幅
広く、好みの温度帯
に対応できる。

日本酒を買える、または飲める国・地域 （ 米国、香港、シンガポール ）

新潟で買える店

６

Mail mail@kiminoi.co.jp

築100年以上の蔵は見学が可能。
【見学可能時間：9:00～16:0０ 自由見学】
おすすめのお酒の試飲や売店での購入もできる。
状況により人数制限や見学方法を変更する場合
があるので、事前にホームページの確認が必要。

・ 君の井酒造 新潟県妙高市下町3-11

山廃仕込みとは、蔵や自然の中に生息
する天然の乳酸菌を取り込む伝統的な
「生もと造り」の一種。

作業が複雑で時間を要し、全国でも一部の蔵
元でしか造られていない。生もとの作業工程
にある“山卸”（水・麹・
蒸米を桶に入れて時間毎に
すりつぶす作業）を廃止し
た技法で“山卸廃止”略し
て山廃と呼ばれている。

https://kiminoi-shop.com/

https://kiminoi-shop.com/


創業は、1875年で145年間休まず酒を醸している。
初代飯吉彦左衛門が枯渇することを知らない良質の湧
き水で酒を醸したことが始まり。酒の原料となる湧き
水は、今も蔵の下からこんこんと音を立て湧き出てお
り、毎時6トンの水量を誇る、蔵元に寄り添う山の地
下深くより自然に湧き上がる伏流水。大自然に育まれ
た湧き水が生み出す酒は、やわらかな口当たりで、
さらりとした甘さを感じながら飲んでいるうちに甘さ
がすっと消えるキレのあるうま口の酒を目指している。

鮎正宗 鮎正宗酒造

☎ 0255-75-2231

URL    https://www.ayumasamune.com/

製品の特徴
特定名称：

特別本醸造酒
原料米：五百万石
精米歩合：５８％
日本酒度：－１．５

日本酒を買える、または飲める国・地域（シンガポール、タイ ）

Ayumasamune

昆布巻きの味噌漬け

特本 鮎正宗
Tokuhon Ayumasamune

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

－１０－

代表銘柄 酒蔵名

相性の良い器

Ayumasamune Shuzo Co., Ltd.

地元産の味噌を使用し、
野菜を昆布で巻いた昔か
らの保存食でおにぎりの
具材や熱々の御茶漬けに
のせると食が進む。これ
をつまみに飲むと自然の
素材の味わいがお口と気
持ちを癒す。

日本酒グラス

（おいしい飲み方）
お料理とお召し上が
りいただくとお互い
に味わいを引き立て
あい、楽しいひと時
をお過ごしいただけ
る。白身魚のお刺身
や貝類などの旨味に
調和して美味しくい
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

７

社屋の写真

常務取締役
飯吉 富彦 氏

Executive Director
iiyoshi Tomihiko

仕込み水のうまさが一番
感じられ、妙高産 五百
万石を使い丁寧に醸され
た地元の皆さんにこよな
く愛されていることが自
慢のお酒。冷からお燗酒
まで幅広い飲み方に対応
でき、若い方から女性の
方まで幅広く支持される
一品。お料理との相性も
良く食中酒としてお勧め。

地元妙高市産 コシヒカリ1
等米100％で造られた甘さ
け。特に玄米100％で造ら
れた玄米甘さけは食物繊維や
玄米の栄養素が簡単に美味し
くとれる一品。

Mail ayu@ayumasamune.com

紹介者写真

酒蔵生まれの発酵関連商品

清酒グラスは口が薄いワイン風
グラスで飲むと香りと味わいが
楽しめる。お燗酒は陶器の口が
丸いぐい呑みで飲むと味わいが
なめらかに広がる。

新潟で買える店

飲める店

・ やまぎし酒店 新潟県妙高市諏訪町1丁目3-13
・ 武相荘（ぶあいそう） 新潟県妙高市関川町2-3-5

・ 楽膳屋 一（いち） 新潟県妙高市高柳2丁目2-25

甘さけ

左：コシヒカリ白甘さけ、右：玄米甘さけ・玄気の舞



1812年創業。蔵は、塩の道の起点に位置し、川中島
の合戦の折、越後の名将・上杉謙信が敵将・武田信玄
に塩を送ったという塩送りの美談に、ちなんで日本酒
「謙信」と令名した。200年以上わたり、地元顧客
の満足を第一とする酒造りの心を持ちながら、良質な
酒米を贅沢に使用し、手造り感を大切にした高品質な
日本酒を製造している。

謙信 池田屋酒造

☎ 0255-52-0011

新潟県産 五百万
石、越淡麗を使用
し、穏やかな香り
で味わい豊か。仕
込み水には、井戸
から汲み上げた姫
川の伏流水を使用
しており、まろや
かな飲み心地で後
味が良好。

製品の特徴
特定名称：

純米吟醸酒
原料米：五百万石

越淡麗
精米歩合：５０％
日本酒度：＋１

Kenshin

めぎすつみれだんご

Mail kenshin-ikedaya@r9.dion.ne.jp 

謙信 純米吟醸
Kenshin 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

－１１－

代表銘柄 酒蔵名

Ikedaya shuzo Co., Ltd.

白身魚で、脂が
ありクセのない
糸魚川産めぎす
を使用している。
めぎすつみれの
奥深いうまみが
純米吟醸のさわ
やかな含み香と
合う。

（おいしい飲み方）
お酒は香り穏やかな
ので、魚料理、鳥料
理と一緒に冷酒、ぬ
る燗がおすすめ。

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

８

酒蔵生まれの発酵関連商品

・マルエス酒店 新潟県糸魚川市横町1-1

酒粕

常務
池原 達弘 氏
Executive Director
Ikehara Tatsuhiro

不定期で販売している酒粕は、料理の隠し味
として良く合う。
夏には漬け物用として使うのがおすすめ。

詳しくは、池田屋酒造までお問い合わせくだ
さい。

酒蔵見学は行っておりませんので、
ご了承ください。



佐渡の地酒「真野鶴」は、酒米として「朱鷺と暮らす
郷づくり認証」に則り、かつ牡蛎殻農法を取り入れた、
環境循環と環境保全に貢献している酒米・越淡麗を使
用した日本酒を造っている。また、2020年よりは棚
田保全と佐渡ジアスを支援すべく、棚田米を使った酒
造りもはじめている。佐渡ならではの米や環境を日本
酒を通して国内外に発信している。

真野鶴 尾畑酒造

☎ 0259-55-3171

朱鷺と暮らす郷づく
り認証米に指定され、
かつ牡蛎殻農法で栽
培した酒米・越淡麗
を５５％まで磨いて
仕込んだ純米吟醸。
ワイングラスで美味
しい日本酒アワード
受賞実績あり。

製品の特徴
特定名称：

純米吟醸酒
原料米：越淡麗
精米歩合：５５％
日本酒度：＋２．５

Manotsuru

鮨

Mail shop@obata-shuzo.com

真野鶴 純米吟醸 朱鷺と暮らす
Manotsuru Junmai Ginjo Toki to kurasu

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

Obata Sake Brewery Co., Ltd.

新鮮な魚貝類を真野
鶴の柑橘系の香り、
ハーブ感がより一層
引き立てる。

（おいしい飲み方）
10度くらいの温度
にてサーブ。まずは
フレッシュなフルー
ツの香りをお楽しみ
頂き、徐々に温度が
あがると共にハーブ
感や甘み旨みを楽し
んで頂く。

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

９

社屋の写真

酒蔵生まれの発酵関連商品

・ 尾畑酒造株式会社 新潟県佐渡市真野新町449

専務取締役
尾畑 留美子 氏

Senior Executive Director
Obata  Rumiko

URL https://www.obata-shuzo.com/home/

代々受け継がれてきた自家
製粕漬け。国産の瓜とキュ
ウリを使用し当蔵の酒粕で
漬けている。
酒粕の風味と新鮮な歯ごた
えをお楽しみいただける。

真野鶴の奈良漬け

紹介者写真

相性の良い器

無名異焼

佐渡特産の器。大ぶりな
タイプが良い。トロピカ
ルフルーツの香りやハー
ブ感がある真野鶴の香り
を十分に楽しめる。

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



明治５年の創業以来、守り受け継がれてきた熟練の技。
一方で音楽演奏や超音波振動、遠心分離機など、これま
でになかった新たな一手を次々に取り入れた酒造りに取
り組んでいる。日本酒は世界でも好まれるはず、という
決意のもと、日本の佐渡島という小さな島から世界の大
きなマーケットへと海外展開も行っている。

北雪 北雪酒造

☎ 0259-87-3105

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

（おいしい飲み方）
冷・燗どちらもおす
すめ。様々な料理と
合わせやすい。

Hokusetsu

寒ブリの刺身

Mail  sado@sake-hokusetsu.com

北雪 純米吟醸 越淡麗

代表取締役社長
羽豆 大 氏

President
Hazu Hiroshi

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
・（有）北雪販売 新潟県佐渡市徳和2377番地2

地域の酒蔵編

－１３－

代表銘柄 酒蔵名

Hokusetsu Sake Brewery Co., Ltd.

佐渡沖でとれた寒ブリは
しっかりと脂がのってい
る。ブリの旨みと酒の柔
らかな旨みが合わさり、
さらに美味しくいただけ
る。後口はスッキリとし
ており、箸と盃が進む。

佐渡産越淡麗を使用
して醸した純米吟醸。
ほのかに香る吟醸香、
やわらかな飲み口の
辛口酒。

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

１０

Hokusetsu Junmai Ginjo Koshitanrei

製品の特徴
特定名称：

純米吟醸酒
原料米：
佐渡産越淡麗

精米歩合：５５％
日本酒度：＋４

酒蔵生まれの発酵関連商品

北雪甘酒

酒造好適米の五百万石を
60％まで磨き上げた麹だ
けで造った甘酒。すっき
りした飲み口が特徴。

紹介者写真

相性の良い器

北雪酒造オリジナルの酒器

日本酒を買える、または飲める国・地域 （米国、ヨーロッパ 他）

・ぽんしゅ館 新潟県新潟市中央区花園1-96-47

・山田喜右ヱ門 新潟県佐渡市河原田諏訪町169

・３尺サイズのお猪口。ぬる燗
をつけていただき、ほのかな香
りと旨みをお楽しみいただける。

・一合木升。飲み口が柔らかく
なり、お酒の風味と木の香りが
お楽しみいただける。

※北雪酒造、オンラインショップで購入できる。

https://sake-hokusetsu.com/

https://sake-hokusetsu.com/


1915年創業。佐渡の豊かな自然の恵みのもとで醸さ
れ、佐渡特有の文化の中、佐渡の人によって飲まれ続
けてきた。"質実な佐渡の地酒”を基本理念に、全量佐
渡産米のみで酒を仕込んでいる。
佐渡島内の契約農家とともに、自然栽培や無農薬栽培
での米作りにも挑戦中。

金鶴 加藤酒造店

☎ 0259-52-6511

佐渡産五百万石を使
用した程よい酸を感
じる純米酒で、食中
酒として様々なタイ
プの料理と馴染む。

製品の特徴
特定名称：純米酒
原料米：

五百万石他
精米歩合：６０％
日本酒度：

＋２．５～４．０

Kintsuru

鯵の開き

Mail sawane@katoshuzoten.com

純米 風和
Junmai Kazeyawaraka

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

Kato Shuzoten Co., Ltd.

焼きたての鯵の
ジューシーな脂と、
「風和」の持つ酸と
の相性が最適。

金鶴の麹

（おいしい飲み方）
１０℃～２０℃くら
いの温度帯で、控え
めながらも香る吟醸
香を楽しめる。

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

１１

紹介者写真

社屋の写真

酒蔵生まれの発酵関連商品

専務取締役
加藤 一郎 氏

Senior Executive Director
Kato  Ichiro

URL   https://katoshuzoten.com/    

新潟で買える店 ・ 加藤酒造店 取扱店リスト

酒造りに使う米麹を400g
のパックに詰めて、冬限定
で販売している。精米歩合
60%まで磨いているため綺
麗な白色で、クセがない
スッキリした甘酒を作るこ
とができる。

日本酒を買える、または飲める国・地域 （香港）

相性の良い器
無名異焼のぐい呑

門外不出の佐渡の赤
土で作る伝統工芸品
“無名異焼”。独特
の赤土色の土肌に地
酒を浮かべ、佐渡の
風土に思いを馳せて
みるのも良い。

https://katoshuzoten.com/store/

https://katoshuzoten.com/store/


日本酒と相性の良い料理・つまみ編

－１５－

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

塩と糀を使った発酵保存食のひとつとして考案されたのが始まり
とされている。厳寒の2月に北海道で水揚げされるスケトウダラ
の魚卵、糀は同じ商店街の江戸時代より創業の老舗味噌店のふっ
くらと香りが高く、風味豊かな糀を使用。明太子とはひと味違っ
た独特の風味で、酒の肴・ご飯のお供に最適。

新潟で買える店紹介

酒蔵の紹介
事例１ たらこ糀漬け

新鮮な鱈子をこうじに漬け
た逸品。新潟県上越地方に
昔から伝わる伝統の製法で
作られている。日本酒の肴
にも最適だが、ごはんのお
供にも。

武蔵野酒造株式会社
取締役総務部長
小林 尚 氏

Director
Administractive Manager

Kobayashi  Hisashi

渡部鮮魚店 新潟県上越市本町4丁目2番26号 ☎ 025-523-7324

URL     http://koujiduke.com/index.html Mail   info@koujiduke.com

日本酒との相性

紹介者

新潟で食べれる店紹介

酒蔵の紹介
事例２

する天

する天、ﾎﾜｲﾄ焼そば、のっぺい汁 等
油っぽい料理などを、キリっとした辛
口のお酒で口の中を一旦リセットし、
また次の料理に…と地元の名物との相
性が抜群でお酒も料理も進む。

田中酒造株式会社
代表取締役専務
馬場 慶徳 氏

Representative Senior 
Executive  Director

Baba  Yoshinori

ホテルハイマート お食事処多七 新潟県上越市中央1-2-3 ☎ 025-543-3151

URL     http://www.heimat.co.jp/ Contact  http://www.heimat.co.jp/cms/contact/

一夜干しした塩するめを天ぷらにした上越市直江津地区の郷土料理。
家庭料理としてだけでなく、お酒のおつまみや弁当のおかずとしても
食べられている。新鮮なスルメイカを一夜干しすることで、旨みが凝
縮されており、ほどよい塩気も感じられるため、何もつけずにそのま
ま美味しくいただける。



日本酒と相性の良い料理・つまみ編
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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

紹介者

糸魚川産めぎすを100%使用。捕れたてホヤホヤ高鮮度な
「めぎす」の頭と内臓を取り除き骨ごとミンチにし石臼でな
めらかに練上げボイルで仕上げた。フライパンで焼くと香ば
しくよりいっそう美味しくいただける。汁物・お鍋にも最適。
天日塩・でんぷんのみの化学調味料不使用ですので魚本来の
うま味・カルシウムたっぷりな糸魚川の海のごちそう。

新潟で買える店紹介

酒蔵の紹介
事例４ めぎすつみれだんご

有限会社一印かまぼこ屋 新潟県糸魚川市寺町2-7-8 ☎ 025-552-0411

白身魚で、脂があり クセの
ない糸魚川産めぎすを使用し
ている。めぎすつみれの奥深
いうまみと純米吟醸のさわや
かな含み香と合う。

日本酒との相性

URL      https://ichijirushi.com/

メギス

池田屋酒造株式会社
常務

池原 達弘 氏
Exective Director
Ikehara Tatsuhiro

Contact  https://ichijirushi.com/contact/

日本酒との相性

紹介者

野沢菜、大根、にんじん、ごぼうなどの野菜を昆布で巻き、味噌
に漬け込んだ妙高を代表する漬物。農事組合法人南越後ふるさと
振興が生産する味噌漬けは、全行程手作り、無添加でそのままで
もおいしくいただけるが、ごはんとの相性がとても良い。

酒蔵の紹介
事例３ 昆布巻きの味噌漬け

紹介者写真

鮎正宗酒造株式会社
常務取締役
飯吉 富彦 氏
Executive Director
Iiyoshi Tomihiko新潟で買える店紹介

販売店は、農事組合法人南越後ふるさと振興へお問い合わせください。
新潟県妙高市大原新田162-1 ☎ 0255-75-2021

Mail m-echigo@valley.ne.jp

地元産の味噌を使用し、野菜を昆布で巻
いた昔からの保存食でおにぎりの具材や
熱々の御茶漬けにのせると食が進む。こ
れをつまみに飲むと自然の素材の味わい
がお口と気持ちを癒す。



日本酒と相性の良い料理・つまみ編
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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

紹介者

上越の地酒「能鷹」の酒粕を練り込んだ、味、香りともに豊かな
「発酵のまち上越」ならではのかまぼこ。上越市で生まれた確かな
特産品・工業製品であることを示す「メイド・イン上越」認証商品。
口福の店 魚住かまぼこ店では、新潟県の素材を練り込んだ本格かま
ぼこやユニークなかまぼこを「完全石臼ねり」製法にこだわり作っ
ている。

新潟で買える店紹介

酒蔵の紹介
事例５

酒粕の力

口福の店魚住かまぼこ店
新潟県上越市春日新田5丁目21-15 ☎ 025-543-2438

URL     https://uozumi-kamaboko.com

Contact   https://uozumi-kamaboko.com/contact/index.html

田中酒造株式会社
代表取締役専務
馬場 慶徳 氏

Representative Senior 
Executive  Director

Baba  Yoshinori

酒蔵生まれの
発酵関連商品
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齋藤尚明工房 へお問い合わせください。 ☎090-9634-0077
新潟県上越市寺町2-21-6

日本酒との相性 紹介者

新潟で買える店紹介

酒蔵の紹介
事例１ 白磁ぐいのみ

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

二代陶齋・齋藤尚明氏は、父・初代陶齋が上越高田に築いた窯
にて40年以上にわたり、色絵磁器や白磁を中心に器から文房具
に至るまで幅広く作陶活動を行っている。県内外の百貨店や
ギャラリーで個展を開催している他、ワインのラベルデザイン
を手掛けるなど多岐にわたって活動する。

上越市寺町の陶芸家。先代陶
齋から続く流れを受けつぎ白
磁や染付の皿や茶碗を制作。
父親の先代陶齋から受けつい
だ椿やとうがらし絵の染付も
良いが、2代目陶齋の白磁の
ぐい呑みはおすすめ。

武蔵野酒造株式会社
取締役総務部長
小林 尚 氏

Director
Administractive Manager

Kobayashi  Hisashi

越後焼妙高赤倉窯 へお問い合わせください。 ☎ 0255-87-3450
新潟県妙高市赤倉588-18

日本酒との相性
紹介者

新潟で買える店紹介

URL      http://www.yplan.jp/ Mail  takayuki@yplan.jp

酒蔵の紹介
事例２ 越後焼

妙高市の陶芸家、栗山像心氏が伝統的な技法に基づいた上で
「地元の土を用いて、地元の風情を表現したい」という思いか
ら身近にある「越後の材料」を使い、薪で焚く「穴窯」と全長
１３メートルの「登り窯」にて作品を制作している。工房では、
妙高の土を使った器作り体験も可能。

田中酒造株式会社
代表取締役専務
馬場 慶徳 氏

Representative Senior 
Executive  Director

Baba  Yoshinori

お燗がお勧めですので、
陶器のお銚子とお猪口
がベストマッチ。

※展覧会等で不在の場合があるため事前に電話連絡が必要
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門外不出の佐渡の赤土で作る伝
統工芸品“無名異焼”。独特の
赤土色の土肌に地酒を浮かべ、
佐渡の風土に思いを馳せてみる
のも良い。

北沢窯 新潟県佐渡市相川北沢町3-1 ☎ 0259-74-3280

日本酒との相性
紹介者

新潟で買える店紹介

URL     https://www.kitazawagama.com/ Contact https://www.kitazawagama.com/contact

酒蔵の紹介
事例３ 無名異焼

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

佐渡金銀山周辺で採れる赤褐色の土「無名異（むみょうい）」か
ら作られる江戸時代から続く佐渡独自の焼き物。使い込むほどに
朱色の艶に深みが増して、しっとりとした器肌と格別の風合いが
楽しめる。北沢窯では、伝統的な朱泥焼締や釉薬等を施したデザ
イン性ある作品を数多く制作している。

加藤酒造店
専務取締役
加藤 一郎 氏
Senior Executive 

Director
Kato  Ichiro

佐渡特産の器。大ぶりなタイプ
が良い。トロピカルフルーツの
香りやハーブ感がある真野鶴の
香りを十分に楽しめる。

尾畑酒造株式会社
専務取締役

尾畑 留美子 氏
Senior Executive 

Director
Obata  Rumiko



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

ＵＲＬ

武蔵野酒造

日本 （株）武蔵野酒造 ○ https://www.musashino-shuzo.com/

日本 武蔵野酒造 ON-LINE ○ https://musashino-shuzo.stores.jp/

田中酒造

日本 山清酒店 ○ http://yamase.shop-pro.jp

日本 増井酒店 ○ https://masuisaketen.com/

日本 まいどや ○ http://www.maidoyasaketen.com/

日本 横川酒店 ○ －

日本 ホテル ハイマート ○ http://www.heimat.co.jp/

日本 鳥まん ○ －

日本 富寿し ○ https://www.tomizushi.com/

シンガポール 富寿し ○ https://www.tomizushi.com/

竹田酒造店

日本 販売店一覧 ○ http://www.katafune.jp/shop.html

米国
(サンフランシスコ)

COSTCO ○
https://www.costco.com/warehouse-
locations/san-francisco-CA-144.html

香港 喜和 ○ http://www.kiwa.com.hk/home/index.php

シンガポール Inter Rice Asia ○ https://theartofsake.com/

上越酒造 日本 上越酒造（株） ○ －

君の井酒造
日本 君の井酒造（株） 〇 http://www.kiminoi.com/

日本 オンラインストア 〇 https://kiminoi-shop.com/

鮎正宗酒造

日本 やまぎし酒店 〇 https://ja-jp.facebook.com/Yamagishisaketenn

日本 武相荘（ぶあいそう） 〇 https://buaiso.wixsite.com/home

日本 楽膳屋 一（いち） 〇 －

日本 軍ちゃん 直江津店 〇 http://www.gunchan.net/naoetsu.html

シンガポール インターライスアジア 〇 https://www.interriceasia.com/

タイ タイ 兆州屋 〇 https://choshuya.jimdofree.com/

池田屋酒造 日本 マルエス酒店 ○ ○ －

尾畑酒造 日本 尾畑酒造（株） 〇 https://www.obata-shuzo.com/home/

北雪酒造

日本 （有）北雪販売 ○ https://sake-hokusetsu.com/

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

日本 山田喜右ヱ門 ○ －

米国、欧州他 NOBU ○ －

加藤酒造店
日本 取扱店リスト ○ https://katoshuzoten.com/store/

香港 Ottotto Sake Shop ＆ Sake Studio ○ ○ https://www.ottottohk.com/




