
農大蔵元試飲フェア・第2回　蔵元一覧・銘柄表　（都道府県順）

※銘柄・試飲価格は予告なく変更となる可能性がございます。

※未成年のご飲酒は固くお断りします。 2019/5/21現在

No. 都道府県 蔵元名 銘柄
試飲価格
（30ml）

販売番
号

南部美人　特別純米 ¥100 1
南部美人　純米大吟醸 ¥300 2
南部美人　糖類無添加　梅酒 ¥200 3
伯楽星　純米吟醸 ¥100 4
伯楽星　純米大吟醸 ¥300 5
あたごのまつ　純米吟醸 ¥100 6
あたごのまつ　ひと夏の恋 ¥100 7
超濃厚　ヨーグルト酒 ¥200
やまとしずく　純米吟醸 ¥100 8
やまとしずく　美郷錦 ¥100 9
やまとしずく　陸羽132号 ¥100 10
やまとしずく　純米大吟醸 ¥200 11
雅山流〈如月〉　大吟醸酒 ¥100
九郎左衛門〈雄町〉　大吟醸酒 ¥100
雅山流〈彩月〉純米吟醸生酒 ¥100 12
六歌仙　五段仕込み純米 ¥100
山法師　純米吟醸 ¥200
山法師　純米吟醸うすにごり生 ¥200
蔵の隠し酒　純米吟醸　涼風 ¥200
手間暇　純米大吟醸　山田錦 ¥300
純米大吟醸　きたのはな ¥200
大吟醸　きたのはな ¥100 13
純米吟醸　明日の日本を語る酒 ¥100 14
純米吟醸　金澤屋五百万石原酒 ¥100
貴醸酒　喜多の華　1986 ¥300 15
霧筑波　特別純米　下妻米 ¥100
霧筑波　純米吟醸　生酛仕込み ¥100
霧筑波　純米大吟醸　雄町 ¥200
霧筑波　知可良　大吟醸　氷温　3年熟成 ¥300
百笑舞　純米吟醸無濾過原酒 ¥200
百笑舞　純米吟醸 ¥100
百笑米　本格焼酎　古酒 ¥300
来福　純米酒　ふくまる ¥100
来福　純米吟醸　愛山 ¥200
来福　特別純米　なでしこの花酵母 ¥200
来福　純米大吟醸　愛山 ¥300
来福　純米大吟醸　別誂　播州愛山二割九分磨き ¥400
四季桜　純米大吟醸　花宝 ¥200
四季桜　純米大吟醸　今井昌平 ¥200
四季桜　純米吟醸　はさみ酒 ¥100
四季桜　とちぎの星　純米酒 ¥100 16
東力士　純米　酔夏 ¥100 17
東力士　純米吟醸　酔夏 ¥200 18
東力士　純米吟醸無濾過生原酒　山田錦 ¥200
熟露枯　大吟醸　秘蔵10年古酒 ¥500 19
熟露枯　大吟醸　秘蔵30年古酒（平成元年酒） ¥2,000
大吟醸酒　真 ¥200
純米大吟醸　尚仁沢 ¥100
純米吟醸酒　NY ¥100
純米酒　尚仁沢 ¥100
十一正宗　（さくら酵母仕込） ¥100
寿萬亀　超特撰大吟醸 ¥200 20
寿萬亀　純米大吟醸　愛山 ¥200 21
寿萬亀　大吟醸　寿 ¥200 22
純米大吟醸　亀田 ¥200 23
天翔亀 ¥500 24

岩手1

宮城2

秋田3

山形4

山形5

茨城7

茨城

茨城

森戸酒造（株）

亀田酒造（株）

栃木

千葉13
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宇都宮酒造（株）

（株）島崎酒造

栃木

栃木11
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（株）南部美人

（株）新澤醸造店

秋田清酒（株）

福島 （資）喜多の華酒造場

来福酒造（株）9

8

6

（有）新藤酒造店

（株）六歌仙

（資）浦里酒造店

百笑米　大嶋農場



No. 都道府県 蔵元名 銘柄
試飲価格
（30ml）

販売番
号

木戸泉　純米アフス生 ¥100
木戸泉　DEEP GREEN 2017 ¥100 25
木戸泉　BLUISH PURPLE 2017 ¥100 26
木戸泉　特別純米　自然米　生 ¥200
木戸泉　純米瓶囲い ¥100 27
久保田　萬寿（純米大吟醸） ¥200
久保田　碧寿（純米大吟醸山廃仕込み） ¥100
久保田　翠寿（大吟醸生酒） ¥100
久保田　純米大吟醸 ¥100 28
越乃寒梅　特撰　吟醸酒 ¥100
越乃寒梅　無垢　純米大吟醸酒 ¥200
越乃寒梅　超特撰　大吟醸酒 ¥300
〆張鶴　純 ¥100 29
〆張鶴　純米吟醸　山田錦 ¥100
〆張鶴　吟撰 ¥100
〆張鶴　吟醸生貯蔵酒 ¥100
〆張鶴　大吟醸  金ラベル ¥200
青煌　純米大吟醸　愛山 ¥300
青煌　純米吟醸　雄町 ¥200
武の井　純米吟醸　ヒマワリ酵母仕込み ¥200
武の井　純米焼酎35°長期樫樽熟成 ¥200
武の井　純米焼酎25°花酵母仕込み ¥100
積善　純米吟醸　愛山　ひまわりの花酵母 ¥200
積善　純米大吟醸　愛山　りんごの花酵母 ¥300
積善　純米吟醸　山田錦　なでしこの花酵母 ¥200 30
積善　純米酒　金絞錦　金木犀の花酵母 ¥100
積善　ひとごこち　りんごの花酵母 ¥100
富士錦　純米大吟醸　山田錦 ¥200 生協

富士錦　純米大吟醸　愛山 ¥200 生協

富士錦　純米吟醸　雄町 ¥100 生協

富士錦　特別純米　ほまれふじ ¥100 生協

富士錦　湧水仕込　純米酒 ¥100 生協

富士錦　純米酒　大根おどり ¥100 生協

赤磐雄町・純米大吟醸 ¥200 31
酒一筋　夏純吟・純米吟醸生 ¥100 32
酒一筋　時代おくれ・山廃純米吟醸 ¥100 33
さけひとすじ　国産れもん酒・りきゅーる ¥100 34
誠鏡　純米たけはら ¥100 35
誠鏡　純米超辛口生原酒（夏酒） ¥100
誠鏡　純米吟醸　雄町 ¥100 36
幻　大吟醸　（白箱） ¥100 37
幻　純米大吟醸　（赤箱） ¥200 38
夜の帝王　特別純米 ¥100 39
龍勢　八反　陸拾　純米吟醸 ¥200 40
龍勢　八反　伍拾　純米大吟醸 ¥300 41
龍勢　別格品　生酛純米大吟醸 ¥400
龍勢　善七　生酛純米大吟醸古酒 ¥1,000
川鶴　讃岐くらうでぃ ¥100 42
川鶴　light（純米吟醸） ¥100 43
川鶴　純米吟醸原酒14 ¥100 44
川鶴　純米　雄町80 ¥100 45
川鶴　特別純米 ¥100 46
まさひろ　オキナワジンR1　（10ml） ¥100 47
ヤムイモ焼酎　天恵のしずく　35度 ¥100 メル

　　※1～47のお酒は会場1階にてご購入いただけます

　　※※生協…農大生協ブースで販売します

　　※※※メル…メルカード東京農大ブースで販売します
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川鶴酒造（株）

まさひろ酒造（株）

（株）西飯田酒造店

富士錦酒造（株）

利守酒造（株）

中尾醸造（株）
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