
国税局 都道府県 製造場名 法人番号 商標名 金賞

札幌 北海道 曲イ田中酒造㈱ 法人番号2430001049842 宝川

日本清酒㈱　千歳鶴醸造所 法人番号9430001020920 千歳鶴 ☆

国稀酒造㈱ 法人番号5450001009222 国稀 ☆

男山㈱ 法人番号2450001000712 男山

仙台 青森 八戸酒造㈱ 法人番号3420001006422 陸奥八仙

鳩正宗㈱ 法人番号8420001011186 鳩正宗　吟麗

㈱鳴海醸造店 法人番号2420001009987 稲村屋文四郎

六花酒造㈱ 法人番号3420001009607 じょっぱり

㈱西田酒造店 法人番号9420001001673 金冠喜久泉 ☆

尾崎酒造㈱ 法人番号9420001008479 安東水軍

八戸酒類㈱　五戸工場 法人番号8420001006418 如空 ☆

桃川㈱ 法人番号6420001012244 桃川 ☆

岩手 ㈱桜顔酒造 法人番号6400001000663 桜顔

菊の司酒造㈱ 法人番号3400001000476 菊の司 ☆

酔仙酒造㈱　大船渡蔵 法人番号7402701000297 酔仙 ☆

㈱浜千鳥 法人番号4400001007322 浜千鳥

㈱菱屋酒造店 法人番号7400001006940 千両男山

泉金酒造㈱ 法人番号5400001007081 龍泉八重桜 ☆

㈲月の輪酒造店 法人番号3400002007322 月の輪 ☆

廣田　英俊 廣喜

髙橋　良司 堀の井 ☆

㈱南部美人 法人番号8400001007847 南部美人 ☆

㈱南部美人　馬仙峡蔵 法人番号8400001007847 南部美人 ☆

㈱わしの尾 法人番号8400001004101 鷲の尾　結の香 ☆

㈱福来 法人番号1400001007944 福来

磐乃井酒造㈱ 法人番号2400501000340 磐乃井 ☆

宮城 ㈱佐浦　矢本蔵 法人番号5370601000266 浦霞 ☆

㈾内ケ崎酒造店 法人番号3370003001278 鳳陽 ☆

大和蔵酒造㈱ 法人番号8370001017560 雪の松島 ☆

㈱山和酒造店 法人番号2370201002401 わしが国・瞑想水 ☆

平成28酒造年度全国新酒鑑評会　入賞酒目録

平 成 29 年 5 月 18 日
独立行政法人酒類総合研究所
日 本 酒 造 組 合 中 央 会

  ・入賞酒とは、成績が優秀と認められた出品酒です。
　・金賞酒（☆印）とは、入賞酒のうち特に成績が優秀と認められた出品酒です。
　・株式会社は㈱、有限会社は㈲、合名会社は㈴、合資会社は㈾と表示しています。



国税局 都道府県 製造場名 法人番号 商標名 金賞

仙台 宮城 ㈱中勇酒造店 法人番号6370201002364 天上夢幻 ☆

㈱佐浦 法人番号5370601000266 浦霞 ☆

阿部勘酒造店　阿部勘九郎 法人番号4370601000028 阿部勘

墨廼江酒造㈱ 法人番号7370301000696 墨廼江 ☆

㈱平孝酒造 法人番号6370301001456 日高見 ☆

㈱一ノ蔵　本社蔵 法人番号4370201000031 一ノ蔵 ☆

㈱一ノ蔵　金龍蔵 法人番号4370201000031 一ノ蔵 ☆

金の井酒造㈱ 法人番号9370201003145 綿屋 ☆

㈱男山本店 法人番号2370501000055 蒼天伝　大吟醸 ☆

㈱角星 法人番号2370501000096 金紋両國　喜祥 ☆

蔵王酒造㈱ 法人番号8370101001308 蔵王 ☆

㈲大沼酒造店 法人番号3370102000107 乾坤一 ☆

㈴川敬商店 法人番号5370203000219 黄金澤 ☆

石越醸造㈱ 法人番号5370401000417 澤乃泉 ☆

萩野酒造㈱ 法人番号7370201003139 萩の鶴 ☆

千田酒造㈱ 法人番号8370201003071 栗駒山 ☆

㈴寒梅酒造 法人番号9370203000058 宮寒梅 ☆

秋田 秋田醸造㈱ 法人番号6410001000373 ゆきの美人 ☆

秋田酒類製造㈱　御所野蔵 法人番号8410001000388 髙清水 ☆

秋田酒造㈱ 法人番号2410001001020 酔楽天 ☆

㈱那波商店 法人番号2410001001994 銀鱗 ☆

両関酒造㈱　第一工場 法人番号6410001005595 両関

㈱木村酒造 法人番号8410001010073 福小町 ☆

阿桜酒造㈱ 法人番号1410001008768 阿櫻 ☆

浅舞酒造㈱ 法人番号3410001008956 天の戸 ☆

㈴鈴木酒造店 法人番号5410003002220 秀よし

㈱齋彌酒造店 法人番号6410001004787 雪の茅舎 ☆

㈱飛良泉本舗 法人番号8410001005189 飛良泉 ☆

小玉醸造㈱ 法人番号6410001003426 太平山 ☆

福禄寿酒造㈱ 法人番号7410001003499 一白水成 ☆

かづの銘酒㈱ 法人番号1410001006565 千歳盛 ☆

日の丸醸造㈱ 法人番号6410001009167 まんさくの花 ☆

㈱高橋酒造店 法人番号5410001008005 奥清水

㈴栗林酒造店 法人番号6410003001923 春霞

刈穂酒造㈱ 法人番号9410001007903 刈穂

福乃友酒造㈱ 法人番号8410001008051 福乃友 ☆



国税局 都道府県 製造場名 法人番号 商標名 金賞

仙台 秋田 出羽鶴酒造㈱ 法人番号6410001008202 出羽鶴 ☆

喜久水 法人番号2410003001646 喜久水 ☆

山形 男山酒造㈱ 法人番号7390001000301 壺天 ☆

㈲秀鳳酒造場 法人番号4390002001276 秀鳳 ☆

㈱設楽酒造店 法人番号2390001012103 一声

鈴木酒造㈾　豊龍蔵 法人番号4390003000938 銀嶺月山 ☆

寿虎屋酒造㈱　寿久蔵 法人番号1390001000587 寿久蔵

出羽桜酒造㈱　山形工場 法人番号5390001004452 出羽桜 ☆

㈱小嶋総本店 法人番号1390001009851 東光

後藤　康太郎 羽陽錦爛 ☆

米鶴酒造㈱ 法人番号8390001010456 米鶴

東の麓酒造㈲ 法人番号4390002014534 東の麓

㈱中沖酒造店 法人番号3390001010766 一献醸心

㈱鈴木酒造店　長井蔵 法人番号8390001011124 一生幸福 ☆

六歌仙酒造協業組合 法人番号7390005005619 手間暇

高木酒造㈱ 法人番号4390001009320 十四代 ☆

亀の井酒造㈱ 法人番号5390001007975 くどき上手

竹の露㈾ 法人番号8390003000538 白露垂珠 ☆

加藤嘉八郎酒造㈱ 法人番号9390001007526 大山 ☆

㈱渡會本店 法人番号9390001007889 出羽ノ雪　酒のいのち

冨士酒造㈱ 法人番号8390001007782 栄光冨士 ☆

酒田酒造㈱ 法人番号5390001006226 上喜元 ☆

東北銘醸㈱ 法人番号5390001006440 初孫

朝日川酒造㈱ 法人番号2390001011971 朝日川 ☆

和田酒造㈾ 法人番号6390003000928 あら玉月山丸 ☆

㈴佐藤佐治右衛門 法人番号9390003000479 やまと桜 ☆

㈾杉勇蕨岡酒造場 法人番号7390003000456 杉勇

㈾高橋酒造店 法人番号6390003000457 東北泉 ☆

福島 ㈲金水晶酒造店 法人番号4380002000997 金水晶 ☆

有賀醸造㈾ 法人番号5380003000698 有の川

松崎酒造店 廣戸川 ☆

㈲渡辺酒造本店 法人番号4380002013173 雪小町 ☆

㈲仁井田本家 法人番号8380002011280 穏

たに川酒造㈱ 法人番号2380001005784 さかみずき

㈲玄葉本店 法人番号1380002014884 あぶくま ☆

佐藤酒造㈱ 法人番号4380001007977 三春駒 ☆



国税局 都道府県 製造場名 法人番号 商標名 金賞

仙台 福島 豊国酒造㈾ 法人番号3380003000799 東豊国 ☆

人気酒造㈱ 法人番号1380001009951 人気一 ☆

東日本酒造協業組合 法人番号1380005003942 奥の松 ☆

山口㈴ 法人番号4380003001747 会州一

㈾辰泉酒造 法人番号9380003001775 京の華

鶴乃江酒造㈱ 法人番号7380001017619 会津中将 ☆

名倉山酒造㈱ 法人番号6380001017685 名倉山 ☆

夢心酒造㈱ 法人番号4380001018727 夢心 ☆

㈾大和川酒造店 法人番号5380003001936 弥右衛門 ☆

㈾吉の川酒造店 法人番号8380003001941 会津吉の川 ☆

㈾喜多の華酒造場 法人番号5380003001911 大吟醸　きたのはな ☆

ほまれ酒造㈱ 法人番号3380001018703 会津ほまれ ☆

國権酒造㈱ 法人番号5380001019146 國権 ☆

渡部　謙一 開當男山

㈴大木代吉本店 法人番号2380003000684 自然郷

㈾稲川酒造店 法人番号9380003001759 稲川 ☆

榮川酒造㈱　磐梯工場 法人番号6380001017280 榮四郎 ☆

末廣酒造㈱　博士蔵 法人番号2380001017549 玄宰 ☆

㈾白井酒造店 法人番号3380003001772 萬代芳 ☆

曙酒造㈾ 法人番号5380003001861 一生青春 ☆

㈴四家酒造店 法人番号7380003000936 又兵衛 ☆

㈱寿々乃井酒造店 法人番号5380001011953 寿々乃井

関東信越 茨城 来福酒造㈱ 法人番号8050001032204 来福 ☆

青木酒造㈱ 法人番号5050001018263 御慶事 ☆

㈱武勇 法人番号5050001032652 武勇

結城酒造㈱ 法人番号5050001032702 結ゆい ☆

磯蔵酒造㈲ 法人番号3050002009957 稲里

吉久保酒造㈱ 法人番号6050001002381 一品 ☆

岡部㈴ 法人番号6050003001646 松盛 ☆

府中誉㈱ 法人番号4050001012036 府中誉　渡舟 ☆

㈾廣瀬商店 法人番号4050003000864 白菊 ☆

㈾椎名酒造店 法人番号1050003001485 富久心

森島酒造㈱ 法人番号2050001023786 大観

根本酒造㈱ 法人番号1050001026831 久慈の山 ☆

栃木 ㈱島崎酒造 法人番号3060001008067 東力士 ☆

片山酒造㈱ 法人番号6060001008394 柏盛 ☆



国税局 都道府県 製造場名 法人番号 商標名 金賞

関東信越 栃木 惣譽酒造㈱ 法人番号9060001009745 惣譽 ☆

㈱外池酒造店 法人番号2060001009594 燦爛 ☆

㈱辻善兵衛商店 法人番号6060001009376 桜川 ☆

飯沼銘醸㈱ 法人番号3060001016879 杉並木 ☆

小林酒造㈱ 法人番号6060001014228 鳳凰美田 ☆

渡邉酒造㈱ 法人番号9060001013177 旭興 ☆

天鷹酒造㈱ 法人番号5060001013180 天鷹 ☆

菊の里酒造㈱ 法人番号3369400120120 大那 ☆

北関酒造㈱ 法人番号4060001016614 北冠 ☆

㈱井上清吉商店 法人番号8060001000102 澤姫

㈱せんきん 法人番号8060001007717 仙禽

㈱富川酒造店 法人番号9060001013400 富美川

群馬 聖徳銘醸㈱ 法人番号2070001011789 鳳凰聖徳

柴崎酒造㈱ 法人番号4070001017719 船尾瀧

近藤酒造㈱ 法人番号7070001015975 赤城山

貴娘酒造㈱ 法人番号5070001023724 貴娘

浅間酒造㈱　第二工場 法人番号8070001023647 秘幻

土田酒造㈱ 法人番号6070001023590 誉国光 ☆

㈱町田酒造店 法人番号3070001003059 清リョウ ☆

松屋酒造㈱ 法人番号6070001012643 流輝

埼玉 ㈱小山本家酒造 法人番号5030001002954 金紋世界鷹

内木酒造㈱ 法人番号1030001000937 旭正宗

石井酒造㈱ 法人番号7030001031357 富士初緑 ☆

寒梅酒造㈱ 法人番号4030001030675 寒梅 ☆

㈱釜屋 法人番号3030001032986 力士 ☆

清水酒造㈱ 法人番号1030001033012 亀甲花菱

㈲佐藤酒造店 法人番号2030002093839 越生梅林

松岡醸造㈱ 法人番号4030001071570 帝松 ☆

横田酒造㈱ 法人番号8030001087150 日本橋 ☆

㈱文楽 法人番号4030001041961 文楽 ☆

滝澤酒造㈱ 法人番号4030001086412 菊泉

新潟 越銘醸㈱ 法人番号6110001024394 越の鶴 ☆

諸橋酒造㈱ 法人番号5110001024461 越乃景虎

吉乃川㈱ 法人番号4110001023662 吉乃川

長谷川酒造㈱ 法人番号9110001023286 越後雪紅梅

お福酒造㈱ 法人番号6110001022282 お福正宗



国税局 都道府県 製造場名 法人番号 商標名 金賞

関東信越 新潟 柏露酒造㈱ 法人番号1110001023277 柏露 ☆

栃倉酒造㈱ 法人番号1110001023277 米百俵

河忠酒造㈱ 法人番号7110001023841 想天坊 ☆

中川酒造㈱ 法人番号5110001023851 越乃白雁

池田屋酒造㈱ 法人番号5110001021533 謙信

㈱丸山酒造場 法人番号5110001019569 雪中梅

妙高酒造㈱ 法人番号4110001019454 妙高山

鮎正宗酒造㈱ 法人番号4110001020197 鮎正宗 ☆

原酒造㈱　清澄蔵 法人番号8110001017529 越の誉

原酒造㈱　和醸蔵 法人番号8110001017529 越の誉

高の井酒造㈱ 法人番号1110001025414 越の初梅

㈱松乃井酒造場 法人番号8110001021258 松乃井

朝日酒造㈱　松籟蔵 法人番号6110001023735 朝日山 ☆

朝日酒造㈱　朝日蔵 法人番号6110001023735 朝日山 ☆

津南醸造㈱ 法人番号3110001021007 霧の塔 ☆

石本酒造㈱ 法人番号1110001001258 越乃寒梅 ☆

樋木酒造㈱ 法人番号8110001004709 鶴の友

高野酒造㈱ 法人番号6110001003159 越路吹雪

㈱越後酒造場 法人番号4110001007731 越乃八豊

尾畑酒造㈱ 法人番号5110001027506 真野鶴 ☆

㈱北雪酒造 法人番号8110001027684 北雪

㈲加藤酒造店 法人番号3110002034338 金鶴

福顔酒造㈱ 法人番号8110001014625 越後五十嵐川

市島酒造㈱ 法人番号2110001012477 王紋

大洋酒造㈱ 法人番号4110001018150 大洋盛 ☆

宮尾酒造㈱ 法人番号9110001018253 〆張鶴 ☆

雪椿酒造㈱ 法人番号4110001015354 越乃雪椿 ☆

越後桜酒造㈱ 法人番号7110001011326 越後桜 ☆

麒麟山酒造㈱ 法人番号3110001011239 麒麟山 ☆

㈱越後伝衛門 法人番号3110001007732 伝衛門

長野 ㈱酒千蔵野 法人番号3100001005209 川中島幻舞 ☆

千曲錦酒造㈱ 法人番号2100001009425 千曲錦

信州銘醸㈱ 法人番号5100001011007 秀峰喜久盛 ☆

大信州酒造㈱ 法人番号1100001013452 大信州

㈱田中屋酒造店 法人番号5100001011857 水尾

㈱角口酒造店 法人番号3100001011818 北光正宗 ☆



国税局 都道府県 製造場名 法人番号 商標名 金賞

関東信越 長野 岩波酒造㈾ 法人番号5100003001617 岩波 ☆

㈴亀田屋酒造店 法人番号2100003001561 秀峰　アルプス正宗 ☆

善哉酒造㈱ 法人番号5100001014348 女鳥羽の泉

㈱舞姫 法人番号2100001027063 信州舞姫

宮坂醸造㈱　真澄　諏訪蔵 法人番号1100001020143 真澄 ☆

高天酒造㈱ 法人番号4100001019463 高天 ☆

㈱豊島屋 法人番号3100001019662 神渡 ☆

喜久水酒造㈱ 法人番号5100001022383 喜久水 ☆

漆戸醸造㈱ 法人番号9100001020631 井乃頭

㈱中善酒造店 法人番号6100001017812 中乗さん

㈱薄井商店 法人番号6100001017143 白馬錦

北安醸造㈱ 法人番号9100001017405 北安大國

㈱小野酒造店 法人番号5100001021641 夜明け前

酒造㈱長生社 法人番号5100001021253 信濃鶴

㈱湯川酒造店 法人番号4100001017871 木曽路 ☆

東京 千葉 ㈱飯沼本家 法人番号1040001047465 甲子正宗 ☆

㈱馬場本店酒造 法人番号4040001064565 海舟散人 ☆

鍋店㈱　神崎酒造蔵 法人番号2040001043075 不動

㈾寒菊銘醸 法人番号2040003003143 寒菊夢の又夢

藤平酒造㈾ 法人番号6040003002777 福祝

㈱宮崎酒造店 法人番号3040001052190 峯の精

小泉酒造㈾ 法人番号2040003002806 東魁盛 ☆

吉野酒造㈱ 法人番号8040001075096 腰古井

東京 田村　半十郎 嘉泉 ☆

中村　八郎右衛門 千代鶴

小澤酒造㈱ 法人番号2013101003488 澤乃井

神奈川 黄金井酒造㈱ 法人番号3021001019743 盛升

石井醸造㈱ 法人番号9021001034010 曽我の誉

山梨 笹一酒造㈱ 法人番号5090001007923 笹一

井出　與五右衞門 甲斐の開運 ☆

金沢 富山 若鶴酒造㈱　鶴庫 法人番号7230001008450 若鶴

石川 やちや酒造㈱ 法人番号6220001007165 加賀鶴

中村酒造㈱ 法人番号7220001004830 日榮

鹿野酒造㈱ 法人番号1220001013804 常きげん

㈱加越 法人番号9220001011858 加賀ノ月 ☆

数馬酒造㈱ 法人番号3220001016747 竹葉 ☆



国税局 都道府県 製造場名 法人番号 商標名 金賞

金沢 石川 宗玄酒造㈱　平成蔵 法人番号2220001016921 宗玄 ☆

㈴中島酒造店 法人番号2220003001252 能登末廣

福井 常山酒造㈾ 法人番号5210003000079 常山 ☆

黒龍酒造㈱ 法人番号6210001001235 黒龍 ☆

㈱一本義久保本店 法人番号1210001009984 一本義 ☆

豊酒造㈱ 法人番号5210001013363 華燭

三宅彦右衛門酒造㈲ 法人番号6210002011010 早瀬浦

真名鶴酒造㈾ 法人番号5210003000483 真名鶴

名古屋 岐阜 御代桜醸造㈱ 法人番号2200001017293 津島屋

㈾山田商店 法人番号5200003002043 玉柏

㈱老田酒造店 法人番号8200001026058 飛騨自慢鬼ころし

㈲舩坂酒造店 法人番号9200002025900 深山菊 ☆

恵那醸造㈱ 法人番号3200001023646 鯨波

奥飛騨酒造㈱ 法人番号1200001026279 奥飛騨

天領酒造㈱ 法人番号8200001025836 天領 ☆

㈲渡辺酒造店 法人番号6200002027065 蓬莱

中島醸造㈱ 法人番号9200001021859 始禄 ☆

静岡 富士正酒造㈾ 法人番号3080103000787 富士正

英君酒造㈱ 法人番号3080001011861 英君 ☆

三和酒造㈱ 法人番号7080001008037 臥龍梅 ☆

杉井　均乃介 杉錦

㈱志太泉酒造 法人番号7080001016436 志太泉 ☆

㈱大村屋酒造場 法人番号6080001012948 若竹

花の舞酒造㈱ 法人番号2080401010282 花の舞 ☆

㈱土井酒造場 法人番号8080401014666 開運 ☆

愛知 福井酒造㈱ 法人番号1180301006925 四海王

丸石醸造㈱ 法人番号6180301001979 徳川家康 ☆

相生ユニビオ㈱ 法人番号5180301022233 相生乃松

金虎酒造㈱ 法人番号9180001011862 虎変 ☆

東春酒造㈱ 法人番号3180001000879 東龍

浦野㈾ 法人番号1180303002410 菊石 ☆

丸一酒造㈱ 法人番号7180001092343 ほしいずみ ☆

盛田金しゃち酒造㈱ 法人番号1180001096036 金鯱 ☆

中埜酒造㈱　國盛蔵 法人番号2180001091911 國盛 ☆

内藤醸造㈱ 法人番号7180001086089 木曽三川 ☆



国税局 都道府県 製造場名 法人番号 商標名 金賞

名古屋 三重 ㈱宮﨑本店 法人番号4190001016527 宮の雪

清水清三郎商店㈱ 法人番号1190001005045 鈴鹿川 ☆

㈾後藤酒造場 法人番号9190003001365 青雲

㈱伊勢萬 法人番号8190001006490 おかげさま ☆

若戎酒造㈱ 法人番号5190001009083 若戎 ☆

木屋正酒造㈾ 法人番号4190003001139 而今 ☆

橋本　勝誠 俳聖　芭蕉 ☆

大阪 滋賀 浪乃音酒造㈱ 法人番号2160001001418 浪乃音 ☆

松瀬酒造㈱ 法人番号8160001011114 松の司 ☆

竹内酒造㈱ 法人番号9160001017515 香の泉 ☆

多賀㈱ 法人番号7160001008458 多賀 ☆

太田酒造㈱　本社　不盡蔵 法人番号5160001012684 金紋道灌

喜多酒造㈱ 法人番号8160001009851 喜楽長 ☆

美冨久酒造㈱ 法人番号8160001005223 美冨久　大吟極醸 ☆

笑四季酒造㈱ 法人番号1160001005097 笑四季

京都 羽田酒造㈲ 法人番号6130002023022 初日の出

佐々木酒造㈱ 法人番号9130001003014 聚樂第 ☆

月桂冠㈱　内蔵 法人番号2130001000050 月桂冠 ☆

伏見銘酒協同組合 法人番号8130005003283 白菊水仕込み伏見銘酒

㈱小山本家酒造　京都伏見工場 法人番号5030001002954 世界鷹 ☆

黄桜㈱　三栖蔵 法人番号1130001014175 黄桜

黄桜㈱　本店蔵 法人番号1130001014175 黄桜

月桂冠㈱　昭和蔵 法人番号2130001000050 月桂冠 ☆

㈱京姫酒造 法人番号7130001014252 京姫

㈱北川本家 法人番号8130001014193 富翁 ☆

宝酒造㈱　伏見工場 法人番号5130001024146 松竹梅 ☆

月桂冠㈱　大手一号蔵 法人番号2130001000050 月桂冠 ☆

月桂冠㈱　大手二号蔵 法人番号2130001000050 月桂冠 ☆

㈱増田德兵衞商店 法人番号4130001015674 月の桂

黄桜㈱　伏水蔵 法人番号1130001014175 黄桜

大阪 寿酒造㈱　本社工場 法人番号6120901010864 國乃長 ☆

清鶴酒造㈱ 法人番号2120901010728 清鶴

山野酒造㈱ 法人番号2120001147248 片野桜 ☆

西條㈾ 法人番号1120103001007 天野酒 ☆

兵庫 都美人酒造㈱ 法人番号2140001085792 都美人

沢の鶴㈱　乾蔵 法人番号7140001003444 沢の鶴 ☆



国税局 都道府県 製造場名 法人番号 商標名 金賞

大阪 兵庫 沢の鶴㈱　瑞宝蔵 法人番号7140001003444 沢の鶴 ☆

櫻正宗㈱　櫻喜蔵 法人番号9140001001594 櫻正宗

菊正宗酒造㈱　嘉宝蔵五番 法人番号7140001001324 菊正宗

菊正宗酒造㈱　菊栄蔵 法人番号7140001001324 菊正宗 ☆

宝酒造㈱　白壁蔵 法人番号5130001024146 松竹梅

白鶴酒造㈱　旭蔵 法人番号7140001002248 白鶴 ☆

白鶴酒造㈱　本店三号工場 法人番号7140001002248 白鶴

白鶴酒造㈱　本店二号蔵 法人番号7140001002248 白鶴 ☆

㈱神戸酒心館　福寿蔵 法人番号9140001002857 福壽 ☆

白鷹㈱ 法人番号6140001069924 白鷹

日本盛㈱　本蔵 法人番号3140001069869 日本盛

大関㈱　恒和蔵 法人番号3140001068185 大関 ☆

大関㈱　寿蔵 法人番号3140001068185 大関 ☆

黄桜㈱　丹波工場 法人番号1130001014175 黄桜 ☆

鳳鳴酒造㈱　味間工場 法人番号8140001041848 鳳鳴 ☆

此の友酒造㈱ 法人番号1140001046804 但馬 ☆

灘菊酒造㈱　甲蔵 法人番号3140001060407 酒造之助

田中　康博 白鷺の城

㈱本田商店　尚龍蔵 法人番号6140001061542 龍力　米のささやき

㈱本田商店　親龍蔵 法人番号6140001061542 龍力　米のささやき

壺坂酒造㈱ 法人番号1140001062405 雪彦山 ☆

山陽盃酒造㈱ 法人番号8140001039025 播州一献 ☆

江井ヶ嶋酒造㈱ 法人番号5140001034581 神鷹

奈良 今西酒造㈱ 法人番号2150001009214 三諸杉 ☆

喜多酒造㈱ 法人番号4150001010450 御代菊

長龍酒造㈱　広陵蔵 法人番号1150001015015 長龍 ☆

中谷酒造㈱ 法人番号3150001006004 萬穣 ☆

梅乃宿酒造㈱ 法人番号8150001012402 梅乃宿

㈱北岡本店 法人番号1150001016054 八咫烏

北村酒造㈱ 法人番号8150001016056 猩々 ☆

和歌山 平和酒造㈱ 法人番号8170001005478 紀土 ☆

㈱世界一統 法人番号1170001001772 南方

㈱名手酒造店 法人番号7170001005792 一掴 ☆

髙垣酒造㈱ 法人番号7170001007500 紀勢鶴

広島 鳥取 ㈱稲田本店 法人番号7270001003126 稲田姫

千代むすび酒造㈱ 法人番号3270001003815 千代むすび



国税局 都道府県 製造場名 法人番号 商標名 金賞

広島 鳥取 大谷酒造㈱ 法人番号3270001004895 鷹勇

島根 隠岐酒造㈱ 法人番号1280001005408 隠岐誉

國暉酒造㈱ 法人番号6280001004933 國暉

李白酒造㈲ 法人番号5280002002540 李白

吉田酒造㈱ 法人番号4280001002484 月山 ☆

富士酒造㈾ 法人番号7280003000293 出雲富士

簸上清酒㈴ 法人番号2280003000554 玉鋼

岡山 宮下酒造㈱ 法人番号6260001004753 極聖 ☆

室町酒造㈱ 法人番号3260001007263 櫻室町

熊屋酒造㈲ 法人番号6260002017820 伊七

白菊酒造㈱ 法人番号1260001018980 大典　白菊 ☆

丸本酒造㈱ 法人番号3260001017980 竹林

平喜酒造㈱ 法人番号2260001017973 喜平 ☆

広島 三輪酒造㈱ 法人番号9240001033974 神雷 ☆

㈱醉心山根本店　沼田東工場　三年蔵 法人番号2240001039648 醉心

中尾醸造㈱ 法人番号6240001037318 誠鏡

美和桜酒造㈲ 法人番号3240002030670 美和桜

八幡川酒造㈱ 法人番号3240001011894 八幡川

㈱三宅本店　呉宝庫 法人番号2240001026613 黒松　千福 ☆

㈱三宅本店　吾妻庫 法人番号2240001026613 黒松　千福 ☆

相原酒造㈱ 法人番号4240001025456 雨後の月 ☆

中国醸造㈱ 法人番号4240001028021 酒将　一代　弥山

賀茂鶴酒造㈱　２号蔵 法人番号7240001022459 特製金紋　賀茂鶴 ☆

亀齢酒造㈱　第５号蔵 法人番号8240001022482 亀齢

白牡丹酒造㈱　天保庫 法人番号2240001022587 芳華金紋　白牡丹

賀茂鶴酒造㈱　御薗醸造蔵 法人番号7240001022459 特製金紋　賀茂鶴 ☆

白牡丹酒造㈱　千寿庫 法人番号2240001022587 芳華金紋　白牡丹

白牡丹酒造㈱　長春庫 法人番号2240001022587 芳華金紋　白牡丹

白牡丹酒造㈱　万年庫 法人番号2240001022587 芳華金紋　白牡丹 ☆

㈱今田酒造本店 法人番号7240001023275 富久長

金光酒造㈾ 法人番号4240003001174 桜吹雪 ☆

山口 酒井酒造㈱ 法人番号6250001011362 五橋 ☆

㈲堀江酒場 法人番号1250002018865 金雀

旭酒造㈱　第二蔵 法人番号4250001011843 獺祭

㈱中島屋酒造場 法人番号5250001010035 金紋　寿 ☆

岩崎酒造㈱ 法人番号1250001007992 長陽福娘



国税局 都道府県 製造場名 法人番号 商標名 金賞

高松 徳島 日新酒類㈱太閤酒造場 法人番号2480001005915 瓢太閤 ☆

芳水酒造㈲ 法人番号5480002015811 芳水

香川 綾菊酒造㈱ 法人番号4470001006887 綾菊 ☆

西野金陵㈱　多度津蔵 法人番号6470001008188 金陵 ☆

西野金陵㈱　琴平蔵 法人番号6470001008188 金陵

川鶴酒造㈱ 法人番号2470001009834 川鶴 ☆

愛媛 酒六酒造㈱ 法人番号1500001017751 京ひな ☆

石鎚酒造㈱ 法人番号2500001008873 石鎚 ☆

㈱八木酒造部 法人番号4500001012452 山丹正宗 ☆

川亀酒造㈾ 法人番号7500003000618 川亀

西本酒造㈱ 法人番号9500001015599 虎の尾

梅錦山川㈱ 法人番号7500001014561 梅錦

首藤酒造㈱ 法人番号1500001009187 寿喜心

桜うづまき酒造㈱ 法人番号7500001000082 桜うづまき

雪雀酒造㈱ 法人番号9500001000171 雪雀

高知 ㈲濵川商店 法人番号5490002012931 美丈夫 ☆

土佐鶴酒造㈱　北大野工場　千寿蔵 法人番号8490001006733 土佐鶴 ☆

土佐鶴酒造㈱　北大野工場　天平蔵 法人番号8490001006733 土佐鶴 ☆

㈲南酒造場 法人番号3490002012974 南

㈱アリサワ 法人番号8490001006056 文佳人 ☆

司牡丹酒造㈱　第一製造場 法人番号6490001005506 司牡丹 ☆

㈲西岡酒造店 法人番号5490002010737 純平

福岡 福岡 大賀酒造㈱ 法人番号7290001040902 筑紫野

寒北斗酒造㈱ 法人番号2290001045237 寒北斗

㈴山口酒造場 法人番号9290003002948 庭のうぐいす ☆

㈱みいの寿 法人番号2290003002954 三井の寿 ☆

㈱喜多屋 法人番号7290001047179 極醸　喜多屋

㈱高橋商店 法人番号2290001047324 繁桝

菊美人酒造㈱ 法人番号4290001052776 菊美人

㈱篠崎 法人番号5290001044070 比良松

㈾若竹屋酒造場 法人番号7290003002999 若竹屋

㈱いそのさわ 法人番号2290001055293 磯乃澤

佐賀 天吹酒造㈾ 法人番号7300003000506 天吹

㈲馬場酒造場 法人番号6300002006851 能古見

富久千代酒造㈲ 法人番号3300002006870 鍋島 ☆

五町田酒造㈱ 法人番号8300001005010 東一



国税局 都道府県 製造場名 法人番号 商標名 金賞

福岡 佐賀 瀬頭酒造㈱ 法人番号2300001005016 東長 ☆

小松酒造㈱ 法人番号8300001007592 万齢 ☆

松浦一酒造㈱ 法人番号3300001005634 松浦一

長崎 今里酒造㈱ 法人番号8310001006189 六十餘洲

福田酒造㈱ 法人番号6310001010449 福鶴・長﨑美人

熊本 熊本 瑞鷹㈱　川尻本蔵 法人番号9330001001410 瑞鷹

大分 ㈱久家本店 法人番号2320201000302 一の井手 ☆

藤居酒造㈱ 法人番号4320201000424 龍梅 ☆

老松酒造㈱ 法人番号2320001009972 山水 ☆

佐藤酒造㈱ 法人番号4320001009475 久住千羽鶴 ☆

八鹿酒造㈱　笑門蔵 法人番号1320001010295 八鹿 ☆

宮崎 千徳酒造㈱ 法人番号7350001006822 千徳 ☆


