
1830(天保元)年の創業以来、品質
本位・お客さま本位の酒造りを行って
います。これからも新しいおいしさを
お届けしてまいります。酒蔵見学や
イベントの開催状況につきましては、
公式ホームページをご確認ください。

ご 長岡市朝日880-1　ぃ 0258 -92 -3181　ざ 0258 -92 -4875
ぅ www.asahi-shuzo.co.jp

朝日酒造株式会社

新しいおいしさを、お客さまへ

故郷柿崎の水、米、そして受け継がれて
きた酒造りの技を大切にした地酒造りを
行っております。食事の中で生きる
感動の食中酒を目指し、今日も、より
うまい酒造りに励みます！

頚城酒造株式会社

〈かきざき地酒〉感動の食中酒を目指します

ご 上越市柿崎区柿崎5765　ぃ 025 -536 -2329　ざ 025 -536 -3756
ぅ www.kubiki-shuzo.co.jp
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好みの日本酒を注いで混ぜるだけ。国産
ドライフルーツと薄荷糖（はっかとう）が溶
け込み、飲みやすくて危険！な日本酒カク
テルに。ゆっくりと溶ける薄荷糖が瓶の中
で粉雪のように舞うのも幻想的。おしゃれ
なギフトにもおすすめです。

ご 長岡市来迎寺前田3662　ぃ 0258 -94 -5518
ぅ farm8.jp

株式会社ＦＡＲＭ８

新潟発 ！ の新提案。日本酒カクテルの素「ぽんしゅグリア」

朝日酒造がある、長岡越路の里内の
アンテナショップ。試飲カウンターでは
大吟醸の特別試飲などをご用意し、
万全を期しておもてなしいたします。
併設の「あさひ山 蛍庵」ではゆったりと
お食事も楽しめます。

ご 長岡市朝日584-3　ぃ 0258-92-6070 （酒楽の里 あさひ山）
ぅ www.asahi-shozi.co.jp

朝日商事株式会社

長岡越路、酒蔵のある里へお出かけください

応援団

法人
会員紹介

創業1881(明治14)年。北越後・新発田
で大地の恵みを醸す酒蔵です。私たち
は「優れた品質」と「おいしさ」を礎に、
皆さまの「健康」「憩」「楽」に貢献する
モノ・コトづくりを追求し、心豊かな暮
らしを創造してまいります。

ご 新発田市島潟750　ぃ 0254 -24 -5111
ぅ www.kikusui-sake.com

菊水酒造

北越後・新発田から。「こころ豊かな暮らし」を目指して

にいがたの和酒 
NIIGATAの洋酒

頚城酒造
日本酒まっしぐらなので、〈に
いがたの和酒〉といえば日本
酒しか思い浮かびません。
〈NI IGATAの洋酒〉では、や
はり郷土の偉人、日本ワイン
ブドウの父「川上善兵衛」で
すね。

FARM８
日本酒とビールが好きで、地
元商品をいただいています。
技術や材料がよいのはもちろ
んですが、水のよさが新潟の
お酒全体のレベルを上げて
いるような気がしています。
「きれいな味」は雪の恩恵と
言えるのかもしれません。

尾畑酒造
近年、海外の日本酒市場で
Niigataの認知度が高まっ
てきていると感じる。Sado
は特徴的な島の形にアドバ
ンテージがあるので、佐渡
の地酒もしっかり追いつき
たい。

※掲載は順不同です。

人・モノ・コト・場……。新潟の魅力を伝える『新潟発R』を、読者や一般会員の
皆さんとともに応援してくださっている法人会員をご紹介します。

新潟県すし組合
新潟県は、淡麗辛口の味わ
いを持つ日本酒が多いとい
うことと、何といっても県内に
87もの酒蔵があるというの
は、すごいことだと思います。

菊水酒造
「薫香（くんこう）ふなぐち菊水
一番しぼり」は醸造アルコー
ルの代わりに酒粕焼酎を加え
醸します。この焼酎は金色の
「ふなぐち」を搾った酒粕を蒸
留して造るので、「ふなぐち」の
DNAをより強く受け継ぐ「ふな
ぐち」と言えます。

朝日酒造
新潟清酒は食との相性がよ
く、食事をしながら飲み進め
たくなります。淡麗辛口を代
表する味わいはもちろん、近
年ではゆずリキュール、ス
パークリング、滑らかですっき
りタイプのにごり酒など、幅広
い味わいが楽しめます。　

吉乃川
新潟といえば「日本酒」。新潟
清酒の代名詞でもある「淡麗
辛口」がブームだったころか
ら数十年経ち、市場トレンド
は変化しています。しかし弊社
は「その時代に合わせた淡
麗辛口」をこれからも表現し
ていきたいと思っています！

朝日商事
酒蔵の里がある長岡は、全
国で２番目に酒蔵の多い市。
それぞれの酒蔵に特徴が
あって面白い。朝日酒造は良
水に恵まれ、契約栽培の米、
越路杜氏伝承の技が一つに
なって酒が醸されます。その
ストーリーを体験しに、ご来
店ください！

新潟県観光協会
ウイスキーが投資の対象に
なりオークションで高額取り
引きされているニュースを見
ました。地酒大国新潟の日本
酒も近い将来そんなことに
なったら……。今のうちにた
くさん飲んでおいたほうがい
いのかも⁉

沼垂ビール
弊社はクラフトビールを造っ
ています。新潟といえば「日本
酒」ですが、ビールもそれに次
いで新潟の名産になればと
の思いで日々取り組んでいま
す。今年はどんなビールを造ろ
うか？　その多様性がクラフト
ビールの特徴です。

新潟県酒造組合
10月1日は、「酒の国にいが
たの日」です。『新潟発R』をご
愛読の皆さまはご承知のこと
と思いますが、新潟県内には
多くの酒蔵があります。10月1
日は、ぜひ新潟清酒で乾杯し
ましょう！

田中屋本店
雪国新潟でワイン醸造など
と、かつて誰が思ったでしょう
か。カーブドッチが先鞭（せん
べん）をつけ、その後新潟発
ワインの拠点として新潟ワイ
ンコーストに発展。美しい日
本海を眺めながら、おいしい
ワインを飲める幸せを満喫し
ましょう。

丸山酒造場
和酒は清酒・焼酎・みりんを
含むと知りつつ、上越在住の
身では少し甘口の清酒が浮
かぶ。洋酒ならば岩の原葡萄
園のワイン、「深雪花（みゆき
ばな）」をはじめヴィンテージ
も充実。日々の惣菜に合う和
酒と洋酒がそろう新潟の豊
饒（ほうじょう）さに感謝。

JR東日本新潟シティクリエイト

当社では〈にいがたの和酒〉
として「佐渡千年の杉」、
〈NI IGATAの洋酒〉として
「MAJIMEビール」の販売を
行っています。どちらもECサイ
ト「JRE MALL（NIIGATA1〇
〇）」にて購入が可能です。ぜ
ひ、お買い求めください。

hickory03travelers
新潟のお酒はご飯に合う。日
本酒はもちろん、洋食のイ
メージがあるワインも新潟の
ものは不思議と和食や郷土
料理によく合います。土地の
味というものでしょうか。「晩
酌のお供には新潟のお酒」
がわが家の鉄則です。

原酒造
全国第1号地ビール「エチゴ
ビール」ができたときに友だ
ちと行きました。蔵のレストラ
ンで飲んだ味は感動的でし
た。レストランの壁に掛けて
あった、醸造元の奥さんの壁
絵が印象的でした。

ジョーメイ
コロナ禍で外に飲みに行くこ
とが、この2年なくなりました。
今まで新しいお酒や、珍しい
お酒は古町の店で教えても
らっていたので、非常に寂し
い限りです。お酒との新しい
出合いを求めて古町に飲み
に行くワクワク感を、1日も早
く感じたい。

君の井酒造
新潟県を代表する和酒といえ
ば日本酒。中でも伝統的な
技法である山廃仕込みを継
承する酒蔵として、皆さまに愛
される酒造りを続けていきま
す。洋酒もワイナリーなど数多
くあり、酒の国・新潟を体現し
ていると思います。

今代司酒造
新潟といえばやはり日本酒！
清酒学校の仲間が各蔵にい
るという、酒蔵同士の仲のよ
さも新潟ならではといえるの
ではないでしょうか。

新潟県酒類販売
清酒蔵元数、成人1人当たり
の清酒消費量トップの新潟
県（2021年国税庁酒のしお
り）ですが、ワインやビール、最
近ではウイスキーやジンなど
のお酒もたくさんあるのが新
潟県の魅力です。酒の国にい
がた万歳!! 

グラムスリー
日本酒をワイングラスで楽し
むようになって久しいですが、
南北に長く、山側、海沿いと
多彩な土地に恵まれ、酸味や
うま味など多種多様な日本
酒を産する新潟の〈sake〉は、
ワイン愛飲家にも好まれてい
ます。ますます目が（口も。笑）
離せません！

江口だんご
新潟のお酒は全体的にすっ
きりとしたきれいな味。風土
が生み出すよい食材から作
る料理もおいしいので、それ
を引き立てるお酒としてもよ
いですし、飲み飽きない豊富
な種類があるのもうれしい。

麒麟山酒造
幼いころは多くの家庭で晩酌
の時間があった。日本酒の飲
み方は父親を見て習った。普
段は怖かった父親が、酔ってく
ると楽しそうに話し出す姿が
懐かしい。家庭での晩酌習慣
がもっと広がると、家族団らん
の時間が増え、お酒の飲み方
の勉強にもなる気がする。

吉乃川の敷地内にある酒ミュージアム。
吉乃川の歴史や酒造りの展示、「醸蔵」
特別酒も楽しめる「SAKEバー」、売店な
ど、幅広く吉乃川を体感できます。館内に
はクラフトビールの醸造場もあります。

吉乃川株式会社

吉乃川を知って、飲んで、楽しめる「酒ミュージアム醸蔵」

ご 長岡市摂田屋4-8-12　ぃ 0258 -35 -3000
ぅ www.yosinogawa.co.jp

じょうぐら

「四宝和醸」を掲げて130年。米のうま味
と透明感を生かした味わいを目指していま
す。佐渡はトキが舞う島。環境配慮型の
「朱鷺と暮らす郷づくり認証米」で仕込ん
だ純米吟醸「朱鷺と暮らす」は佐渡の自
然風土を感じていただけるお酒です。

ご 佐渡市真野新町449　ぃ 0259-55-3171　ざ 0259 -55 -4215
ぅ www.obata-shuzo.com

尾畑酒造株式会社

米・水・人、佐渡。四宝和醸の酒造りをモットーに
し  ほう  わ  じょう

新潟支店は1947(昭和22)年に開設
した、大和証券の中でも歴史ある支店
です。銀行や証券会社が集中している
メイン通りの柾谷小路（まさやこうじ）に
あります。お気軽にご相談ください。

ご 新潟市中央区本町通七番町1093 -2　ぃ 025 -223 -4101
ぅ www.daiwa.jp

大和証券株式会社 新潟支店

大和証券で資産運用を始めませんか

新潟県すし商組合は、「極み」「のどぐろ
炙り丼」「越後すし丼」などのオリジナル
メニューと、JR東日本や旅行会社との
連携商品の販売にも取り組み、「新潟
といえば寿司」と言っていただけるよう、
発信を続けています。

ご 新潟市中央区幸西1-5 -19
ぃ 025 -246 -3020　ざ 025 -246 -3030

新潟県すし商生活衛生同業組合

「新潟の寿司」を日々、発信しています
新鮮な海の幸と、米どころのうまい地酒、
雪国情緒あふれる街並みやスキー場、
温泉など、魅力あふれる新潟県の観光
に役立つ情報が満載! グルメ、モデルコー
ス、体験プラン、宿泊・ツアー予約……ぜ
ひ、ご活用ください。

ご 新潟市中央区新光町4-1　ぃ 025 -283 -1188　ざ 025 -283 -4345
ぅ niigata-kankou.or.jp

公益社団法人新潟県観光協会

公式ガイド「にいがた観光ナビ」。ブログも要チェック ！


