
「にいがた酒の陣2023」蔵元別銘柄出品リスト

ﾌﾞｰｽ番号 会　社　名
酒の陣
限定酒 銘　　　柄 種類

 大洋酒造㈱ ★ 純米大吟醸 大洋盛　越淡麗うすにごり生原酒 純米大吟醸
優秀賞受賞酒　純米大吟醸原酒　大洋盛 純米大吟醸
長期熟成大吟醸原酒　大洋盛 大吟醸
純米無濾過生原酒　大洋盛 純米酒
純米吟醸　大洋盛　Sweet Pink ラベル 純米吟醸
純米吟醸　北翔 純米吟醸
紫雲　大洋盛 普通酒

 宮尾酒造㈱ 〆張鶴　大吟樹　盞 大吟醸
〆張鶴　純米吟醸生原酒 純米吟醸
〆張鶴　純 純米吟醸
〆張鶴　吟撰 吟醸
〆張鶴　雪 本醸造
〆張鶴　梅酒 リキュール

 王紋酒造㈱ ★ 王紋純米大吟醸無濾過生原酒 純米大吟醸
かれん純米甘口 女子限定 純米酒
王紋 大吟醸 極辛19 大吟醸

 越後桜酒造㈱ ★ 越後桜 300ml 大吟醸
★ 越後桜 300ml 普通酒
★ 越後桜 300ml 純米吟醸

越後桜 720ml 大吟醸
越後桜 720ml 純米大吟醸

 越つかの酒造㈱ ★ 愛山　愛冴夢　AISAKURA SUPERB 純米大吟醸
代々寶 純米大吟醸

★ 代々泉　純米大吟醸（本生） 純米大吟醸
★ 代々泉　大吟醸（本生） 大吟醸

五頭の峰 純米吟醸
越乃甕蔵（生原酒） 純米吟醸
五頭の酔泉 純米酒

★ 梅乃泉 リキュール
 菊水酒造㈱ 節五郎出品酒 大吟醸

★ 長期熟成ふなぐち菊水ヴィンテージ 吟醸
★ しぼりたて生原酒樽酒 本醸造

ふなぐち菊水一番しぼりスパークリング 本醸造
熟成ふなぐち 吟醸
菊水ふなぐち 本醸造
薫香ふなぐち 普通酒

 ふじの井酒造㈱ ふじの井　大吟醸　めぞん一刻 大吟醸
ふじの井　うる星やつら　金箔入り吟醸酒 吟醸
ふじの井　本醸造　めぞん一刻 本醸造
ふじの井　うる星やつら　ラム＆チョコ リキュール

 白龍酒造㈱ ワイン酵母仕込み 純米大吟醸 純米大吟醸
純米大吟醸 ワイン酵母仕込み生 純米大吟醸
純米大吟醸K1801 純米大吟醸
純米大吟醸生酒白龍 純米大吟醸
吟醸生酒白龍 吟醸

★ 低温熟成吟醸にごり酒生 吟醸
ふぐひれ酒 リキュール
ヨーグルトリキュールモウモウプレーン リキュール
ヨーグルトリキュールモウモウブルーベリー リキュール

 金升酒造㈱ ドメーヌ　髙橋 純米大吟醸
金升　朱ラベル 普通酒

 金鵄盃酒造㈱ 越後杜氏純米大吟醸越淡麗 純米大吟醸
雪影 純米酒

★ 越後杜氏本醸造生原酒 本醸造
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 麒麟山酒造㈱ 麒麟山　伝統辛口 普通酒
麒麟山　超辛口 普通酒
麒麟山　やわらか 純米酒
麒麟山　酒の陣2023限定 吟醸
麒麟山　レモネード リキュール

 下越酒造㈱ 譽麒麟　大吟醸　袋取り雫酒 大吟醸
蒲原　純米大吟醸袋取り原酒　越淡麗 純米大吟醸
蒲原　純米吟醸袋取り原酒　山田錦 純米吟醸
蒲原　純米吟醸袋取り原酒　たかね錦 純米吟醸
蒲原　純米吟醸　緑 純米吟醸
ほまれ麒麟　特別純米 純米酒
ほまれ麒麟　別撰辛口 普通酒
麒麟　本醸造　活性にごり酒 本醸造

 今代司酒造㈱ 錦鯉　丹頂 非公開
錦鯉 非公開
春限定　純米吟醸　つばくろ 純米吟醸
ブラック今代司　極辛口　純米酒 純米酒
藤五郎　梅酒 リキュール

 石本酒造㈱ 越乃寒梅　純米吟醸　浹 純米吟醸
越乃寒梅　普通酒　大江山産 普通酒
越乃寒梅　Lagoon 普通酒
越乃寒梅　特醸酒 普通酒
越乃寒梅　梅酒 リキュール

 塩川酒造㈱ COWBOY YAMAHAI 純米吟醸
FISHERMAN SOKUJO 純米吟醸
願人　山廃純米酒 純米酒
のぱ 純米酒
生酛系古代 その他
新雪物語 純米吟醸

 高野酒造㈱ ★ 水の都　柳都　純米酒　無濾過生原酒 純米酒
越路吹雪　純米吟醸　春ボトル 純米吟醸
越路吹雪　純米大吟醸山田錦　磨き二割 純米大吟醸
越路吹雪　梅酒　プレミアム リキュール

 ㈱ＤＨＣ酒造 ★ 越乃梅里　大吟醸原酒　越淡麗磨き３５％（酒の陣限定版） 大吟醸
★ 越乃梅里　越淡麗　純米吟醸　生原酒（酒の陣限定版） 純米吟醸
★ 越乃梅里　純米吟醸　しぼりたて無濾過生原酒（酒の陣限定版） 純米吟醸
★ 越乃梅里　純米大吟醸　亀口直採り　無濾過生原酒（酒の陣限定版） 純米大吟醸
★ 嘉山　純米吟醸　無濾過生原酒（しぼりたて限定版） 純米吟醸

嘉山　純米吟醸　無濾過生原酒 純米吟醸
 ㈱越後酒造場 越乃八豊　純米大吟醸 純米大吟醸

越後　越淡麗　ワインボトル 大吟醸
越乃八豊　純米吟醸 純米吟醸
越後の辛口純米酒 純米酒
越後の甘口純米酒 純米酒
越乃八豊　あらばしり 純米酒
越乃八豊　純米原酒 純米酒
越後　極上の旨口純米原酒しぼりたて生貯蔵 純米酒
KOSHINORIKKA SPECIAL BLENDS 普通酒
純米酒　辛口　甘雨 純米酒
佳撰　甘雨 普通酒

ラグーンブリュワリー(同) サンサン澄み酒　磨き48％ その他
サンサン澄み酒 その他
SAKEマルゲリータ　Unpressed 濁酒
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 尾畑酒造㈱ 真野鶴 万穂 磨三割五分大吟醸 大吟醸
真野鶴 実来 純米大吟醸 純米大吟醸
真野鶴 大吟醸無濾過生原酒 大吟醸

★ 真野鶴 純米吟醸 酒の陣２０２３ 純米吟醸
真野鶴 １８９２ 純米大吟醸 純米大吟醸
かなでる純米大吟醸おりからみ 純米大吟醸
超真野鶴 超辛口純米無濾過生原酒 純米酒

 逸見酒造㈱ 真稜　純米大吟醸　生酒 純米大吟醸
★ 至　大吟醸　生酒 大吟醸
★ 至　純米吟醸　生原酒 純米吟醸

至　純米　生酒 純米酒
至　純米　生にごり 純米酒

★ 山廃純米　GON 純米酒
 天領盃酒造㈱ ウロボロス 非公開

★ 雅楽代〜花明かり〜　1年熟成 非公開
★ 佐渡五醸〜天領盃〜 非公開
★ 2022年度出品酒〜中取り生酒〜 純米大吟醸
★ 大吟醸プレミアム〜酒の陣特別仕様〜 大吟醸

 ㈱北雪酒造 北雪　大吟醸　YK35 大吟醸
北雪　大吟醸越淡麗　雫酒 大吟醸
北雪　大吟醸越淡麗（ふくしゅけ限定） 大吟醸
北雪　純米吟醸　金箔入り（ふくしゅけ限定） 純米吟醸

★ 北雪　試験醸造限定酒 純米酒
北雪　梅酒 リキュール

 ㈲加藤酒造店 大吟醸 金鶴 大吟醸
本醸造 金鶴 本醸造
普通酒 金鶴 普通酒
純米 風和 純米酒
純米 拓 純米酒

 宝山酒造㈱ TAKARAYAMA 新之助　１回火入れ 純米酒
TAKARAYAMA 新之助　米袋ラベル 純米酒

★ TAKARAYAMA 新之助　生原酒 純米酒
TAKARAYAMA コシヒカリ　1回火入れ 純米吟醸
TAKARAYAMA コシヒカリ　米袋ラベル 純米吟醸
TAKARAYAMA ゆきん子舞　１回火入れ 純米吟醸
TAKARAYAMA ゆきん子舞　米袋ラベル 純米吟醸
純米大吟醸　宝山 純米大吟醸
大吟醸　宝山 大吟醸
コシヒカリ純米吟醸　宝山 純米吟醸
純米　宝山 純米酒
蔵のにごり酒 普通酒
ひと休み。 500ml 普通酒

★ ひと休み。 200ml 普通酒
 峰乃白梅酒造㈱ 峰乃白梅　純米大吟醸　瑠璃（るり） 純米大吟醸

峰乃白梅　大吟醸金賞受賞酒（令和四年全国新酒鑑評会） 大吟醸
峰乃白梅　純米吟醸 純米吟醸
峰乃白梅　純米 純米酒
峰乃白梅　本生酒　純米吟醸辛口 純米吟醸
峰乃白梅　本生酒　純米うすにごり（純米無濾過生原酒） 純米酒
菱湖　純米吟醸 純米吟醸
菱湖　純米ドライ（ＮＥＷ　ＮＩＩＧＡＴＡ　ＤＲＹ） 純米酒
菱湖　純米吟醸　JUICE（ジュース）生酒 純米吟醸
菱湖　純米吟醸　菱湖さん 純米吟醸
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 ㈱越後鶴亀 ワイン酵母仕込み 純米吟醸 純米吟醸
ワイン酵母仕込み 純米大吟醸 純米大吟醸
ワイン酵母仕込み 純米吟醸 無濾過生酒 純米吟醸
ワイン酵母仕込み スパークリング 発泡

★ ワイン酵母仕込み 純米大吟醸
越弌　純米吟醸 純米吟醸

★ 越弌 純米吟醸
 笹祝酒造㈱ ★ 笹祝 大吟醸 5年熟成古酒 山田錦 大吟醸

★ 笹祝 大吟醸 4年熟成古酒 越淡麗 大吟醸
祝吹 ゴールドラベル 発泡
祝吹 パープルラベル 発泡
祝吹 イエローラベル 発泡
笹印 純米吟醸無濾過酒 純米吟醸
笹印 純米無濾過生原酒 純米酒
笹印 低精白生酛純米無濾過酒 純米酒
サササンデー 純米酒

 弥彦酒造㈱ ★ 彌彦　極　純米酒　しぼりたて生原酒 純米酒
彌彦　純米大吟醸・大吟醸 乾杯セット(各100ml) その他
彌彦　純米吟醸 純米吟醸
彌彦　吟醸 吟醸
彌彦　極 普通酒
弥彦浪漫　苺酒 リキュール

 福顔酒造㈱ ウイスキー樽で貯蔵した日本酒FUKUGAO。 原酒
バーボン樽で貯蔵した日本酒FUKUGAO。 原酒
ブランデー樽で貯蔵した日本酒FUKUGAO。 原酒
洋酒樽で貯蔵した日本酒セット300ml×3本 原酒
しただみ 純米吟醸
えちご只今さんじょう 未定
超辛口　純米吟醸　福顔 純米吟醸
吟醸　越後五十嵐川 吟醸
特別純米　越後五十嵐川 純米酒
ルレクチェのお酒 リキュール

 加茂錦酒造㈱ ★ マルビン 純米大吟醸
梅酒 リキュール

 ㈱マスカガミ ★ Ｆ４０ Shizuku 普通酒
Ｆ４０ 普通酒
Ｆ５０ 辛口 普通酒
Ｆ６０ 普通酒
Ｊ５０Ｇ Ｈａｒｕ 純米大吟醸
S30 大吟醸 大吟醸
300ml×3本セット（F60,F50,J55） その他
萬寿鏡の梅酒 リキュール

 雪椿酒造㈱ 越乃雪椿　Grand-Cuvée(ｸﾞﾗﾝ･ｷｭｳﾞｪ)純米大吟醸原酒 純米大吟醸
越乃雪椿　純米大吟醸  月の玉響（つきのたまゆら） 純米大吟醸
越乃雪椿　純米大吟醸　特A山田錦720ml　カートン入り 純米大吟醸
越乃雪椿　純米吟醸　雪椿酵母仕込 純米吟醸
TAIiiiCHI（タイイチ） 純米吟醸 雪椿酵母仕込 直汲み 無濾過原酒 純米吟醸
TAIiiiCHI（タイイチ） 純米吟醸 蔵付き酵母仕込 直汲み 無濾過原酒 純米吟醸

 柏露酒造㈱ 発泡純米清酒「柏露花火」 発泡
吉野家　本醸造生貯蔵酒 本醸造
柏露純米大吟醸無濾過生貯蔵原酒 純米大吟醸
柏露からくち 普通酒
柏露　W柚子 リキュール
はくろさんちのももざけ リキュール
柏露のシャルドネ リキュール

 高橋酒造㈱ 雪兜　純米吟醸　silver edition 純米吟醸
五代目長陵　純米大吟醸 純米大吟醸

★ 春まちうさぎ　特別純米　無濾過生原酒 純米酒
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 吉乃川㈱ 純米大吟醸　秘蔵酒　吉乃川 純米大吟醸
純米吟醸　極上吉乃川 純米吟醸
特別純米　極上吉乃川 純米酒
吟醸　極上吉乃川 吟醸
酒蔵の淡雪プレミアム 発泡
純米酒PAIR 純米酒
純米大吟醸50PAIR 純米大吟醸
吉乃川　ゆず酒 リキュール

 長谷川酒造㈱ 越後雪紅梅　180周年記念酒　蔵の年輪 純米大吟醸
★ 越後雪紅梅　大吟醸　VINTAGE2019 大吟醸
★ 越後雪紅梅　純米吟醸　雫しぼり 純米吟醸

越後雪紅梅　特別純米 純米酒
越後雪紅梅　純米　一心 純米酒
越後雪紅梅　四季を旅するお酒　悠久山の桜 純米酒
越後雪紅梅　四季を旅するお酒　雪の酒蔵 その他
越後雪紅梅　四季を旅するお酒　春夏秋冬セット その他

★ 越後雪紅梅　手ぬぐい包み 純米酒
越後長岡城　特別本醸造（箱入り） 本醸造
越後長岡城　特別本醸造カップ 本醸造

 お福酒造㈱ お福正宗　荒走り　大吟醸　鑑評会出品用仕込み　生原酒 720ml 大吟醸
お福正宗　荒走り　純米大吟醸　生原酒 720ml 純米大吟醸
お福正宗　荒走り　純米吟醸　生原酒 純米吟醸
山古志　純米吟醸 純米吟醸

★ お福正宗　荒走り　大吟醸　鑑評会出品用仕込み　生原酒 300ml 大吟醸
★ お福正宗　荒走り　純米大吟醸　生原酒 300ml 純米大吟醸

お福正宗　荒走り生原酒　越淡麗磨き４０ 純米大吟醸
越乃福梅　完熟梅酒　 リキュール
越乃福梅　にごり梅酒 リキュール

 恩田酒造㈱ 舞鶴鼓　純米大吟醸生原酒 純米大吟醸
鶴と油揚げ 本醸造
舞鶴鼓 八割八分磨きにごり酒 普通酒
舞鶴鼓 八割八分磨き 普通酒

 越銘醸㈱ 越の鶴別撰 普通酒
本醸造 越の鶴 芳醇辛口 本醸造
越の鶴 プレミアム純米酒 純米酒
越の鶴 　純米吟醸酒 純米吟醸
越の鶴 本正瓶燗火入れ 純米吟醸
越の鶴 壱醸 21　 純米大吟醸
越の鶴 壱醸純米大吟醸(オーガニック） 純米大吟醸
越の鶴 壱醸純米酒 純米酒

 諸橋酒造㈱ 越乃景虎　超辛口大吟醸　無濾過生原酒 大吟醸
越乃景虎　純米しぼりたて生酒 純米酒
越乃景虎　龍生酒 普通酒
越乃景虎　超辛口 普通酒
越乃景虎　梅酒 リキュール

 住乃井酒造㈱ 万寿桜 みりん
 中川酒造㈱ 越乃白雁　黒松 普通酒

越乃白雁　黒松カップ 普通酒
越乃白雁　黒松かめぐち生原酒 普通酒
越乃白雁　本醸造にごり酒 本醸造
越乃白雁　純米大吟醸「越淡麗」無濾過生原酒 純米大吟醸

★ 越乃白雁　純米大吟醸「越淡麗」おりがらみ 純米大吟醸
★ 越乃白雁　大吟醸しぼりたて　ＫＨ４０ 大吟醸

 河忠酒造㈱ 想天坊　じゃんげ　超辛口二十度生（赤蛇） 普通酒
想天坊　じゃんげ　超辛口　純米生原酒（蛇薔薇） 純米酒
想天坊　純米にごり生酒 純米酒
ゆらぎ想天坊　マガモ農法高嶺錦　一回火入れ純米原酒 純米酒

★ 酒の陣限定　想天坊　越淡麗　純米吟醸生原酒 純米吟醸
★ 酒の陣限定　想天坊　越淡麗　大吟醸無濾過生原酒 大吟醸
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 関原酒造㈱ 越後長岡藩　純米吟醸 純米吟醸
想ひおこせば　雪中貯蔵純米生原酒 純米酒
杜氏の挑戦　巨峰 リキュール
杜氏の挑戦　シャルドネ リキュール
杜氏の挑戦　ライム リキュール

★ 酒カクテル　シャインマスカット リキュール
SEKIHARA　日本酒で造った巨峰酒 リキュール
越後長岡藩　日本酒で造った巨峰酒（花火ラベル/長岡限定品） リキュール

 朝日酒造㈱ 久保田　萬寿 純米大吟醸
久保田　萬寿 無濾過生原酒 純米大吟醸
久保田　純米吟醸にごり　 純米吟醸
朝日山　純米大吟醸　越淡麗 純米大吟醸
朝日山　香里音プレミアム 純米酒
朝日山　千寿盃 特別本醸造

 池浦酒造㈱ ★ 和楽互尊　大吟醸　無濾過生原酒 大吟醸
和楽互尊　雪割草の里　吟醸 吟醸
和楽互尊　純米吟醸 純米吟醸
和楽互尊　金印 普通酒
天上大風　純米大吟醸 純米大吟醸

 新潟銘醸㈱ 桜もよう 純米大吟醸
ブラウン長さん 純米大吟醸
長者盛　かめ口直汲み 純米吟醸

 高の井酒造㈱ 伊乎乃　大吟醸原酒 大吟醸
田友　純米吟醸 純米吟醸
田友　純米吟醸　淡の雫生原酒 純米吟醸

 緑川酒造㈱ 大吟醸 緑川 大吟醸
純米　緑川 純米酒
純米吟醸　緑川 純米吟醸
霞しぼり　緑川 普通酒
熱燗酒　緑川正宗 普通酒

 玉川酒造㈱ 越後ゆきくら　生原酒 大吟醸
しぼりたてイットキー 純米吟醸
しぼりたて目黒五郎助 純米大吟醸
十八代玉風味 吟醸
守門の雪 吟醸
越後武士　エイジドインオーク リキュール
越後武士　梅酒 リキュール
ゆずの酒　UZ リキュール

 八海醸造㈱ 特別本醸造　八海山 本醸造
八海山　しぼりたて原酒　越後で候　青ラベル 本醸造
大吟醸　八海山 大吟醸
純米大吟醸　八海山 純米大吟醸
瓶内二次発酵酒　あわ　八海山 発泡
純米大吟醸　八海山　雪室熟成八年 純米大吟醸
麹の密　本みりん みりん

 青木酒造㈱ 鶴齢　純米大吟醸 純米大吟醸
鶴齢　純米吟醸 純米吟醸
鶴齢　純米酒 純米酒
鶴齢　吟醸　生酒 吟醸
雪男　純米酒 純米酒
雪男　本醸造 本醸造

 白瀧酒造㈱ 上善如水　純米吟醸 純米吟醸
キウイ由来酵母 by Jozen 純米 純米酒
バックカントリー プロトタイプ　 純米吟醸
上善如水スパークリング 発泡
白瀧 SEVEN 純米大吟醸 2022 純米大吟醸
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 ㈱松乃井酒造場 純米吟醸松乃井生 純米吟醸
吟醸越淡麗おりおり生 吟醸
純米大吟醸英保 純米大吟醸
松乃井スーパー本醸造 本醸造
特別純米松乃井ネージュカップ 純米酒
清酒松乃井カップ 普通酒

 苗場酒造㈱ 苗場山　純米酒 純米酒
MIZEN　純米吟醸　生酒 純米吟醸
MIZEN　純米大吟醸　生酒 純米大吟醸
醸す森　純米吟醸　生酒 純米吟醸
醸す森　純米大吟醸　生酒 純米大吟醸

 魚沼酒造㈱ 特別純米酒生原酒　天神囃子 純米酒
特別純米酒　天神囃子 純米酒
純米吟醸生原酒　天神囃子 純米吟醸
純米吟醸酒　天神囃子 純米吟醸
にごり酒　天神囃子 本醸造
特別本醸造　天神囃子 本醸造

 津南醸造㈱ つなん　白 純米大吟醸
つなん　紅 純米吟醸
つなん　藍 吟醸
つなん　黄金 純米酒
GO PINボトル　DINER 純米大吟醸
GO PINボトル　DOLCE 純米吟醸

 原酒造㈱ 発泡性純米酒　あわっしゅ 純米酒
★ 純米大吟醸無濾過生原酒 純米大吟醸
★ あらばしり純米しぼりたて 純米酒

新潟限定大吟醸無濾過原酒 大吟醸
純米大吟醸秘蔵古酒　もろはく 純米大吟醸
大吟醸無濾過原酒　越神楽 大吟醸
純米梅酒 リキュール

 阿部酒造㈱ ★ あべ 純米大吟醸 FirstClass(ナンバリング付) 純米大吟醸
VEGA 2022 非公開

★ REGULUS(Light) 2022 非公開
 石塚酒造㈱ 姫の井初しぼりかめぐち酒 本醸造

姫の井さわがに直汲み生原酒仕込８号 純米酒
 ㈱武蔵野酒造 ★ スキー正宗　朝一搾り　　（みずもと　あま） -

★ スキー正宗　朝一搾り　　（みずもと　から） -
 田中酒造㈱ 能鷹　純米大吟醸あらばしり〈ファーストアタック〉 純米大吟醸

能鷹　純米原酒なましぼり 純米酒
能鷹　特別純米 純米酒
能鷹　黒松 本醸造

 妙高酒造㈱ ★ 純米大吟醸　妙髙山　酒の陣限定酒 純米大吟醸
★ 妙髙山　熟成原酒 普通酒

純米吟醸　妙髙山無濾過直汲み生原酒 純米吟醸
純米吟醸　ピンククローバー 純米吟醸
純米　妙髙にゃん 純米酒

 君の井酒造㈱ 純米大吟醸　恵信　越淡麗　無濾過生原酒 純米大吟醸
純米大吟醸　恵信　五百万石　無濾過壱度火入れ 純米大吟醸
君の井　山廃純米　無濾過原酒壱度火入れ 純米酒
君の井　山廃純米 純米酒

 千代の光酒造㈱ 純米吟醸KENICHIRO　参割麹 純米吟醸
challenge 01 天然乳酸菌仕込　生酛　 純米酒

★ 三年熟成純米酒 純米酒
特別本醸造　真 本醸造
特別本醸造真・純米大吟醸　300mlセット その他
カップ酒 普通酒

 鮎正宗酒造㈱ 純米にごり酒　『さくらいろ～SAKURAIRO～』 純米酒
純米吟醸生酒　『初鮎』 純米吟醸
にごり酒　『さるはし～チルチル～』 普通酒

★ 無濾過純米酒生原酒　『ＡＹＵＭＡＳＡＭＵＮＥ』 純米酒
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 ㈱丸山酒造場 ★ 雪中梅　大吟醸 大吟醸
★ 雪中梅　特別本醸造 本醸造

雪中梅　雪中貯蔵　純米原酒 純米酒
雪中梅　純米吟醸　美守 純米吟醸
雪中梅　梅酒 リキュール

 ㈾竹田酒造店 かたふね　純米大吟醸 純米大吟醸
はなじかん 純米吟醸

★ 特別本醸造おりがらみ生 本醸造
かたふね3本セット その他

 ㈱小山酒造店 ★ 醸し香　BY2 普通酒
★ 醸し香　BY3 普通酒
★ 醸し香　にごり 普通酒
★ 大吟醸　長熟酒 大吟醸
★ 越後自慢　無濾過生原酒 本醸造

 頚城酒造㈱ 越路乃紅梅　花と雪　ＨＡＮＡ 純米大吟醸
越路乃紅梅　花と雪　ＹＵＫＩ (生原酒） 純米大吟醸

 代々菊醸造㈱ ★ 代々菊鑑評会用限定版 大吟醸
★ 氷の雫 大吟醸

吟田川純米吟醸無ろ過生原酒 純米吟醸
吟田川純米吟醸 純米吟醸
吟田川特別純米 純米酒
越後の冬 本醸造
しぼりたて蔵出し 本醸造
吟田川特別本醸造カップ 本醸造

 加藤酒造㈱ 越後屋　純米大吟醸 純米大吟醸
越後屋　にごり リキュール

 上越酒造㈱ 越後美人　純米吟醸酒 純米吟醸
越後美人　純米酒 純米酒
越後美人　甘雫　あらばしり 純米大吟醸
越後美人　吟醸酒　あらばしり 吟醸
越後美人　純米酒　あらばしり 純米酒
越後美人　純米大吟醸酒　生原酒 純米大吟醸
越後美人　甘雫 純米大吟醸
越後美人　限定吟醸酒 吟醸
越の若竹　普通酒 普通酒
越後美人　吟醸酒　低温熟成 吟醸

 新潟第一酒造㈱ 越の白鳥　純米大吟醸　無濾過生原酒 純米大吟醸
越の白鳥　純米吟醸　無濾過生原酒 純米吟醸
越の白鳥　特別純米　無濾過生原酒 純米酒
越の白鳥　純米酒 純米酒

 ㈱よしかわ杜氏の郷 ★ よしかわ杜氏　大吟醸つるし絞り原酒 大吟醸
天恵楽　純米大吟醸 純米大吟醸
よしかわ杜氏　大吟醸 大吟醸
よしかわ杜氏　大辛口 普通酒
天恵楽　純米吟醸しぼりたて生原酒 純米吟醸
天恵楽　純米しぼりたて生原酒 純米酒
天恵楽　純米 純米酒
有りがたし　熟成原酒 純米酒
純米梅酒 リキュール
純米ゆず酒 リキュール

 田原酒造㈱ 雪鶴　五百万石純米大吟醸 純米大吟醸
★ 雪鶴　越淡麗純米大吟醸　しぼりたて生原酒 純米大吟醸

雪鶴　純米吟醸無濾過生原酒 純米吟醸
★ 雪鶴　大辛口　ブラック生酒 普通酒

雪鶴　微発泡酒　霞（かすみ） 純米吟醸
 加賀の井酒造㈱ ★ 限定ブレンド生原酒 純米吟醸

超辛口 純米酒
加賀の井 純米吟醸
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 ㈴渡辺酒造店 DOMAINE WATANABE BLENDED 純米吟醸

★ DOMAINE WATANABE VITAGE 2018 純米吟醸
★ DOMAINE WATANABE VITAGE 2019 純米吟醸
★ DOMAINE WATANABE VITAGE 2020 純米吟醸
★ 根知男山　越淡麗壱等米シルバーラベル2016 純米大吟醸

 猪又酒造㈱ サビ猫ロック　赤サビ　生 純米酒
サビ猫ロック　黒サビ　生 純米吟醸
サビ猫ロック　銀サビ　 純米大吟醸
shubonne　 純米酒
サビ猫ロック　赤サビ　PHASE1 純米酒
サビ猫ロック　黒サビ　PHASE1 純米吟醸
月不見の池　純米酒 純米酒
月不見の池　清酒 普通酒


