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№ 会社名 商品名・商標 特定名称
1 大洋酒造株式会社 純米酒 大洋盛 ALL ENERGY OF NIIGATA 純米酒
2 特別本醸造　めんこい 特別本醸造
3 菊水酒造株式会社 蔵光 純米大吟醸
4 節五郎出品酒 大吟醸
5 酒米菊水　純米大吟醸 純米大吟醸
6 純米大吟醸原酒　酒米菊水 純米大吟醸
7 菊水　純米吟醸 純米吟醸
8 菊水　純米吟醸ひやおろし 純米吟醸
9 菊水　純米吟醸　オーガニック清酒 純米吟醸
10 菊水SMARTBOX　J70 純米
11 木桶山廃仕込み　純米吟醸　菊水 純米吟醸
12 菊水　新米新酒ふなぐち 吟醸
13 菊水　ふなぐち 本醸造
14 菊水　薫香ふなぐち 普通
15 菊水の四段仕込 本醸造
16 菊水白キャップ 普通
17 菊水しぼりたて生原酒 本醸造
18 冬季限定　菊水しぼりたて生原酒 本醸造
19 白龍酒造株式会社 特撰大吟醸 笹屋茂左衛門 大吟醸
20 大吟醸 白龍 大吟醸
21 特撰純米大吟醸 茂左衛門 純米大吟醸
22 純米大吟醸 白龍 純米大吟醸
23 純米大吟醸 越後府 純米大吟醸
24 純米大吟醸K1801 純米大吟醸
25 純米大吟醸 越後育ち 純米大吟醸
26 ワイン酵母仕込み 純米大吟醸 純米大吟醸
27 純米大吟醸ワイン酵母仕込み生 純米大吟醸
28 吟醸 白龍 吟醸
29 純米吟醸 白龍 純米吟醸
30 蔵べる 白龍 純米吟醸 純米吟醸
31 純米 白龍 越後杜氏 純米
32 特別純米酒 越後府 特別純米
33 特別純米酒 燗 特別純米
34 本醸造 白龍 本醸造
35 白龍 純金酒 普通酒
36 からくち 白龍 普通酒
37 白龍 吟醸しぼりたて生缶 吟醸生
38 吟醸 生酒 白龍 吟醸生
39 純米大吟醸 生酒 白龍 純米大吟醸生
40 越乃白龍 吟醸生貯蔵酒 吟醸生貯蔵酒
41 本越後純米 純米
42 本越後純米原酒 純米
43 本越後大吟醸 大吟醸
44 本越後大吟醸原酒 大吟醸
45 本越後大吟醸生貯蔵原酒 大吟醸
46 純米吟醸生原酒今朝しぼり 純米吟醸生
47 初しぼり純米吟醸生原酒 純米吟醸生
48 純米吟醸 あらばしり生原酒 純米吟醸生
49 純米吟醸 あらばしり(火入れ) 純米吟醸
50 大吟醸 あらばしり生原酒 大吟醸生
51 低温貯蔵大吟醸生原酒 大吟醸生
52 夏吟醸 吟醸
53 雪室貯蔵吟醸にごり酒 吟醸
54 大吟醸涼原酒 大吟醸
55 純米吟醸 ひやおろし 純米吟醸
56 新米新酒生原酒吟醸しぼりたて 吟醸生
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57 新米新酒吟醸にごり酒 吟醸
58 純米吟醸 干支ラベル 純米吟醸
59 白龍 本醸造生貯蔵酒 本醸造生貯蔵酒
60 金鵄盃酒造株式会社 越後杜氏　純米大吟醸 純米大吟醸
61 越後杜氏　大吟醸 大吟醸
62 じゅんぎん 純米吟醸
63 雪影 特別純米
64 今代司酒造株式会社 IMA 牡蠣のための日本酒 純米
65 天然水仕込み 純米酒 今代司 純米
66 純米吟醸 今代司 純米吟醸
67 花柳界 甘口 純米吟醸 純米吟醸
68 人と 木と ひととき 純米
69 石本酒造株式会社 越乃寒梅　大吟醸　超特撰 大吟醸
70 越乃寒梅　純米大吟醸　金無垢 純米大吟醸
71 越乃寒梅　吟醸　特撰 吟醸
72 越乃寒梅　純米大吟醸　無垢 純米大吟醸
73 越乃寒梅　純米吟醸　灑 純米吟醸
74 越乃寒梅　白山神社　御神酒 普通酒
75 越乃寒梅　純米吟醸　浹 純米吟醸
76 越乃寒梅　純米大吟醸　FROM　NIIGATA　2020BY 純米大吟醸
77 尾畑酒造株式会社 真野鶴 辛口鶴 本醸造 本醸造
78 真野鶴 純米鶴 純米酒
79 真野鶴 毎毎純米 純米酒
80 真野鶴 辛口純米酒 純米酒
81 真野鶴 辛口吟醸 吟醸
82 真野鶴 純米吟醸 純米吟醸
83 真野鶴 純米吟醸原酒 純米吟醸
84 真野鶴 大吟醸 大吟醸
85 真野鶴 万穂 磨三割五分大吟醸 大吟醸
86 真野鶴 実来 純米大吟醸 純米大吟醸
87 真野鶴 純米吟醸 朱鷺と暮らす 純米吟醸
88 真野鶴 純米大吟醸 辛口生一本 純米大吟醸
89 特別純米酒 壱穂 特別純米
90 峰乃白梅酒造株式会社 菱湖　純米ドライ 純米酒
91 福顔酒造株式会社 大吟醸原酒　越後五十嵐川 大吟醸
92 大吟醸　越後五十嵐川 大吟醸
93 吟醸　越後五十嵐川 吟醸
94 特別純米　越後五十嵐川 純米
95 特別本醸造　越後五十嵐川 本醸造
96 純米大吟醸　越後平野 純米大吟醸
97 純米吟醸　越後平野 純米吟醸
98 純米　越後平野 純米
99 純米吟醸　福顔 純米吟醸
100 超辛口　純米吟醸　福顔 純米吟醸
101 純米大吟醸　宇寿屋 純米大吟醸
102 吟醸　宇寿屋 吟醸
103 ウイスキー樽で貯蔵した日本酒。FUKUGAO 普通酒
104 バーボン樽で貯蔵した日本酒。FUKUGAO 普通酒
105 ブランデー樽で貯蔵した日本酒。FUKUGAO 普通酒
106 まろやか純米酒　FUKUGAO SWEET 純米
107 本醸造生貯蔵酒　越乃雪割草 本醸造
108 本醸造生貯蔵酒　福顔 本醸造
109 特別本醸造　越後大凧合戦 本醸造
110 甘口酒　越乃向日葵 普通酒
111 吉乃川株式会社 厳選辛口 普通酒
112 厳選辛口　SHOGUN ROAD 普通酒
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113 極上吉乃川　吟醸 吟醸
114 極上吉乃川　特別純米 純米
115 極上吉乃川　純米吟醸 純米吟醸
116 極上吉乃川　吟醸生原酒 吟醸
117 純米大吟醸　Pair 純米大吟醸
118 大吟醸　Pair 大吟醸
119 純米　Pair 純米
120 酒蔵の淡雪 普通酒
121 酒蔵の淡雪　プレミアム 純米
122 みなも　爽彩純米 純米
123 昌和蔵 純米大吟醸
124 秘蔵酒 純米大吟醸
125 吉乃川　純米大吟醸 純米大吟醸
126 杜氏の晩酌　本醸造 本醸造
127 輸出用　杜氏の晩酌　本醸造 本醸造
128 醸蔵　生原酒 普通酒
129 越後純米GOLEDEN HORIZON 純米
130 冬の勇者WINTER WARRIOR 純米吟醸
131 KOME DRY 普通酒
132 辛口キュービテナー 普通酒
133 辛口業務用 普通酒
134 辛口プリント 普通酒
135 みなも　爽彩純米　生酒 純米
136 長谷川酒造株式会社 越後長岡城　特別本醸造 特別本醸造
137 朝日酒造株式会社 朝日山　香里音プレミアム 純米
138 久保田　萬寿 純米大吟醸
139 久保田　千寿 吟醸
140 久保田　千寿　純米吟醸 純米吟醸
141 久保田　純米大吟醸 純米大吟醸
142 爽醸　久保田　雪峰 純米大吟醸
143 久保田　スパークリング 普通酒
144 久保田　碧寿 純米大吟醸
145 久保田　紅寿 純米吟醸
146 久保田　百寿 特別本醸造
147 久保田　翠寿 大吟醸
148 禄乃  越州 純米大吟醸
149 悟乃  越州 純米大吟醸
150 参乃  越州 純米吟醸
151 弐乃  越州 吟醸
152 壱乃  越州 特別本醸造
153 越州　桜日和 吟醸
154 朝日山 天籟 越淡麗 純米大吟醸 純米大吟醸
155 朝日山　純米大吟醸　越淡麗 純米大吟醸
156 朝日山　純米吟醸 純米吟醸
157 朝日山　本醸造 本醸造
158 香里音 純米
159 ノムネ 普通酒
160 朝日山　萬寿盃 大吟醸
161 朝日山　純米酒 純米
162 朝日山　千寿盃 特別本醸造
163 朝日山　千寿盃（樽詰菰被） 特別本醸造
164 朝日山　千寿盃（益々繁盛） 特別本醸造
165 朝日山　百寿盃 普通酒
166 朝日山生酒 特別本醸造
167 久保田　萬寿　自社酵母仕込 純米大吟醸
168 久保田　雪峰 純米大吟醸



令和4年度(2022年)　GI新潟認定酒一覧 244銘柄

№ 会社名 商品名・商標 特定名称
169 大吟醸　熟成酒　轍 大吟醸
170 朝日山　充光　純米大吟醸 純米大吟醸
171 朝日山　秋あがり　純米 純米
172 朝日山　辛口ハード 普通酒
173 久保田　千寿　秋あがり 吟醸
174 越州　里紅葉 吟醸
175 得月 純米大吟醸
176 継 純米大吟醸
177 池浦酒造株式会社 和楽互尊　純米吟醸 純米吟醸
178 和楽互尊　特別純米酒 特別純米
179 和楽互尊　こしひかり 特別純米酒 特別純米
180 新潟銘醸株式会社 越の寒中梅　金ラベル 純米吟醸
181 越の寒中梅　銀ラベル 純米
182 越の寒中梅　生貯蔵酒 吟醸
183 長者盛　錦鯉図鑑カップ 普通酒
184 高の井酒造株式会社 たかの井　清酒 普通酒
185 たかの井　特別本醸造 本醸造
186 たかの井　特別純米 純米
187 たかの井　純米大吟醸 純米大吟醸
188 越の初梅　純米さらら 純米
189 田友　純米大吟手造りプレミアム 純米大吟醸
190 緑川酒造株式会社 北穣　吟醸 吟醸
191 清酒　緑川 普通酒
192 本醸　緑川 本醸造
193 純米　緑川 純米
194 吟醸　緑川 吟醸
195 純米吟醸　緑川 純米吟醸
196 大吟醸　緑川 大吟醸
197 白瀧酒造株式会社 上善如水　純米吟醸 純米吟醸
198 上善如水　純米大吟醸 純米大吟醸
199 上善如水　スパークリング 普通酒
200 上善如水　純米吟醸　生酒 純米吟醸
201 ロック酒　ｂｙＪｏｚｅｎ　純米 純米
202 淡麗辛口魚沼　純米 純米
203 濃醇魚沼　純米 純米
204 湊屋藤助　純米大吟醸 純米大吟醸
205 白瀧　純米 純米
206 宣機の一本　純米大吟醸 純米大吟醸
207 原酒造株式会社 越の誉　大吟醸　彩 大吟醸
208 越の誉　純米大吟醸　彩 純米大吟醸
209 越の誉　純米吟醸　彩 純米吟醸
210 越の誉　吟醸　彩 吟醸
211 越の誉　特別純米　彩 特別純米酒
212 越の誉　辛口純米　彩 純米酒
213 越の誉　淡麗純米　彩 純米酒
214 越の誉　新潟辛口　彩 普通酒
215 越の誉　新潟超辛口　彩 普通酒
216 越の誉　大吟醸無濾過原酒　新潟限定 大吟醸
217 越の誉　純米新潟生酛 純米酒
218 越の誉　純米白麹　綺 純米酒
219 越の誉　純米白麹生酒　綺 純米酒
220 MD　越の誉　越後純米酒 純米酒
221 越の誉　純米生酛 純米酒
222 妙高酒造株式会社 本醸造妙高山 本醸造
223 レギュラー妙高山 普通酒
224 特別純米妙高山 特別純米
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225 特別純米　みずほの輝き 特別純米
226 本格辛口越後おやじ 普通酒
227 特別純米妙高山　冷おろし 特別純米
228 妙高山 　搾りたて新酒 普通酒
229 純米吟醸妙高山　滓がらみ生原酒 純米吟醸
230 君の井酒造株式会社 君の井　普通酒 普通酒
231 君の井　上泉本醸造 本醸造
232 君の井　越乃酔鬼 普通酒
233 君の井　純米 純米
234 君の井　山廃純米 純米
235 君の井　手造り田中屋純米酒 純米
236 君の井　華やかな純米酒 純米
237 新潟しゅぽっぽ　君の井 純米吟醸
238 君の井　本醸造生原酒 本醸造
239 君の井　純米淡冷酒 純米
240 君の井　純米秋あがり 純米
241 君の井　純米しぼりたて旬 純米
242 君の井　純米吟醸山廃仕込 純米吟醸
243 池田屋酒造株式会社 謙信　純米吟醸 純米吟醸
244 謙信　特別純米 特別純米


