
 

長野県原産地呼称管理制度

Nagano  Appellation  Control

長野県原産地呼称管理委員会

「焼酎」認定リスト

平成25年（2013年）10月4日認定



長野県焼酎基準認定品一覧表　（平成25年10月4日認定）

会  社  名 住          所 電話番号
アル

コール
度数

商    品    名 予定価格 予定本数
発売

予定日 販売予定地域
醸造
年 蒸留方式原材料名(産地）

こうじの
種類醸造地 採水地分類認定番号

長野県原産地呼称管理委員会焼酎官能審査委員会

1302001 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2竜太 25.10.1 下伊那郡下條村1714本1000円(500ml)そば 飯田市飯田市そば(下條村)H24 黒こうじ 減圧蒸留

米こうじ(長野県)

1302002 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2
(地域認定焼酎  木島平
村)

米一筋 25.10.1 下高井郡木島平村3409本1200円(720ml)米 木島平村飯田市米(木島平村)H25 黒こうじ 減圧蒸留

米こうじ(木島平村)

1302003 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

40.2
(地域認定焼酎  木島平
村)

米一筋 25.10.1 下高井郡木島平村2000本2300円(720ml)米 木島平村飯田市米(木島平村)H25 黒こうじ 減圧蒸留

米こうじ(木島平村)

1302004 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

40.2
(地域認定焼酎  原村)
はらしょう 25.10.1 諏訪郡原村770本1830円(720ml)いも 飯田市飯田市さつまいも(原村)H24 黒こうじ 常圧蒸留

米こうじ(長野県)

1302005 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2
(地域認定焼酎  長野市)
紅大将 25.10.1 長野市1933本1250円(720ml)いも 飯田市飯田市さつまいも(長野市)H24 黒こうじ 常圧蒸留

米こうじ(長野県)

1302006 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2風太 25.10.1 松本市3275本円(720ml)いも 飯田市飯田市さつまいも(松本市)H24 黒こうじ 常圧蒸留

米こうじ(長野県)

1302007 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2
(地域認定焼酎  松本市)
日本のどまんなか松本 25.10.1 松本市2387本1150円(720ml)いも

600本2200円(1800ml)

松本市飯田市さつまいも(松本市)H24 黒こうじ 常圧蒸留

米こうじ(長野県)

1302008 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2
(地域認定焼酎  松川町)
小八郎 25.10.1 下伊那郡松川町5562本1250円(720ml)いも 飯田市飯田市さつまいも(松川町)H24 黒こうじ 常圧蒸留

米こうじ(長野県)

1302009 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2芋武士 25.10.1 長野県内2834本1365円(720ml)いも

1200本2667円(1800ml)

飯田市飯田市さつまいも(長野県)H42 黄こうじ 減圧蒸留

H24

米こうじ(長野県)H42

H24

1302010 佐久の花酒造
（株）

佐久市下越620 0267-82-
2107

41.8
(地域認定焼酎  山ノ内
町)

山ノ内そば焼酎 原酒 25.10.1 山ノ内町400本2000円(300ml)そば 佐久市佐久市そば(山ノ内町)H24 黄こうじ 常圧蒸留

米(山ノ内町)

米こうじ(山ノ内町)
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1302011 佐久の花酒造
（株）

佐久市下越620 0267-82-
2107

25.3
(地域認定焼酎  山ノ内
町)

山ノ内そば焼酎 25.10.1 山ノ内町787本2000円(720ml)そば 佐久市佐久市そば(山ノ内町)H24 黄こうじ 常圧蒸留

米(山ノ内町)

米こうじ(山ノ内町)

1302012 （株）今井酒造店 長野市大字小島62 026-243-
3745

25.2樽熟成　一点の雪 25.10.1 全国880本1260円(720ml)米

60本2857円(1800ml)

長野市長野市米粉(大町市)H25 白こうじ 常圧蒸留

米こうじ(大町市)

1302013 （株）今井酒造店 長野市大字小島62 026-243-
3745

25.2本格焼酎　てんずけ 25.10.1 全国500本1060円(720ml)米

960本2010円(1800ml)

長野市長野市米粉(大町市)H25 白こうじ 常圧蒸留

米こうじ(大町市)

1302014 浅間酒造(有) 佐久市平賀5372番
地1

0267-62-
0340

30.0玄　（くろ） 25.10.1 長野県内400本3000円(720ml)そば 佐久市佐久市そば(戸隠村)H25 黄こうじ 減圧蒸留

米(戸隠村)

米こうじ(戸隠村)

1302015 千曲錦酒造（株） 佐久市長土呂1110
番地

0267-67-
3731

20.3長いも 25.12.1 全国15000本1155円(720ml)長芋 佐久市佐久市長芋(山形村)H25 黄こうじ 減圧蒸留

米こうじ(長野県)

1302016 （株）古屋酒造店 佐久市塚原 411 0267-67-
2153

20.3風薫る軽井沢 25.10.10 全国1737本793円(720ml)米 立科町佐久市米(佐久市)H25 黄こうじ 常圧蒸留

米こうじ(佐久市)

1302017 （株）古屋酒造店 佐久市塚原 411 0267-67-
2153

25.4麗容桜ワイン酵母仕込 25.10.10 全国733本1077円(720ml)米 立科町佐久市米(佐久市)H25 黄こうじ 常圧蒸留

米こうじ(佐久市)

※　地域認定焼酎とは、認定された地域内で生産された主たる原料が全体の５０パーセントを超えており、官能審査において味わいが優れていると認定された焼酎です。
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