ＧＩ「三重」認定酒一覧（2020 年 9 月 10 日発表）

【清水清三郎商店株式会社】

【寒紅梅酒造株式会社】

純米吟醸「鈴鹿川 純米吟醸」

純米吟醸「寒紅梅 純米吟醸 50％」

純米吟醸「作 MONAD 山田錦」

純米吟醸「寒紅梅 純米吟醸 55％」

純米大吟醸「鈴鹿川 純米大吟醸 全量山田錦」

純米吟醸「三重大学 純米吟醸」

純米大吟醸「作 NAGUWASHI 東条山田錦」

純米大吟醸「寒紅梅 純米大吟醸 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 35％」

純米大吟醸「作 雅乃智 中取」

純米大吟醸「寒紅梅 純米大吟醸 40％」

純米大吟醸「作 槐山一滴水」

純米大吟醸「三重大学 純米大吟醸」

吟醸「鈴鹿川 吟醸」

純米「寒紅梅 純米酒 60％」

大吟醸「作 陽山一滴水」

【株式会社小川本家】

純米「鈴鹿川 純米」

純米吟醸「純米吟醸 伝」

純米「作 ひやおろし」
（別審査 同一商品）

【合資会社後藤酒造場】

純米「作 ひやおろし」
（別審査 同一商品）

純米吟醸「颯 純米吟醸 神の穂」

【新良酒造株式会社】

純米大吟醸「青雲 純米大吟醸」

特別純米「夢窓」

【細川酒造株式会社】

特別純米「夢窓 生原酒」

純米吟醸「上げ馬 純米吟醸 山田錦」

【河武醸造株式会社】

【石川酒造株式会社】

純米吟醸「鉾杉 弓形穂しずく 純米吟醸」

純米吟醸「やまいし 蒼石」

純米吟醸「鉾杉 特撰純米吟醸 赤ラベル」

【伊藤酒造株式会社】

純米吟醸「鉾杉 一寸贅沢 生貯蔵酒 300ml」

純米吟醸「鈿女 純米吟醸 天女の舞」

純米大吟醸「鉾杉 弓形穂 純米大吟醸 40％」

純米大吟醸「鈿女 純米大吟醸 袋搾り」

純米大吟醸「鉾杉 あらしぼり 純米大吟醸 五百

特別純米「鈿女 山廃純米 豊穣の舞」

万石」

特別本醸造「鈿女 特別本醸造 岩戸の舞」

純米大吟醸「鉾杉 あらしぼり 純米大吟醸 山田

【合資会社早川酒造部】

錦」

純米吟醸「純米吟醸 天慶」

大吟醸「鉾杉 斗瓶取りしずく 大吟醸」

純米大吟醸「純米大吟醸 天慶 山田錦」

大吟醸「鉾杉 大吟醸 黒」

純米大吟醸「純米大吟醸 天慶 五百万石」

純米「鉾杉 山廃仕込み 純米酒」

【株式会社タカハシ酒造】

純米「鉾杉 ＫＨ改 多酸純米」

特別純米「天遊琳」

純米「鉾杉 伊勢國参り 純米酒」

【丸彦酒造株式会社】

特別純米「鉾杉 花の宴 特別純米酒」

純米吟醸「純米吟醸 三重の寒梅」

本醸造「鉾杉 本醸造 樽酒原酒」

純米吟醸「純米吟醸 三重の寒梅 辛口」

本醸造「鉾杉 本醸造 神宮膝元」

吟醸「三重の寒梅」

特別本醸造「鉾杉 極上 本醸造」

大吟醸「三重の寒梅 大吟醸 元師」

【元坂酒造株式会社】

【有限会社

純米吟醸「酒屋八兵衛 伊勢錦 純米吟醸酒」

稲垣】

純米吟醸「月の真珠」

純米吟醸「酒屋八兵衛 純米吟醸酒」

【株式会社宮﨑本店】

純米大吟醸「酒屋八兵衛 伊勢錦 純米大吟醸酒」

純米吟醸「宮の雪 純米吟醸」

純米大吟醸「酒屋八兵衛 純米大吟醸」

大吟醸「宮の雪 大吟醸」

純米「酒屋八兵衛 純米酒」

特別純米「宮の雪 山廃仕込 特別純米酒」

純米「酒屋八兵衛 山廃純米酒」

純米「酒屋八兵衛 伊勢錦 山廃純米酒」

純米大吟醸「瀧自慢 純米大吟醸 匠 35」

【株式会社伊勢萬】

吟醸「瀧自慢 吟醸 」

純米大吟醸「おかげさま 純米大吟醸」

吟醸「瀧自慢 夏吟醸」

吟醸「吟醸 おかげさま」

大吟醸「瀧自慢 大吟醸」

大吟醸「おかげさま 大吟醸」

純米「瀧自慢 辛口純米 滝水流（はやせ）」

【旭酒造株式会社】

純米「瀧自慢 純米酒 神の穂」

純米大吟醸「純米大吟醸 神都の祈り 斎王」

【若戎酒造株式会社】

【合名会社森喜酒造場】

純米吟醸「純米吟醸 義左衛門」

純米吟醸「純米吟醸 るみ子の酒」

純米吟醸「純米吟醸 義左衛門 BLACK 三重山田錦」

特別純米「純米酒 るみ子の酒 9 号酵母」

純米吟醸「純米吟醸 義左衛門 神の穂」

特別純米「純米酒 るみ子の酒 伊勢錦」

純米吟醸「純米吟醸 育酛 真秀」

特別純米「山廃特別純米酒 RieStyle」

純米大吟醸「純米大吟醸 義左衛門」

特別純米「特別純米酒 英」

純米大吟醸「純米大吟醸 若戎 SOUBI」

【株式会社大田酒造】

純米大吟醸「純米大吟醸 秋仕立」

純米大吟醸「純米大吟醸 半蔵 磨き 40」

大吟醸「大吟醸 若戎」

純米大吟醸「純米大吟醸 半蔵 赤ラベル」

大吟醸「大吟醸 若戎 5 年熟成」

純米大吟醸「純米大吟醸 半蔵 神の穂」

純米「純米酒 若戎」

純米大吟醸「純米大吟醸 半蔵 神の穂 生原酒」

純米「純米酒 忍者 若戎」

大吟醸「大吟醸 半蔵 雫酒」

純米「純米酒 伊勢詣」

大吟醸「大吟醸 半蔵 伊賀山田錦」

本醸造「本醸造 若戎」

純米「純米酒 木桶仕込み 半蔵」

本醸造「本醸造 若戎 まるみえカップ」

特別純米「特別純米酒 半蔵 神の穂」

以上１１５点

特別純米「特別純米酒 半蔵 伊賀産うこん錦」
【木屋正酒造合資会社】

※上記認定酒の審査は令和 2 年 8 月 7 日です。

純米吟醸「而今」

※各商品のＧＩ「三重」認定期間は１年間となり

純米大吟醸「而今」

ます。

純米大吟醸「高砂」

※蔵元によっては、海外向け商品のみ等の理由に

特別純米「而今」

てＧＩシールを貼っていない商品もございます。

【澤佐酒造合名会社】
純米吟醸「純米吟醸 山田錦 みのわ」
純米大吟醸「みのわ 天日干し 純米大吟醸」
純米大吟醸「参宮 純米大吟醸 宝殿」

三重県酒造組合

特別純米「特別純米 みのわ」

三重県津市大谷町 141－4

【瀧自慢酒造株式会社】

TEL059-226-2297

純米吟醸「瀧自慢 純米吟醸」
純米吟醸「瀧自慢 純米吟醸 雄町」
純米吟醸「瀧自慢 純米吟醸 吟風」
純米吟醸「瀧自慢 純米吟醸 八反錦」
純米吟醸「瀧自慢 純米吟醸 北雫」
純米大吟醸「瀧自慢 純米大吟醸」

