
Washu means ‘sake made from the Japanese land, people and culture in which brings good people together’. 
Wash Fes is a sake festival where people can feel and taste the seasons, enjoy beautiful and delicious sake and 
food and learn more about Japanese culture. A fantastic sake festival to enjoy.

和酒フェスは「季節を感じて旬の和酒、食、日本文化を楽しむ利き酒祭り」です。
和酒と食のマリアージュ、日本文化の楽しみを提案します。
美味しい和酒をもっと知り、酒蔵、和酒ファンとの交流をお楽しみください。

和酒とは「日本の風土と文化から生まれた、
人と人をつなぐお酒」のこと。

一ノ蔵（ICHINOKURA）  一ノ蔵／宮城県
六歌仙（ROKKASEN） 六歌仙／山形県 
郷乃誉(SATONOHOMARE) 須藤本家／茨城県
花の井(HANANOI) 西岡本店／茨城県
水芭蕉(MIZUBASHO) 永井酒造／群馬県
力士(RIKISHI) 釡屋／埼玉県
農口(NOGUCHI) 農口酒造／石川県
美濃紅梅(MINOKOUBAI) 武内／岐阜県
臥龍梅(GARYUBAI) 三和酒造／静岡県
四海王(SHIKAIOU) 福井酒造／愛知県  ★
鉾杉(HOKOSUGI) 河武醸造／三重県
玉乃光(TAMANOHIKARI) 玉乃光酒造／京都府
龍力(TATSURIKI) 本田商店／兵庫県
日本盛(NIHONSAKARI) 日本盛／兵庫県
沢の鶴(SAWANOTSHURU) 沢の鶴／兵庫県  ＊ 
千代田蔵(CHIYODAKURA) 太田酒造／兵庫県
梅乃宿(UMENOYADO) 梅乃宿酒造／奈良県
七冠馬(NANAKANBA) 簸上清酒／島根県  ＊ 
光武(MITSUTAKE) 光武酒造場／佐賀県
花雪(HANAYUKI) 河津酒造／熊本県

関乃井（SEKINOI） 関乃井酒造／青森県  ＊＊ 
駒泉（KOMAIZUMI） 盛田庄兵衛／青森県  ＊＊ 
鳩正宗（HATOMASAMUNE） 鳩正宗／青森県  ＊＊
菊駒（KIKUKOMA） 菊駒酒造／青森県  ＊＊
如空(JOKU) 八戸酒類・五戸工場／青森県  ＊＊
桃川(MOMOKAWA) 桃川／青森県  ＊＊ 
八鶴(HACHITSURU) 八戸酒類・八鶴工場／青森県  ＊＊
陸奥八仙(MUTSUHASSEN) 八戸酒造／青森県  ＊＊
田酒(DENSHU) 西田酒造店／青森県  ＊＊
菊乃井(KIKUNOI) 鳴海醸造店／青森県  ＊＊
菊盛(KIKUMORI) 丸竹酒造店／青森県  ＊＊
津軽じょんから(TSUGARUJONGARA)

カネタ玉田酒造店／青森県  ＊＊
豊盃(HOUHAI) 三浦酒造／青森県  ＊＊
じょっぱり(JOPPARI) 六花酒造／青森県  ＊＊
松緑(MATSUMIDORI) 齋藤酒造／青森県  ＊＊
白神(SHIRAKAMI) 白神酒造／青森県  ＊＊
岩木正宗(IWAKIMASAMUNE)

竹浪酒造店／青森県  ＊＊
安東水軍(ANDOUSUIGUN) 尾崎酒造／青森県  ＊＊
玉垂(TAMADARE) 中村亀吉／青森県  ＊＊

酒蔵ブース
出展酒蔵一覧 （全国より6６蔵）※予定

（20蔵）

KAKEYA（かけや） 竹下本店／島根県（製造元） 　
NOTO（のと） 数馬酒造／石川県（製造元）　
AGEO（あげお） 文楽／埼玉県（製造元） 　
KUNISAKI（くにさき） 萱島酒造／大分県（製造元）
NAGAOKA（ながおか） 長谷川酒造／新潟県（製造元）
KAMOGATA（かもがた） 丸本酒造／岡山県（製造元）

[ 日本酒応援団 ]
団体ブース（5ブース）

（6蔵）※1

賀茂鶴（KAMOTSURU） 賀茂鶴酒造／広島県 　
白牡丹（HAKUBOTAN） 白牡丹酒造／広島県　
亀齢（KIREI） 亀齢酒造／広島県
福美人（FUKUBIJIN） 福美人酒造／広島県
西條鶴（SAIJOUTSURU） 西條鶴醸造／広島県
賀茂泉（KAMOIZUMI） 賀茂泉酒造／広島県
山陽鶴（SANYOUTSURU） 山陽鶴酒造／広島県
桜吹雪（SAKURAFUBUKI） 金光酒造／広島県

[ 西条酒造協会 ]（8蔵）

あさ開（ASABIRAKI） あさ開／岩手県  ＊  　
上善如水（JOUZENMIZUNOGOTOSHI） 

白瀧酒造／新潟県  ＊ 　
越路吹雪（KOSHIJIFUBUKI） 高野酒造／新潟県  ＊ 
白龍（HAKURYU） 白龍酒造／新潟県  ＊ 
幻の瀧（MABOROSHINOTAKI）

皇国晴酒造／富山県  ＊ 
加賀鳶（KAGATOBI） 福光屋／石川県  ＊ 
渓流（KEIRYU） 遠藤酒造場／長野県  ＊ 
白川郷（SHIRAKAWAGOU） 三輪酒造／岐阜県  ＊ 

[ 酒蔵応援団 ]（8蔵）

金虎（KINTORA） 金虎酒造／愛知県  ＊ 
勲碧（KUMPEKI） 勲碧酒造／愛知県  ＊  
ねのひ（NENOHI） 盛田／愛知県  ＊ 
神杉（KAMISUGI） 神杉酒造／愛知県  ＊ 
四海王（SHIKAIOU） 福井酒造／愛知県  ＊ ★
三州三河みりん（SANSHUMIKAWAMIRIN） 

角谷文治郎商店／愛知県  ＊ 

[ 愛知県の酒 ]（6蔵）

[ 青森県酒造組合 ]（19蔵）

※銘柄名(BRAND NAMES) 、酒蔵名、所在都道府県の順
※参加酒蔵、銘柄は変更になる場合がございます。
★は各ブースで重複して出品します。
＊初日のみ出展、＊＊２日目のみ出展
※1 日本酒応援団
「日本酒のあるライフスタイルを、世界中に」をミッションに、「ニッ
ポンのテロワール × 無濾過生原酒」をテーマにした事業展開中。

島田律子 （日本酒スタイリスト、タレント）
MC

あおい有紀 （和酒コーディネーター、酒サムライ）
MC

児玉アメリア彩 (2018ミス日本酒  準グランプリ)

ゲスト
瀬木直貴 （『恋のしずく』監督）

須藤亜紗実（2018ミス日本酒）
ゲスト

丸山茂樹（歌、ギター、他楽器演奏、『音×酒』）
音楽

Doux（ドゥ）　吉岡仁美（フルーティスト）
　　　　　　大庭絃子（ヴァイオリニスト）
　　　　　　岡本優子（ピアニスト）

音楽

イベントを盛り上げてくれる出演者たち
11月3日（祝・土）

11月4日（日）

中目黒GTタワ
ー

開催場所・アクセス
中目黒GTタワー前広場

渋谷駅から東急東横線で約４分
恵比寿駅から東京メトロ日比谷線で約２分
主要駅からも好アクセス。
JR山手線乗り換えで新宿駅から約１５分
品川駅から約１５分、東京駅から約２４分
副都心線乗り入れで池袋駅から約16分

東横線（副都心線直通）・日比谷線
「中目黒駅」隣接

NAKAMEGURO GT TOWER FRONT SQUARE

Toyoko Line (Fukutoshin Line), Hibiya Line
Nakameguro Station

最新情報・チケット購入
詳細はWebで

http: //sakefes.com


