
酒名 ふりがな 種 類 販売元 住 所 百・二百・三百名山 電話番号

愛子岳 あいこだけ 焼 酎 三岳酒造 鹿児島県 熊毛郡 09974-3-5265

赤城山 あかぎさん 日本酒 近藤酒造 群馬県 山田郡 百名山～４０赤城山 0277-72-2221

秋田山 あきたやま 日本酒 菊池酒造店 秋田県 南秋田郡 0188-52-2155

秋葉山 あきばさん 日本酒 千寿酒造 静岡県 磐田市 0538-32-7341

朝日山 あさひやま 日本酒 朝日酒造 新潟県 三島郡 0258-92-3181

浅間嶽 あさまだけ 焼 酎 大塚酒造 長野県 小諸市 百名山～４３浅間山 0267-22-0002

浅間山 あさまやま 日本酒 浅間酒造 群馬県 吾妻郡 百名山～４３浅間山 0279-82-2045

阿蘇山 あそさん 焼 酎 美少年酒造 熊本県 上益城郡 百名山～９７阿蘇山 0964-28-2111

あだたら あだたら 日本酒 大内酒造 福島県 二本松市
百名山～２１安達太良
山

0243-22-1007

荒澤岳 あらさわだけ 日本酒 美の川酒造 新潟県 長岡市 二百名山～２７荒澤岳 0258-32-0607

医王山 いおうざん 日本酒 成政酒造 富山県 西栃端郡 三百名山～６４医王山 0763-52-0204

出雲月山 いずもがっさん 日本酒 吉田酒造 島根県 能義郡 0854-32-2258

市 房 いちふさ 焼 酎 柴田酒造 熊本県 球磨郡 二百名山～９７市房山 廃 業

伊吹山 いぶきさん 日本酒 玉泉堂酒造 岐阜県 岐阜市 百名山～８９伊吹山 0584-32-1155

伊吹山 いぶきさん 日本酒 滋賀第一酒造 滋賀県 長浜市 百名山～８９伊吹山 0749-63-2800

岩木山 いわきさん 日本酒 中村亀吉 青森県 黒石市 百名山～１０岩木山 0172-52-3361

岩手山 いわてさん 日本酒 菊の司酒造 岩手県 盛岡市 百名山～１３岩手山 0198-45-2255

石見岩山 いわみかんざん 日本酒 加茂福酒造 島根県 邑智郡 0855-95-0318

雲仙 うんぜん 日本酒 太陽酒造 長崎県 東彼杵郡 二百名山～９４雲仙岳 0957-22-5600

恵那山 えなさん 日本酒 はざま酒造 岐阜県 中津川市 百名山～７６恵那山 0573-65-4106

オバステ正宗 おばすてまさむね 日本酒 長野銘醸 長野県 更埴市 姥捨山 0262-72-2138

鏡山 かがみやま 日本酒 鏡山酒造 埼玉県 川越市 0492-22-0113

角田山 かくだやま 日本酒 高野酒造 新潟県 新潟市 025-239-2046

香久山 かぐやま 日本酒 香久山 福島県 喜多方市 元は奈良県 0241-22-1717

春日山 かすがやま 日本酒 武蔵野酒造 新潟県 上越市 0255-23-2169

関山 かんざん 日本酒 両磐酒造 岩手県 一関市 0191-23-3392

北八ヶ岳 きたやつがたけ 日本酒 橘倉酒造 長野県 南佐久郡 百名山～６４八ヶ岳 0267-82-2006

霧ヶ峰 きりがみね 焼 酎 麗人酒造 長野県 諏訪市 百名山～６２霧ヶ峰 0266-52-3121

霧ヶ峰の風 きりがみねのかぜ 日本酒 麗人酒造 長野県 諏訪市 百名山～６２霧ヶ峰 0266-52-3121

霧島 きりしま 焼 酎 霧島酒造 宮崎県 都城市 百名山～９８霧島 0986-22-2323

麒麟山 きりんざん 日本酒 麒麟山酒造 新潟県 東蒲原郡 02549-2-3511

金華山 きんかざん 日本酒 足立酒造 岐阜県 岐阜市 058-245-3658
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銀嶺月山 ぎんれいがっさん 日本酒 月山酒造 山形県 寒河江市 百名山～１６月 山 0237-87-1114

銀嶺立山 ぎんれいたてやま 日本酒 立山酒造 富山県 砥波市 百名山～４９立 山 0763-33-3330

銀嶺白山 ぎんれいはくさん 日本酒 武石酒造店 秋田県 湯沢市 0183-73-3002

久賀美 くがみ 日本酒 宝山酒造 新潟県 西蒲原郡 国上山 0256-82-2003

草津白根山 くさつしらねさん 日本酒 浅間酒造 群馬県 吾妻郡
百名山～４１草津白根
山

0279-82-2045

久住山 くじゅうさん 焼 酎 かつき商店 大分県 直入郡 百名山～９５久住山 製造中止

求菩提 くぼて 焼 酎 後藤酒造 福岡県 豊前市 0979-83-4538

熊野三山 くまのさんざん 日本酒 尾崎酒造 和歌山県 新宮市 0735-22-2105

倉 岳 くらだけ 焼 酎 房の露 熊本県 天草郡 0966-42-2008

栗駒山 くりこまやま 日本酒 千田酒造 宮城県 栗原郡 二百名山～１６栗駒山 0228-45-1024

黒石岳 くろいしだけ 焼 酎 国分酒造 鹿児島県 国分市 0995-47-2361

光兎山 こうさぎさん 日本酒 大洋酒造 新潟県 村上市 0254-53-3145

高野山般若湯 こうやさんはんにゃとう 日本酒 初桜酒造 和歌山県 伊都郡 0736-22-0005

蔵 王 ざおう 日本酒 蔵王酒造 宮城県 白石市 百名山～１８蔵王山 0224-25-3355

桜 島 さくらじま 焼 酎 本坊酒造
鹿児島県 鹿児島
市

二百名山～１００桜島 099-226-1291

讃岐富士 さぬきふじ 日本酒 綾菊酒造 香川県 綾歌郡 飯野山 087-878-2222

秀峰月山 しゅうほうがっさん 日本酒 佐藤佐治右衛門 山形県 東田川郡 百名山～１６月 山 0234-42-3013

秀峰八甲田 しゅうほうはっこうだ 日本酒 鳩正宗 青森県 十和田市 百名山～１１八甲田山 0176-23-0221

少林山 しょうりんざん 日本酒 群馬酒造 群馬県 安中市 027-382-1212

白 神 しらかみ 日本酒 白神酒造 青森県 弘前市 二百名山～11白神岳 0172-86-2106

深 山 しんざん 日本酒 高橋酒造 広島県 福山市 0849-72-3322

瑞露鷹山 ずいろようざん 日本酒 加茂川酒造
山形県 西置オ賜
郡

0238-85-3151

皇海山 すかいざん 日本酒 永井酒造 群馬県 利根郡 百名山～３８皇海山 0278-52-2311

菅名岳 すがなだけ 日本酒 近藤酒造 新潟県 五泉市 0250-43-3187

守門岳 すもんだけ 日本酒 玉川酒造 新潟県 北魚沼郡 二百名山～２４守門岳 02579-7-2017

大雪山 だいせつざん 日本酒 合同酒精 北海道 旭川市 三百名山～５大雪山 0166-39-3788

大 山 だいせん 日本酒 梅津酒造 鳥取県 東伯郡 百名山～９２大山 0858-37-2008

大山郷 だいせんごう 日本酒 益尾酒造 鳥取県 米子市 百名山～９２大山 0859-33-2211

大船山 たいせんざん 焼 酎 かつき商店 大分県 直入郡 三百名山～９６大船山 製造中止

大日山 だいにちざん 日本酒 橋本酒造 石川県 加賀市 0761-74-0602

太白山 たいはくさん 日本酒 天賞酒造 宮城県 仙台市 022-221-7666

太平山 たいへいざん 日本酒 小玉醸造 秋田県 南秋田郡 三百名山～１０太平山 0188-77-2100

大峰山 たいほうさん 日本酒 北村酒造 奈良県 吉野郡 百名山～９１大峰山 07463-2-2020

太刀山 たちやま 日本酒 吉江酒造 富山県 砺波市 0763-32-2232

谷川岳 たにがわだけ 日本酒 永井酒造 群馬県 利根郡 百名山～３０谷川岳 0278-52-2311

丹沢山 たんざわさん 日本酒 川西屋酒造店
神奈川県 足柄上
郡

百名山～７１丹沢山 0465-75-0009

談 山 だんざん 日本酒 西内酒造場 奈良県 桜井市 0744-42-2284

秩父錦 ちちぶにしき 日本酒 矢尾本店 埼玉県 秩父市 0494-22-8787

鳥海山 ちょうかいさん 日本酒 天寿酒造 秋田県 由利郡 百名山～１５鳥海山 0184-55-3165

筑 波 つくば 日本酒 石岡酒造 茨城県 石岡市 百名山～４４筑波山 0299-26-3331
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津乃峰 つのみね 日本酒 津乃峰酒造 徳島県 阿南市 0884-22-0606

剣 岳 つるぎだけ 日本酒 銀盤酒造 富山県 黒部市 百名山～４８剣岳 0765-54-1181

手柄山 てがらやま 焼 酎 川石本家酒類 兵庫県 姫路市 0792-23-0896

出羽の富士 でわのふじ 日本酒 佐藤酒造店 秋田県 由利郡 百名山～１５鳥海山 0184-55-3010

天 山 てんざん 日本酒 天山酒造 佐賀県 小城郡 0952-73-3141

天山戸隠 てんざんとがくし 焼 酎 芙蓉酒造 長野県 佐久市 二百名山～５２戸隠山 0267-62-0340

天覧山 てんらんざん 日本酒 五十嵐酒造 埼玉県 飯能市 羅漢山 0429-73-7703

苗場山 なえばさん 日本酒 瀧澤酒造 新潟県 中魚沼郡 百名山～３２苗場山 0257-65-2011

名倉山 なぐらやま 日本酒 名倉山酒造
福島県 会津若松
市

0242-22-0844

那須山水 なすさんすい 日本酒 渡辺酒造 栃木県 那須郡 百名山～２４那須岳 0287-57-0107

白 山 はくさん 日本酒 小堀酒造店 石川県 石川郡 百名山～８７白 山 07619-3-1171

白 岳 はくたけ 焼 酎 高橋酒造本店 熊本県 人吉市 白髪岳 0966-42-2366

白馬錦 はくばにしき 日本酒 薄井商店 長野県 大町市 百名山～１０岩木山 0261-22-0007

八海山 はっかいざん 日本酒 八海醸造 新潟県 南魚沼郡 二百名山～２６八海山 0257-75-3121

万年山 はねやま 日本酒 八鹿酒造 大分県 玖珠郡 0973-76-2888

榛名山 はるなさん 日本酒 牧野酒造 群馬県 群馬郡 二百名山～３７榛名山 027-378-2011

磐梯山 ばんだいさん 日本酒 磐梯酒造 福島県 耶麻郡 百名山～２２磐梯山 0242-73-2002

英彦山 ひこさん 日本酒 戸渡酒造 福岡県 田川郡 二百名山～９３英彦山 0947-82-0027

英彦山 ひこさん 日本酒 大里酒造 福岡県 嘉穂郡 二百名山～９３英彦山 0948-57-0059

眉 山 びざん 日本酒 吉本醸造 徳島県 徳島市 0886-31-7591

菱ヶ岳 ひしがたけ 日本酒 妙高酒造 新潟県 上越市 0255-22-2111

氷ノ山 ひょうのせん 日本酒 太田酒造 鳥取県 八頭郡 二百名山～８７氷ノ山 0858-82-0611

蒜 山 ひるぜん 焼 酎 妹尾酒造本店 岡山県 倉敷市 二百名山～８８蒜山 086-528-1037

富士山 ふじさん 日本酒 牧野酒造 静岡県 富士宮市 百名山～７２富士山 0544-58-1188

富士の山 ふじのやま 日本酒 井出醸造店 山梨県 南都留郡 百名山～７２富士山 0555-72-0006

武尊山 ぶそんさん 日本酒 永井酒造 群馬県 利根郡 百名山～３９武尊山 0278-52-2311

巻 機 まきはた 日本酒 高千代酒造 新潟県 南魚沼郡 百名山～２７巻機山 0858-82-0611

巻機山 まきはたやま 日本酒 青木酒造 新潟県 南魚沼郡 百名山～２７巻機山 0257-82-3408

御神楽岳 みかぐらだけ 日本酒 下越酒造 新潟県 東蒲原郡
二百名山～２３御神楽
岳

02549-2-3211

見 山 みやま 日本酒 中尾酒造 大阪府 茨木市 0726-22-2205

妙高山 みょうこうざん 日本酒 妙高酒造 新潟県 上越市 百名山～３３妙高山 0255-22-2111

薬師岳 やくしだけ 日本酒 福光屋 石川県 金沢市 076-224-0985

八ヶ岳 やつがたけ 日本酒 宮坂醸造 長野県 諏訪市 0266-52-6161

弥彦山 やひこやま 日本酒 宝山酒造 新潟県 西蒲原郡 0256-82-2003

雪彦山 ゆきひこさん 日本酒 壺坂酒造 兵庫県 飾磨郡 07933-6-0010

由布岳 ゆふだけ 焼 酎 小野酒造 大分県 大分郡 二百名山～９５由布岳 097-582-0211

霊 山 れいざん 日本酒 山村酒造 熊本県 阿蘇郡 百名山～９７阿蘇山 09676-2-0001

麗 峰 れいほう 日本酒 斎藤酒造店 青森県 弘前市 百名山～１０岩木山 0172-34-2233

霊峰月山 れいほうがっさん 日本酒 亀の井酒造 山形県 東田川郡 百名山～１６月 山 0235-62-2307

鷲峰山 わしみねやま 日本酒 石川酒造店 宮城県 石巻市 0225-22-0535


