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第6回「全国梅酒品評会2021」エントリー梅酒一覧

審査No. 都道府県 酒蔵名 商品名

　　　　【ホワイトリカー梅酒】

101 和歌山県 株式会社　岡畑農園 かみはやさんの梅酒（白）

102 大分県 株式会社　おおやま夢工房 梅花爛漫プレミアム

103 和歌山県 中野BC　株式会社 長期熟成梅酒　長久

104 兵庫県 ヤヱガキ酒造　株式会社 梅一途

105 山梨県 盛田甲州ワイナリー　株式会社 シャンモリ　KOSHU Koume　甲州小梅

106 大阪府 チョーヤ梅酒　株式会社 The CHOYA AGED 3 YEARS

107 広島県 株式会社　サクラオブルワリーアンドディスティラリー 錫杖の梅　梅酒

108 愛知県 中埜酒造　株式会社 國盛　知多梅酒

109 千葉県 有限会社　ベアーズ はちみつ梅酒サワー

110 大分県 株式会社　おおやま夢工房 樽仕込高級梅酒　ゆめひびき

111 兵庫県 白鶴酒造　株式会社 白鶴　梅酒原酒

112 和歌山県 株式会社　マルリョウナガオカ 梅干屋のおすそわけ梅酒

113 大分県 八鹿酒造　株式会社 酒蔵で造った梅酒

114 和歌山県 中田食品　株式会社 紀州本格梅酒　薫刻

115 京都府 城陽酒造　株式会社 長期熟成梅酒　城州　12度

116 大分県 株式会社　おおやま夢工房 熟成梅酒　ゆめひびき

117 愛知県 中埜酒造　株式会社 國盛　無濾過梅酒　知多

118 大分県 株式会社　おおやま夢工房 南高梅のこだわり梅酒

119 和歌山県 株式会社　岡畑農園 かみはやさんの梅酒（紅）

　　【本格焼酎梅酒】

201 宮崎県 株式会社　正春酒造 11年樫樽貯蔵甕仕込梅酒

202 愛媛県 栄光酒造　株式会社 吟撰　蔵元の梅酒原酒

203 福岡県 光酒造　株式会社 太宰府さんのおいしい梅酒

204 福岡県 株式会社　紅乙女酒造 十八番梅酒

205 鹿児島県 山元酒造　株式会社 アロマ梅酒

206 福岡県 大賀酒造　株式会社 太宰府梅酒　東風の梅

207 大分県 老松酒造　株式会社 閻魔梅酒

208 山形県 株式会社　小嶋総本店 東光　吟醸梅酒

209 大分県 株式会社　久家本店 いやんばい梅酒

210 宮崎県 雲海酒造　株式会社 月知梅

211 宮崎県 株式会社　正春酒造 梅と私の幸せな時間

212 大分県 株式会社　おおやま夢工房 熟成梅酒 The FIRST

213 新潟県 八海醸造　株式会社 八海山の焼酎で仕込んだうめ酒

214 福岡県 西吉田酒造　株式会社 つくし梅酒　17度

215 和歌山県 有限会社　筋本農園 本格梅酒　紀州浪漫

216 鹿児島県 本坊酒造　株式会社 源次郎　梅酒

217 鹿児島県 山元酒造　株式会社 芋焼酎造り　五代梅酒

218 宮崎県 株式会社　正春酒造 正春梅酒

【日本酒梅酒】

301 宮城県 株式会社　新澤醸造店 岸浪園の梅酒　青梅
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審査No. 都道府県 酒蔵名 商品名

302 石川県 やちや酒造　株式会社 加賀鶴　金沢梅酒　日本酒仕込

303 岩手県 株式会社　南部美人 糖類無添加　梅酒

304 茨城県 株式会社　山中酒造店 自然派　梅酒　上澄

305 熊本県 通潤酒造　株式会社 山の都に咲く梅酒

306 静岡県 富士正酒造　合資会社 日本酒仕込　ワタシの梅酒

307 石川県 株式会社　金谷酒造店 高砂の梅酒

308 千葉県 オフィス・シェンロン 鱗

309 神奈川県 石井醸造　株式会社 曽我梅林の梅酒

310 東京都 小澤酒造　株式会社 澤乃井　梅酒ぷらり

311 青森県 八戸酒造　株式会社 八梅

312 静岡県 三和酒造　株式会社 臥龍梅　梅酒　純米吟醸酒仕込み

313 岐阜県 中島醸造　株式会社 小左衛門　純米梅酒

314 広島県 賀茂鶴酒造　株式会社 賀茂鶴　純米吟醸古酒仕込　梅酒

315 愛知県 関谷醸造　株式会社 ほうらいせん　日本酒でつくった梅酒

316 愛知県 澤田酒造　株式会社 知多　白老梅　純米大吟醸仕込の梅酒

317 福岡県 大賀酒造　株式会社 玉出泉　梅酒

318 福島県 奥の松酒造　株式会社 奥の松　梅酒

319 愛知県 東春酒造　株式会社 東龍　梅酒

320 千葉県 株式会社　飯沼本家 蔵元の梅酒　梅吉

321 新潟県 弥彦酒造　株式会社 泉流　こしのはくせつ　梅酒

322 兵庫県 沢の鶴　株式会社 沢の鶴　古酒仕込み梅酒

323 宮城県 株式会社　新澤醸造店 佐藤農場の梅酒　青梅

324 宮城県 株式会社　佐浦 純米原酒につけた浦霞の梅酒

325 岐阜県 株式会社　平田酒造場 梅ごよみ

326 静岡県 花の舞酒造　株式会社 花の舞　純米梅酒

327 東京都 有限会社　玉川屋 東京梅酒

328 福島県 榮川酒造　株式会社 梅恋し

329 宮城県 株式会社　新澤醸造店 岸浪園の梅酒　黒糖

330 兵庫県 鳳鳴酒造　株式会社 鳳鳴梅酒　日本酒仕込み

331 新潟県 八海醸造　株式会社 八海山の原酒で仕込んだうめ酒

332 鳥取県 株式会社　稲田本店 稲田姫 plum wine sherry BARREL

333 石川県 数馬酒造　株式会社 竹葉　能登の梅酒

334 新潟県 今代司酒造　株式会社 今代司　藤五郎梅酒

335 埼玉県 権田酒造　株式会社 はちみつ梅酒　玉津留

336 福井県 株式会社　越の磯 越前梅酒　純米酒仕込み

337 山形県 出羽桜酒造　株式会社 出羽桜　本格梅酒　純米吟醸酒仕込み

338 東京都 株式会社　耕 想定内　梅酒　2019

339 島根県 簸上清酒　合名会社 ななかんば　梅酒

340 三重県 合名会社　森喜酒造場 るみ子の軽い梅酒

341 茨城県 株式会社　月の井酒造店 日本酒仕込み梅酒　恋梅

342 京都府 白杉酒造　株式会社 笑梅飯醸

343 愛知県 澤田酒造　株式会社 知多　白老梅　純米吟醸仕込の梅酒

344 宮城県 株式会社　新澤醸造店 佐藤農場の梅酒　黒糖
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345 埼玉県 権田酒造　株式会社 はちみつ梅酒　玉津留　ローヤルゼリーエキス配合

346 島根県 簸上清酒　合名会社 「七冠馬」で漬けた氷結梅酒

　　【ベース混合梅酒】

401 奈良県 八木酒造　株式会社 雲をつかむような梅酒　～空にかける青梅～

402 広島県 株式会社　三宅本店 千福　甘さひかえめ梅酒

403 熊本県 瑞鷹　株式会社 瑞鷹梅酒　純米酒仕立て

404 北海道 髙砂酒造　株式会社 国士無双　梅酒

405 兵庫県 明石酒類醸造　株式会社 明石鯛　吟醸梅酒　白梅

406 大分県 老松酒造　株式会社 天空の月

407 福島県 千駒酒造　株式会社 千駒　プレミアムうめ酒

408 和歌山県 株式会社　世界一統 和歌のめぐみ　南部の梅酒

409 千葉県 亀田酒造　株式会社 寿萬亀　蔵元の大吟醸仕込み　うめ酒

410 千葉県 有限会社　ベアーズ 梅ハイボール

411 大分県 株式会社　おおやま夢工房 西の関　梅

412 奈良県 梅乃宿酒造　株式会社 梅乃宿の梅酒

　　　　　　　【ブランデーブレンド梅酒】

501 石川県 株式会社　金谷酒造店 高砂 PM5:26

502 秋田県 秋田県醗酵工業　株式会社 デラックス梅の実しずく

503 宮崎県 雲海酒造　株式会社 月知梅　すっきりタイプ

504 山梨県 マンズワイン　株式会社 ワインメーカーズ梅酒　琥珀彩

505 北海道 札幌酒精工業　株式会社 北海道産ブランデー仕上げ梅酒

506 北海道 北海道池田町　十勝ワイン 梅酒　ブランデー仕込み

507 茨城県 明利酒類　株式会社 梅香　百年梅酒　プレミアムエディション

508 鹿児島県 本坊酒造　株式会社 上等梅酒

　　　　　　【柑橘系ブレンド梅酒】

601 宮城県 株式会社　中勇酒造店 夢幻のしずく　みを　ゆず梅酒

602 和歌山県 中野BC　株式会社 紀州　完熟みかん梅酒

603 愛媛県 名門サカイ　株式会社 ブラッドオレンジ梅酒

604 大分県 老松酒造　株式会社 天空の月　ゆず梅酒

605 佐賀県 天吹酒造　合資会社 アポロン　ブラッドオレンジ梅酒

606 大分県 株式会社　久家本店 かぼすと梅酒のものがたり

607 福岡県 研醸　株式会社 フレッシュレモネード梅酒

608 鹿児島県 本坊酒造　株式会社 上等梅酒　ゆず

609 大分県 老松酒造　株式会社 天空の月　かぼす梅酒

610 大分県 株式会社　久家本店 香母酢と梅酒の物語

【ブレンド梅酒】

701 福岡県 若波酒造　合名会社 漆黒の翼　黒カシス

702 愛知県 中埜酒造　株式会社 國盛　ラベンダー梅酒

703 佐賀県 天吹酒造　合資会社 tete　アロマティクス　ジャパンボタニカルズ

704 岩手県 株式会社　南部美人 糖類無添加　いちご梅酒

705 大分県 有限会社　中野酒造 ちえびじん　紅茶梅酒

706 和歌山県 中野BC　株式会社 blossom　～さくら梅酒～

707 兵庫県 株式会社　小山本家酒造　灘浜福鶴藏 樽薫ル梅酒
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708 福岡県 大賀酒造　株式会社 玉出泉　マンゴー梅酒

709 佐賀県 天吹酒造　合資会社 天吹梅酒　龍王　大吟醸仕込

710 兵庫県 沢の鶴　株式会社 沢の鶴　古酒仕込み　紅茶梅酒

711 長崎県 潜龍酒造　株式会社 ウィリアム・アダムス

712 岡山県 ヨイキゲン　株式会社 ミント梅酒

713 愛知県 中埜酒造　株式会社 國盛　ローズ梅酒

714 千葉県 有限会社　ベアーズ ライスリカー梅酒　赤富士

715 東京都 株式会社　フィデア テキーラ梅酒シルエラ　青ラベル

716 大分県 株式会社　おおやま夢工房 和紅茶梅酒　クレハロワイヤル　嬉野アールグレイ

717 佐賀県 宗政酒造　株式会社 tete アロマティクス　組曲

718 福岡県 西吉田酒造　株式会社 TSUKUSHI　八女の緑茶梅酒

719 愛知県 中埜酒造　株式会社 國盛　ジャスミン梅酒

720 岩手県 有限会社　月の輪酒造店 月の輪　りんご梅酒

721 兵庫県 白鶴酒造　株式会社 白鶴　ぷるぷる梅酒

722 福岡県 若波酒造　合名会社 ぱるふぇ　ミックスベリィ梅酒

723 鹿児島県 本坊酒造　株式会社 上等梅酒　知覧茶

724 京都府 株式会社　北川本家 宇治玉露梅酒

725 岩手県 株式会社　南部美人 糖類無添加　山ぶどう梅酒

726 愛知県 中埜酒造　株式会社 國盛　紅茶梅酒

727 福岡県 若波酒造　合名会社 ぱるふぇ　レアカシス梅酒

728 茨城県 木内酒造　合資会社 木内梅酒

【にごり梅酒】

801 和歌山県 中田食品　株式会社 とろこく♥バナナ姫　バナナたっぷり梅酒

802 奈良県 八木酒造　株式会社 雲をつかむような梅酒　～黄昏にとける果実～

803 福岡県 山の壽酒造　株式会社 ダブルマンゴー梅酒

804 岐阜県 有限会社　蒲酒造場 白真弓　梅酒

805 兵庫県 此の友酒造　株式会社 天のひぼこ　うめ酒

806 愛知県 金虎酒造　株式会社 Pinky Tiggy

807 鹿児島県 山元酒造　株式会社 にごり梅酒　梅太夫

808 京都府 黄桜　株式会社 黄桜　京美人　京都でうまれたとろり梅酒

809 愛知県 関谷醸造　株式会社 ほうらいせん　完熟とろとろ梅酒

810 福岡県 大賀酒造　株式会社 玉出泉　にごり梅酒

811 大分県 老松酒造　株式会社 梅酒王

812 和歌山県 株式会社　世界一統 和歌のめぐみ　南紀の完熟にごり梅酒

813 広島県 株式会社　サクラオブルワリーアンドディスティラリー 錫杖の梅　にごり梅酒

814 福岡県 研醸　株式会社 ミルクたっぷりいちごの梅酒

815 新潟県 八海醸造　株式会社 八海山の焼酎で仕込んだ梅酒　にごり

816 奈良県 梅乃宿酒造　株式会社 あらごし梅酒

817 和歌山県 平和酒造　株式会社 鶴梅　完熟にごり

818 兵庫県 大関　株式会社 大関　もも梅酒

819 茨城県 明利酒類　株式会社 梅香　百年梅酒　すっぱい完熟にごり仕立て

820 兵庫県 白鶴酒造　株式会社 白鶴　にごりうめ酒

821 兵庫県 株式会社　西山酒造場 梅申春秋
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822 和歌山県 中田食品　株式会社 とろこく♥マンゴー姫　マンゴーたっぷり梅酒

823 鹿児島県 山元酒造　株式会社 薩摩スパークリング梅酒

824 和歌山県 株式会社　世界一統 和歌のめぐみ　濃厚マンゴー梅酒

825 佐賀県 合資会社　基山商店 枝梅　小鳥の夢

826 佐賀県 天吹酒造　合資会社 サワートゥーザフューチャー　UMEBOSI


