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※都道府県順

カテゴリ名 都道府県 酒蔵名 商品名 読み　　　（ひらがな）

醸造アルコール梅酒 茨城県 明利酒類　株式会社 梅香　百年梅酒　春花 ばいこう　ひゃくねんうめしゅ　はるか

醸造アルコール梅酒 東京都 キッコーマン食品　株式会社 万上　白加賀梅原酒　5年貯蔵 まんじょう　しらかがうめげんしゅ　5ねんちょぞう

醸造アルコール梅酒 東京都 キッコーマン食品　株式会社 万上　長期熟成白加賀梅原酒 まんじょう　ちょうきじゅくせいしらかがうめげんしゅ

醸造アルコール梅酒 福井県 株式会社　エコファームみかた BENICHU　20° べにちゅー　20ど

醸造アルコール梅酒 京都府 月桂冠　株式会社 完熟梅酒原酒 かんじゅくうめしゅげんしゅ

醸造アルコール梅酒 京都府 合同会社　フルーツリキュールフリークス 京都二条手作りリキュール　梅酒 きょうとにじょうてづくりりきゅーる　うめしゅ

醸造アルコール梅酒 和歌山県 株式会社　岡畑農園 かみはやさんの梅酒（白） かみはやさんのうめしゅ（しろ）

醸造アルコール梅酒 和歌山県 株式会社　岡畑農園 かみはやさんの梅酒（紅） かみはやさんのうめしゅ（あか）

醸造アルコール梅酒 和歌山県 中野BC　株式会社 紀州梅酒　紅南高 きしゅううめしゅ　べになんこう

醸造アルコール梅酒 和歌山県 横山食品　株式会社 本格梅酒「久宗」 ほんかくうめしゅ「ひさむね」

醸造アルコール梅酒 和歌山県 横山食品　株式会社 三年熟成梅酒「暁」 さんねんじゅくせいうめしゅ「あかつき」

醸造アルコール梅酒 大阪府 チョーヤ梅酒　株式会社 南高梅原酒　贅 なんこうばいげんしゅ　ぜい

醸造アルコール梅酒 兵庫県 ヤヱガキ酒造　株式会社 梅酒　梅一途 うめしゅ　うめいちず

醸造アルコール梅酒 兵庫県 菊正宗酒造　株式会社 古城梅酒　原酒 ごじろうめしゅ　げんしゅ

醸造アルコール梅酒 広島県 中国醸造　株式会社 錫杖の梅　梅酒 しゃくじょうのうめ　うめしゅ

醸造アルコール梅酒 徳島県 株式会社　アワグラス ブルーダイヤモンド ぶるーだいやもんど

醸造アルコール梅酒 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 たるじこみこうきゅううめしゅ　ゆめひびき

醸造アルコール梅酒 大分県 株式会社　おおやま夢工房 梅花爛漫プレミアム ばいからんまんぷれみあむ

醸造アルコール梅酒 大分県 株式会社　おおやま夢工房 南高梅のこだわり梅酒 なんこうばいのこだわりうめしゅ

醸造アルコール梅酒 大分県 八鹿酒造　株式会社 酒蔵で造った梅酒 さかやでつくったうめしゅ

醸造アルコール梅酒 鹿児島県 本坊酒造　株式会社 上等梅酒　黒糖 じょうとううめしゅ　こくとう

本格焼酎梅酒 岩手県 株式会社　あさ開 あさ開リキュール　梅割り太郎 あさびらきりきゅーる　うめわりたろう

本格焼酎梅酒 山形県 株式会社　小嶋総本店 東光　吟醸梅酒 とうこう　ぎんじょううめしゅ

本格焼酎梅酒 奈良県 八木酒造　株式会社 月ヶ瀬の梅原酒 つきがせのうめげんしゅ

本格焼酎梅酒 和歌山県 株式会社　紀州本庄うめよし 壱　-ICHI- いち

本格焼酎梅酒 和歌山県 有限会社　筋本農園 紀州浪漫 きしゅうろまん

本格焼酎梅酒 島根県 奥出雲酒造　株式会社 奥出雲酒造　梅酒 おくいずもしゅぞう　うめしゅ

本格焼酎梅酒 福岡県 株式会社　紅乙女酒造 十八番梅酒 おはこうめしゅ

本格焼酎梅酒 福岡県 株式会社　高橋商店 繁桝　焼酎梅酒 しげます　しょうちゅううめしゅ

本格焼酎梅酒 福岡県 株式会社　小林酒造本店 さくら館　梅ぐうす さくらかん　うめぐうす

本格焼酎梅酒 福岡県 光酒造　株式会社 太宰府さんのおいしい梅酒 だざいふさんのおいしいうめしゅ

本格焼酎梅酒 福岡県 西吉田酒造　株式会社 つくし梅酒　17度 つくしうめしゅ　17ど

本格焼酎梅酒 福岡県 大賀酒造　株式会社 東風の梅 こちのうめ

本格焼酎梅酒 佐賀県 五町田酒造　株式会社 東一　本格梅酒　Naturale あづまいち　ほんかくうめしゅ　なとぅらーれ

本格焼酎梅酒 佐賀県 五町田酒造　株式会社 東一　黒糖梅酒　Bemolle あづまいち　こくとううめしゅ　べもーれ

本格焼酎梅酒 佐賀県 宗政酒造　株式会社 眠り姫　ア・ラ・シャンパーニュ ねむりひめ　あ・ら・しゃんぱーにゅ

本格焼酎梅酒 大分県 老松酒造　株式会社 天空の月 てんくうのつき

本格焼酎梅酒 大分県 老松酒造　株式会社 閻魔梅酒 えんまうめしゅ

本格焼酎梅酒 宮崎県 雲海酒造　株式会社 月知梅 げっちばい

本格焼酎梅酒 宮崎県 高千穂酒造　株式会社 熟成　高千穂梅酒 じゅくせい　たかちほうめしゅ

本格焼酎梅酒 鹿児島県 山元酒造　株式会社 アロマ梅酒 あろまうめしゅ

本格焼酎梅酒 鹿児島県 山元酒造　株式会社 芋焼酎造り　五代梅酒 いもしょうちゅうづくり　ごだいうめしゅ

本格焼酎梅酒 鹿児島県 本坊酒造　株式会社 源次郎　梅酒 げじろ　うめしゅ

本格焼酎梅酒 鹿児島県 本坊酒造　株式会社 貴匠蔵梅酒 きしょうぐらうめしゅ

日本酒梅酒 北海道 高砂酒造　株式会社 国士無双　梅酒 こくしむそう　うめしゅ

日本酒梅酒 青森県 六花酒造　株式会社 じょっぱり梅原酒 じょっぱりうめげんしゅ

日本酒梅酒 岩手県 両磐酒造　株式会社 平泉の梅酒 ひらいずみのうめしゅ

日本酒梅酒 山形県 株式会社　水戸部酒造 山形正宗　梅酒 やまがたまさむね　うめしゅ

日本酒梅酒 山形県 株式会社　水戸部酒造 山形正宗　熟成梅酒 やまがたまさむね　じゅくせいうめしゅ

日本酒梅酒 山形県 株式会社　六歌仙 六歌仙　純米酒で造ったうめ酒 ろっかせん　じゅんまいしゅでつくったうめしゅ

日本酒梅酒 山形県 朝日川酒造　株式会社 朝日川酒造　本格梅酒 あさひかわしゅぞう　ほんかくうめしゅ

日本酒梅酒 宮城県 株式会社　佐浦 純米原酒につけた浦霞の梅酒 じゅんまいげんしゅにつけたうらかすみのうめしゅ

日本酒梅酒 福島県 合名会社　大木代吉本店 自然郷　梅酒 しぜんごう　うめしゅ

日本酒梅酒 福島県 榮川酒造　株式会社 梅恋し うめこいし

日本酒梅酒 茨城県 合資会社　廣瀬商店 梅酒八代（つゆあかね） うめしゅはちだい（つゆあかね）

日本酒梅酒 東京都 石川酒造　株式会社 多満自慢「八重梅」 たまじまん「やえうめ」

日本酒梅酒 千葉県 小泉酒造　合資会社 梅酒 うめしゅ

日本酒梅酒 千葉県 鍋店　株式会社 仁勇　こだわり梅酒 じんゆう　こだわりうめしゅ

日本酒梅酒 千葉県 鍋店　株式会社 不動　山廃純米の梅酒 ふどう　やまはいじゅんまいのうめしゅ

日本酒梅酒 神奈川県 石井醸造　株式会社 曽我梅林の梅酒 そがばいりんのうめしゅ

日本酒梅酒 長野県 芙蓉酒造　協同組合 信州まーやの梅酒 しんしゅうまーやのうめしゅ

日本酒梅酒 長野県 株式会社　舞姫 翠露　極上梅酒　純米拾年古酒仕込 すいろ　ごくじょううめしゅ　じゅんまいじゅうねんこしゅじこみ

日本酒梅酒 長野県 米澤酒造　株式会社 今錦　うめ酒 いまにしき　うめしゅ

日本酒梅酒 新潟県 青木酒造　株式会社 鶴齢の梅酒　純米吟醸仕込 かくれいのうめしゅ　じゅんまいぎんじょうじこみ

日本酒梅酒 新潟県 弥彦酒造　株式会社 泉流　こしのはくせつ　梅酒 いずみりゅう　こしのはくせつ　うめしゅ
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カテゴリ名 都道府県 酒蔵名 商品名 読み　　　（ひらがな）

日本酒梅酒 福井県 株式会社　越の磯 越前梅酒　純米酒仕込み えちぜんうめしゅ　じゅんまいしゅじこみ

日本酒梅酒 静岡県 花の舞酒造　株式会社 蔵元純米梅酒 くらもとじゅんまいうめしゅ

日本酒梅酒 静岡県 富士正酒造　合資会社 日本酒仕込　ワタシの梅酒 にほんしゅじこみ　わたしのうめしゅ

日本酒梅酒 愛知県 澤田酒造　株式会社 白老梅　純米吟醸仕込の梅酒 はくろうばい　じゅんまいぎんじょうじこみのうめしゅ

日本酒梅酒 岐阜県 中島醸造　株式会社 小左衛門　純米梅酒 こざえもん　じゅんまいうめしゅ

日本酒梅酒 京都府 玉乃光酒造　株式会社 京の梅酒 きょうのうめしゅ

日本酒梅酒 京都府 熊野酒造　有限会社 梅和香　Premium うめわか　ぷれみあむ

日本酒梅酒 奈良県 梅乃宿酒造　株式会社 梅乃宿の梅酒 うめのやどのうめしゅ

日本酒梅酒 奈良県 梅乃宿酒造　株式会社 梅乃宿の梅酒　黒ラベル うめのやどのうめしゅ　くろらべる

日本酒梅酒 和歌山県 株式会社　紀州本庄うめよし 縁　-ENISHI- えにし

日本酒梅酒 和歌山県 株式会社　九重雜賀 雑賀梅酒 さいかうめしゅ

日本酒梅酒 和歌山県 株式会社　九重雜賀 雑賀　黒糖梅酒 さいか　こくとううめしゅ

日本酒梅酒 和歌山県 株式会社　九重雜賀 スパークリング梅酒　雑賀 すぱーくりんぐうめしゅ　さいか

日本酒梅酒 和歌山県 横山食品　株式会社 日本酒仕込み梅酒「和～ZIPANG～」 にほんしゅじこみうめしゅ「じぱんぐ」

日本酒梅酒 兵庫県 沢の鶴　株式会社 沢の鶴　1996年古酒仕込み梅酒 さわのつる　1996ねんこしゅじこみうめしゅ

日本酒梅酒 広島県 賀茂鶴酒造　株式会社 賀茂鶴　純米酒仕込　梅酒 かもつる　じゅんまいしゅじこみ　うめしゅ

日本酒梅酒 島根県 簸上清酒　合名会社 簸上の梅酒 ひかみのうめしゅ

日本酒梅酒 香川県 西野金陵　株式会社 金陵　白下糖梅酒 きんりょう　しろしたとううめしゅ

日本酒梅酒 高知県 酔鯨酒造　株式会社 酔鯨　熟成梅酒 すいげい　じゅくせいうめしゅ

日本酒梅酒 福岡県 株式会社　高橋商店 繁桝　純米梅酒 しげます　じゅんまいうめしゅ

日本酒梅酒 佐賀県 松浦一酒造　株式会社 プリュム南高梅 ぷりゅむなんこうばい

日本酒梅酒 佐賀県 天吹酒造　合資会社 天吹　PLUMSAKE あまぶき　ぷらむさけ

日本酒梅酒 長崎県 潜龍酒造　株式会社 本陣　酒蔵の梅酒 ほんじん　さかぐらのうめしゅ

ブランデーブレンド梅酒 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 ばいこう　ひゃくねんうめしゅ　ぷれみあむえでぃしょん

ブランデーブレンド梅酒 和歌山県 株式会社　紀州本庄うめよし 善　-ZEN- ぜん

ブランデーブレンド梅酒 大阪府 チョーヤ梅酒　株式会社 エクセレント えくせれんと

ブランデーブレンド梅酒 兵庫県 株式会社　西山酒造場 ブランジー梅申 ぶらんじーばいしん

ブランデーブレンド梅酒 宮崎県 雲海酒造　株式会社 月知梅　すっきりタイプ げっちばい　すっきりたいぷ

ブランデーブレンド梅酒 鹿児島県 本坊酒造　株式会社 上等梅酒 じょうとううめしゅ

柑橘系ブレンド梅酒 茨城県 株式会社　宏和商工　日立酒造工場 北限みかん梅酒 ほくげんみかんうめしゅ

柑橘系ブレンド梅酒 和歌山県 中野BC　株式会社 紀州のはっさく梅酒 きしゅうのはっさくうめしゅ

柑橘系ブレンド梅酒 和歌山県 中野BC　株式会社 なでしこのお酒「てまり」ゆず梅酒 なでしこのおさけ「てまり」ゆずうめしゅ

柑橘系ブレンド梅酒 兵庫県 大関　株式会社 大関　ゆず梅酒 おおぜき　ゆずうめしゅ

柑橘系ブレンド梅酒 福岡県 研醸　株式会社 レモネード梅酒 れもねーどうめしゅ

柑橘系ブレンド梅酒 福岡県 研醸　株式会社 ライムネード梅酒 らいむねーどうめしゅ

柑橘系ブレンド梅酒 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 あぽろん　ぶらっどおれんじうめしゅ

柑橘系ブレンド梅酒 大分県 株式会社　久家本店 香母酢と梅酒の物語 かぼすとうめしゅのものがたり

ブレンド梅酒 東京都 キッコーマン食品　株式会社 万上桜葉梅酒　桜ほの香 まんじょうさくらばうめしゅ　さくらほのか

ブレンド梅酒 東京都 キッコーマン食品　株式会社 万上抹茶梅酒　抹茶ほの香 まんじょうまっちゃうめしゅ　まっちゃほのか

ブレンド梅酒 福井県 株式会社　一本義久保本店 吟香梅　般若刀 ぎんこうばい　はんにゃとう

ブレンド梅酒 京都府 株式会社　北川本家 宇治玉露梅酒 うじぎょくろうめしゅ

ブレンド梅酒 京都府 月桂冠　株式会社 キレイ梅酒 きれいうめしゅ

ブレンド梅酒 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 わかのめぐみ　のうこうまんごーうめさけ

ブレンド梅酒 和歌山県 中野BC　株式会社 紀州のブルーベリー梅酒 きしゅうのぶるーべりーうめしゅ

ブレンド梅酒 和歌山県 中野BC　株式会社 甘えてられない人生梅酒　しょうが あまえてられないじんせいうめ しゅ　しょうが

ブレンド梅酒 和歌山県 プラム食品　株式会社 梅リキュール星子2015 うめりきゅーるほしこ2015

ブレンド梅酒 広島県 中国醸造　株式会社 カープ梅酒 かーぷうめしゅ

ブレンド梅酒 福岡県 株式会社　小林酒造本店 めろめろメロン梅酒 めろめろめろんうめしゅ

ブレンド梅酒 福岡県 株式会社　小林酒造本店 門司港バナナ梅酒 もじこうばななうめしゅ

ブレンド梅酒 福岡県 浜地酒造　株式会社 ヨーグルト梅酒 よーぐるとうめしゅ

ブレンド梅酒 福岡県 山の壽酒造　株式会社 太陽のタマゴ　完熟マンゴー梅酒 たいようのたまご　かんじゅくまんごーうめしゅ

ブレンド梅酒 福岡県 若波酒造　合名会社 ぱるふぇ　ミックスベリィ梅酒 ぱるふぇ　みっくすべりぃうめしゅ

ブレンド梅酒 福岡県 若波酒造　合名会社 ぱるふぇ　レアカシス梅酒 ぱるふぇ　れあかしすうめしゅ

ブレンド梅酒 福岡県 西吉田酒造　株式会社 TSUKUSHI　八女の緑茶梅酒 つくし　やめのりょくちゃうめしゅ

ブレンド梅酒 福岡県 大賀酒造　株式会社 玉出泉　ぶどう梅酒 たまでいづみ　ぶどううめしゅ

ブレンド梅酒 福岡県 大賀酒造　株式会社 玉出泉　マンゴー梅酒 たまでいづみ　まんごーうめしゅ

ブレンド梅酒 佐賀県 五町田酒造　株式会社 東一　紫蘇梅酒　Diesis あづまいち　しそうめしゅ　でぃえしす

ブレンド梅酒 佐賀県 宗政酒造　株式会社 tete ヴェネツィア てて　う゛ぇねつぃあ

ブレンド梅酒 大分県 株式会社　おおやま夢工房 ROSE UME LIQUEUR　薔薇梅酒プレミアム ろーずうめりきゅーる　ばらうめしゅぷれみあむ

ブレンド梅酒 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 わこうちゃうめしゅ　くれはろわいやる　うれしのあーるぐれい

ブレンド梅酒 鹿児島県 山元酒造　株式会社 五代生姜梅酒 ごだいしょうがうめしゅ

ブレンド梅酒 鹿児島県 本坊酒造　株式会社 上等梅酒　知覧茶 じょうとううめしゅ　ちらんちゃ

にごり梅酒 福島県 奥の松酒造　株式会社 うめとろ うめとろ

にごり梅酒 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 ばいこう　ひゃくねんうめしゅ　すっぱいかんじゅくにごりしたて

にごり梅酒 東京都 キッコーマン食品　株式会社 万上にごり梅酒　梅かすが まんじょうにごりうめしゅ　うめかすが

にごり梅酒 千葉県 鍋店　株式会社 仁勇　にごり梅酒 じんゆう　にごりうめしゅ

にごり梅酒 新潟県 弥彦酒造　株式会社 泉流　こしのはくせつ　にごり梅酒 いずみりゅう　こしのはくせつ　にごりうめしゅ
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カテゴリ名 都道府県 酒蔵名 商品名 読み　　　（ひらがな）

にごり梅酒 奈良県 梅乃宿酒造　株式会社 あらごし梅酒 あらごしうめしゅ

にごり梅酒 奈良県 八木酒造　株式会社 とろとろの梅酒 とろとろのうめしゅ

にごり梅酒 和歌山県 株式会社　九重雜賀 雑賀　にごり梅 さいか　にごりうめ

にごり梅酒 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 わかのめぐみ　なんきのかんじゅくにごりうめさけ

にごり梅酒 和歌山県 横山食品　株式会社 にごり梅酒「はる姫」 にごりうめしゅ「はるひめ」

にごり梅酒 和歌山県 平和酒造　株式会社 鶴梅　完熟にごり つるうめ　かんじゅくにごり

にごり梅酒 大阪府 チョーヤ梅酒　株式会社 こいとろり こいとろり

にごり梅酒 兵庫県 株式会社　西山酒造場 梅申春秋 ばいしんしゅんじゅう

にごり梅酒 兵庫県 大関　株式会社 大関　もも梅酒 おおぜき　ももうめしゅ

にごり梅酒 広島県 中国醸造　株式会社 錫杖の梅　にごり梅酒 しゃくじょうのうめ　にごりうめしゅ

にごり梅酒 福岡県 株式会社　紅乙女酒造 CROP＆CROP くろっぷあんどくろっぷ

にごり梅酒 福岡県 株式会社　小林酒造本店 博多　赤鬼の梅酒 はかた　あかおにのうめしゅ

にごり梅酒 福岡県 山の壽酒造　株式会社 フルフル　完熟マンゴー梅酒 ふるふる　かんじゅくまんごーうめしゅ

にごり梅酒 福岡県 大賀酒造　株式会社 玉出泉　にごり梅酒 たまでいづみ　にごりうめしゅ

にごり梅酒 大分県 老松酒造　株式会社 梅酒王 うめしゅおう

にごり梅酒 鹿児島県 山元酒造　株式会社 にごり梅酒　梅太夫 にごりうめしゅ　うめだゆう

にごり梅酒 鹿児島県 山元酒造　株式会社 薩摩スパークリング梅酒 さつますぱーくりんぐうめしゅ

にごり梅酒 鹿児島県 山元酒造　株式会社 薩摩スパークリング梅酒　ボトル缶 さつますぱーくりんぐうめしゅ　ぼとるかん

にごり梅酒 沖縄県 有限会社　比嘉酒造 残波梅酒 ざんぱうめしゅ


