
令和5年度 鬼怒川温泉地酒まつり

鬼喜座景（ききざけ）

栃木・日光の地酒29銘柄の中から 「５銘柄」 ご試飲できます。

〇開催期間 令和５年５月１２日～６月３０日の毎週 （金）・(土)・(日)曜日
〇開催時間 上記期間中 午前９時３０分～午後３時３０分まで
〇開催場所 鬼怒川・川治温泉観光情報センター内特別会場

（東武鬼怒川線「鬼怒川温泉駅」前）
〇料 金 １枚 1,000円（5銘柄ご試飲できます。）
※お車でお越しの運転される方へは、御飲酒券を販売できませんのでご承知下さい。

日光地酒 1銘柄（必須）、他４銘柄はお好きなものをお選びください。
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1 ㈱虎屋本店 七水45 純米大吟醸 ±0.0 15.0 1.3 夢ささら 45
やさしく甘みのある香りで、
ふくよかな旨味とスッキリとした味わいが特徴の純米大吟醸酒です。

2 ㈱井上清吉商店 澤姫純米吟醸真・地酒宣言 ＋3.0 16.5 1.4 夢ささら 50
蔵内氷温貯蔵のフルーティーで、
味わい深いプレミアムな純米吟醸酒です。

3 宇都宮酒造㈱ 純米吟醸 ARUSHIROI ＋2.4 17.0 2.3 五百万石 55 女性が手掛けた、女性のための純米吟醸酒です。

4 西堀酒造㈱
ILLUMINA(ｲﾙﾐﾅ) RED
LIGHT

＋4.0 16.0 - 国産米 55
日本初のLED色光照射発酵酒で、
赤色LED光を醪にあて発酵促進した純米吟醸酒です。

5 若駒酒造㈱ 五百万石80 無加圧採り - 16.5 - 五百万石 80 バナナを思わせるジューシーな旨味とキレの良さが特徴の純米酒です。

6 杉田酒造㈱ 雄東 純米吟醸原酒夢ささら ＋3.0 16.0 1.8 夢ささら 55
呑み口の良い辛口のお酒で、
焼鳥や唐揚げ等にあう純米吟醸原酒です。

7 ㈱相良酒造 朝日榮 純米吟醸 ＋5.3 16.6 1.75 五百万石 55
青葉に寄り添う朝霧のように、
透明感のある味わいと凛としたキレが特徴の純米吟醸酒です。

8 三福酒造㈱ 三福 日光男山 - 15.0 - 国産米 70 スッキリとした味わいの呑みやすい淡麗の純米酒です。

9 小林酒造㈱ 鳳凰美田 純米吟醸 -2.0 16.5 1.7
山田錦
五百万石

55
フルーティーな吟醸香と程よいコクがある純米吟醸酒で、
後味スッキリです。

10 北関酒造㈱ 北冠 蔵の街 純米吟醸 ＋6.0 14.5 1.20 国産米 58
香りは穏やかに米の旨味を感じつつ、スッキリした味わいの
純米吟醸酒です。

11 飯沼銘醸㈱ 杉並木 純米 ＋3.0 15.5 1.7 あさひの夢 65 キリッとしまる味わいと穏やかな香りが特徴の純米酒です。

12 ㈱渡邊佐平商店 純米大吟醸清開 夢ささら - 15.7 - 夢ささら 45
夢ささら100％の辛口純米大吟醸で、
すっきりとしていて色々な食事に合います。

13 片山酒造㈱ 原酒柏盛M ＋2.0 19.0 1.8 五百万石 65
日光の名水仕込みで、
コクがあり、まろやかな口あたりが特徴の本醸造原酒です。

14 第一酒造㈱ 開華 特別純米原酒みがき ＋2.0 17.0 1.6
五百万石
あさひの夢

59
力強いお米の旨味を感じる特別純米原酒で、芳醇辛口です。
IWC2022ブロンズ賞を受賞しています。

15 吉井酒造 はつえびす純米吟醸福が来る - 15.0 - 国産米 60
淡麗・旨口 旨味がとてもあり、お酒だけでも美味しくいただけます。
常温でもどうぞお楽しみください。

16 ㈱辻善兵衛商店 桜川 プレミアムS ＋2.0 16.0 1.6 山田錦 65 食中酒として、冷や・常温・お燗でも美味しく飲めるお酒です。

17 ㈱外池酒造店 純米吟醸生原酒花さんらん ＋0.5 15.5 1.7 五百万石 60
華やかな花を思わせるような甘い香りで、
生酒ならではのフレッシュさと濃厚な味わいがあり、後味スッキリです。

18 惣譽酒造㈱ 惣譽 純米吟醸 - 15.0 - 五百万石 55 爽やかな口あたりと、きめの細かな風味の純米吟醸酒です。

19 森戸酒造㈱ 純米吟醸 尚仁沢夢ささら ＋3.0 16.0 1.6 夢ささら 55 香り豊かな旨口の純米吟醸酒です。

20 ㈱富川酒造店 富美川 しぼりたて生原酒 ＋3.0 19.3 1.0 国産米 70
ダントツ人気の生原酒で、
普通酒ですが、クオリティの高い甘辛スッキリ濃厚の生原酒です。

21 ㈱松井酒造店 松の寿 純米吟醸お蝶夫人 ＋3.0 15.0 1.6 夢ささら 55 栃木県酒造好適米「夢ささら」を使用した純米吟醸です。

22 (資)小島酒造店 かんなびの里 本醸造 - 15.5 1.8 あさひの夢 60 香りも味も落ち着いた本醸造酒で、当蔵の定番酒です。

23 ㈱せんきん クラシック仙禽 -1.0 14.0 1.8 山田錦 60 生酛由来の穏やかな酸味と旨味が特徴の純米吟醸酒です。

24 ㈱島崎酒造 東力士純米吟醸 夢ささら ±0.0 15.0 1.5 夢ささら 55 さわやかでなめらかな味わいで、夢ささら使用の純米吟醸酒です。

25 ㈱白相酒造 純米吟醸イチゴ酵母仕込 栃茜 ±0.0 16.0 1.9 なすひかり 60
いちごの花酵母使用し、酸味と旨味のバランスのとれた純米吟醸酒で、
食中酒にお薦めです。

26 天鷹酒造㈱ 純米吟醸 天鷹 夢ささら ＋5.0 15.0 2.0 夢ささら 55
栃木県酒造好適米「夢ささら」で醸した、爽やかな香りの
純米吟醸酒です。

27 渡邉酒造㈱ 旭興 昭和の吟醸酒 - 16.0 1.6 美山錦 50
昭和40年代の吟醸酒を再現し、
協会7号酵母を使用した日本酒らしい日本酒です。

28 菊の里酒造㈱ 大那超辛口 純米酒 ＋10.0 16.0 1.4 ひとごこち 60
伸びの良い旨味がしっかりと主張する「辛口純米酒」で、
お寿司などとの相性は抜群です。

29 休業中

※場合によっては欠品がでている場合がございますので、予めご了承ください。
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