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長野県原産地呼称管理委員会

「焼酎」認定リスト
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長野県焼酎基準認定品一覧表　（平成22年2月9日認定）

会  社  名 住          所 電話番号
アル

コール
度数

商    品    名 予定価格 予定本数
発売

予定日 販売予定地域
醸造
年 蒸留方式原材料名(産地）

こうじの
種類醸造地 採水地分類認定番号

長野県原産地呼称管理委員会焼酎官能審査委員会

1001001 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

28.2そばの里 22.3.1 茅野市6444本1703円(720ml)そば 飯田市飯田市そば(茅野市)H21 黒こうじ 常圧蒸留

米こうじ(長野県)

1001002 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2芋武士 22.3.1 長野県4738本1365円(720ml)さつま
いも

800本2667円(1800ml)

飯田市飯田市さつまいも(駒ヶ根市)H21 黄こうじ 常圧蒸留

さつまいも(伊那市)

さつまいも(駒ヶ根市)

さつまいも(松川町)

米こうじ(長野県)

さつまいも(飯島町)

米こうじ(長野県)

1001003 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

29.2山ん中　パープルスィー
トロード

22.3.1 全国772本円(720ml)さつま
いも

飯田市飯田市さつまいも(松川町)H21 黄こうじ 常圧蒸留

米こうじ(長野県)

1001004 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2しまだ娘 22.3.1 駒ヶ根市1000本1250円(720ml)さつま
いも

美女森 22.3.1 駒ヶ根市1000本1250円(720ml)さつま
いも

伊那八峰 22.3.1 上伊那1562本1885円(1800ml)さつま
いも

飯田市飯田市さつまいも(駒ヶ根市)H21 黒こうじ 常圧蒸留

米こうじ(長野県)

1001005 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2坐々無志 22.3.1 伊那市1000本1250円(720ml)さつま
いも

脈々 22.3.1 宮田村500本1250円(720ml)さつま
いも

伊那八峰 22.3.1 上伊那4748本1885円(1800ml)さつま
いも

飯田市飯田市さつまいも(宮田村)H21 黒こうじ 常圧蒸留

さつまいも(伊那市)

さつまいも(宮田村)

さつまいも(伊那市)

米こうじ(長野県)
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長野県焼酎基準認定品一覧表　（平成22年2月9日認定）

会  社  名 住          所 電話番号
アル

コール
度数

商    品    名 予定価格 予定本数
発売

予定日 販売予定地域
醸造
年 蒸留方式原材料名(産地）

こうじの
種類醸造地 採水地分類認定番号

長野県原産地呼称管理委員会焼酎官能審査委員会

1001006 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2越百 22.3.1 飯島町1000本1250円(720ml)さつま
いも

中川 22.3.1 中川村500本1250円(720ml)さつま
いも

伊那八峰 22.3.1 上伊那5017本1885円(1800ml)さつま
いも

飯田市飯田市さつまいも(飯島町)H21 黒こうじ 常圧蒸留

米こうじ(長野県)

さつまいも(南箕輪村)

さつまいも(中川村)

さつまいも(箕輪町)

さつまいも(駒ヶ根市)

米こうじ(長野県)

1001007 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2大芝の華 22.3.1 南箕輪村6000本1250円(720ml)さつま
いも

伊那八峰 22.3.1 上伊那1798本1885円(1800ml)さつま
いも

飯田市飯田市さつまいも(南箕輪村)H21 黒こうじ 常圧蒸留

さつまいも(飯島町)

米こうじ(長野県)

さつまいも(箕輪町)

米こうじ(長野県)

1001008 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2みのわ　紅 22.3.1 箕輪町4929本1250円(720ml)さつま
いも

飯田市飯田市さつまいも(箕輪町)H21 黒こうじ 常圧蒸留

米こうじ(長野県)

1001009 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2龍 22.3.1 辰野町2000本1250円(720ml)さつま
いも

みのわ　黄金 22.3.1 箕輪町1500本1250円(720ml)さつま
いも

伊那八峰 22.3.1 上伊那544本1885円(1800ml)さつま
いも

飯田市飯田市さつまいも(辰野町)H21 黒こうじ 常圧蒸留

さつまいも(箕輪町)

さつまいも(伊那市)

米こうじ(長野県)

1001010 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2風太 22.3.1 中信5422本1250円(720ml)さつま
いも

飯田市飯田市さつまいも(波田町)H21 黒こうじ 常圧蒸留

さつまいも(松本市)

米こうじ(長野県)

1001011 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

29.2山ん中　黄金千貫 22.3.1 全国2831本1250円(720ml)さつま
いも

500本2500円(1800ml)

飯田市飯田市さつまいも(松川町)H21 黒こうじ 常圧蒸留

米こうじ(長野県)
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長野県焼酎基準認定品一覧表　（平成22年2月9日認定）

会  社  名 住          所 電話番号
アル

コール
度数

商    品    名 予定価格 予定本数
発売

予定日 販売予定地域
醸造
年 蒸留方式原材料名(産地）

こうじの
種類醸造地 採水地分類認定番号

長野県原産地呼称管理委員会焼酎官能審査委員会

1001012 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2天空の里 22.3.1 飯田市4209本1250円(720ml)いも 飯田市飯田市じゃがいも(飯田市)H21 黒こうじ 減圧蒸留

米こうじ(長野県)

1001013 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2
(地域認定焼酎  長野市)
紅大将 22.3.1 長野市9584本1250円(720ml)さつま

いも
飯田市飯田市さつまいも(長野市)H21 黒こうじ 常圧蒸留

米こうじ(長野県)

1001014 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

25.2日本のどまんなか松本 22.3.1 松本市8118本1150円(720ml)さつま
いも

3000本2200円(1800ml)

松本市飯田市さつまいも(松本市)H21 黒こうじ 常圧蒸留

米こうじ(長野県)

1001015 （株）古屋酒造店 佐久市塚原 411 0267-67-
2153

25.0
(地域認定焼酎  立科町)
立科　淡麗米酎 22.4.1 全国4000本720円(180ml)米

2416本1500円(720ml)

立科町佐久市米(立科町)H21 黄こうじ 常圧蒸留

米こうじ(立科町)

1001016 喜久水酒造（株） 飯田市鼎切石4293 0265-22-
2300

28.2そばの里 22.3.1 茅野市876本1703円(720ml)そば 飯田市飯田市そば(茅野市)H19 黒こうじ 減圧蒸留

米こうじ(飯田市)

※　地域認定焼酎とは、認定された地域内で生産された主たる原料が全体の５０パーセントを超えており、官能審査において味わいが優れていると認定された焼酎です。
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