
第15回全国どぶろく研究大会ｉｎ大府　どぶろくコンテスト出品一覧
（淡麗の部）…さっぱりとして癖がなく、糖度と酸味の低いもの

No. 製造事業者名 都道府県 市町村 出品銘柄

1 たかむろ水光園 岩手県 遠野市 遠野どぶろく　『河童の舞』

2 農事組合法人宮守川上流生産組合 岩手県 遠野市 遠野どぶろく　生

3 MILK-INN 江川 岩手県 遠野市 開花

4 株式会社ヒルズ 宮城県 大河原町 どぶろく男桜　

5 上川名濁酒製造所 宮城県 柴田町 上川名

6 伊藤謙商店 秋田県 能代市 美桜どぶろく きみまちの詩　　

7 株式会社　尾花沢市ふるさと振興公社 山形県 尾花沢市 おばねのどぶろく　花笠みぞれ

8 飯豊町地域振興公社 山形県 飯豊町 どぶろく　なかつがわ

9 株式会社ＯＲＡＲＡ 福島県 福島市 おららのどぶろく　

10 民宿やまかのうや 福島県 只見町 泉太のどぶろく　ぶなの泉

11 農家民宿ほほえみ荘 新潟県 上越市 どぶろく越の白峰

12 農家民宿どぶろく荘 新潟県 上越市 どぶろく卓

13 佐渡発酵株式会社 新潟県 佐渡市 昔ながらの佐渡のどぶろく　

14 農家民宿植えた 新潟県 佐渡市 佐渡乃ときめき

15 どぶろく金よし 新潟県 阿賀町 どぶろく金よし(生タイプ）

16 農家民宿 おくやま 新潟県 関川村 政　

17 農家レストランまる 石川県 中能登町 どぶろくさえさ　辛口

18 どぶろく太朗右衛門　田中良夫 石川県 中能登町 太朗右衛門

19 どぶろくの郷工房青嵐 長野県 上松町 駒の夕映え　

20 つたむらや酒造 長野県 南木曽町 男瀧　

21 ペンション四季彩 岐阜県 郡上市 水沢上ヶ池　

22 とまりぎ山ノひゃくせい 岐阜県 郡上市 taake たあけ

23 母袋工房 岐阜県 郡上市 どぶろく奥の奥

24 三河屋 岐阜県 郡上市 大和歌魅　白

25 スリーシーズ合同会社　はたけぞく 愛知県 大府市 食べるどぶろく　　

26 ㈱ideai（椿酒造） 愛知県 日進市 ENCORE TSUBAKI     

27 割烹さとう 京都府 福知山市 鬼ババァーKYOTO

28 農家民泊　温古里 京都府 京丹後市 弥栄のろくさん（辛口）

29 民宿みやま 京都府 南丹市 美山どぶろく　たのし　　

30 美山ふるさと株式会社 京都府 南丹市 美山雪しづり　

31 宮本農園　宮本酒造場 和歌山県 和歌山市 わかやま山東のどぶろく 辛口

32 大根島醸造所 島根県 松江市 どぶろく

33 山口　基昭 島根県 川本町 五砦

34 福光酒造株式会社 広島県 北広島町 廣島純米濁酒「ゴールドアサヒカリ」

35 せら恋し 広島県 世羅町 せら恋し　

36 企業組合いわまつ 愛媛県 宇和島市 濁酒NASSO  

37 農家レストラン 由紀っ娘 愛媛県 東温市 どぶろく 由紀っ娘物語　超辛口

38 どぶろく工房香南 高知県 香南市 榮壽(黒)

39 農家食堂まえまき 高知県 奈半利町 年　

40 農家食堂ファミリー大杉 高知県 大豊町 大杉のどぶろく「輝」辛口

41 清水園　清水美佳 高知県 中土佐町 粲

42 農家民宿竹城　 高知県 津野町 竹城　



（濃芳醇の部）…深くしっかりとして濃くがあり、糖度と酸味の高いもの

No. 製造事業者名 都道府県 市町村 出品銘柄

1 農事組合法人宮守川上流生産組合 岩手県 遠野市 遠野どぶろく　甘口

2 MILK-INN 江川 岩手県 遠野市 開拓

3 株式会社ヒルズ 宮城県 大河原町 どぶろく女桜　

4 マタギの里観光開発株式会社 秋田県 北秋田市 濁酒 マタギの夢     

5 飯豊町地域振興公社 山形県 飯豊町 ももろく　なかつがわ

6 株式会社ＯＲＡＲＡ 福島県 福島市 おららのどぶろく甘口　

7 民宿やまかのうや 福島県 只見町 泉太のどぶろく　ぶなの雫

8 花咲山醸造所 埼玉県 横瀬町 花咲山　

9 特定非営利活動法人UNE 新潟県 長岡市 どぶろく雪中壱乃界

10 農家民宿どぶろく荘 新潟県 上越市 牧の初雪

11 (農)ながくら 新潟県 上越市 どぶろく永蔵　

12 佐渡発酵株式会社 新潟県 佐渡市 佐渡のどぶろく　

13 農家民宿植えた 新潟県 佐渡市 佐渡乃ときいろ

14 どぶろく金よし 新潟県 阿賀町 どぶろく金よし（稲穂の香　甘口）

15 農家民宿 おくやま 新潟県 関川村 晴　

16 農家レストランまる 石川県 中能登町 どぶろくさえさ　甘口

17 どぶろく太朗右衛門　田中良夫 石川県 中能登町 太朗右衛門

18 どぶろくの郷工房青嵐 長野県 上松町 木一　

19 つたむらや酒造 長野県 南木曽町 女瀧　

20 ペンション四季彩 岐阜県 郡上市 水沢上ヶ池　

21 母袋工房 岐阜県 郡上市 どぶろく奥の奥　紅

22 三河屋 岐阜県 郡上市 大和歌魅　黒

23 スリーシーズ合同会社　はたけぞく 愛知県 大府市 食べるどぶろく　　

24 ㈱ideai（椿酒造） 愛知県 日進市 祭　　

25 割烹さとう 京都府 福知山市 鬼ババァー

26 農家民泊　温古里 京都府 京丹後市 弥栄のろくさん（甘口）

27 八平達磨　能勢　勇 兵庫県 豊岡市 八平達磨

28 翠山荘 兵庫県 養父市 鉢伏の泉

29 野の花醸造所 奈良県 奈良市 どぶろく野の花

30 宮本農園　宮本酒造場 和歌山県 和歌山市 わかやま山東のどぶろく 甘口

31 (株)さじ弐拾壱 鳥取県 鳥取市 どぶろく どんでん返し クラシックラベル

32 大根島醸造所 島根県 松江市 どぶろく

33 キジトラ招福堂 岡山県 井原市 どぶろく Cantabile 

34 福光酒造株式会社 広島県 北広島町 生酛純米濁酒「鬼吉川」

35 農家レストラン 由紀っ娘 愛媛県 東温市 どぶろく 由紀っ娘物語　甘口

36 どぶろく工房香南 高知県 香南市 榮壽(桜)

37 農家食堂まえまき 高知県 奈半利町 和　

38 農家食堂ファミリー大杉 高知県 大豊町 大杉のどぶろく「輝」甘口

39 清水園　清水美佳 高知県 中土佐町 楼古狸

40 しまんと糀工房 高知県 四万十町 どぶっ


