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参加申込書に必要事項を記入し、5月17日㈮までに
下記事務局へFAX・メール等でお申込み下さい。
参加申込された方には、受付カード、パンフレット等
を事前に送付いたします。（5月中旬予定）
※申込みをキャンセルする場合は必ず事務局へご連絡下さい。

①12蔵元を巡り酒蔵見学と自慢の日本酒・仕込水を試飲できます。
②各蔵元にて、お気に入りのお酒をご購入いただくと、お酒を喜
多方駅までお届けします。手ぶらで散策をお楽しみ下さい。

③歩き疲れたときは味噌・醤油屋さんなどに設けた「ちょっ蔵ポ
イント」でひと休みしながら、おすすめの一品で極上のおもて
なし！

④ゴール後にはしじみ汁の振舞いで元気回復、日本酒や地場産品
が当たる抽選会を実施します。

⑤酒蔵を巡った証として、「御酒飲帳」をお持ち帰り下さい。

⑴当日の健康状態は充分にご留意下さい。 
⑵暑さ対策や水分補給等は各自で行い、自分のペースで試飲・散策を心がけて下さい。
⑶イベント中の事故･トラブルについては、参加者の責任にて対応し主催者に一切迷惑をかけない
ことをご承諾下さい。
⑷おつまみ等を食べながらの酒蔵見学はご遠慮下さい。

※写真はイメージです、御酒飲帳の仕様は写真と
　変更になる場合があります。
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12蔵元を徒歩で巡り日本酒の試飲と肴
を楽しめる、本物志向の極上ウォークラ
リーです。
新緑の喜多方を散策しながら伝統の技
と銘酒をご堪能下さい。

喜多方の酒蔵を満喫する極上のウォークラリー

12蔵元を徒歩で巡り、新緑の喜多方と極上の日本酒
を楽しむウォークラリー（自由散策）

①日本酒の試飲  ②酒蔵見学  ③オリジナルお猪口（陶器） 
④巾着袋 ⑤御酒飲帳  ⑥抽選券

Aプランの特典に加え
「漆器のおちょこ」が付きます。
当日、お好きなお猪口を選んで下さい。

当日受付にて
申し受けます

注
意
事
項

受付時間

受付場所

シャトルバス

コース

参加資格

参加費

定　員

9：00～12：00
JR喜多方駅　駅前広場

700名

20歳以上の健康な方ならどなたでも参加できます。
日本酒をこよなく愛する方大歓迎‼

原則徒歩での散策ですが、遠隔地の蔵元について
は、シャトルバスをご利用下さい。

参加申込

喜多方酒蔵探訪喜多方酒蔵探訪

ウォークラリー／スタート 9:00～ゴール 17:00 【雨天決行】

▶お得なこだわりポイント
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喜多方の
SAKEづくり
動画を
配信中！

のんびりウォーク

Aプラン 3,000円

Bプラン 4,500円
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（宿泊先：　　　　　　　　　　　）

熱塩・日中温泉に宿泊の方　のんびり送迎バス：利用する□（ 行き ・ 帰り ）／利用しない□

※宿泊をご希望の方は
　 各自手配ください。

※個人情報の取扱いについては、本イベントに関してのみ使用し、それ以外の目的に使用したり第三者に公開することはありません。

1 笹正宗酒造

喜多方市上三宮町上三宮籬山 675

TEL 0241-24-2211  FAX 0241-23-1575
営業時間／ AM8:30 ～ PM5:00
休　　日／日曜日、祝日
URL　http://www.sasamasamune.com

笹正宗酒造株式会社

1818年創業。
国内でもいち早く純米酒製造・販売に取り組み、地酒
ブームの火付け役ともなりました。時の大統領カーター
氏が弊社製造の純米酒を気に入り絶賛した話は有名です。
　「ほんものを造る」を社是に取り組んでいます。

2 ほまれ酒造
大正７年創業。世界的なワインコンクールIWC（インターナショ
ナル･ワイン･チャレンジ）の日本酒部門で世界№1に輝いた酒蔵。
蔵に隣接する1,300坪にも及ぶ日本庭園「雲嶺庵」では10種
類以上の清酒、リキュール、焼酎などがお楽しみ頂けます。

3 峰の雪酒造場
「峰の雪」は俳句『四方の春慶雲爛たり峰の雪』より名
づけた、飯豊山の清冽な伏流水を仕込み水にした蔵の
町の蔵元です。

喜多方市字桜ガ丘 1-17

TEL 0241-22-0431  FAX 0241-22-0432
営業時間／ AM8:00 ～ PM5:00
休　　日／土・日・祝日
URL　   http://www.minenoyuki.com
E-mail　info@minenoyuki.com

有限会社峰の雪酒造場

4 吉の川酒造店
代々、少量でお酒を造る蔵として地元の人達に愛され
ており、地元喜多方で販売数量の98％を売る、本当の
地酒です。全量手造りのコウジと昔ながらのコシキを
使い、きめ細かく香の良いお酒です。

喜多方市字一丁目 4635

TEL 0241-22-0059　FAX 0241-22-0791
営業時間／ AM9:00 ～ PM4:00
休　　日／土・日・祝日

合資会社吉の川酒造店

5 清 川 商 店
創業380年の歴史を誇る喜多方最古の酒蔵です。「25年純
米古酒」「15年大吟醸古酒」を販売しております。
利き酒だけでなく、仕込みの水も試飲できます。

6 大和川酒造店
全量地元産米を使用。自社田の自社栽培米は35haで、
山田錦・夢の香などを栽培いたしております。

7 喜多の華酒造場
喜多方で一番新しい酒蔵です。和釜で米を蒸し、喜多
方唯一仕込全量のお酒を槽で搾っています。

8 小 原 酒 造
私たち小原酒造のお酒は「蔵粋」と書いて「くらしっ
く」と読みます。
1717年の創業時から、伝統を守り、また最新の技術を
用い、この地の風土・文化と共に、酒造り一筋で、そ
の歴史を守り続けております。

9 夢 心 酒 造
「常に異なり、常に変わらない酒」をコンセプトに、原
料をすべて地元産にこだわり、喜多方の蔵元にしか出
来ない本当の喜多方の地酒を目指しております。

10 会　津　錦
江戸時代の大火によってすべての記録が消失したため、
明治初年創業となっているが実はそれよりも前から酒
造りを行っていました。現在は、６代目となる蔵元杜
氏によって基本を大切に、手を抜くことなく『真っ正
直』な造りに徹しています。

11 榮 川 酒 造
当蔵は、文化４年（1807年）に会津藩より酒箒（酒造
免許）を得て、現在に至ります。新潟県境に位置する
雪深き厳寒の郷、西会津町。地元会津産の酒造好適米
五百万石を使用して高品質の酒造りを目指しております。

12 香　久　山
寛政七年（1795年）酒舗大和屋として創業いたしまし
た。清酒ブランドは香久山限定品として販売しています。

日本酒聖地巡礼

喜多方市字二丁目 4659

TEL  090-2279-4705
営業時間／ AM9:00 ～ PM5:00
休　　日／木曜日

合資会社清川商店
喜多方市字寺町 4761

TEL 0241-22-2233  FAX 0241-22-2223
営業時間／ AM9:00 ～ PM4:30
休　　日／１月 1 日（元旦）
URL　   http://www.yauemon.com
E-mail　sake@yauemon.co.jp

合資会社大和川酒造店

喜多方市字前田 4924

TEL 0241-22-0268  FAX 0241-22-0268
営業時間／ AM9:30 ～ PM4:30
休　　日／なし
E-mail　info@kitano87.jp

合資会社喜多の華酒造場 喜多方市字南町 2846

TEL 0241-22-0074  FAX 0241-22-0094
営業時間／ AM9:00 ～ PM5:00
休　　日／なし
URL　http://www.oharashuzo.co.jp
E-mail　shop@oharashuzo.co.jp

小原酒造株式会社

喜多方市字北町 2932

TEL 0241-22-1266  FAX 0241-25-7177
営業時間／ AM8:30 ～ PM4:30
休　　日／土・日・祝日
URL　http://www.yumegokoro.com

夢心酒造株式会社

喜多方市高郷町西羽賀字西羽賀 2524

TEL 0241-44-2144  FAX 0241-44-2901
営業時間／ AM8:00 ～ PM5:00
休　　日／不定休

合資会社　会津錦 耶麻郡西会津町野沢字本町甲 1184

TEL  0241-45-2013  FAX  0241-45-2742
営業時間／ AM8:00 ～ PM5:30
休　　日／土日、祝祭日、年末年始
E-mail　sakaekawa@nct.ne.jp

榮川酒造合資会社

喜多方市松山町村松字常盤町 2698

TEL  0241-22-1717  FAX  0241-22-1717

香久山合資会社

喜多方市松山町村松字常盤町 2706

TEL  0241-22-5155  FAX  0241-24-4600
営業時間／ AM9:30 ～ PM4:30
休　　日／年中無休（年末年始を除く）
URL　　http://www.aizuhomare.jp
E-mail　info@aizuhomare.jp

ほまれ酒造株式会社
喜多方市松山町村松字常盤町 2706

TEL  0241-22-5155  FAX  0241-24-4600
営業時間／ AM9:00 ～ PM4:30
休　　日／年中無休（年末年始を除く）
URL　　http://www.aizuhomare.jp
E-mail　info@aizuhomare.jp

ほまれ酒造株式会社

参加区分
Aプラン

（参加費 3,000円）
Bプラン

（参加費 4,500円）・
※どちらかに○印を付けてください

喜多方駅（17:30発）→志ぐれ亭→山形屋→ホテルふじや→ゆもとや
ゆもとや（ 8:30発）→ホテルふじや→山形屋→志ぐれ亭→喜多方駅

※上記施設宿泊のみ利用可能

喜多方市内宿泊先（市外局番 0241）熱塩・日中温泉方面宿泊先（市外局番 0241）
・あづま旅館 ☎２２-５１４１

・笹屋旅館

・日中温泉 ゆもとや
・喜多方グリーンホテル ☎２２-００１１

・熱塩温泉 山形屋
・志ぐれ亭

・ガーデンホテル喜多方 ☎２３-２２２１
☎２２-０００８

☎３６-２１２１
☎３６-２２８８ ☎３６-２２６６

☎２４-４９０５・熱塩温泉 ホテルふじや
◆のんびり送迎バス（無料）◆
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