
一般社団法人 awa酒協会



協会概要 

一般社団法人awa酒協会は2016年11月、 
9蔵の蔵元が集まり活動を開始いたしました。 

当協会では、スパークリング日本酒における品質基準を設け、 
第三者機関での検査を経て基準をクリアした銘柄に対し、 
「awa 酒」という呼称を使用することを認めております。 

2021年3 月現在、協会の加盟蔵元は25 蔵、 
awa 酒認定酒は27 銘柄を数えるまでになりました。 

awa酒協会は、協会独自の認定基準で認められたスパークリング日本酒を
「awa 酒」という新しいカテゴリで展開し、乾杯酒として広く普及させ、 
ひいては日本酒市場を世界に拡大することを目的に活動しております。



一般社団法人 awa酒協会 
認定酒一覧



八戸酒造株式会社
青森県八戸市  
陸奥八仙 DRY SPARKLING  
750㎖ 箱入(税抜）¥6,000　箱無(税抜）¥6,000

株式会社南部美人
岩手県二戸市  
南部美人あわさけ スパークリング  
720㎖ 箱入(税抜）¥5,000　箱無(税抜）¥4,500 
360㎖ 　　　　　　　　　　箱無(税抜）¥2,500

秋田清酒株式会社
秋田県大仙市  
出羽鶴　awa sake 明日へ  
720㎖ 箱入(税抜）¥5,000　箱無(税抜）¥5,000

出羽桜酒造株式会社
山形県天童市  
出羽桜 AWA SAKE  
720㎖ 箱入(税抜）¥5,000　箱無(税抜）¥4,500

人気酒造株式会社
福島県二本松市  
人気一あわ酒スパークリング純米大吟醸  
720㎖ 箱入(税抜）¥6,000　箱無(税抜）¥5,000



豊國酒造合資会社
福島県会津坂下町  
瓶内二次発酵 スパークリングTOYOKUNI  
720㎖ 箱入(税抜）¥5,000　箱無(税抜）¥4,500

第一酒造株式会社
栃木県佐野市  
開華　AWA SAKE   
720㎖ 　　　　　　　　　　箱無(税抜）¥4,500

永井酒造株式会社
群馬県川場村  
MIZUBASHO PURE  
720㎖ 箱入(税抜）¥4,762　箱無(税抜）¥4,500 
360㎖ 箱入(税抜）¥2,700　箱無(税抜）¥2,500

人気酒造株式会社
福島県二本松市  
人気一あわ酒スパークリング純米大吟醸　Brut  
720㎖ 箱入(税抜）¥5,500　

永井酒造株式会社
群馬県川場村  
THE MIZUBASHO PURE 2008  
720㎖ 一般販売無し 



滝澤酒造株式会社
埼玉県深谷市  
菊泉ひとすじ   
720㎖  箱入(税抜）¥4,500

永井酒造株式会社
群馬県川場村  
MIZUBASHO 雪ほたか Awa Sake  
720㎖  箱入(税抜）¥7,000

永井酒造株式会社
群馬県川場村  
THE MIZUBASHO PURE 2009  
720㎖  箱入(税抜）¥15,000

滝澤酒造株式会社
埼玉県深谷市  
菊泉ひとすじ ロゼ   
720㎖  箱入(税抜）¥9,000

八海醸造株式会社
新潟県南魚沼市  
瓶内二次発酵酒　あわ 八海山  
720㎖ 箱入(税抜）¥3,195　箱無(税抜）¥3,000 
360㎖ 　　　　　　　　　　箱無(税抜）¥1,900



山梨銘醸株式会社
山梨県北杜市  
七賢　星ノ輝   
720㎖  箱入(税抜）¥5,000

黒龍酒造株式会社
福井県永平寺町  
ESHIKOTO AWA 2018  
720㎖  箱入(税抜）¥6,000

八海醸造株式会社
新潟県南魚沼市  
瓶内二次発酵酒 白麹あわ 八海山  
720㎖ 箱入(税抜）¥4,695　箱無(税抜）¥4,500 
360㎖ 　　　　　　　　　　箱無(税抜）¥2,500

山梨銘醸株式会社
山梨県北杜市  
七賢　杜ノ奏   
720㎖  箱入(税抜）¥10,000

山梨銘醸株式会社
山梨県北杜市  
七賢　空ノ彩   
720㎖  箱入(税抜）¥3,000



伊藤酒造株式会社
三重県四日市市  
鈿女 SPARKLING 純米吟醸 AWA   
300㎖  　　　　　　　　　　箱無(税抜）¥2,000

三和酒造株式会社
静岡県静岡市  
臥龍梅 SPARKLING SAKE  
720㎖ 箱入(税抜）¥5,000　箱無(税抜）¥4,500

株式会社喜多屋
福岡県八女市  
喜多屋スパークリング　クリスタル   
720㎖  箱入(税抜）¥10,000

宮坂醸造株式会社
長野県諏訪市  
真澄スパークリング  
750㎖ 箱入(税抜）¥5,300　箱無(税抜）¥5,000

千代むすび酒造株式会社
鳥取県境港市  
CHIYOMUSUBI SORAH  
720㎖ 箱入(税抜）¥4,630　箱無(税抜）¥4,000 
360㎖ 　　　　　　　　　　箱無(税抜）¥2,273



awa酒認定基準

八鹿酒造株式会社
大分県九重町  
八鹿 awa sake 白虹  
720㎖ 箱入(税抜）¥4,500　

天山酒造株式会社
佐賀県小城市  
天山　スパークリング  
750㎖ 箱入(税抜）¥5,000　

 一般社団法人awa酒協会では、商品開発基準と品質基準の2つの観点から 
「awa酒」の定義を定めています。 

商品開発基準 
1  米※1 、米こうじ及び水のみを使用し、日本酒であること 
2  国産米を100％使用し、かつ農産物検査法により3等以上に格付けされた米を原料とする 
3  醸造中の自然発酵による炭酸ガスのみを保有していること※2 
　 外観は視覚的に透明あでり、抜栓後容器に注いだ時に一筋泡を生じること 
5  アルコール分は、10度以上であること 
6  ガス圧は20℃で3.5バール※2 (0.35メガパスカル)以上であること 
※1 純米であることや精米歩合については規定しない 
※2 二次発酵についてはタンク内でも瓶内でも規定内とする 

品質基準 
常温で3ヶ月以上、香味、品質が安定していること。また火入れ殺菌を行うこと 
炭酸ガスは、配管及び容器内のガス置換の目的で使用するものを除く



一般社団法人 awa酒 
認定酒受賞歴



2017年 

SAKE COMPETITION　発泡清酒部門 
1位　　　　 株式会社南部美人　　　　南部美人あわさけスパークリング 

2018年 

SAKE COMPETITION　発泡清酒部門 
1位　　　 　株式会社南部美人　　　　南部美人あわさけスパークリング 
SILVER　 　八海山醸造株式会社　　　八海山 瓶内二次発酵 あわ 
SILVER　 　永井酒造株式会社　　　　MIZUBASHO PURE 

ワイングラスでおいしい日本酒アワード　スパークリングSAKE部門 
最高金賞　　天山酒造株式会社　　　　天山スパークリング 
金賞　　　　株式会社南部美人　　　　南部美人あわさけスパークリング 

International Wine Challenge 
Sliver　　　株式会社南部美人　　　　南部美人　あわさけスパークリング 
Bronze　 　永井酒造株式会社　　　　MIZUBASHO PURE 
Bronze　 　千代むすび酒造株式会社　CHYOMUSUBI SORAH 

2019年 

SAKE COMPETITION　発泡清酒部門 
1位　　　　 秋田清酒株式会社　　　　出羽鶴　awa sake　明日へ 
SILVER　　 豊國酒造合資会社　　　　瓶内二次発酵　スパークリングTOYOKUNI 
SILVER　　 八鹿酒造株式会社　　　　八鹿　awa sake　白虹 
SILVER　　 永井酒造株式会社　　　　MIZUBASHO 雪ほたか Awa Sake 

KURA MASTER　スパークリング Standard部門 
プラチナ賞　山梨銘醸株式会社　　　　七賢　星ノ輝 
金賞　　　　八戸酒造株式会社　　　　陸奥八仙 Dry Sparkling 
金賞　　　　人気酒造株式会社　　　　人気一 あわ酒スパークリング純米大吟醸 
金賞　　　　豊國酒造合資会社　　　　瓶内二次発酵スパークリングTOYOKUNI 
金賞　　　　永井酒造株式会社　　　　THE　MIZUBASHO　PURE　2009 
金賞　　　　滝澤酒造株式会社　　　　菊泉　ひとすじ 
金賞　　　　滝澤酒造株式会社　　　　菊泉　ひとすじロゼ 
金賞　　　　八海醸造株式会社　　　　瓶内二次発酵酒あわ　八海山 

ワイングラスでおいしい日本酒アワード　スパークリングSAKE部門 
最高金賞　　人気酒造株式会社　　　　人気一 あわ酒スパークリング純米大吟醸 
最高金賞　　永井酒造株式会社　　　　MIZUBASHO 雪ほたか AwaSake  
金賞　　　　永井酒造株式会社　　　　MIZUBASHO PURE  
金賞　　　　永井酒造株式会社　　　　THE MIZUBASHO PURE 2009 
金賞　　　　千代むすび酒造株式会社　CHYOMUSUBI SORAH  
金賞　　　　天山酒造株式会社　　　　天山スパークリング



2020年 

KURA MASTER　スパークリング Standard部門 
審査員賞・ 
プラチナ賞　永井酒造株式会社　　　　　MIZUBASHO PURE 
プラチナ賞　山梨銘醸株式会社　　　　　七賢　杜ノ奏 
プラチナ賞　豊國酒造合資会社　　　　　瓶内二次発酵スパークリングTOYOKUNI 
金賞　　　　出羽桜酒造株式会社　　　　出羽桜  AWASAKE 
金賞　　　　山梨銘醸株式会社　　　　　七賢　星ノ輝 
金賞　　　　滝澤酒造株式会社　　　　　菊泉ひとすじ 
金賞　　　　千代むすび酒造株式会社　　CHIYOMUSUBI SORAH 
金賞　　　　秋田清酒株式会社　　　　　出羽鶴 awa sake　明日へ 

ワイングラスでおいしい日本酒アワード　スパークリングSAKE部門 
最高金賞　　八鹿酒造株式会社　　　　　八鹿 awa sake 白虹 
金賞　　　　八戸酒造株式会社　　　　　陸奥八仙 ドライスパークリング 
金賞　　　　永井酒造株式会社　　　　　THE MIZUBASHO PURE 2009  
金賞　　　　永井酒造株式会社　　　　　MIZUBASHO 雪ほたか Awa Sake  

International Wine Challenge 
トロフィー・ 
Gold　　　　株式会社喜多屋　　　　　  喜多屋 スパークリング クリスタル 
Silve　　　　株式会社南部美人　　　　　南部美人　あわさけスパークリング 
Silver　　　 株式会社南部美人　　　　　南部美人　あわさけスパークリング　北斎 
Silver　　　 出羽桜酒造株式会社　　　　出羽桜 AWA SAKE 
Silver　　　 永井酒造株式会社　　　　　THE MIZUBASHO PURE 2009 
Silver　　　 滝澤酒造株式会社　　　　　菊泉　ひとすじ 
Silver　　　 三和酒造株式会社　　　　　臥龍梅　スパークリングサケ 
Bronze　　　永井酒造株式会社　　　　　水芭蕉　雪ほたか　Awa　Sake 
Bronze　　　山梨銘醸株式会社　　　　　七賢　星ノ輝 
Bronze　　　八海醸造株式会社　　　　　瓶内二次発酵酒　あわ　八海山 
Bronze　　　八鹿酒造株式会社　　　　　八鹿 awa sake 白虹 

International SAKE Challenge　スパークリング酒 
トロフィー　 出羽桜酒造株式会社　　　　出羽桜 AWA SAKE 
ブロンズメダル 
（銅賞）　　 豊國酒造合資会社　　　　　瓶内二次発酵スパークリングTOYOKUNI 

LONDON SAKE Challenge 
プラチナ賞　 千代むすび酒造株式会社　　CHIYOMUSUBI SORAH



代表理事　永井酒造株式会社　　　　群馬県川場村 
副理事長　株式会社南部美人　　　　岩手県二戸市 
副理事長　滝澤酒造株式会社　　　　埼玉県深谷市 
専務理事　山梨銘醸株式会社　　　　山梨県北杜市 
理事　　　秋田清酒株式会社　　　　秋田県大仙市 
理事　　　八海醸造株式会社　　　　新潟県魚沼市 
理事　　　千代むすび酒造株式会社　鳥取県境港市 
理事　　　天山酒造株式会社　　　　佐賀県小城市 
会員　　　八戸酒造株式会社　　　　青森県八戸市 
　　　　　出羽桜酒造株式会社　　　山形県天童市 
　　　　　人気酒造株式会社　　　　福島県二本松市 
　　　　　豊國酒造合資会社　　　　福島県会津坂下町 
　　　　　宮泉銘醸株式会社　　　　福島県会津若松市 
　　　　　須藤本家株式会社　　　　茨城県笠間市 
　　　　　第一酒造株式会社　　　　栃木県佐野市 
　　　　　株式会社福光屋　　　　　石川県金沢市 
　　　　　黒龍酒造株式会社　　　　福井県永平寺町 
　　　　　宮坂醸造株式会社　　　　長野県諏訪市 
　　　　　三和酒造株式会社　　　　静岡県静岡市 
　　　　　伊藤酒造株式会社　　　　三重県四日市市 
　　　　　明石酒類醸造株式会社　　兵庫県明石市 
　　　　　梅乃宿酒造株式会社　　　奈良県葛城市 
　　　　　綾菊酒造株式会社　　　　香川県綾川町 
　　　　　株式会社喜多屋　　　　　福岡県八女市 
　　　　　八鹿酒造株式会社　　　　大分県九重町

一般社団法人 awa酒協会 
加盟蔵一覧



沿革 
2016年11月  一般社団法人 awa酒協会　設立記者会見 
　　　　 　　 初代理事長に永井則吉(永井酒造株式会社 代表取締役社長）が就任 
　　　　　　  ９社の蔵元により活動開始 
2017年3月　  awa酒認定運用を開始 
2017年4月 　 第一回 awa酒認定式開催 
2017年10月　横浜トリエンナーレ　島と星座のガラパゴス イベント乾杯酒にawa酒が採用 
2018年6月　  中小企業庁「JAPANブランド育成支援等事業（一年目）」に採択 
2018年10月   第二回 awa酒認定式開催 
                     第一回 フランス・シャンパーニュ視察およびSalon du Sake 
　　　　　　 （開催地：パリ）に出展 
　　　　　　　公益財団法人　国際親善協会主催「ジャパンウィーク トリノ」 
　　　　　　 （開催地：トリノ）ウェルカムレセプションてawa酒が乾杯酒に採用 
2018年12月　在トリノ日本総領事館　天皇誕生日レセプションにawa酒が乾杯酒に採用 
2019年6月　  中小企業庁「JAPANブランド育成支援等事業（二年目）」に採択 
　　　　　　　G20公式夕食会およびメディアブースでawa酒が提供酒として採用 
2019年7月　  第二回 フランス・シャンパーニュ視察および 
　　　　　      パリ試飲会・awa酒セミナーを開催 
2019年10月　第三回 awa酒認定式開催 
　　　　　　　G20愛知・名古屋外務大臣会合外相夕食会にawa酒が乾杯酒として採用 
2020年1月　  awa酒振興議員連盟発足  
2020年2月　  在米国日本大使館、在オーストラリア日本大使館、在ギリシャ日本大使館、 
　　　　　　　在ルクセンブルク日本大使館、在インド日本大使館、在ウラジオストック総 
　　　　　　　領事館開催　天皇誕生日レセプションにawa酒が乾杯酒として採用 
2020年5月　  国税庁「令和２年度　日本産酒類のブランド化推進事業」モデル事業に採択

一般社団法人 awa酒協会 

〒101-0025　東京都千代田区神田佐久間町3-21-6  NSビル3F 
TEL：03-6383-1683　FAX：03-6685-2539 
mail：info@awasake.or.jp　 
ＨＰ : https://awasake.or.jp/

インスタグラム：japan_awasakeフェイスブック：japanawasake　
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