新年を迎えるお酒は鳥取の地酒で！
全国的に見ても、鳥取県は純米酒の製造比率が高く、７割近くの酒造が各契約農家のこだわりの米
をつかっています。また、大山（だいせん）をはじめとする中国山地からの伏流水が豊富で、その多
くは軟水なので、口当たりのまろやかなお酒が生まれます。こだわりの地酒や酒蔵を紹介します。
（鳥取県酒造組合加盟：16 の酒蔵）

１

大人達の社会見学－酒蔵見学＆試飲・お買い物－

【千代むすび酒造】
水木しげるロード内にある慶応元年創業の老舗酒蔵で、冬
季には熱心に酒造りに取り組む蔵人の姿を間近で見学でき、
季節毎におすすめの蔵出し酒を試飲できます。
酒蔵そばにある日本有数の漁港・境港で水揚げされる「ま
ぐろ」や「かに」に合うお酒も誕生しています。
（主な商品）純米吟醸強力 50、純米強力 60
■所在地 境港市大正町 131 ■営業時間 9:00～17:00
■対応人数 １名～
■期間 通年（ＧＷ期間中、お盆期間中を除く）
■料金 無料

■所要時間 25 分

■申込先 米子市観光協会
URL

■予約 前日まで

電話 0859-37-2311

http://www.yonago-navi.jp/materials/experience/social-visit-adults/3795/

【稲田本店】
江戸時代から続く老舗酒蔵で、伝統を守るだけでなく、全
国に先駆けて様々な取り組みをされており、日本酒は勿論、
焼酎やリキュールなど品揃えが豊富です。
おちょこや前掛けなど、酒蔵ならではのオリジナルグッズ
の販売もあり、お土産に人気です。
（主な商品）純米吟醸いなたひめ強力、いなたひめ良燗純米
■所在地 米子市夜見町 325-16 ■営業時間 9:00～16:30
■対応人数 10～45 名
■期間 通年（土日祝日は 20 名以上の申込のみ対応）
■料金 無料

■所要時間 45 分

■申込先 米子市観光協会

■予約 ３日前まで

電話 0859-37-2311

URL http://www.yonago-navi.jp/materials/experience/social-visit-adults/2941/
※10 名以下の申込の場合は、稲田本店（電話 0859-29-1108）へお申し込みください。
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２

酒蔵見学＆お買い物

【中川酒造】

【太田酒造場】

（主な商品）

（主な商品）

・いなば鶴 純米大吟醸 強力

・辨天娘 純米 強力 生酛

・いなば鶴 純米生酛 強力

・辨天娘 純米 鳥姫

所）鳥取市立川町 2-305

所）若桜町若桜 1223-2

問）0857-24-9330

問）0858-82-0611

数）～10 名／１回

数）10 名程度／１回

【元帥酒造】

【高田酒造】

（主な商品）

（主な商品）

・元帥 くらよし蔵酒

・此君 純米大吟醸 金ラベル

・大吟醸 八賢士

・此君 純米吟醸 紺ラベル

本店：倉吉市東仲町 2573

所）倉吉市西仲町 2633

酒蔵見学：倉吉市駄経寺町 2-31

問）0858-23-1511

問）0858-22-5020

数）酒蔵見学 ３名（14:00～）

数）～90 名／１回

試飲５種 15 分 500 円

【中井酒造】

【福羅酒造】

（主な商品）

（主な商品）

・八潮 純米酒 山陰大黒

・山陰東郷 純米大吟醸酒

・八潮 有機純米吟醸 黒門

・山陰東郷 特別純米酒 玉栄

所）倉吉市中河原 555

所）湯梨浜町松崎 448

問）0858-28-0821

問）0858-32-2121

数）～40 名／１回

数）～10 名／１回

【大谷酒造】

所）所在地

（主な商品）

問）問合せ電話番号

・純米吟醸 なかだれ

数）酒蔵見学の受入人数など

・純米酒七割磨き 強力

＜注意事項＞

所）琴浦町浦安 368

・酒蔵見学は必ず事前に予約をお願いします。

問）0858-53-0111

・酒造期間中は見学できない場合があります。

数）～10 名／１回

３

試飲とお買い物

【諏訪酒造】

【藤井酒造】

（主な商品）

（主な商品）

・純米吟醸 満天星

・白狼古酒原酒 1996IWC 金

・諏訪泉 純米酒 ももんが

・三朝正宗 上撰

所）智頭町智頭 451

所）三朝町三朝 870-1

問）0858-75-0618

問）0858-43-0856

営）9:00～17:00

営）9:00～21:30
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【久米桜酒造】
（主な商品）
・特別純米酒 八郷ひやおろし
・特別純米酒 強力
所）伯耆町丸山 1740-50
問）0859-68-6555
営）9:00～17:00

４

酒蔵紹介

【高田酒造場】

【西本酒造場】

（主な商品）

（主な商品）

・瑞泉 純米酒

・純米吟醸 笑

所）岩美町浦富 1694

・美人長 上撰

問）0857-72-0271

所）鳥取市青谷町青谷 3960
問）0857-85-0917

【山根酒造場】

【大岩酒造本店】

（主な商品）

（主な商品）

・日置桜 生酛純米大吟醸

・秀峰岩泉 純米吟醸

強力

・自然紀行 にごり酒

・日置桜 生酛玉栄純米酒
所）鳥取市青谷町大坪 249

所）江府町江尾 1872

問）0857-85-0730

問）0859-75-2404

紹介した日本酒をタイプ別に分類しています。味わいの参考にご利用ください。

■記事協力 鳥取県酒造組合 電話 0857-22-3897
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URL http://www.sake-tottori.or.jp/

５

日本酒に合う鳥取のおつまみ

【鯖の熟れ鮓（さばのなれずし）】

【かにみそバーニャカウダ】

熟れ鮓は、鮮魚

鳥取県産紅ズワ

が入手しにくか

イガニのかにみ

った山間地域に

そと、白バラ牛乳

伝わる保存食で

の純生クリーム

す。山間地・若桜

が使われ、かにみ

町の太田酒造場

その濃厚な旨味

で仕込まれる熟れ鮓は、麹と塩鯖を１カ月漬け

が特徴です。濃厚辛口タイプの「千代むすび純

込み、添加物を一切使用しない昔ながらの製法

米吟醸強力 50」とよく合います。

で作られます。
「辨天娘」の純米酒の燗に合わせ

■問合せ （株）門永水産 電話 0859-44-3011

てどうぞ。

※千代むすび酒造（電話 0859-42-3191）でも販

■問合せ 太田酒造場 電話 0858-82-0611

売しています。

６

鳥取の陶器で日本酒を味わう

県内には多くの窯元があり、ぐい呑みやそばちょこなどの酒
器も造られています。その色や形、大きさは様々です。
髙砂屋は、鳥取の陶器を多数扱い、様々な酒器が並びます。
お気に入りの酒器を手に入れて、鳥取の陶器で味わえば、より
一層地酒を美味しく感じられるはずです。
■所在地 鳥取市元大工町１番地
■問合せ 城下町とっとり交流館 髙砂屋 電話 0857-29-9024
URL

７

http://www.tbz.or.jp/takasagoya/

お酒の神様を祀る―酒賀（すが）神社―

神社本殿には多数の彫刻が施さ
れ、なかでも脇障子に施された「酒
呑童子」といわれる彫刻は繊細で、
迫力があります。
酒造りの祖神といわれる「大山祇
神（おおやまづみのかみ）
」が祀られ
ています。
■所在地 鳥取市国府町菅野 70 ■問合せ 酒賀神社 電話 0857-58-0009
平成 30 年 12 月 25 日発行
鳥取県内の最新イベントや観光情報をご案内しています。マスコミ、旅行会社の皆様をはじめ、多くの方にご活用
いただけるよう定期的にお届けします。複製・転載可です（著作権表示が付いている記事等は除く）
。また、写真は
イメージです。ご不明な点はお問合せください。バックナンバーはホームページよりご覧ください。
〔編集・発行・問合せ〕公益社団法人鳥取県観光連盟

電話 0857-39-2111 ファクシミリ 0857-39-2100

E-mail kanren@tottori-guide.jp ＜インスタ始めました！「insta_tottori」で検索！＞
鳥取県観光情報（とっとり旅の生情報）
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URL https://www.tottori-guide.jp/

