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灘の酒は秋になると程よく熟し、味に丸みが出ていっそうおいしくな

ります。今が旬の「灘の酒」を味わいに、酒蔵巡りをしてみませんか。

各蔵の酒造りのこだわりにふれたり、試飲をしたり、酒蔵でしか出合え

ないお酒や商品を購入することもできます。今回は、ひらこが６つの酒

蔵を巡り感じたポイントや、初心者にもおすすめのお酒を紹介します。

市内には魚崎郷・御影郷・西郷の3つの郷、14カ所の酒蔵がありま
す。酒蔵それぞれに個性があるので、ぜひ色々な酒蔵を巡って、灘の
酒の魅力や歴史を感じてみてください。詳細は

※新型コロナウイルスの影響により、見学・試飲を縮小・中止する場合があります。
また、見学や販売を行っていない酒蔵もあるので、事前に各酒蔵へご確認くださ
い。なお、酒蔵を訪問する際は、マスクを着用するなど感染症対策をお願いします

ほかの酒蔵も要チェック

見学・試飲・ショップがそろった 6 酒蔵を紹介

灘五郷酒蔵組合   検索

白鶴酒造資料館

酒造りをする蔵人の実物大の模型がある
資料館は広くて見ごたえあり。高価なお酒
の試飲や、甘くておいしい酒粕ソフト、雑誌
にも掲載された化粧品なども購入できる。

白鶴酒造株式会社
（☎822-8907  F 822-4891）

場所

問

東灘区住吉南町 4-5-5
（阪神住吉駅徒歩 5 分）

若者向けに若手社員が開発
した「別鶴」シリーズの一本。
果実の香りと甘みが特徴
で、チーズと相性抜群。

黄昏のテレスコープ

くらびと

さけかす

たそがれふくじゅ じゅんまいぎんじょう

神戸酒心館

酒蔵限定、造りたての「蔵直採り生酒」が
試飲できます。瓶に詰めて購入すること
も。日本酒スイーツも豊富で、生チョコや
バタークリームサンドが絶品。

神戸酒心館
（☎841-1121  F 841-0002）

場所 東灘区御影塚町 1-8-17
（阪神石屋川駅徒歩 8 分）

ノーベル賞授賞式の公式
行事で振る舞われたお
酒。果実のような香りと米
のうま味が楽しめます。

福寿 純米吟醸

くらじかどり  なまざけ

沢の鶴資料館

米屋の副業として創業し、米と米麹だけで
造る純米酒にこだわり続けている酒蔵。酒
蔵でしか飲めない純米生原酒や、まろやか
な古酒仕込み梅酒の無料試飲も。

沢の鶴資料館
（☎882-7788  F 882-6777）

場所

問

灘区大石南町１-29-1
（阪神大石駅徒歩 10 分）

どんな料理にも合う甘く
爽やかな純米酒。度数が
低く180mlなので飲み切
れるのがうれしい。

SHUSHU
シュ　  　シュ

さわのつる はくつるしゅしんかん

こめこうじ

なまげんしゅ

じゅんまい

こしゅ

べっかく

かんべ

沢の鶴 奈良漬

蔵で買える奈良漬
は、酒粕で漬けた
濃い味がたまらな
い。クリームチーズとも相性抜群。

さけかす

新人編集者

神戸ひらこ

にし

純米酒の
うまさを
知るなら
ココ！

充実の
物販！試飲の
飲み比べも
豊富！

知れば
知るほどうまい！
見ごたえのある
資料館

大石

都賀川 石屋川

新在家 石屋川

住吉
国道43号線

阪神電車

住吉川
御影

六甲
ライナー

魚崎
魚崎

ひらこう の世界灘 の酒
おいしい、楽しい！ 酒蔵巡りのすすめ

オススメ！ 純米吟醸
ソフトクリーム

純米吟醸のうま味とミルクが
マッチした味は極上。アルコー
ルの有無が選べるよ。丸みの
ある見た目も可愛い。

オススメ！ 高価な日本酒の
有料試飲

1本1万円以上の「天空」
シリーズなど、日本酒が
おちょこ付き１杯500円
でお試しできてうれしい。

オススメ！

西 郷
御影郷

魚崎郷

櫻正宗記念館「櫻宴」

浜福鶴吟醸工房
菊正宗
酒造記念館

沢の鶴
資料館

神戸酒心館

白鶴酒造
資料館
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５つの郷からなる灘五郷は、日本一の清酒の生産量を誇り

ます。おいしさの秘密は、六甲山から流れるミネラルたっぷ

りの「宮水」と、兵庫県が生んだ最高の酒米といわれる

「山田錦」。そこに室町時代から受け継がれる職人の技が

加わり、「日本一の酒どころ」と呼ばれるようになりました。

灘の酒のおいしさの秘密

櫻正宗記念館 櫻宴

灘の酒のおいしさの秘密「宮水」を発見した
酒蔵。記念撮影コーナーでオリジナルラベ
ルの日本酒を作れるなど、遊び心が満載。
見学後はダイニングやカフェで食事も。

櫻正宗記念館 櫻宴
（☎436-3030  F 436-3033）

場所

問

場所

問

東灘区魚崎南町 4-3-18
（阪神魚崎駅徒歩 6 分）

厳選した山田錦で造られ
た香りの華やかなお酒で、
女性に大人気。口の中でほ
のかな甘さが広がります。

櫻華一輪 大吟醸

１日では時間が足りないくらい楽しめまし

た。それぞれの酒蔵は歩いて巡ることもで

きますよ。見学が無料なのもうれしい。店

員さんの説明を聞きながら試飲して、お気

に入りに出合えました。気になる酒蔵を選

んで自由に巡ってみてください。

菊正宗酒造記念館

現在も手作業で時間をかけて造る伝統
的な「生酛づくり」を取り入れています。
生原酒（非売品）の試飲や、おちょこ付き2
杯500円で人気銘柄の試飲も。

菊正宗酒造記念館
（☎854-1029  F 854-1028）

場所

問

東灘区魚崎西町 1-9-1
（阪神魚崎駅徒歩 10 分）

県内限定販売。白桃を思
わせる清涼感ある香りが
特徴で、果実を食べてい
るかのような味わい。

百黙 純米大吟醸
無濾過原酒

きもと

なまげんしゅ

みやみず

浜福鶴 吟醸工房
（☎411-8339  F 411-1091）

東灘区魚崎南町 4-4-6
（阪神魚崎駅徒歩 6 分）

ガラス越しに実際の酒造りの作業を見学で
きます。豊富な種類を試飲できるので、お気
に入りが見つかるはず。※案内人付きの見
学は事前にホームページで確認と予約を

名物案内人、米治さんおす
すめのここでしか買えない
お酒。フルーティーでキレ
のあるうま味が特徴。

大吟醸 米治む       ろ        か

ひゃくもく

げんしゅ

じゅんまいだいぎんじょう
おうかいちりん だいぎんじょう だいぎんじょう よねじ

きくまさむね さくらまさむね さくらえん

巡ってみた ひらこの感想

『「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生
んだ銘醸地、伊丹と灘五郷』が、６月に文化
庁により日本遺産に認定されました。江戸
時代から続く灘、伊丹、西宮の酒造家が育んできた文化と歴史
が認められたもので、日本酒をテーマとした認定は初めてです。

日本遺産に認定されました

めいじょうち

もろはく きいっぽん くだ

浜福鶴 吟醸工房
はまふくつる ぎんじょうこうぼう

みやみず

伝統の
生酛づくりの
生原酒は
必飲！

何度行っても
楽しめる
日本酒の
テーマパーク！

名物案内人が
お待ち

しています！

祝 !

ひらこう の世界灘 の酒
おいしい、楽しい！ 酒蔵巡りのすすめ

うるおう
日本酒の美容液

雑誌でも紹介された、純米吟
醸酒を使った美容液。日本酒
の成分は肌にもいいんです。
目指せ潤い美肌。

オススメ！ 呑処「三杯屋」

日本酒25種制覇で称号
ゲット。試験に合格する
と「櫻正宗酒博士」とし
て名前が掲示されるよ。

オススメ！ 酒粕れーずんばたぁ

口に入れるとあっという
間にとろけます。お酒の
甘みとレーズンの果実感
がマッチしておいしい。

オススメ！
のみどころ さけかす    さんばいや
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久 元 市 長 の 神 戸を想う

酒蔵の訪問もしくは動画の視聴でキーワードを集めると、
抽選でホテルの宿泊券など素敵な商品が当たります。

デジタルスタンプラリー

ポートタワー展望フロアにある、世
界初の回る日本酒ラウンジ。酒だる
の木を使って作られた店内で、夜景
を見ながら灘の酒を満喫できます。
灘五郷全26酒蔵のお酒と地元のス
イーツをおしゃれに楽しみませんか。

SAKE TARU LOUNGE

灘の酒をさらに楽しもう ～灘の酒蔵探訪

 ［問］市事業・イベント案内センター（☎333-3372  F 333-3314）

 ［問］SAKE TARU LOUNGE
　　（☎080-9026-9154  F 321-1072）

期間 10月18日（日）～11月23日（月・祝）

場所 北野工房のまち（中央区中山手通 3）
（阪神元町駅から徒歩 12 分）

日本酒を飲みやすくアレンジしたレシピを紹介。自宅で灘の酒の
カクテルを作ってみませんか。レシピは10月18日（日）公開。

日本酒カクテルレシピの紹介

灘の酒を身近に感じられるイベントを開催。今年は酒蔵を訪
れるだけでなく、自宅でもインターネットで楽しめます。

灘五郷酒蔵組合   検索その他の灘五郷のイベント情報は

酒蔵以外で灘の酒が楽しめるスポット

灘の酒だけを販売するアンテナショップ。各蔵自慢の銘柄が50種
類以上。灘の酒が１カ所でこんなにそろっているのはここだけ。

灘の酒蔵通り

 ［問］灘の酒蔵通り（☎・ F 231-1515）

 ［問］ファッション産業課（☎984-0349  F 984-0339）

灘の酒をプレゼント。詳しくは１３面で。

※お酒は20歳を過ぎてから。妊娠中や授 
　乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影
　響を与える恐れがあります

サケ　　   　  タル  　　　　 ラウンジ 

編集後記
市は食文化でまちのにぎわいを

生み出す「食都神戸」の取り組

みを進めています。酒蔵に足を運んで「日本一の酒どこ

ろ」灘五郷を体感してみませんか。また、「神戸灘の酒に

よる乾杯を推進する条例」という神戸ならではの条例も

あるので、家やお店などで飲むときは、ぜひ灘の酒で乾

杯してみてください。

詳細は9月24日（木）公開の灘の酒蔵探訪ホームページで

※別途ポートタワーの入場料が必要

※期間により販売内容に変更があります

灘五郷の12酒蔵の日本酒のうち、4本が入ったセット
をインターネットのみで限定販売。全3種類。

灘の酒蔵探訪スペシャル飲み比べセットの販売

販売期間 10 月 1日（木）～ 10月23日（金）

唎酒師の資格を持つ漫才師が、日本酒の基本的な
知識を笑いを交えながら紹介します。

オンライン日本酒講座

日時 10月25日（日）、11 月1日（日）14:00 ～

ききざけ

たんぼう
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