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                                                 ２０１７年５月吉日 

酒通垂涎の銘酒が一堂に。日本全国から銘酒７００種以上を集めた日本酒の祭典！ 
日本酒イベントで最大級かつ最高級の品揃えを実現！５０人以上が立ち飲みできるロングカウンターが登場！ 

 
  
 
 

 

この度、横浜髙島屋では全国から銘酒７００種以上を集め、

日本酒イベントで最大級かつ最高級の品揃えを実現した日本

酒の祭典『横浜髙島屋 こだわり千花繚乱 日本酒まつり』を５

月２４日（水）より５月２９日（月）まで開催いたします。 

国内での日本酒ブームもすっかり定着し、ユネスコ無形文化

遺産に登録された「和食」と共に、「クールジャパン」の一環として

その魅力を海外に伝える動きも大きくなっています。その輸出量

はこの１０年で倍増し、２０２０年の東京オリンピックへ向け、世

界から注目が集まっています。国内では、日本酒全体の出荷量

こそ減少しているように見えるものの、消費者の嗜好が量から質

に変化し、特定名称酒（純米酒等）は堅調に推移しています。さ

らに、次世代の造り手の台頭により、新しい着眼点で造られる日

本酒、そのつながりから生まれる日本酒の活性化、蔵の個性の

深化が日本酒ブームに繋がっています。とりわけ最近注目されて

いるのが、酒造メーカー自らが“自社保有田による米づくり”にま

で踏み込んだ取り組みが広がりを見せていることです。また、ス

パークリング日本酒のブランド化の動きなどにより、若いファンも

増えています。 

今回特に注目いただきたいのは、日本各地より４０蔵を超える

蔵元、横浜君嶋屋（創業 1892 年の酒類専門店）、髙島屋バイヤー自主編集によるおすすめの日本酒など、日本酒

イベントで最大級かつ最高級の品揃えを実現したことです。また、イートインコーナーには ２０メートル以上のスタンド

カウンターを設置。日本酒界のカリスマと呼ばれている千葉麻里絵氏が“日本酒は宝物”をコンセプトにオープンした

話題の人気居酒屋「GEM by moto（ジェムバイモト）」（恵比寿）が出店。そこはおよそ５０人以上が立ち飲みできる規模

となります。さらに、販売・イートインだけではなく、多彩なゲストによるイベントも交えて大人が楽しめるのがこのイベント

です。 

 

【開催概要】 

＜会期＞ ２０１７年５月２４日(水)～２９日(月)  午前１０時～午後８時  

※最終日は午後６時閉場 

 

＜場所＞ 横浜髙島屋 ８階催会場    

所在地〒220-8601神奈川県横浜市西区南幸 1丁目 6番 31号／電話番号 TEL(045) 311-5111（代表） 
 
 
 

こだわり千花繚乱 日本酒まつり  

■２０１７年５月２４日(水)～２９日(月) ■横浜髙島屋 ８階催会場 
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＜催事内容＞ 
 
１：日本各地より４０蔵を超える蔵元が横浜髙島屋に大集合 
  関東地区 No.１の蔵元集積により、 

愛好家から初心者まで楽しめる充実の品揃え！ 

各蔵元ブースでは利き酒をしながらコミュニケーション！ 

 

 

２：目利き酒屋コーナー／「横浜君嶋屋」セレクション 
創業 1892年の酒類専門店「横浜君嶋屋」セレクションを展開。 
君嶋哲至社長ご推薦の日本酒を豊富に品揃え！ 
横浜君嶋屋 PBブランド「情熱シリーズ」も紹介！ 

 

 

３：酒通に話題沸騰の日本酒隠れ家 BAR  
「GEM By moto」（恵比寿）が横浜へ！ 
新宿・新橋などで人気の日本酒居酒屋「酛」のグループで、 

日本酒業界のカリスマとも言われる千葉麻里絵氏が営む 

新形態居酒屋「GEM by moto」（恵比寿）が出店。 

２０メートルにも及ぶカウンターでは約３０種のレアな日本酒を 

グラスで楽しめます。日替わりで登場する蔵元との酒談義も！ 

 

 

４：日本酒の「新しい」を発信する蔵元特集 
  “酒造りは米づくりから”をコンセプトに日本酒を醸す蔵元。 

丁寧な少量仕込の“無ろ過・生・原酒”にこだわった日本酒を 

提供する「日本酒応援団」、awa酒のブランド化と世界発信を 

目指す「awa酒協会」、さらに、注目の女性杜氏など、最新の 

日本酒業界の動向を反映した品揃えを実現！ 

 

 

５：日本酒に合う、おいしいおつまみセレクションをご用意。 
  ① 葉石かおりセレクト  

    日本酒ジャーナリスト葉石かおりさんが厳選。 

製法にこだわり、手軽につまめる日本各地の人気店や、 

グルメ本で紹介された日本酒アテを扱う店舗も揃います！ 

  ② 髙島屋バイヤーズセレクト  

     髙島屋が厳選した惣菜や珍味が勢ぞろい！ 

 
 
６：缶詰 BAR「mr．ｋanso」 を気軽に楽しむ！ 
  オリジナル缶詰はじめ約１５０種類の缶詰と、 

蔵元公認日本酒カクテルでユニークな日本酒バーを展開 

 

 

 

 

 

７：和菓子「乃し梅本舗 佐藤屋」と日本酒の競演 
老舗の若手和菓子職人グループ「ワカタク」の 1人であり、 

自由な発想で新しい感覚の本格和菓子を発信し続ける佐藤慎太郎氏が手がける 

日本酒を使った和菓子の実演販売、日本酒とのマリアージュが実現！ 

 

 

８：イベントコーナー  ※イベントスケジュールは３ページ目をご覧ください。 
  蔵元のトークショーや日本酒ミニ講座、音楽ライブなど、日本酒で盛り上がるイベントが盛りだくさん 

 

 

９：東京農業大学による日本酒学びのコーナー 
  東京農大の学生による、日本酒の学びのコーナーを展開。パネル・現物を用いて、学生による説明を交えながら日本酒の理解を深める。 

   東京農大が輩出する現在の日本酒の造り手の紹介コーナー。 

 

 

【PR】1-① 【PR】2-① 

【PR】2-② 【PR】2-③ 

【PR】4-①、②、③、④、⑤ 

【PR】5-①、②、③ 

【PR】6-①、② 

【PR】7-① 
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■髙島屋　出店蔵元リスト

NO 県名 蔵元名 代表銘柄

1 青森 尾崎酒造 安東水軍

2 岩手 南部美人 南部美人

3 秋田 天寿酒造 天寿

4 宮城 佐浦 浦霞

5 山形 後藤酒造店 辯天

6 山形 出羽桜酒造 出羽桜

7 福島 大七酒造 大七

8 栃木 惣誉酒造 惣誉

9 群馬 永井酒造 水芭蕉

10 茨城 須藤本家 郷乃誉

11 千葉 寒菊銘醸 寒菊

12 神奈川 泉橋酒造 いづみ橋

13 神奈川 中澤酒造 松みどり

14 山梨 山梨銘醸 七賢

15 新潟 マスカガミ 萬寿鏡

16 新潟 麒麟山酒造 麒麟山

17 新潟 長谷川酒造 雪紅梅

18 長野 よしのや 西之門

19 富山 若鶴酒造 若鶴

20 石川 西出酒造 春心、裕恒

21 石川 車多酒造 天狗舞

22 福井 一本義久保本店 一本義、伝心

23 静岡 富士錦酒造 富士錦

24 岐阜 林本店 百十郎

25 愛知 盛田 盛田、ねのひ

26 愛知 関谷醸造 蓬莱泉

27 三重 若戎酒造 若戎、義左衛門

28 三重 森喜酒造場 るみ子の酒

29 京都 丹山酒造 丹山

30 奈良 梅乃宿酒造 梅乃宿

31 大阪 山野酒造 片野桜

32 兵庫 本田商店 龍力

33 岡山 室町酒造 櫻室町

34 広島 西條鶴醸造 西條鶴

35 鳥取 千代むすび酒造 千代むすび

36 島根 吉田酒造 月山

37 山口 旭酒造 獺祭

38 香川 西野金陵 金陵

39 愛媛 梅錦山川 梅錦

40 愛媛 酒六酒造 京ひな

41 福岡 喜多屋 喜多屋、蒼田

■横浜タカシマヤ　バイヤーズセレクション

NO 県名 蔵元名 代表銘柄

1 岩手県 赤武酒造 浜娘
2 宮城県 仙台伊澤家　勝山酒造 勝山
3 山形 楯の川酒造 楯野川
4 山形 東の麓酒造 なんどでも
5 福島 仁井田本家 穏、自然郷
6 福島 鶴乃江酒造 会津中将
7 群馬 清水屋酒造 榮万寿
8 新潟 渡辺酒造店 根知男山
9 新潟 久須美酒造 清泉
10 新潟 樋木酒造 鶴の友
11 新潟 丸山酒造場 雪中梅
12 新潟 池田屋酒造 謙信
13 富山 桝田酒造店 満寿泉
14 静岡県 三和酒造 臥龍梅
15 愛知 萬乗醸造 醸し人九平次
16 兵庫 泉酒造 琥泉
17 広島 藤井酒造 龍勢
18 愛媛 成龍酒造 賀儀屋
19 佐賀 天山酒造 七田

■出店日本酒紹介 （※一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■イベント情報 ／※各回約３０分 ※各回２０名様限り ●印イベント当日 11時から会場で整理券配布 

 

 

[５月１6日現在]※商品内容・イベント内容等は変更になる場合がございます。 

5月24日（水） 5月25日（木） 5月26日（金） 5月27日（土） 5月28日（日） 5月29日（月）

12:00

●GEM by moto店主 千

葉麻里絵氏＆木戸泉酒造

荘司勇人氏トークショー

日本酒応援団　代表者吉

原氏×髙島屋バイヤー　山

下裕司氏対談トークショー

「次世代の日本酒づくり」

●GEM by moto店主 千

葉麻里絵氏＆山口永山本

家酒造場　永山貴博氏トー

クショー

●GEM by moto店主 千

葉麻里絵氏＆水戸部酒造

水戸部朝信氏トークショー

●GEM by moto店主千

葉麻里絵氏＆新政酒造

佐藤祐輔氏トークショー

13:00

●横浜君嶋屋

君嶋 哲至社長

トークショー

●GEM by moto店主 千

葉麻里絵氏

＆せんきん薄井一樹氏

トークショー

三重県　森喜酒造場

杜氏･森喜るみ子氏

トークショー

●山口県　旭酒造　獺祭

桜井博志会長＆

女優きき酒師･福山亜弥氏

14:00

●穂坂 賢氏（東京農業

大学教授）×尾崎 大氏

（尾崎酒造）師弟対談

トークショー

●“エディ藩”スペシャルライブ

穂坂 賢氏

（東京農業大学教授）

お酒の楽しい飲み方、

選び方

岐阜県　林本店

蔵元当主・醸造家

林　里榮子氏トークショー

15:00 なし

上田 勉氏（東京農業大

学 戦略室 室長）

お酒の楽しい飲み方、

選び方

●葉石　かおり氏

「日本酒と肴のマリアージュ」

●山口県　旭酒造　獺祭

桜井一宏社長

「山口県の山奥から海外まで」

16:00

穂坂 賢氏

（東京農業大学教授）

お酒の楽しい飲み方、

選び方

瀧澤酒造　瀧澤英之氏＆山梨

銘醸　北原対馬氏＆awa酒協

会事務局長　三浦亜美氏

「awa酒協会について」

●萬乗醸造　醸し人九平

次　醸造家　久野 九平治

氏×髙島屋バイヤー竹島和

宏　対談トークショー

神奈川県　泉橋酒造

副杜氏　寺田　昌登氏

「地元神奈川県産山田錦

で醸す生酛づｋりについて」

17:00 なし
京都府　丹山酒造

杜氏・長谷川 渚氏

●葉石　かおり氏

「日本酒に合う料理レシピ」

上田 勉氏（東京農業大

学 戦略室 室長）

お酒の楽しい飲み方、

選び方

18:00 　 ●“エディ藩”スペシャルライブ

■Japan　Awasake　Association　一般社団法人　ａｗａ酒協会

NO 県名 蔵元名 代表銘柄

1 鳥取県 千代むすび酒造 千代むすび

2 新潟県 八海醸造 八海山

3 佐賀県 天山酒造 天山

4 山梨県 山梨銘醸 七賢

5 岩手県 南部美人 南部美人

6 群馬県 永井酒造 水芭蕉

7 埼玉県 滝澤酒造 菊泉

8 秋田県 秋田清酒 秋田清酒

■日本酒応援団（髙島屋PB含む）

NO 県名 蔵元名 代表銘柄

1 島根県 竹下本店 KAKEYA

2 石川県 数馬酒造 NOTO

3 埼玉県 文楽 AGEO

4 大分県 萱島酒造 KUNISAKI


