
蔵元情報

№ 蔵元名 蔵元所在地

電話番号

FAX番号

営業時間 定休日 試飲 蔵見学 直売 人数 飲食施設 駐車可能台数

観光バスの

駐車

ホームページアドレス

お問合わせ先

（Eメールアドレス）

その他

1 ㈱丸世酒造店

〒383-0022

中野市中央二丁目5番

12号

0269-22-2011

0269-22-2041

7:00～17:00

日曜

（事前の連絡が

あれば蔵見学・

試飲は可）

○（無料）

　　　　　○（要予約）

申込はＴＥＬもしくは

FAXで

○ 10人以内 × 3台 × ない

2 ㈱井賀屋酒造店

〒383-0013

中野市大字中野1597

0269-22-3064

0269-22-3705

9:00～19:00

日曜

（予約がある場

合のみ日曜も

営業）

○（無料） ○（要予約） ○ 20人 × 2台

蔵裏に市営

駐車場あり

http://www.iwasimizu.com info@iwasimizu.com

観光バスは市営駐車場に

駐車できますが、予め予約

が必要です

3 ㈱玉村本店

〒381-0401

下高井郡山ノ内町大字

平穏1163

0269-33-2155

0269-33-3136

8:30～18:00 元旦 ○（無料） ○ ○ 30人 × 10台 ○

http://www.tamamura-

honten.co.jp

tmmr@dream.ocn.ne.jp

ギャラリーあり（入館料無

料）

4 ㈱田中屋酒造店

〒389-2253

飯山市大字飯山2227番

地

0269-62-2057

0269-62-1203

9:00～18:30

4月～12月：日

曜・祝祭日

1月～3月：無休

○（無料） × ○

10人（1度に入

店可能人数）

× 3台 ○ http://www.mizuo.co.jp info@mizuo.co.jp 全商品常時試飲可能です

5 ㈱角口酒造店

〒389-2412

飯山市大字常郷1147番

地

0269-65-2006

0269-65-4607

9:00～18:00

不定休

（ホームページ

で営業日をご

確認ください）

○（無料）

　　　　　○（要予約）

見学1週間前までにお

問合わせください

○ 15人位まで × 5台 × http://www.kadoguchi.jp info@kadoguchi.jp

冬期間、直売場にて「蔵元

女将手作り甘酒」をお出し

ています（無料）

6 志賀泉酒造㈱

〒383-0024

中野市東山3-1

0269-22-3322

0269-22-3227

8:30～17:00

3月より11月迄

土・日

○（無料） ○（要予約） ○ 20人 × 20台 ○ http://www.shigaizumi.jp info@shigaizumi.jp

7 天領誉酒造㈱

〒383-0041

中野市岩船190

0269-22-2503

0269-22-2792

（ショップ直通）

0269-26-1400

8:30～17:30：工場

9:30～19:00：ショッ

プ

工場：1/1～1/3

及び土日祝日

ショップ：1/1及

び不定休

○（無料） ○（要予約） ○ 40人 × 8台

大型：2台

中型：4台程

度

http://www.tenryohomare.c

o.jp

info@tenryohomare.co.jp

冬季　造りの期間は時間等

の制限がございます

8 ㈱今井酒造店

〒381-0017

長野市大字小島62

026-243-3745

026-243-1374

8:00～17:30 日・祝祭日

○（無料・限定

品）

○（要予約） ○ 20～30人 × 4～5台

○

（マイクロバス

程度）

http://www.wakamidori.com info@wakamidori.com

9 ㈱高橋助作酒造店

〒389-1313

上水内郡信濃町大字古

間856番地1

026-255-2007

026-255-3366

8:00～17:00 元旦 ○

　　　　　○（要予約）

社員によるショートコー

スの蔵見学

○ 15人前後 × 5台前後

　　○（1台）

休日のみ又

は予約

http://www.matsuwo.co.jp matsuwo@matsuwo,co.jp

事前に人数等ご相談下さ

い

10 ㈱東飯田酒造店

〒381-2235

長野市篠ノ井小松原

1724

026-292-2014

026-292-5410

9:00～16:00

第2・第4日曜

（予約の場合は

対応）

○（無料） ○（要予約） ○ 10人 × 7台 ○ http://www.motooi.com toiawase@motooi.com

11 ㈱酒千蔵野

〒381-2226

長野市川中島町今井

368-1

026-284-4062

026-284-4063

9:00～17:00

日・祝祭日・第2

土曜

（予約の場合対

応）

○（無料） ○（要予約） ○ 30人 × 20台 ○ http://www.shusen.jp info@shusen.jp

12 長野銘醸㈱

〒387-0023

千曲市大字八幡275

026-272-2138

026-272-2380

8:00～17:00 土・日・祝祭日 ○（無料） ○（要予約） ○ 25人 × 6台 ○ http://www.obasute.co.jp

hisamisu-

obinata@obasute.co.jp

13 ㈱西飯田酒造店

〒381-2235

長野市篠ノ井小松原

1726番地

026-292-2047

026-292-8168

8:00～17:00 土・日・祝祭日 ○（無料） ○（要予約） ○ 15人 × 6台 ×

http://w2.avis.ne.jp/~nishiid

a

nishiida@mx2.avis.ne.jp

14 ㈱尾澤酒造場

〒381-2405

長野市信州新町新町

168-1

026-262-2209

026-262-4888

8:30～17:30 日曜 × × ○ 5人 × 5～6台 ○

http://www.misuzunishiki.co

.jp

info@misuzunishiki.co.jp

15 ㈱桝一市村酒造場

〒381-0294

上高井郡小布施町807

026-247-2011

026-251-4073

9:00～19:00 無休 ○（150円～） × ○ 10人 ○ 40台 × http://masuichi.com info@masuichi.com

対応は“文化事業部”ス

タッフがいたします担当：

青木026-247-7511

16 ㈱松葉屋本店

〒381-0201

上高井郡小布施町大字

小布施778

026-247-2019

026-247-3002

9:00～18:00 元旦のみ ○（無料） ○（要予約） ○ 50人 × 20台 ○

http://www.matsubaya-

honten.co.jp

info@mastubaya-

honten.co.jp

所用時間：１０分～１時間ま

で自由に対応

17 高沢酒造㈱

〒381-0204

上高井郡小布施町大字

飯田776

026-247-2114

026-247-2208

8:30～18:30 元旦 ○（無料） ○（要予約） ○ 6人 × 5台 ×

http://members.stvnet.hom

e.ne.jp/yonekawa/

yonekawa@stvnet.home.ne.j

p
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№ 蔵元名 蔵元所在地

電話番号

FAX番号

営業時間 定休日 試飲 蔵見学 直売 人数 飲食施設 駐車可能台数

観光バスの

駐車

ホームページアドレス

お問合わせ先

（Eメールアドレス）

その他

18 ㈱よしのや

〒380-0857

長野市西之門町941

026-237-5000

026-237-5022

9:00～20:00

レストラン定休日は

9:00～17:00

無休

（レストラン：第4

水曜）

○（無料） ○ ○ 何人でもＯＫ ○

100台

千円以上お買物

で駐車券発行、

千円以下の場合

レストランを

予約し食事

の場合のみ

受入

http://nishinomon-

yoshinoya.com./

info@nishinomon.yoshinoya.

com

善光寺観光に最適の立地

にある

19 ㈱遠藤酒造場

〒382-0086

須坂市大字須坂29番地

026-245-0117

026-245-1477

8:30～18:00 元旦 ○（無料） × ○ 20人 × 5台 ○ http://www.keiryu.jp info@keiryu.jp

直売場で試飲販売できま

す

20 大塚酒造㈱

〒384-0031

小諸市大手2-1-24

0267-22-0002

0267-22-0002

8:30～17:00 日・祝祭日 × × ○ 4～5人 × 3台 × ない

21 千曲錦酒造㈱

〒385-0021

佐久市長土呂1110

0267-67-3731

0267-68-5467

8:15～17:00

日・祝祭日

（土曜は不定

休）

売店：年末年始

○（無料） ○（要予約） ○ 80人 × 8台 ○

http://www.chikumanishiki.c

om

info@chikumanishiki.com

22 戸塚酒造㈱

〒385-0022

佐久市岩村田752番地

0267-67-2105

0267-67-3700

8:00～18:00

日・祝祭日

（土曜日は不定

期）

○（無料） × ○ 20人 × 2台 × http://www.kanchiku.com kanchiku@valley.ne.jp

23 ㈱古屋酒造店

〒385-0025

佐久市塚原411

0267-67-2153

0267-67-2958

8:00～18:00

祝祭日・第2・第

4土曜（予約の

場合は対応）

×

○（要予約）

酒小売店紹介者のみ

○ 5人 × 3台 ×

http://www.miyamazakura.c

om

f-shuzou@valley.ne.jp

24 大澤酒造㈱

〒384-2206

佐久市茂田井2206

0267-53-3100

0267-53-3105

9:00～16:00 年末年始

○（無料）

（一部できない

銘柄あり）

×

○（販売がな

い銘柄あり）

50人 × 5台（前庭）

○（徒歩5分

の場所）

ない tsutaya@guitar.con.ne.jp

敷地内に民族資料館、し

なの山林美術館、名主の

館書道館があり、入場は無

料　団体の場合事前連絡

25 ㈱土屋酒造店

〒385-0051

佐久市中込1914-2

0267-62-0113

0267-62-6413

8:00～18:00 日・祝祭日 ○（無料） ○（要予約） ○ 20人 × 6台 ○

http://www15.ocn.ne.jp/~ts

uchiya/

kamenoumi@poppy.ocn.ne.jp

26 芙蓉酒造㈱

〒385-0034

佐久市平賀5372

0267-62-0340

0267-63-2786

8:30～17:30

日・祝祭日

（土曜:4月～10

月）

○（無料） ○（要予約） ○ 10人 × 5台 ○（1台） http://www.fuyou.org my@fuyou.org

27 伴野酒造㈱

〒385-0053

佐久市大字野沢123番

地

0267-62-0021

0267-62-0078

8:20～17:00

日・祝祭日

（土曜は不定

期）

× ○（要予約） ○ 20人 × 5台 ○

http://www.sawanohana.co

m

info@sawanohana.com

28 木内醸造㈱

〒385-0045

佐久市大沢985

0267-62-0005

0267-62-2652

8:00～17:00 日・祝祭日 × × ○ 10人 × 5台 × ない

29 橘倉酒造㈱

〒384-0301

佐久市臼田653番地2

0267-82-2006

0267-82-2413

9:00～17:00

9:00～18:00（平日）

ショップ：12/31

～1/3　会社：

土・日・祝祭日

○（無料） ○（要予約） ○ 5～40人

×（40人の休

憩は可能）

10台 ○ http://www.kitsukura.co.jp info@kitsukura.co.jp

見学はフリーも可能です

が、予約の方は案内係りも

つけます

30 佐久の花酒造㈱

〒384-0414

佐久市下越620

0267-82-2107

0267-82-9468

9:00～17:00 不定休 ○（無料） ×

○（蔵から約5

分のアンテナ

ショップにて）

10人 × 5台 ○ ない

31 黒澤酒造㈱

〒384-0702

南佐久郡佐久穂町大字

穂積1400番地

0267-88-2002

0267-88-2047

9:00～17:00　　　　11

月～4月は10:00ｏｐｅ

ｎ

12/31・1/1 ○（無料）

○

（酒の資料館のみ・30

人以上の団体バスは要

予約）

○ 30人

○（ギャラリー

喫茶くろさわ）

10台 ○ http://www.kurosawa.biz info@ｋｕｒｏｓａｗａ.biz

毎年10月1日酒蔵開放　そ

の他ギャラリーにて各種催

事あり

32 武重本家酒造㈱

〒384-2206

佐久市茂田井2179

0267-53-3025

0267-53-5253

8:00～17:00

土曜・日曜・祝

祭日・年末年

始・8/14～

8/17

×

×

蔵開放（春分の日）の

み可

○ 10人 × 20台 ○

http://www.takeshige-

honke.co.jp

honke@sos.janis.or.jp

33 岡崎酒造㈱

〒386-0012

上田市中央4丁目7番33

号

0268-22-0149

0268-22-0199

8:30～17:30

不定休

（ほぼ年中無

休）

○（無料） ○（要予約） ○ 3～40人

×

（町内にそば

処・天然酵母

パン店等飲食

6台（当店前）

○

（向側ドコモ

ショップへ）

http://www.ueda.ne.jp/~oka

zaki/

okazaki@ueda.ne.jp

1月～5月半迄江戸期ひな

人形展示　蔵見学の折楽

しいクイズ有

34 沓掛酒造㈱

〒386-0043

上田市塩尻35

0268-22-1903

0268-25-4724

8:30～17:00

直売店：9:00～16:00

土・日・祝祭日

直売店：月曜

（予約の場合は

対応）

○（無料） ○（要予約） ○ 20人 × 30台 5～6台 http://www.fukumuryo.co.jp info@fukumiryo.co.jp

観光客（蔵見学含む）の受

け入れは直売店（資）沓掛

酒店（0268-21-9232）にて

承っています

35 若林醸造㈱

〒386-1325

上田市大字中野466

0268-38-2526

0268-38-0225

9:00～16:00

土・日・祝祭日

及び年末年始・

盆休み有り

○（無料） ○（要予約） ○ 50人 × 10台 ○ ない tsukiyo@seagreen.ocn.ne.jp
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36 和田龍酒造㈱

〒386-0023

上田市中央西1-14-14

0268-22-0461

0267-25-3651

9:00～18:00 日・祝祭日 ○（無料） × ○ 5人 × 3台 × http://www.wadaryu.com/ wadaryu@ueda.ne.jp

37 山三酒造㈱

〒386-0412

上田市御嶽堂687の1

0268-42-2260

0268-42-3884

9:00～18:00 不定休

○（500円・

ちょこ1ヶ付）

○（要予約） ○ 30人 × 10台 ○ http://www.rokumonsen.jp/ info@rokumonsen.jp

38 信州銘醸㈱

〒386-0407

上田市長瀬2999-1

0268-35-0046

0268-36-3707

9:00～17:00 土・日・祝祭日 ○（無料） ○（要予約） ○ 10人以内 × 10台 ○

http://www.shinmei-

net.com

shinmei@ued-janis.or.jp

39 天法酒造㈱

〒389-0803

千曲市大字千本柳659

026-276-0001

026-276-3527

8:00～17:00

(土曜日は直売のみ

9:00～16:00 )

土・日・祝祭日・

年末年始・盆休

み有り

× × ○ 2～3人 × 5台 × ない

40 麗人酒造㈱

〒392-0004

諏訪市諏訪2丁目9-21

0266-52-3121

0266-52-3122

平日：8:30～17:00

土日祭日：10:00～

15:00

無休

（1/1は除く）

○（無料） ○（要予約） ○ 15人 × 2台 × http://www.reijin.com info@reijin.com

41 酒ぬのや本金酒造㈱

〒392-0004

諏訪市諏訪2丁目8-21

0266-58-0161

0266-58-3745

8:30～17:30

不定休

（日・祝祭日は

ご連絡下さい）

○（無料） × ○ 10人程度 × 1台 × http://www,honkin,net honkin@yacht.ocn.ne.jp

対応人数は事前連絡や準

備があれば増員して対応

できる場合あり

42 伊東酒造㈱

〒392-0004

諏訪市諏訪2丁目3番6

号

0266-52-0108

0266-52-6662

平日：8:30～17:00

土日祝祭日：10:00～

17:30　　　　　　　　売

店：10:00～17:30

年末年始

（12/31～1/3）

○（無料） ○（要予約） ○ 20人 × 4台 ○ http://www.yokobue.co.jp info@yokobue.co.jp

43 宮坂醸造㈱

〒392-8686

諏訪市元町1-16

0266-52-6161

0266-53-4477

9:00～18:00（ショッ

プ）

無休（ショップ）

○

（300円・ショット

グラス付）

× ○ 15人 × 18台 × http://www.masumi.co.jp kikaku@masumi.co.jp

44 高天酒造㈱

〒394-0022

岡谷市銀座2丁目2-17

0266-22-2027

0266-22-9777

9:00～17:00 土・日・祝祭日 × × ○ × × ×

http://www.koten-

sake.co.jp

info@koten-sake.co.jp

45 ㈱豊島屋

〒394-0028

岡谷市本町3-9-1

0266-23-1123

0266-22-0787

8:30～17:30 日・祝祭日 ○（無料） ○（要予約） ○ 10～20人 × 5台 × http://jizake.miwatari.jp miwatari@po4.icv.ne.jp

46 菱友醸造㈱

〒393-0061

諏訪郡下諏訪町3205-

17

0266-27-8109

0266-27-8205

10:00～16:00 無休

○

（500円・オリジ

ナルグラス付）

× ○ 30人 × 100台 ○ ない mail@mikotsuru.com

47 諏訪大津屋本家酒造㈱

〒391-0001

茅野市ちの2998

0266-72-2118

0266-72-2780

9:00～17:00 土・日・祝祭日 ○（無料） × ○ 5人 × 5台 × あるが現在故障中 daiyaltd@po.lcv.co.jp

48 ㈱舞姫

〒392-0004

諏訪市諏訪2丁目9-25

0265-52-0078

0265-58-0078

9:00～18:00 水曜 ○（無料） × ○ 15人 × 3台 ○ http://www.maihime.co.jp info@maihime,co,jp

49 ㈱小野酒造店

〒399-0601

上伊那郡辰野町大字小

野992-1

0266-46-2505

0266-46-2751

8:00～17:00

（時間外はお問合せ

下さい）

日・祝祭日 ○（無料） ×（原則として） ○ 20人まで × 3台 × ない onosake@po26.lcv.ne.jp

人数は出来れば10人以下

が望ましい

50 漆戸醸造㈱

〒396-0026

伊那市西町4875-1（ＪＲ

伊那市駅となり）

0265-78-2223

0265-78-3073

8:00～17:30 土・日 ×

○（要予約）

（酒造期等は案内でき

ないこともあります）

○ 20人 × 4台 × http://www.urushid.co.jp inokashira@urushido.co.jp

51 （資）宮島酒店

〒396-0025

伊那市荒井3629番地1

0265-78-3008

0265-78-9492

8:30～17:30

土・日・祝祭日

（但し冬期は営

業する場合あ

り）

× ○（要予約） ○ 10人 × 5台 ○（1台） http://www.miyajima.net/ sakeza@miyajima.net

農薬の使用を限定した地

元米を用いた純米酒のみ

を製造

52 ㈱仙醸

〒396-0295

伊那市高遠町上山田

2432

0265-94-2250

0265-94-2025

8:30～16:30 日・月曜 ○（無料） ○（要予約） ○ 30人 × 10台 ○ http://www.senjyo.co.jp kuromatu@senjyou.co.jp

53 酒造㈱長生社

〒399-4105

駒ヶ根市赤須東10番31

号

0265-83-4136

0265-83-2481

8:30～17:00

原則　日・月・

祝祭日

× × ○ 5人 × 10台 × ない 全量、純米酒のみ醸造

3



№ 蔵元名 蔵元所在地

電話番号

FAX番号

営業時間 定休日 試飲 蔵見学 直売 人数 飲食施設 駐車可能台数

観光バスの

駐車

ホームページアドレス

お問合わせ先

（Eメールアドレス）

その他

54 米澤酒造㈱

〒399-3801

上伊那郡中川村大草

4182-1

0265-88-3012

0265-88-3013

8:30～17:00 日・月曜 ○（無料） ○（要予約） ○ 30人 × 2台 × http://www.imanisiki.co.jp jizake@imanisiki.co/jp

55 大国酒造㈱

〒399-4431

伊那市西春近2161-1

0265-72-2040

0265-72-0418

9:00～19:00 無休 × ○（要予約） ○ 5～6人 × 6台 × http://www.ookuni.com info@ookuni.com

56 喜久水酒造㈱

〒395-0807

飯田市鼎切石4293番地

0265-22-2300

0265-22-2329

9:00～16:30

6月～9月の日

曜

12/31・1/1

○（無料）

○（要予約・見学セン

ターのみ）

○ 30人 × 10台 ○

http://www.kikusuisake.co.j

p

staff@kikusuidake.co.jp

蔵見学は見学センター（翆

嶂館）となります

57 ㈱湯川酒造店

〒399-6201

木曽郡木祖村大字藪原

1003番地の1

0264-36-2030

0264-36-2711

8:30～17:30 日曜

×

（今後行う予定

です）

○（要予約） ○ 10人未満 × 2台 × http://sake-kisoji.com info@sake-kisoji,com

58 七笑酒造㈱

〒397-0001

木曽郡木曽町福島5135

0264-22-2073

0264-22-4164

7:30～19:00 無休 ○（無料） ○（要予約・冬季は×） ○ 15人 × 3台

　　　　○

（マイクロバス

程度）

http://www.nanawarai.co.jp n7781@cocoa.ocn.ne.jp

59 ㈱中善酒造店

〒397-0001

木曽郡木曽町福島5990

0264-22-2112

0264-24-2130

7:00～19:00 不定休 ○（無料） ○（要予約） ○ 30人 × 5台 ○

http://www.nakanorisan.co

m

info@nakanorisan.com

60 西尾酒造㈱

399-5502

木曽郡大桑村須原893

0264-55-3002

0264-55-3412

9:00～17:30（販売）

不定休

（12/31・1/1は

休日）

○（無料）

12月や繁忙期

はお断りする場

合もあります

× ○ 20人 × 3台 ○（1台） ない

20人以上や団体でご来店

の場合は事前に連絡が必

要です

61 善哉酒造㈱

〒390-0874

松本市大手5-4-24

0263-32-0734

0263-32-9054

8:30～17:00

日・祝祭日・年

末年始

○（無料） ○（要予約） ○ 10人程度 × 2台 ×

http://www.mcci.or.jp/www

/yoikana/

yoikana@po.mcci.or.jp

62 岩波酒造（資）

〒390-0221

松本市里山辺5159

0263-25-1300

0263-25-6300

8:30～17:00

カレンダーに準

ずる

×

（時には有りま

す）

○（要予約） ○ 30人 × 10台

マイクロバス

ならばＯＫ

http://www.mcci.or.jp/www

/iwanami

iwanami@po.mcci.or.jp

63 笹井酒造㈱

〒390-0851

松本市大字島内3682番

地

0263-47-0762

0263-47-1421

8:30～18:00 無休 ○（無料） ○（要予約） ○ 60人 × 10台 ○

http://www.sasanohomare.c

o.jp

sake @sasanohomare.co.jp 所用時間３０分

64 (名）亀田屋酒造店

〒390-0852

松本市島立2748

0263-47-1320

0263-47-7056

9:30～17:00 無休

○

（一部有料300

円）

○

（団体様は要予約）

○ 60～120人 × 40台 ○ http://www.kametaya.co.jp kametaya@chive.ocn.ne.jp

65 大信州酒造㈱松本

〒390-0852

松本市大字島立2380

0263-47-0895

0263-47-8007

10:00～17:00 土・日・祝祭日

○

（要：予約）

（無料）

×

（蔵見学をご希望の場

合は長野市豊野蔵にな

ります　　　　　　要予

○ 20人 × 5台 × http://www.daishinsyu.com info@daishinsyu.com

蔵見学をご希望の場合は

長野市にある豊野蔵になり

ます。豊野蔵では試飲、販

売は行っておりません。

66 山清酒造㈱

〒399-7601

東筑摩郡筑北村坂北

1720

0263-66-2011

0263-66-3415

8:30～17:30 土・日・祝祭日 × × ○ 10人 × 5台 ×

http://www.sansei-

syuzo.co.jp

info@sansei-syuzo.co.jp

67 （資）丸永酒造場

〒399-0703

塩尻市大字広丘高出

840

0263-52-2633

0263-54-4749

8:30～17:00 土・日・祝祭日 × ○（要予約） ○ 10人 × 5台 ×

http://www.takanami-

sake.co.jp

mail@takanami-sake.co.jp

68 笑亀酒造㈱

〒399-0712

塩尻市塩尻町140

0263-52-0302

0263-54-3410

8:30～17:00

日・祝日

（夏期：土・日・

祝日）

○（無料） ○（要予約） ○ 20人 × 5台 × http://www.syoki.com sake@syoki.com

69 美寿々酒造㈱

〒399-6462

塩尻市大字洗馬2402番

地

0263-52-0013

0263-52-3581

8:00～18:00

不定（日・祝祭

日も営業するこ

とがあるのでお

問合わせくださ

○（無料）

○

（酒造期のみ対応しま

す　　　　　お問合わせく

ださい）

○ 20人位まで × 3台 ×

http://www.appale.ne.jp/~mi

suzu-sake/

misuzu-sake@yc4.so-

net.ne.jp

70 ＥＨ酒造㈱

〒399-8204

安曇野市豊科高家

1090-1

0263-72-3011

0263-72-6268

8:30～17:00

蔵見学：9:30～17:00

日・祝祭日 ○（無料）

○

（団体の場合のみ要予

約）

○ 80人 × 20台 ○ http://www.eh-shuzo.com info@suien.co.jp

71 ㈱薄井商店

〒398-0002

大町市大町2512-1

0261-22-0007

0261-23-2070

8:00～17:00

基本：土・日・祝

祭日（事前にお

問合わせ下さ

い）

×

　　　　○（要予約）

見学の設備が整ってい

ない為作業の都合でお

断りする場合がござい

○ 6人 × × ×

http://www.hakubanishiki.co

.jp

alps@hakubanishiki.co.jp
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72 北安醸造㈱

〒398-0002

大町市大町2340番地1

0261-22-0214

0261-23-4834

8:00～17:00

基本：土・日・祝

祭日（事前にお

問合わせ下さ

い）

○（無料） ○（要予約） ○ 10人 × 5台 ○

http://www.dhk.janis.or.jp/~

hokuan/

hokuan@dhk.janis.or.jp

冬期間は蔵見学、状況に

より不可

73 大雪渓酒造㈱

〒399-8602

北安曇郡池田町会染

9642-2

0261-62-3125

0261-62-2150

8:00～17:00

基本：土・日・祝

祭日（事前にお

問合わせ下さ

い）

必ず事前にご連絡を頂

き、蔵見学の内容等に

ついて打ち合せをさせ

て頂きます

http://www.jizake.co.jp info@jizake.co.jp

74 福源酒造㈱

〒399-8601

北安曇郡池田町池田

2100

0261-62-2210

0261-62-8050

8:00～17:00

基本：土・日・祝

祭日（事前にお

問合わせ下さ

い）

○（500円） ○（要予約） ○ 50人 × 8台 ○

http://www.sake-

fukugen.com

info@sake-fukugen,com
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