参加蔵 一覧
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〈青森〉
①【陸奥八仙】八戸酒造株式会社

安永4年創業

八戸市大字湊町字本町9番地 ☎0178-33-1171
本日飲める銘柄：陸奥八仙 純米吟醸

②【田酒】株式会社西田酒造店

明治11年創業

青森市油川大浜46 ☎0177-88-0007
本日飲める銘柄：田酒 純米大吟醸

③【鳩正宗】鳩正宗酒造株式会社

明治32年創業

十和田市大字三本木字稲吉176-2 ☎0176-23-0221
本日飲める銘柄：八甲田おろし 純米吟醸

④【豊盃】三浦酒造株式会社

昭和3年創業

弘前市 石渡5-1-1 ☎0172-32-1577
本日飲める銘柄：豊盃 華想い 純米吟醸

〈秋田〉
⑤【一白水成】福禄寿酒造株式会社

元禄元年創業

南秋田郡五城目町字下タ町48番地 ☎018-852-4130
本日飲める銘柄：一白水成 純米大吟醸

⑥【新政】新政酒造株式会社

嘉永5年創業

秋田市大町6丁目2番35号 ☎018-823-6407
本日飲める銘柄：亜麻猫 火入れ 特別純米

⑦【春霞】合名会社栗林酒造店

明治７年創業

仙北郡美郷町六郷字米町56 ☎0187-84-2108
本日飲める銘柄：春霞 美郷錦仕込み 純米吟醸

⑧【白瀑】山本合名会社

明治34年創業

山本郡八峰町八森字八森269 ☎0185-77-2311
本日飲める銘柄：山本 白 純米吟醸 原酒

⑨【ゆきの美人】秋田醸造株式会社

WEBSITE http://tohoku-sake.jugem.jp

大正8年創業

秋田市楢山登町５-２ ☎018-832-2818
本日飲める銘柄：ゆきの美人 純米吟醸

〈山形〉
⑩【羽陽男山】男山酒造株式会社

寛政元年創業

⑪【楯野川】楯の川酒造株式会社

天保３年創業

山形市八日町2丁目4-13 ☎023-641-0141
本日飲める銘柄：羽陽男山 赤烏帽子中汲み 純米吟醸
酒田市山楯字清水田27番地 ☎0234-52-2323
本日飲める銘柄：楯野川 中取り 純米吟醸 美山錦

⑫【羽陽一献】株式会社中沖酒造店

大正12年創業

東置賜郡川西町大字西大塚1792-3 ☎0238-42-4116
本日飲める銘柄：羽陽一献 涼風 純米吟醸

⑬【雅山流】有限会社新藤酒造店

明治3年創業

米沢市大字竹井1331番地 ☎0238-28-3403
本日飲める銘柄：雅山流 極月 純米大吟醸

⑭【若乃井】若乃井酒造株式会社

明治23年創業

天童市大字原町乙７ ☎0238-72-2020
本日飲める銘柄：若乃井 華丸 純米吟醸
明治31年創業

天童市原町乙７番地 ☎023-653-2131
本日飲める銘柄：山形正宗 雄町生もと造り 純米吟醸

〈福島〉
⑯【あぶくま】有限会社玄葉本店

文政6年創業

田村市船引町船引字北町通41 ☎0247-82-0030
本日飲める銘柄：あぶくま 純米吟醸 山田錦

⑰【磐城壽】株式会社鈴木酒造店
双葉郡浪江町請戸東向10
本日飲める銘柄：なし

㉒【世嬉の一】世嬉の一酒造株式会社

天保年間創業

☎0240-35-2337

明治27年創業
北上市更木3-54 ☎0197-66-2625
本日飲める銘柄：純米原酒 タクシードライバー

㉔【浜娘】赤武酒造株式会社

明治29年創業
☎0193-42-3650

㉕【乾坤一】有限会社大沼酒造店

正徳2年創業
柴田郡村田町村田56-1 ☎0224-83-2025
本日飲める銘柄：乾坤一 特別純米辛口

㉖【日輪田】萩野酒造株式会社

天保11年創業
栗原市金成有壁新町52 ☎0228-44-2214
本日飲める銘柄：日輪田 純米吟醸

㉗【墨廼江】墨廼江酒造株式会社

㉙【伯楽星】株式会社新澤酒造店

⑳【奈良萬】夢心酒造株式会社

㉚【宮寒梅】合名会社寒梅酒造

㉑【天明】曙酒造合資会社

㉛【一ノ蔵】株式会社一ノ蔵

明治30年創業

河沼郡会津坂下町字戌亥乙２番 ☎0242‐83‐2065
本日飲める銘柄：天明 純米大吟醸 亀の尾

弘化2年創業

石巻市千石町8-43 ☎0225-96-6288
本日飲める銘柄：墨廼江 特別純米

⑲【國権】国権酒造株式会社

明治10年創業
喜多方市字北町2932 ☎0241-22-1266
本日飲める銘柄：純米酒 奈良萬 無ろ過瓶火入れ

第2 部 1 6 :0 0〜1 9 :0 0

東北6県から、30の酒蔵が協力しあって一堂に集まり、東日本大震災
被災地支援イベント「TOHOKU Sake Forum 2011」を開催します。
未だ厳しい状況にある被災蔵も多数参加し、現状をご報告します。テイ

〈宮城〉

㉘【日高見】株式会社平孝酒造

明治10年創業
南会津郡南会津町田島字上町甲4037 ☎0241-62-0036
本日飲める銘柄：純米吟醸
（銅ラベル）
國権

第1 部 1 2 :0 0〜1 5 :0 0

㉓【喜久盛】喜久盛酒造株式会社

⑱【会津娘】高橋庄作酒造店

明治8年創業
会津若松市門田町大字一ノ堰字村東７５５ ☎0242-27-0108
本日飲める銘柄：会津娘 純米吟醸酒

大正7年創業

一関市田村町5-42 ☎0191-21-1144
本日飲める銘柄：純米吟醸 吟ぎんが

上閉伊郡大槌町末広町３-３
本日飲める銘柄：なし

⑮【山形正宗】株式会社水戸部酒造

完全入替制 定員各 2 5 0 名

〈岩手〉

スティングコーナーでは、各蔵一押しの銘柄を取り揃えます。私たちの
生活文化や伝統と密接に関わる日本酒。水と農作物である米からなる
日本酒。3.11後に絶やさず伝えゆくべきものとは何か。東北の酒を味わい
ながら、日本の自然とその産物である日本酒のこと、ライフスタイルや
エネルギーを選ぶこと、私たちの“これから”について考えます。

東
北
か
ら

文久元年創業

石巻市清水町1-5-3 ☎0225-22-0161
本日飲める銘柄：日高見 純米吟醸
明治6年創業

大崎市三本木字北町63 ☎0229-52-3002
本日飲める銘柄：伯楽星 純米吟醸
大正５年創業

大崎市古川柏崎字境田15 ☎0229-26-2037
本日飲める銘柄：宮寒梅 純米吟醸 美山錦 45%
昭和48年創業

大崎市松山千石字大欅14 ☎0229-55-3322
本日飲める銘柄：一ノ蔵 純米吟醸

企画・運営：NEXT5

共催：ゼロダテ アートセンター 東京

企画：casane・tsumugu

協力：3331 Arts Chiyoda

●未成年者の飲酒は法律で禁じられています。●飲酒運転は法律で禁じられています。公共の交通機関などをご利用ください。●テイスティングは1Fコミュ
ニティスペース内のみとなります。お飲み物を持っての館内移動は固く禁じます。●ほろ酔いを超えていると判断される場合、ギャラリースペースや他入居団体
さまのスペースへの立ち入りをお断りする場合があります。●極度の酪酊によって、来館者やスタッフ、館内スペースに迷惑がかかる行為をした場合、またはその
危険性がある場合は、直ちに退館して頂きます。

第1 部 1 2 : 0 0〜 1 5: 0 0

● テイスティング 青森・秋田・山形の酒蔵の試飲会

■ シンポジウム 1 「3.11後の日本酒を考える Part.1」

12:20~13:50
ラウンジ

東北6県の蔵元たちによるパネルディスカッション
西田司［田酒／青森］
山本友文［白瀑／秋田］
藤村卓也［喜久盛／岩手］
新藤雅信［雅山流／山形］
平井孝浩［日高見／宮城］
東海林伸夫［奈良萬／福島］

■ 蔵元震災レポート 1
「岩手の現状とこれから」

12:20~13:20
AFTオープンスペース

岩手の蔵元たちによる報告会

タイムテ ーブ ル

「宮城の現状とこれから」

中村 政人

［3331 Arts Chiyoda 統括ディレクター / 東京芸術大学准教授］
1963年秋田県大館市生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科修了。
「美術と
社会」
「美術と教育」
との関わりをテーマにアート・プロジェクトを展開。2002
第49 回ヴェネツィア・ビエンナーレ日本代表。1998年よりコンテンポラリー
アートに関わるアーティストが企画・運営するアーティストイニシアティブコマ
ンドNを主宰し、
アートプロジェクトを中心に活動を展開する。2010年3月より
旧練成中学校を利活用した、民設民営のアートスペース
「アーツ千代田3331」
を立ち上げる。秋田県大館市ゼロダテアートプロジェクト統括ディレクター。

B1F

コミュニティスペース

ラウンジ

B105 AFTオープンスペース

B104 スタジオスペース

開会挨拶
小林 忠彦［ゆきの美人／秋田］

AFTオープンスペース

【 シンポジウム１】

13：00

13:00~14:30

12:20~13:20

12:20~13:50
3.11後の日本酒を考える
Part.1

12:00~15:00

第

中村政人 × 高田彩 × 古舘秀峰［浜娘／岩手］× 久我健［乾坤一／宮城］× 鈴木大介［磐城壽／福島］

B1F

14:00~15:00

宮城の蔵元たちによる報告会

■ トークセッション 1 「3.11後の地域文化について」

1F

12：00

〈司会〉藤田友明［ラジオパーソナリティ］

■ 蔵元震災レポート 2

1F

1

【 蔵元震災レポート１】
岩手の現状とこれから

13:00~14:30

【 テイスティング 】

部

青森・秋田・山形の酒蔵

スタジオスペース

【 トークセッション１】
3.11後の
地域文化について

14：00

高田 彩

［ビルド・フルーガス代表 宮城県塩竃市］

14:00~15:00

1980年宮城県塩竈出身。カナダ・バンクーバーのエミリー・カー
美術大学卒。バンクーバー在住時、
オンラインマガジンSHIFTバン
クーバー記者として、現地の若手アーティストやバンクーバーの
アート情報を発信する。北米アートの紹介やアーティストネット
ワーキングのビルド・フルーガス代 表 、2 0 0 6 年 宮 城 県 塩 釜に
birdo spaceをオープンする。

【 蔵元震災レポート 2 】
宮城の現状とこれから

入れ替え

15：00
16：00

第2 部 1 6 : 0 0〜 1 9: 0 0

● テイスティング 岩手・宮城・福島の酒蔵の試飲会

■ シンポジウム 2 「3.11後の日本酒を考える Part.2」

17：00

16:30~18:00
ラウンジ

日本酒業界をよく知る各分野のスペシャリストたちによるパネルディスカッション
〈蔵元代表〉新澤巌夫［伯楽星／宮城］ 〈酒販店代表〉長谷川浩一［はせがわ酒店 代表取締役社長］

〈メディア代表〉里見美香［前dancyu編集長］ 〈評論家代表〉藤田千恵子［日本酒ライター］ 〈司会〉山本洋子［前オレンジページ編集長］

【 シンポジウム 2 】

16:00~19:00

第

2

3.11後の日本酒を考える
Part.2

【 テイスティング 】

部

16:30~17:30

16:30~18:00

【 蔵元震災レポート 3 】
福島の現状とこれから

岩手・宮城・福島の酒蔵

17:30~19:00
18：00

■ 蔵元震災レポート3 「福島の現状とこれから」

【 トークセッション 2 】
3.11後の環境・
エネルギー、
そして
日本酒について

16:30~17:30
AFTオープンスペース

福島の蔵元たちによる報告会

■ トークセッション 2 「3.11後の環境・エネルギー、そして日本酒について」

17:30~19:00

飯田哲也 × 鈴木菜央 × 佐藤 祐輔［新政／秋田］

スタジオスペース

飯田 哲也

［環境エネルギー政策研究所（ISEP）所長］
1959年山口県生。京都大学原子核工学専攻修了、東京大学先端科学
技術研究センター博士課程単位取得満期退学。大手鉄鋼メーカー、電力
関連研究機関で原子力Ｒ＆Ｄに従事した後に退職。現在、非営利研究機
関の代表、複数の環境ＮＧＯを主宰、科学者というトリプルコースを歩
む。自然エネルギー政策では国内外で第一人者として知られ、
日本政府
および東京都などのエネルギー政策に大きな影響力を与えている。311
の大震災後、世論をリードするエネルギー戦略・原子力戦略を打ち出し
「ミスター・エネルギーシフト」
として知られる。

鈴木 菜央

［greenz.jp発行人 /（株）
ビオピオ代表取締役］
76年バンコク生まれ東京育ち。2002年より3年間「月刊ソトコト」
にて編集。独立後06年「あなたの暮らしと世界を変えるグッドアイ
デア」
をテーマにしたWebマガジン
「greenz.jp」
を創刊。10年「み
んなのグッドアイデアで企業と社会の課題を解決する」
ウェブサー
ビス
「Blabo!」を開始。メディアを通して持続可能でわくわくする
社会に変えていくことが目標。

館内案内図
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この他、2F［ZAC TOKYO］にて、被災蔵が撮影した写真を展示しています。
※館内会場・出演者・演目等は、都合により変更となる場合があります。予めご了承下さい。
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