
 

 

【プレスリリース】                                                2022 年 9 月 16 日 

報道関係各位                                               日本酒造組合中央会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国約 1,700 の酒類(日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりん)メーカーが所属する日本酒業界最大の団体である 

日本酒造組合中央会（以下、中央会）は、各都道府県で開催されている日本酒に関するイベントやトピックスを、

2022 年 9 月より、毎月配信をしています。 

日本酒と触れ合う機会を多くの方に知っていただくことを目的とした「日本酒イベントカレンダー 2022年10月版」は、 

下記のとおりです。 

※詳細については、各イベントの主催者にお問い合わせください。 

 

 

 

 

10 月 1 日(土) 

18:00～19:35 

 

 
【タイトル】みんなでお祝い！日本酒で乾杯！オンラインイベント 
 
【場 所】オンライン 全国各会場 
 
【主 催】日本酒造組合中央会    
 
【公式 HP】 https://kampai-sake.jp/ 
 
【内 容】全国同日同時刻（日本酒の日 10/1 19:00）に日本酒で一斉 

乾杯するオンラインイベント。日本酒好きの女優・武田梨奈さん、料理 
研究家の高橋善郎さんをゲストに迎え YouTube LIVE で配信しま 
す。 
 

【お問い合わせ】03-3501-0108(日本酒造組合中央会 広報部） 
 

酒類業界最大の団体・日本酒造組合中央会が 

「日本酒イベントカレンダー 2022 年 10 月版」を発表！ 



 

 

 

 

10 月 1 日(土) 

第1部 14:30～16:30 

（受付開始 14:00 から） 

※チケット完売 

第 2 部 17:30～19:30 

（受付開始 17:00 から） 

 

 
【タイトル】千葉の酒フェスタ 2022 
 
【場 所】東京ベイ幕張ホール 千葉県千葉市美浜区ひび野 2－3 
 
【主 催】千葉県酒造組合    
 
【公式 HP】 https://chiba-sake.jp/event/festa2022/ 
 
【内 容】千葉の酒蔵の地酒 17 蔵 100 種類以上を味わえる年に１度の大 

試飲会。6 年ぶりの千葉県開催。蔵元と直接話せて試飲が試せる 
「蔵元ブース」、限定品などの味を試せる「有料試飲コーナー」を設 
置。各回 300 名。 

 
【チケット】入場券事前購入制 3,000 円(e プラスにて販売) 

※第 1 部完売、第 2 部販売中。当日券の販売はありません。 
 

【お問い合わせ】043-222-0686(千葉県酒造組合） 
 

 

 

 

 

10 月 1 日(土)～30 日(日) 

18:00～21:00 

 

 

 
【タイトル】2022 YAMANASHI JIZAKE FESTA （やまなし地酒フェスタ） 
 
【場 所】常盤ホテル 山梨県甲府市湯村 2-5-21 
 
【主 催】山梨県酒造組合  
 
【公式 HP】https://www.yamanashi-sake.jp/ 
 
【内  容】10 月 1 日の日本酒の日に合わせ、10 月 30 日（日）まで甲 

府市の常磐ホテルにて、2022 YAMANASHI JIZAKE FESTA を 
 開催。山梨の 12 酒蔵が一同に集い、その地酒の魅力を全て味わ 
い尽くす 1 ヶ月間限定のイベント。GI 山梨の認定酒やスパークリング
日本酒、季節限定酒など、30 種類以上が飲み比べできる。 
毎週金曜・土曜は「SPECIAL DAY」とし、蔵元や杜氏が来場し酒
蔵の逸品を振舞います。 

 
【お問い合わせ】TEL: 055-254-3111（常磐ホテル） 
 

 

 

 

 

   10 月 1 日（土） 

12:00～17:00 

 
【タイトル】清酒発祥の地 伊丹「全国一斉 日本酒で乾杯 2022!」 

 
【場 所】白雪ブルワリービレッジ長寿蔵駐車場 レストラン２階ギャラリー 

兵庫県伊丹市中央 3-4-15 
 

【主催】伊丹酒造組合 
 
【公式 HP】http://itamisake-kma.jp/ 
 
【内容】10 月 1 日の日本酒の日に 16 時(15 時整理券配布)から鏡開き。鏡

開き先着 100 名様にオリジナル木桝をプレゼントいたします。19 時に振
舞酒「日本酒で乾杯!」を行う。伊丹酒造組合蔵元の有料試飲販売な
どを実施。 

 
【お問い合わせ】TEL: 072-770-2200（伊丹酒造組合） 
 

https://chiba-sake.jp/event/festa2022/
tel:023-641-4050
https://www.yamanashi-sake.jp/
tel:023-641-4050
http://itamisake-kma.jp/


 

 

 

 

 

 

 

10 月 1 日(土) 

15:00～19:30 

【タイトル】全国酒まつり in アクリアひめじ 

【場 所】アクリエ姫路展示場（姫路市文化コンベンションセンター） 

兵庫県姫路市神屋町 143-2 

【主 催】播磨広域連携協議会、はりま酒文化ツーリズム協議会、播磨４酒造
組合、姫路酒造協同組合、姫路市 

【公式 HP】https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/0000021397.html 

   
【内  容】兵庫県産山田錦を使用した全国の日本酒や播磨を中心とした日本 

酒のチャリティー試飲会。「全国一斉 日本酒で乾杯!」も行う他、登 
録無形文化財「伝統的酒造り」などのブースも。 

【チケット】入場無料（試飲にはチャリティーが必要です。） 

【お問い合わせ】TEL: 079-221-2203（姫路市役所） 

 

 

 

 

10 月 1 日(土) 

19:00～21:00 

 
【タイトル】2022 年滋賀地酒１万人乾杯 

【場 所】琵琶湖ホテル 滋賀県大津市浜町 2-40/ 滋賀県内飲食店 
 
【主 催】滋賀県酒造組合  
 
【公式 HP】https://shiga-sake.net/ 
 
【内  容】10 月 1 日 19:00 から 20:00 にライブ配信とリアルイベントのハイブ

リッドにより「滋賀の地酒 1 万人で乾杯」イベントを開催。19:30 に
滋賀県知事発声による一斉乾杯を行う。前半は、滋賀のコラボ酒を
ベースにした第２回カクテルコンテスト発表会を開催し、カクテルレシ
ピを公開。後半は、GI 酒と滋賀食材のマリアージュを行う。 

 
【チケット】参加費 7,000 円（飲食代込、お申し込みは琵琶湖ホテルまで） 
 
【お問い合わせ】TEL: 077-522-3070（滋賀県酒造組合） 
 

 

 

10 月 1 日(土) 

第 1 部 11:00～13:30 

（受付：10:30） 

第 2 部 14:30～17:00 

(受付：14:00) 

【タイトル】2022 秋田の日本酒で乾杯！！イベント「秋田の酒を楽しむ会」 

【場 所】秋田駅西口前広場 秋田県秋田市中通２-９ 

【主 催】秋田県酒造協同組合  

【公式 HP】 https://www.osake.or.jp/info/220825.html 

 
【内  容】日本酒の日の全国一斉乾杯！に合わせ、秋田の日本酒で乾杯 

イベントを開催する。 
 

【チケット】前売 3,000 円 イープラスで販売 
     ※当日券は無くなり次第終了 

※前売りチケット購入には当日特典のプレゼントあり 

【お問い合わせ】TEL: 018-863-6455（秋田県酒造組合） 

https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/0000021397.html
tel:023-641-4050
tel:023-641-4050
https://shiga-sake.net/
tel:023-641-4050
tel:023-641-4050
https://www.osake.or.jp/info/220825.html
tel:023-641-4050


 

 

 

 

 
10 月 1 日(土)・２日（日） 

11:00～20:30 
（※20:00 ラストオーダー） 

 

【タイトル】秋酒祭 AUTUMN SAKE FEST2022  

【場 所】久屋大通公園 久屋広場 (名古屋市中区栄３-65) 

【主 催】愛知県酒造組合・ZIP-FM  

【公式 HP】 https://zip-fm.co.jp/akizake22/ 

 
【内  容】ZIP-FM の公開生放送やアーティスト・ミニライブを見ながら、飲み頃

の日本酒「秋あがり」と肴で秋空の下の宴を楽しみましょう。 
 

【チケット】前売スターターセット：¥3,000         
STORES TICKET（ZIP SAKE STORE 電子チケット） 
チケットぴあ（P コード 993-881） 
ローチケ（L コード 43117） 
イープラス  
当日スターターセット ¥3,500  追加コイン 1 枚 200 円 

【お問い合わせ】TEL: 052-972-0778(秋酒祭実行委員会・ZIP-FM 内) 

 

 

 

 

 

10 月 1 日(土) 

12:00～16:00 

 
【タイトル】 バッカスとやま 2022  
 
【場 所】 富山駅南北自由通路 及び 南口駅前広場  

(富山市明輪町 1-225) 
 
【主  催】 富山県酒造組合  
 
【公式 HP】 https://www.toyama-sake.or.jp/ 
 
【内  容】 日本酒の日の全国一斉乾杯 ! と同時に次のイベントを開催 

・「富山の地酒」の試飲ブース設置  
・地場産食材を使ったオリジナルメニュー(12 飲食店参加)提供         

 
【チケット】入場無料 
 
【お問い合わせ】TEL: 076-425-1851（富山県酒造組合） 
 

 
 
 
 
 
 

10 月 1 日(土) 
17:15 受付  
18:00 開始 

 

 
【タイトル】阿波の酒で乾杯! 2022/第 22 回徳島の酒と肴を楽しむ夕べ  
 
【場 所】JR ホテルクレメント徳島 徳島市寺島本町西 1-61 
 
【主 催】徳島県酒造組合  
 
【公式 HP】 https://tokushimasake.com/ 
 
【内  容】県内各地のおいしいお酒と料理で秋の夕べを楽しんでください。 

アトラクションや豪華な景品の当たる福引もあります。 
 
【チケット】申込はオンライン（イープラス）にて販売中 
      5,000 円（粗品をプレゼント） 
      定員 130 名※定員になり次第、募集終了 
 
【お問い合わせ】TEL: 088-678-2251（徳島県酒造組合） 
 

tel:023-641-4050
https://zip-fm.co.jp/akizake22/
tel:023-641-4050
tel:023-641-4050
https://www.toyama-sake.or.jp/
tel:023-641-4050
tel:023-641-4050
https://tokushimasake.com/
tel:023-641-4050


 

 
 
 
 
 
 

10 月 1 日(土) 
18:30～20:00 

 

【タイトル】土佐酒で乾杯! リアル＆オンラインで仲間ぜよ！ 
 
【場 所】ザクラウンパレス新阪急高知 高知県高知市本町 4-2-50 
 
【主 催】高知県酒造組合 
  
【公式 HP】 https://www.kbiz.or.jp/kumiai/sake/ 
 
【内  容】<土佐酒で乾杯！> 

全国一斉日本酒で乾杯イベントに併せ、土佐酒ブランドコンセプト
「TOSASAKENAKAMA」をテーマで開催。オンライン酒場「酔うち
ゅ部」を使ったオンラインでも実施。 

        定員：リアル参加 100 名。オンライン参加 38 名 
【お問い合わせ】TEL: 088-823-3558（高知県酒造組合） 

 
 
 
 
 
 

10 月 3 日(月) 
18:30～20:00 

 
 
 
 

 

【タイトル】和歌山の地酒を楽しむ会～ぐっと飲ろう紀州の清酒 
 
【場所】ホテルアバローム紀の国 和歌山県和歌山市湊通丁北 2-1-2 
 
【主 催】和歌山県酒造組合連合会  
 
【公式 HP】http://wa-syuzouren.sakura.ne.jp/ 
 
【内  容】3 年ぶりのリアル開催。和歌山の食材を使ったホテル自慢の料理と蔵 

元自慢の日本酒を楽しんでいただく会。和歌山県内飲食店組合の
協力で「日本酒で乾杯!」も。 

 
【チケット】 6,000 円 
 
【お問い合わせ】TEL: 073-431-2924（和歌山県酒造組合連合会） 

 
 
 
 
 
 

10 月 15 日(土) 
10:30～17:30 

 

【タイトル】石川の地酒と美食の祭典サケマルシェ 
 
【場 所】石川県政記念 しいのき迎賓館 金沢市広坂２-１-１ 
 
【主 催】サケマルシェ実行委員会（石川県酒造組合連合会内）  
 
【公式 HP】 https://www.ishikawa-sake.jp/ 
 
【内  容】石川県の酒蔵と飲食店のコラボレーションイベント。日本酒とあらゆる 

ジャンルの食事とのペアリングを知ってもらう体感イベント。 
 

【チケット】 飲食用チケット（22 枚綴り・グラス付き）前売 3,500 円、当日
4,000 円 セブンイレブン・ファミリーマートで購入可能 

  
【お問い合わせ】TEL: 076-251-2115 （石川県酒造組合連合会） 

 
 
 
 

10 月 21 日(金) 
19:00～21:00 

 

【タイトル】大分蔵フェ酒 2022in 大阪 
 
【場 所】ホテル阪急インターナショナル 大阪府大阪市北区茶屋町 19−19 
 
【主 催】大分県酒造組合  
 
【公式 HP】 http://www.oita-sake.or.jp/ 
 
【内  容】大分県の蔵元が自慢の日本酒持ち寄り、おすすめ商品試飲・販売 

など。 
 

【チケット】定員 200 名 チケット 3,900 円（税込） 
 
【お問い合わせ】TEL: 097-543-9901 (大分県酒造組合） 

tel:023-641-4050
https://www.kbiz.or.jp/kumiai/sake/
tel:023-641-4050
tel:023-641-4050
http://wa-syuzouren.sakura.ne.jp/
tel:023-641-4050
tel:023-641-4050
tel:023-641-4050
tel:023-641-4050
https://www.ishikawa-sake.jp/
tel:023-641-4050
tel:023-641-4050
http://www.oita-sake.or.jp/
tel:023-641-4050


 

 
 
 
 
 

 
 

10 月 21 日(金) 
プレミアム：料亭喜の字 

18:00～20:00 
 

10 月 22 日(土) 
カジュアル： 

ホテルメトロポリタン盛岡 
18:00～20:00 

 

【タイトル】日本酒夜学プレミアム/カジュアル 
 
【場 所】プレミアム：料亭喜の字 盛岡市松尾町 6-1 
      カジュアル：ホテルメトロポリタン盛岡 盛岡市盛岡駅前通 1-44 
 
【主 催】岩手県酒造組合・岩手県酒造協同組合 
 
【公式 HP】https://iwatesake.jp/ 
 
【内  容】＜プレミアム＞ 

コロナ前に毎年開催していた「日本酒夜学」を復活開催。参加対
象年齢を 40 歳以上。盛岡料亭文化を継承する老舗にて、正当
な日本料理と岩手の日本酒を味わってもらい、日本酒の正しい飲
み方、南部杜氏との語らいや、発足は大正時代に遡る盛岡芸妓
による踊りを鑑賞する。 

＜カジュアル＞ 
岩手県酒造組合加盟の組合員推奨の日本酒とホテルでのお料
理を味わっていただくと共に、地元出身の日本酒大好きグラドル、 
佐藤望美さんのトークショーや蔵元グッズが当たる抽選会など楽し
い企画が満載。 
 

【チケット】プレミアム:定員 30 名 会費：15,000 円 
      カジュアル：定員 50 名 会費: 5,000 円 
 
【お問い合わせ】TEL: 019–623–6121 （岩手県酒造組合） 

 

 

 

 

10 月 29 日（土）・ 

30 日（日） 

15:00～22:00 

 

【タイトル】伏見の清酒イメージアップキャンペーン 2022 「京都伏見 日本酒 
SAKABA」心斎橋 PARCO 
 

【場 所】心斎橋 PARCO B2F 「心斎橋ネオン食堂街」 
大阪市中央区心斎橋筋 1-8-3  
 

【主催】伏見酒造組合 
 
【公式 HP】https://fushimi-sakaba.com 
 
【内容】大阪・心斎橋 PARCO B2F のネオン食堂街で、伏見の日本酒（４０

種以上）と錦市場（９店舗）のおつまみを提供（有料）。10 月 29
日（土）には７蔵の蔵元が来店し、日本酒の試飲（無料）や抽選
会を開催します。 

 
【お問い合わせ】TEL: 075-611-4115（伏見酒造組合） 
 

■日本酒造組合中央会について 

全国約 1,700 社の酒類（日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりん）メーカーが所属する日本酒業界最大の団体。酒類

業界の安定と健全な発展を目的とし、1953 年に設立。「國酒（こくしゅ）」とされる日本酒、本格焼酎・泡盛について

情報発信することで、国内外へ幅広く認知向上させる活動に取り組んでいる。 

https://www.japansake.or.jp/common/outline/index.html 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【報道関係者からのお問い合わせ先】 

日本酒造組合中央会 PR 事務局 担当：端山（はやま）、藤岡 

TEL：03-6274-8386 MAIL：japansake@honeycom.co.jp 

https://iwatesake.jp/
tel:023-641-4050
tel:023-641-4050
https://fushimi-sakaba.com/
https://www.japansake.or.jp/common/outline/index.html

