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※

「お客様の心と共に」真
心を込めてお届けする
佐川急便。飛脚の精神

（こころ）と最新の物流
システムでお客様のお
荷物を大切に運びます。

52
羅臼市場（かに）

北海道羅臼から直送した
特大タラバガニの脚一本
丸ごと炭火焼きにしてご
提供します！ 羅臼昆布と
海洋深層水で出汁をとっ
た世界遺産知床の特製カ
ニ汁も併せてどうぞ！

51B

世界各 国から輸 入した
ビールとワインを販売し
ます。日本ではあまり知
られていないスタイルの
ビールと、珍しい国のワ
インをご賞味ください。

池光エンタープライズ

113 鶴齢（青木酒造）
1717年創業以来、一番大
事にしているのは「和合」。
造り手、売り手、飲み手の
和合により、良酒は醸せる
と考えております。

114 真野鶴（尾畑酒造）
新潟は佐渡の地酒。朱鷺の
舞う世界農 業 遺 産の島よ
り、国内外で高い評価を受
ける「真野鶴」をご案内致
します。

115 京ひな、吹毛剣（酒六酒造） 
古い白壁の町並みが残る愛
媛県は内子（うちこ）町で
蔵を構えて90年。清流・小
田深山伏流水と良質の酒米
で、手造りの丁寧な酒造り
に励んでいます。

110 出羽鶴、刈穂（秋田清酒）
出羽鶴は江戸末期の創業、
1913 年に株 式 会 社とな
り、刈穂も同年に設立され
ました。それぞれ水の質が
違う、個性あるお酒です。

111 西の関（萱島酒造）
1873年創業。以来140年
にわたり地域の味覚と共に
歩いてきました。自蔵のス
タンスでお客様に喜ばれる
酒造りを続けています。

112 千代の園（千代の園酒造）
創業1896年、灯籠祭、温
泉、装 飾 古 墳 等 で 知ら れ
る、自然に恵まれた山鹿に
て、熊本ならではの酒造り
一筋に歩んでいます。

107 金鯱（盛田金しゃち酒造）
1848年創業。お米の旨み
を最大限に引き出した繊細
な味を「手造り」で追求し
た歴史と伝統のある本物志
向のお酒です。

108 いづみ橋（泉橋酒造）
神奈川県海老名市で、お米の栽
培から酒造りを行っています。ト
レードマークのとんぼは減農薬
のシンボルで、農薬を減らし、安
全な、そしてもちろん美味しい
酒を造ることを目指しています。

109 玉乃光（玉乃光酒造）
1673年家康の孫、紀州藩
主光貞の時代に和歌山で創
業 。1 9 6 9 年には日 本 酒
メーカーで初めて「無添加
清酒」（純米酒）を醸造発売。

104 若き血（橘倉酒造）
信州佐久の橘倉（きつくら）酒造
発、愛する母校の応援歌『若き
血』を冠した「大吟醸 若き血」は、
果実のように芳醇で爽やかな香
味を湛えた渾身の逸品、大切な
シーンのお供にぜひどうぞ。

105 黒松仙醸（仙醸）
桜の名所信州高遠の地酒。
代表銘柄「黒松仙醸」のほ
か、限定銘柄「こんな夜に
…」なども近年好評です。
新作「どぶろく」もご賞味
ください。

106 四海王（福井酒造）
日本三大渓流、天龍川の伏
流水を仕込み水とした淡麗
な 味わい をお 楽しみ下さ
い。平成24年全国新酒鑑
評会金賞受賞蔵。

101 浦霞（佐浦） 宮城
1724年創業。以来塩竈神
社の御神酒酒屋として現在
に至る。「量より質、本物の
酒を丁寧に作って丁寧に売
る」がモットー。

102 末廣（末廣酒造） 福島
創業1850年。初代猪之吉
から現在7代目。米造りに
こだわり、「亀の尾」を委
託 栽 培し拡 大して品 質 改
良。山廃造りが生まれた蔵
です。

103 東光（小嶋総本店） 山形

長野 長野 愛知

愛知 神奈川 京都

秋田 大分 熊本

新潟 新潟 愛媛

1597年創業、上杉家御用
達酒屋でありました。お客
様の心の友として、酒造り
に励み、歴史を重ねていき
たいと願っております。

128 古酒くら（ヘリオス酒造）
1991年に誕生した「古酒
くら」は、泡盛の伝統製法
をもとに、洋酒造りで培っ
た樽熟成技術とブレンド技
術を発揮した自信作です。

129 利き酒セット販売所
先着1000名様に全28蔵
の利き酒用日本酒を試飲で
きる「利き酒セット」（500
円）を販売致します。

125 上善如水（白瀧酒造）
「もっとも理想的な生き方
（上善）は、水のようであ
る。」白瀧酒造は、この老
子 の 思 想 に 重 ね 合 わ せ、
「最良のお酒は限りなく水
に近づく」と考えます。

126 スクウェア・ワン（枡一市村酒造場）
1755年創業。2000年に
は桶仕込み酒「白金」を復
活。オリジナル・ボトルで
「パーティー会場にそのま
ま登場」がモットーです。

127 分福、男一心（分福酒造）
文政8年創業。酒の代表銘
柄は『分福』。酒造りにおい
ては赤城山系の自然水、契
約栽培の自然栽培米を原料
に全て手作りしています。

122 甲子正宗（飯沼本家）
酒々井の地名の通り、醸造
に適した上質の水に恵まれ
地元産米を中心に真摯に酒
造りに励んでいます。元禄
創業。

123 まんさくの花（日の丸醸造）
当社は低温瓶貯蔵にこだわっ
て酒造りをしております。現在
貯蔵数は12万本を超え、全国
でも屈指の酒蔵となりまし
た。熟成で角の取れた絶妙の
味わいをお楽しみください。

124 笑亀（笑亀酒造）
1883年創業。一粒の米の
味を一滴の酒に生かす事を
追求し、米づくりから酒造り
に取り組んでいます。

119 加賀鳶（福光屋）
1625年創業。金沢で最も
長い歴史を持つ酒蔵。進化
し続ける蔵人たちの伝統技
術により、2001年に純米
蔵を実現しました。

120 雪の茅舎（齋彌酒造店）
明治35年創業。蔵内の湧
水を仕込み水に使い、蔵人
の育てた酒米を主原料とし
て、洗練されたお米の旨み
を醸し出すべく精進してお
ります。

121 臥龍梅（三和酒造）
創業は貞享３年（1686年）。臥
龍梅は１６代目蔵元の現社長
が平成１４年に発売した新商品
で高品質の酒造りに徹し、酒米
の違いによる味と香のバリ
エーションを追求しています。

116 大山（加藤嘉八郎酒造） 山形
明治5年創業、鶴岡市大山
地方を代表する酒となるべ
く、酒銘は「大山」と名付け
られました。鑑評会でも受
賞多数。

117 八鹿（八鹿酒造） 大分
弊社は今秋１１月で創業１５０周
年を迎えます。１５０年間九重の
地で脈々と受け継がれてきた酒。
その誇りと先人達の想いを受継
ぎ、「ふるさと大分で生まれ、日本
で、そして世界で愛される酒」を
これからも造り続けていきます。

118 真澄（宮坂醸造） 長野

石川 秋田 静岡

千葉 秋田 長野

新潟 長野 群馬

沖縄

諏訪大社のご宝物「真澄の
鏡 」を 酒 名 に 戴 き、創 業
1662年より信州諏訪の地
で酒造りに専念。「協会七
号酵母」の発祥蔵。

136
秋の味覚と言えば、松茸！
専門店の「松茸ごはん」をお楽し
みください。お土産には「生松
茸」「松茸ごはんの素」をどうぞ。
[MENU]
松茸ごはん等

137 　 蕎麦処 謙徳
田町駅前に3店舗構えており
ます！田町にお勤め・お住ま
いの方々や慶應ＯＢの方々を
はじめ、たくさんのお客様に
ご利用頂いております！今後
とも宜しくお願い致します！

133
焼きたての焼き鳥、おいし
い江戸前いなり。ぜひご堪
能ください。
[MENU]
焼き鳥、やきそば、いなり、
押し寿司等

134 築地玉寿司
特製煮穴子の押し寿司と細巻（た
くあん巻、梅きゅう巻、納豆巻、か
んぴょう巻）をご用意！お酒のお供
に最高のするめいか姿焼や香ば
しさが広がる帆立貝の磯辺焼を
鉄板で焼いてご提供致します。

135
鈴廣かまぼこは保存料等を使
用せず、素材の命を大切に活
かしおつくりしてます。かまぼ
こソムリエが3種のかまぼこの
違いをご説明いたします。違い
を目や舌でお楽しみください。

130
海苔専門店の山本海苔店よ
り、歩きながらでもおいしく
食べられる「手巻きごはん
屋」初出店。お好みの具材と
トッピングをチョイス。お酒の
お供としてもおすすめです。

131
江戸時代に興った新ばし花柳
界。明治維新をへて、東京、日本
を代表する花柳界となりました。
金田中は、その新ばしに大正に
創業し、多くの著名人をお迎えし
て今日に至っております。 

132 　　赤坂有職
今回初出店させて頂く有職は茶
巾寿司、ちまき寿司発祥の店とし
てご愛顧頂き、皇室主催の園遊
会、お茶会、大切な方へのご贈答
品等にご利用頂いております。当
店の茶懐石寿司をこの機会に是
非お試し下さい。

塾員蔵コーナー塾員蔵コーナー

伝統の老舗和食伝統の老舗和食
模擬店ガイド

慶應が誇る美酒と伝統の和食の競演！
日本全国から慶應出身の蔵元が極め付けの美酒を携えて日吉の丘に集結！ おなじみの塾員蔵に今年からは
日本酒によく合う、伝統の老舗和食8店舗も第4校舎前に出店。ご家族みなさんでお楽しみ下さい！

日本のうまいもんと酒蔵広場

飲料 和食 サービス

新企画！

模擬店
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