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he dedication and devotion to all things 
made here in Japan is a beautiful thing,” 
the tour guide enthusiastically states 

as we walk down Sakagura Dori. And as it turns 
out, sake making is no different.

Sakagura Dori – literally translated, Sake Brew-
ery Street – is lined with eight different brew-
eries. Instead of competing with each other, the 
breweries have united under specific guidelines. 
Similar to a winetasting tour, Sakagura Dori 
allows guests to taste many different kinds of 
sake from the same region, but recognize the 
unique qualities of each brewery. The passion 
each head brewer expresses when greeting 
guests and the diligence of each sake worker 
brewing truly brings a deeper appreciation to 
every sip of sake thereafter. 

With sake’s rich tradition dating back to the 
third century, the image of sake seems very tra-
ditional, almost too traditional and intimidating 
for a novice sake drinker like myself. However, 
after exploring the breweries and being at the 
very core of the industry, I felt a new admiration 
towards this alcohol. I realized it was so pure 
and straightforward in production, yet it offered 
so many unique layers when tasting. 

Visiting during the sake production season, from 
October to March, allows guests to view the 
tremendous amount of effort put into every de-
tail of production. Although sake is made up of 
only four ingredients – rice, water, koji (a kind 
of mold), and yeast – there are many specific 
factors that go into production. 

Sake is similar to beer, as it is brewed and 
converts its starch into sugar; that sugar is then 
converted into alcohol. During the tour, I was 

日本
において全ての“もの
づくり”に捧げられる
献身と情熱は、それは

それは美しいものなのですよ。」酒蔵通
りを歩く私達に、ツアーガイドは熱心に
語りかけてきた。そして酒造りに関して
も、彼女の言うとおりであることが明ら
かになるのである。

酒蔵通り―文字通り、酒の蔵元が並ぶ通
り―には8つの異なる蔵元が立ち並んで
いる。蔵元同士で競い合う代わりに、彼
らは特定のガイドラインに従って団結し
ている。ワインの試飲ツアーと同様、酒
蔵通りを訪れるゲストは各地域で醸造さ
れる多種多様な酒を試飲し、それぞれの
蔵元が造り出す個性的な品質を確かめる
ことが出来る。蔵元の責任者がゲストに
挨拶する際に見せる情熱と、酒を造る職
人達の実直な働きぶりを目にすると、口
に含んだひとすすりの酒に、より深い感
謝の念が心の底から湧き上がる。

酒の豊かな伝統は紀元3世紀まで遡る。
酒の持つ印象はとても伝統的で、私のよ
うな初心者の酒飲みには、時に、あまり
にも伝統的で威圧感すら覚えてしまう。
けれど、様々な蔵元を探索し酒産業の中
核を経験してからというもの、私はこの
アルコール飲料に対し、新たな賞賛の念
を持ち始めた。酒造りとは、とても純粋
で簡潔な生産行為であるのに、その成果
物を味わう時、幾重にも重なる独創性を
感じさせるのである。

酒造りの季節である10月から3月に訪れ
たゲストは、酒の製造に関する全ての過
程において、多大な努力が払われている
のを目にすることとなる。酒は、米・
水・麹（菌の一種）・酵母という、たっ
た4種類の原料から造られるが、製造工
程においては、様々な特殊要素が絡み合
っている。

THE SAKE EXPERIENCE
外国人レポーターによる酒蔵観光レポート

able to view parts of this production from start 
(the rice polishing) to finish (the bottling). 
 
Many breweries proudly display the particular 
rice they use: unpolished grains and grains that 
are polished, or stripped of unwanted oils and 
lipids, to varying degrees depending on the 
variety of sake. 

Short videos in both English and Japanese were 
displayed in the brewery, featuring processes 
not always open to the public. The traditional 
sake-making machines also on display makes 
the brewery feel like an open-air museum. After 
touring the factory and observing the efficiency 
and precision of the sake craftsmen, we headed 

酒造りはビールの製造と似ている。どち
らも原料を醸造することで、デンプンを
糖化し、更にその糖分をアルコール化す
るからである。ツアー参加中、私はこの
酒造りの最初（洗米）から最後（瓶詰
め）までの過程を見ることが出来た。
 
多くの蔵元では、自らの取り扱う特定の
米を誇らしげに展示している。精米する
前の玄米から、不要な脂質（糠）を取り
除いた精米後の米粒まで、展示される米
の状態は、その後醸造される酒の種類に
よって様々である。 

通常は非公開の醸造工程を描いた、英日
文併記の短いビデオが上映されていた。
伝統的な酒製造機も展示されており、蔵
元はさながら屋外博物館の様相を呈して
いる。工場見学で酒造り職人達の効率的
かつ緻密な働きぶりを鑑賞した後、私達
は数え切れないほどの酒製品で埋め尽く
された試飲室へと向かった。たくさんの
酒瓶は勿論、酒から生み出された化粧品
やお土産品も揃っている。賀茂泉酒造の
代表者である前垣氏が、4つの酒用グラ
スと後ろに展示してあった酒瓶の数々を
並べて、熱心にゲスト達の試飲の準備を
してくれた。蔵元が誇りを持って、自身
の醸造した酒を供する際に垣間見せる情
熱と興奮に、私はただただ魅了され続け
た。

数軒隣の蔵元に移動した際には、その田
舎町のような雰囲気に魅了され感激し
た。そして酒造好適米の水田は、蔵元の
ほんの目と鼻の先にあった。蔵元ツアー
を続けるうちに、私は自分が、教室で酒
について深く学びたいのか、それとも伝
統的な酒造りの道具を鑑賞したいのか、
禅庭園でリラックスしたいのか、はたま
た、酒ソースを振り掛けたケーキを食べ
たいのか、それぞれの蔵元がオリジナル
で目新しいものを提供しているので、ツ
アーを通じて自分の学びたい事が次第に
クリアになっていったのである。

into the tasting room filled with countless 
sake products. Bottles of sake, of course, 
but also sake-inspired beauty products and 
omiyage (souvenirs). Mr. Maegaki, head brewer 
at Kamoizumi brewery, eagerly lines up four 
sake glasses with the bottles displayed behind, 
ready for guests to taste. I was continuously 
charmed by the brewer’s enthusiasm and ex-
citement when proudly serving his own sake.

As we moved to the next brewery a few 
buildings down, I felt drawn in and inspired 
by the countryside atmosphere and the sake 
rice fields only a stone’s throw away from the 
brewery. And as we continued the brewery 
tour, it was clear that whether I wanted to 
learn more about sake in a classroom environ-
ment, view traditional sake making tools, relax 
in a zen garden, or eat cake with sake sauce 
drizzled over the top, each brewery brought 
something new to the table. 

Saijo, located in Hiroshima Prefecture, is a 
quaint town comprised of hotels, breweries, 
and a convenient train station, all in a 1,000 
square meter radius. Fushimi, located in Kyoto, 
and Nada, located in Hyogo, produce more 
than 50% of the sake in Japan and host many 
breweries with tasting opportunities as well. 
Whether it is sake producing season or not, 
breweries welcome guests with open arms 
year-round. 

So with this newfound knowledge and appre-
ciation of sake, how do I drink it and what do I 
drink it with?

As I return to my home country, I will now ex-
plore the endless ways to pair this premium alco-
hol with any food or occasion. And hopefully one 
day I will feel that “touch of yogurt on the nose” 
or the “tight structure with a chalky mineral 

edge” that many of the sake masters described. 

広島県西条は、数々のホテルと蔵元、そ
して最寄り駅がわずか半径1km圏内に全
て収まっている、古風で趣のある街だ。
一方、京都府伏見市と兵庫県灘市では日
本酒の50%以上を醸造している。また
試飲の機会を設けている蔵元の多くも、
この2都市が有している。酒造りの季節
であろうとなかろうと、蔵元では一年を
通じて訪れるゲストを心から歓迎してい
る。

さて、この新しい知識と酒への感謝を手
に入れた今、私はどの酒をどのような作
法で飲むのだろうか？

故国に帰ったら、この高級なアルコール
飲料にどのような食べ物や機会が相応し
いか、飽くなき追求を続けることにしよ
う。そしていつの日か、酒の達人が描写
する「鼻先のヨーグルトのような触感」
や「石灰岩のようなミネラルの味がす
る、引き締まった造り」等の感覚を、是
非味わってみたいものだ。

By 3rd generation Japanese American reporter Sami Kawahara

文　サミ　カワハラ（日系三世アメリカ人レポーター）



THE LAND |  風土
The landscape and geography of a brewer’s land greatly affects their 
resources. Mountains dominate the geography of Japan, allowing a natural 
stream of groundwater to flow into the rice fields. Conditions in certain 
regions even allow rice to be grown organically. Regions between the Sea 
of Japan and the mountains are exposed to a perfect combination of wind 
from the sea during the day and from the mountains during the night, 
which helps to protect rice crops from insects and diseases. 

蔵元を取り巻く風土や地形は、酒の原料に大きな影響を及ぼします。
日本の国土の大部分は山々で覆われているため、地下水は自然と田畑
へ流れ込みます。いくつかの地域においては、米の有機栽培すら可能
な条件が整っています。日本海と山々に挟まれた地域では、日中の海
から吹く風と、夜間に山から吹き降ろす風が完璧に組み合わさること
で、害虫やその他疾病から米を守ります。

TOOLS OF THE TRADE  |  酒造りに必要なもの
The type of rice and water, and the strain of koji and yeast all play an 
integral role in the final product. Many sake breweries grow their own 
rice specific to their local conditions – an earlier winter calls for a more 
quickly maturing rice, for instance. Since sake is made up of 80% water, 
the quality of the water is extremely important. Soft water yields a more 
subtle sake, and hard water—which contains various minerals—builds a 
more solid structure. 

原料となる米の品種や水の種類、更に麹菌や酵母菌の選択、その全て
が最終的な製品において欠くことのできない重要な役割を担っていま
す。多くの蔵元は、その地方の特色に合った、独自の品種の米を育て
ています。例えば、冬が早く到来する地方では、成熟の速い品種の米
を育てる必要がある、といった具合です。酒の80%は水から出来て
いるため、原料となる水の品質は極めて重要となります。軟水は、よ
り繊細な酒を生み出します。そして硬水（様々なミネラルを含む水）
は、より硬質な酒を生み出します。

SAKE BREWERY 
TOURISM
酒蔵ツーリズム
The demand for premium sake is growing steadily all around the 

world. Similar to wine-tasting tours, which are popular around 

the world, sake tasting at traditional sake breweries, as well as 

sake brewery tours, are popular in Japanese tourism. During the 

sake production period, many sake breweries are open to the 

public. For instance, popular sake-producing districts, such as 

Fushimi in Kyoto and Nada in Hyogo, offer sake-tasting year-

round. Observing the tradition and intricacy of every detail in 

production leads to a deeper appreciation of the “beauty” or 

magnificence of sake.

In several areas such as Higashi Hiroshima City in Hiroshima 

Prefecture and Kashima City in Saga Prefecture, a guide shows 

tourists around sake breweries as well as the local streetscapes. 

Some places such as ryokan (traditional Japanese inns) in Niigata 

provide meals that pair well with the local sake.

When a new brew of sake hits the streets, cities throughout Japan 

hold sake matsuri (Sake Festivals). Higashi Hiroshima city in Hiro-

shima Prefecture and Niigata City in Niigata Prefecture host these 

widely popular events, which attract approximately 250,000 and 

100,000 people, respectively.

Besides sake tours, we also provide shochu (Japanese distilled 

spirit), local beer, and local wine tours. These are deeply connect-

ed to both local agriculture and local culture. So what better way 

to tap into a city’s local lifestyle than through their local sake?

上質な酒に対する需要は世界中で着実に増えています。世界で

ワインの試飲ツアーが盛んであるのと同様に、日本において

も、伝統的な蔵元での試飲や酒蔵見学が、人気の観光となって

いるのです。多くの蔵元が、酒造期間中、酒蔵を一般公開して

います。例えば、京都の伏見や、兵庫の灘といった著名な酒ど

ころでは、一年を通して酒の試飲を行っています。酒造りの隅

々まで行き渡った伝統、そしてその複雑さを目の当たりにする

と、酒の「美」、または素晴らしさに対して、より深い感謝の

念が湧き上がってくることでしょう。

広島県東広島市や佐賀県鹿島市などでは、ガイドが酒蔵だけで

なく、周辺の街並みを案内しています。新潟の旅館などでは地

酒に合う料理を提供しています。

新酒が市中に出回る頃には、各地で酒まつりが開催されてい

ます。広島県東広島市や新潟県新潟市では、それぞれ約25万

人、10万人が来場し、大いに盛り上がっています。

また、日本酒の他にも、焼酎、地ビール、地ワインなどを楽し

むツアーも行われています。これらは地域の農業や文化に根付

いているのです。つまり、その土地のライフスタイルを知りた

ければ、その土地の酒を通じて知るに優る方法はない、とさえ

言えるでしょう。

THE PEOPLE  |  酒造りに携わる人々
It is said that two brewers given exactly the same materials can create two 
completely different sakes, and some would argue that the technical skill 
of the toji, or master brewer, is just as important as the ingredients that 
they use. Washing, steeping, and steaming the rice before fermentation is 
carefully timed, as only a matter of seconds can affect the overall result. 
The toji must also check each step of production carefully throughout the 
fermentation process. 

2つの蔵元に全く同じ原料を与えたとしても、全く異なる二種類の酒が
醸造されると言われています。また、杜氏（蔵元における酒造りの最
高責任者）の持つ技術が、使用される原料と同じように重要との意見
もあります。発酵前に行われる洗米、浸漬、蒸米の過程は、わずか数
秒の違いが酒全体の完成度に影響を及ぼすため、注意深く秒単位で時
間計算が行われます。杜氏は全工程を通して、発酵の各段階を注意深
く確認・調整する必要があります。

SEASONS  |  季節
Rice is grown and harvested from April to September and sake is produced 
from October to March. However, most breweries are open year-round 
and are available for sake tasting. Nihonshu no hi (Sake Day) on October 
1st marks the beginning of sake-making season and kicks off a number of 
events and festivals celebrated in October. Sake plays a central role for 
many occasions and traditions in Japan. 

米は4月から9月にかけて成長・収穫し、酒は10月から3月にかけて醸
造します。しかしながら、多くの蔵元は1年を通じて開業しており、い
つでも試飲が可能です。日本酒の日（酒の日）である10月1日は、酒造
りの季節が始まる初日であり、また10月に数多く開催される酒に関す
るイベントやお祭りの幕開けでもあります。酒は日本に伝わる多くの
記念日や伝統文化において、中心的役割を果たしているのです。

SAKE IN FOCUS SAKE IN FOCUS



SAKE HOT SPOTS SAKE HOT SPOTS

1. NAKAZAWASHUZO  |  中澤酒造  
Address: 1875, Matsudasoryo, Matsudamachi, Asigarakamigun, 
Kanagawa-ken, 258-0003
Tel: 0465-82-0024 |  Web:  www.matsumidori.jp

Open all year. English spoken. Please book in advance.

試飲と購入可。英語対応可、要事前予約。

2. INOUESHUZO  |  井上酒造
Address: 552, Kamioi, Oimachi, Ashigarakamigun,  
Kanagawa-ken,  258-0016
Tel: 0465-82-0325 | Web:  www.hakoneyama.co.jp

Open all year. English spoken. Taste and purchase.

試飲と購入可。英語対応可。

3. OZAWASHUZO  |   小澤酒造  
Address: 2-70 Sawai, Oumeshi, Tokyo 198-0172
Tel: 0428-78-8215  |  Web: www.sawanoi-sake.com

Open all year. English spoken. Taste and purchase.

試飲と購入可。英語対応可。

4. ISHIKAWASHUZO  |  石川酒造株式会社  

Address: 1, Kumagawa, Fussashi, Tokyo 197-8623
Tel: 042-553-0100 | Web: www.tamajiman.co.jp

English spoken guide can be booked. Local beer available.

英語対応可、要予約。 地ビールも有り。 

5. IINUMA HONKE  |  飯沼本家  
Address: 106 Mabashi, Shisuimachi, Inbagun, Chiba-ken 285-0914
Tel: 043-496-1001 |  Web:  www.iinumahonke.co.jp

Open all year, please book in advance. English brochure available. 
Has restaurant.

要事前予約。英小冊子有。レストラン有。

1. KIKUMASAMUNE  |  菊正宗
Address: 1-9-1 Uozaki-Nishimachi, Higashi-Nadaku,  
Kobe-shi, Hyogo-ken 658-0026
Tel: 078-854-1029 | Web: www.kikumasamune.co.jp

Taste & purchase.  DVD in Korean, Chinese and in English

試飲と購入可。英中韓のDVD有。

2. SHUNSHINKAN  |  神戸酒心館
Address: 1-8-17 Mikagetsukamachi, Higashi-Nadaku,  
Kobeshi, Hyogo-ken 658-0044
Tel: 078-841-1121 | Web: www.shushinkan.co.jp

Taste & purchase. DVD in Chinese and in English.

試飲と購入可。英中のDVD有。

3. HAKUTSURUSHUZO  |  白鶴酒造
Address: 4-5-5 Sumiyoshi-Minamimachi, Higashi-Nadaku,  
Kobe-shi, Hyogo-ken  658-0041
Tel: 078-822-8901 |  Web: www.hakutsuru.co.jp

Taste & purchase.  Brochures in English, Korean and Chinese

試飲と購入可。英小冊子有。

4. NADAGIKUSHUZO  |  灘菊酒造株式会社
Address: 1-121 Tegara, Homejishi,  Hyogo-ken 670-0972
Tel: 079-285-3111 | Web: www.nadagiku.co.jp

Taste and purchase. Tours available of the old sake building. English 
brochure only. Restaurant open every day except Tuesday.

試飲と購入可。施設見学可。英小冊子有。 

レストランは火曜定休。

5. DAIMONSHUZO  |  大門酒造
Address: 3-12-1 Moriminami, Katanoshi, Osaka-fu 576-0031
Tel: 072-893-2181 |  Web: www.sakahan.com

Taste & purchase in Feb and March only.  Tours only in English and 
Japanese.  Restaurant opens Fri/Sat/Sun.

二月と三月のみ試飲と購入可。英語のみ。金土日レストラン営業。

6. GEKKEIKAN  |  月桂冠
Address: 247 Minamihama-cho Fushimi-ku, Kyoto-fu 612-8660
Tel: 0797-22-9321 | Web: www.gekkeikan.co.jp/enjoy/museum/

At Gekkeikan Okura Sake Museum, English brochure is available. DVD as 
well, need to book.

月桂冠大蔵記念館にて英小冊子有。要申し込みにてDVD視聴可。

7. HARUSHIKA SAKE BREWERY  |  今西清兵衛商店
Address: 24-1 Fukuchiincho, Narashi, Nara-ken 630-8381
Tel: 0742-23-2255 | Web: www.harushika.com

Taste and purchase is only on Sat/Sun in Feb.

試飲と購入は２月の週末のみ可。

BREWERIES LOCAL TO JAPANESE INTERNATIONAL AIRPORTS | 国際空港近隣酒蔵

1. SAWADASHUZO  |  澤田酒造株式会社
Address: 4-10 Kobacho, Tokonameshi, Aichi-ken, 479-0818
Tel: 0569-35-4003  |   Web: www.hakurou.com
 
Taste & purchase.  English brochure available. 

試飲と購入可。英小冊子あり

2. NAKANOSHUZO  |  中埜酒造
Address: 2-24, Higashihommachi, Handashi,  
Aichi-ken, 475-0878
Tel: 0569-23-1231  |  Web: www.nakanoshuzou.jp

Sake culture center is open all week except Tuesdays.   
English brochure is available.

酒の文化館は火曜日休館。英小冊子有。

3. TAKAGISHUZO  |  高木酒造店
Address: 1984, Kanayamachokanayama, Geroshi,  
Gifu-ken, 509-1622
Tel: 0576-32-2033  |  Web: www.okuhida.co.jp

Taste & purchase available all year. English spoken.

試飲と購入可。英語対応可。

4. WATANABESHUZO  |  渡辺酒造店　
Address: 7-7, Furukawachoichinomachi, Hidashi, Gifu-ken, 509-4234
Web: www.sake-hourai.co.jp

Taste and purchase, English brochure is available.

試飲と購入可、英小冊子有。

AREAS OF LOCAL INTEREST  |  観光名所
A. Ise Shrine B. Atsuta Shrine C. Nagoya Castle D. Nagara River 
E. Hidatakayama

A. 伊勢神宮 B 熱田神宮 C. 名古屋城 D. 長良川 E. 飛騨高山

TOKYO INTERNATIONAL AIRPORT, NARITA INTERNATIONAL AIRPORT | 東京国際空港、成田国際空港KANSAI INTERNATIONAL AIRPORT | 関西国際空港

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT | 中部国際空港

For futher details please see “The Sake brewery list corresponding to 
foreign language” guide

詳しくは、「外国語対応酒蔵リスト」をご覧ください。

8. UMENOYADO  |  梅乃宿酒造　
Address: 27 Higashimuro, Katsuragishi, Nara-ken 639-2102  
Tel:  0745-69-2121 | Web: umenoyado.com

Open all year. Please book in advance for English or Chinese. Taste 
& purchase.

試飲と購入、年中無休。英中対応は要予約。

AREAS OF LOCAL INTEREST  |  観光名所
A. Osaka Castle B. Nada C. Kobe D. Himeji Castle E. Fushimi  

F. Kinkaku-ji Temple G. Gion H. Todai-ji Temple A. 大阪城 B. 灘  

C. 神戸 D. 姫路城 E. 伏見 F. 金閣寺 G. 祇園 H. 東大寺

6. MORIYASHUZO  |  守谷酒造
Address: 2929 Ha, Hasunuma, Sanmushi, Chiba-ken 289-1806
Tel: 0475-86-2016 | Web:  maizakura.com

Open all year. Please book in advance for English tour. English brochure 
available.

試飲と購入可。英小冊子有。英語対応可、要事前予約。

7. NABEDANA  |   鍋店  

Address: 1916, Kozakihoshuku, Kozakimachi, Katorigun,  
Chiba-ken, 289-0221
Tel: 0478-72-2001 | Web: www.nabedana.co.jp

Taste and purchasing available all year. Brewery will be open from October 
to March. DVD in English

試飲と購入可。蔵開放は１０月-３月。英DVD有。

8. AIYUUSHUZO  |  愛友酒造  

Address: 205 Tsuji, Itakoshi, Ibaragi-ken 311-2421
Tel: 0299-62-2234 | Web: www.aiyu-sake.jp

Taste and purchase available all year. English brochure available.

試飲と購入可。英小冊子有。

AREAS OF LOCAL INTEREST  |  観光名所
A. Hakone B. Kamakura C. Yokohama D. Tokyo Sky Tree®, Asakusa  
E. Akihabara F. Takao G.Tokyo Disney Resort® H. Kisarazu I. Naritasan  
J. Sawara K. Itako Riverside

A. 箱根 B. 鎌倉 C. 横浜 D. 東京スカイツリー®、浅草 E. 秋葉原 F. 高尾山 

G.東京ディズニーリゾート® H. 木更津 I. 成田山 J. 佐原 K. 水郷潮来



Production & rights:  JTA (Japan Tourism Agency)
Special cooperation:  Members of Sakagura Tourism Promotion Council  
 Toshie Hiraide, Etsuko Nakamura, John Gauntne

制作・著作：	 観光庁
特別協力：	 酒蔵ツーリズム推進協議会メンバー
  平出淑恵　中村悦子　ジョン・ゴンドナー（敬称略）

WHAT IS SAKE?  |  酒とは？
Sake, better known as nihonshu or seishu in Japan, is an alcohol made of 
only rice, water, koji (a microorganism that helps start the fermentation), 
and yeast. Sake is a brewed beverage that undergoes two fermentations 
simultaneously – starch into sugar, and then sugar into alcohol. These two 
conversions, often called parallel fermentation, make the alcohol content 
higher than that of other brewed beverages, ranging from 12% to 17% 
alcohol. 

日本では「日本酒」もしくは「清酒」と呼称されることも多い「酒」
とは、米、水、麹（発酵の手助けする微生物）、及び酵母のみによっ
て造られたアルコール飲料です。デンプンを糖化し、更にその糖分を
アルコール化する、つまり2種類の発酵を同時に進行させることで造ら
れる醸造酒なのです。この「並行複発酵」とも呼ばれる2種類の転換技
法により、12～17度という他の醸造酒よりも高い度数のアルコールを
造り出すのです。 

WHAT IS SHOCHU?  |  焼酎とは？
Shochu is a traditional Japanese beverage distilled from grains and vege-
tables. Common ingredients include barley, sweet potato, rice, buckwheat 
and sugar cane, each yielding a distinct flavor. Alcohol content ranges 
from 25% to 37%. Distillation, the process of concentrating alcohol, can 
occur one to three times; however, the highest quality shochu in Japan 
is referred to as honkaku, which goes through a single distillation and 
preserves its unique flavors and aromas. 

「焼酎」とは穀物や根菜を蒸留して造られる、日本の伝統的な飲料で
す。一般的な原料は大麦、サツマイモ、米、ソバの実、サトウキビ等
であり、それぞれの原料により、異なった独特の味わいが生み出されま
す。焼酎に含まれるアルコール分は25-37度程度です。アルコール分を
濃縮する過程である「蒸留」は1-3回行われますが、日本において「本
格焼酎」と称される最高品質の焼酎は、1回のみの蒸留によって造られ
るため、原料本来の味わいや香りが損なわれることなく保たれます。


