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☆Four Seasons１５周年☆ 

～お祝いメッセージ～ 

歴代ゲスト蔵元さまから、温かいメッセージを 

頂戴しておりますので、ご紹介させていただきます。（順不同） 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

蔵元名 本田商店 

龍力 

取締役 本田 龍祐 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：兵庫県姫路市網干区高田 

361-1 

ＨＰ：http://www.taturiki.com/ 

 

 

この度は 15 周年おめでとうございます。 

今年になりまして、色々な雑誌に日本酒特集が組まれております。 

それは、皆さまの活動が実った形だと思っております。 

女性が美味しいと思わないものは、形にならない。 

これからも是非、楽しく嗜んでください。 

そして Four Seasons が２０年、３０年と続いていくことを 

お祈りしております。 

改めて１５周年おめでとうございます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

蔵元名 榎酒造  

華鳩   

榎 真理子 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：広島県呉市音戸町南穏渡 

 
 

Four Seasons の皆様 15 周年おめでとうございます！ 

15 年、オギャーと生まれた赤ちゃんも高校生です。 

すごい！ でも人生なら今からが面白い！人生いろいろ、 

お酒もいろいろ。辛口甘口、すっきり濃醇、新酒古酒。日本酒は体

も心も温まめてくれます。飲んで、かけて、食べて、 

華いっぱい咲かせて下さ い！

2-1-15 

ＨＰ：http://hanahato.ocnk.net/ 
 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

蔵元名 夢心酒造  

奈良萬 

代表取締役社長 

東海林伸夫 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：福島県喜多方市字北町

2932 
ＨＰ：

http://www.yumegokoro.com/ 
 
 

 
15 周年、おめでとうございます。弊社が最初に参加させて頂いた

のが、ちょうど 5 年前の 2009/3/28 でした。今、思うと「女子

会」の先駆けだったのではないでしょうか？酒業界には関係ない

方々が一生懸命に日本酒の普及に努力している姿には頭が下がる

思いです。 

それに日本酒を呑むと綺麗になることを実証していただき、歩く広

告塔になって頂いていることを、僭越ですが、業界を代表いたしま

して御礼の言葉を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

これからも 16 年、17 年と、この会が続くことをお祈りいたしま

す。おめでとうございます。皆様のますますのご活躍をお祈りいた

します。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

蔵元名 土井酒造場  

開運 

専務取締役 土井弥市 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：静岡県掛川市小貫 633 

ＨＰ：http://kaiunsake.com/ 

 

15 周年おめでとうございます。 

15 年もの長きにわたり日本酒を楽しんでいただきまして誠にあ

りがとうございます。蔵元としてこんなに嬉しいことはありません。

20 年、30 年とこれからも日本酒好きの女性のお手本となるよう

な素敵な女性達でありつづけてください。日本酒のご愛飲を末永く

宜しくお願いします。皆様に飲んで頂ける美味お酒しいお酒造りを

これからも頑張ります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

蔵元名 人気酒造  

人気一  

遊佐 勇人 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：福島県二本松市山田 

470番地 

ＨＰ：http://www.ninki.co.jp/ 
 

もう１５年ですか、ついこないだ１０周年のお祝い書いたのを 

覚えています。人気一はその半分の７周年ですが、皆様に支えてい

ただき震災も乗り越え、今期も酒造りができることに感謝しており

ます。 

じつは人気一は、女性に飲んでいただきたくて、ロゴもラベルのデ

ザインも女性にしていただきました。 

酒造りも麹は女性が造っています。 

これからも女性に愛される酒を目指していきますので、一層のご贔

屓をお願い申し上げます。 

女性は男性より舌の記憶力が優れているそうです、今年の人気一の

テーマは舌の記憶に残る酒です！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

蔵元名 天寿酒造 

天寿  

代表取締役社長 

大井建史 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：秋田県由利本荘市矢島町

城内字八森下 117 
ＨＰ：www.tenju.co.jp 

 
 
 

 

15 周年おめでとうございます 

天寿も今年１４０回目の酒造りに挑戦をしており、私も１５年目の 

社長に挑戦しています。 

色々な事が有ります。生きている、続けていると言う事ですよね。 

どうせやるなら、美味しく楽しく行きましょう。 

益々のご活躍をお祈りしております。 

 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

蔵元名 末廣酒造 

末廣 

代表取締役社長 

新城 猪之吉 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：福島県会津若松市日新町

12-38 

ＨＰ：www.sake-suehiro.jp 
 
 
 

15 周年おめでとう！ 

15 年ということは sixty season だね。 

この間女性に酒を広めた功績は大なるものであり 

勝手に業界を代表して表彰します。有り難う！ 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

蔵元名 一ノ蔵  

一ノ蔵  

常務取締役 鈴木 整 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：宮城県大崎市松山千石字

大欅 14 
ＨＰ：

http://www.ichinokura.co.jp  
 

 

１５周年！おめでとうございます！ 

おそらく前世紀末から続く「Four Seasons 日本酒会」様は今や、

1000 名を超える登録者数、3000 名を超える参加人数を誇る、

女性日本酒ファンの一大勢力！と存じます。そのような皆様からお

声掛けいただき、優しい？先輩蔵元諸氏と一緒に参加させていただ

きましたこと、心より光栄に感じております。これからも皆様には

日本酒の需要喚起を後押しいただきますこと、切にお願い申し上げ

ますとともに、益々、皆様の周りに幸せな日本酒の輪が広がります

ことをご祈念申し上げ、お祝いのメッセージとさせていただきます。

あめでとうございます

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

蔵元名 南部美人  

南部美人  

代表取締役社長 

久慈浩介 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：岩手家二戸市福岡上町 13 
ＨＰ： 
http://www.nanbubijin.co.jp/ 
 

 
 

 

FOUR SEASONS 15 周年、誠におめでとうございます。 

長い間、日本酒を多くの方々に広めていただき、蔵元としては本当

にがありがたく思っています。 

10 周年でもコメントを出させていただきましたが、それから 5 年、 

南部美人も大きく進化しました。 

ぜひ進化した南部美人を今日は味わっていただき、さらに今後も永

く続いていくことをお祈りしています。 

日本酒を愛していただき、本当にありがとうございます！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 蔵元名 小堀酒造  

萬斉楽 

小堀 浩靖 

 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：石川県白山市靏来本町 

1-ワ-47番地 

ＨＰ： 
http://www.manzairaku.co.jp/ 
  

 

祝 Four Seasons 15 周年。 

 

今、東京圏では、地酒が静かなブームとか。先日、日本酒系の居酒

屋さんの前を通ったら、平日にもかかわらず、ほぼ満席でした。

Four Seasons の皆様は勿論の事、こうやって、日本酒を世の皆

様に愛して頂けるのは、大変に嬉しい事です。 

皆様のご支持の中、萬歳楽も良い食文化を支えるため、良い酒を世

に送り出して行きます。そして、「お酒があれば、楽しくて！美味

しい！！」を提供して行きたい。これからも、どうか宜しくお願い

致します。 

節目の年にあたり、Four Seasons の皆様と Four Seasons の変

わらないご隆盛をご祈念致します。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

蔵元名 市島酒造  

王紋 

代表取締役社長 

市島 健二 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：新潟県新発田市諏訪町

3-1-17  

ＨＰ：http://www.ichishima.jp/ 

 
 
 

15 周年、誠におめでとうございます。 

女性だけの酒の会ということで、皆様のお酒の飲む姿が素晴らしく

楽しそうで、初めて参加する会への緊張が直ぐにほぐれた事を思い

出します。15 年間も続けられている情熱に感心するとともに、こ

れからもお酒のトップリーダーとして、より多くの女性を取り込み

ながら更にお酒を楽しんでもらえると嬉しいです。皆様のますます

のご活躍をお祈りいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

蔵元名 米鶴酒造  

米鶴 

第 12 代蔵主 

梅津 陽一郎 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：山形県東置賜郡高畠町 
二井宿 1076 

ＨＰ：http://yonetsuru.com 

 

 

Four Seasons 15 周年、おめでとうございます！ 

 

この 15 年間の中で、今が最も日本酒に追い風が吹いていることを

感じています。その中で特に感じるのが、女性の日本酒ファンの急

増です。このことが、日本酒業界全体に良い影響、良い印象をもた

らしているのはまちがいありません。その中核メンバーは、まちが

いなく Four Seasons 会員の皆様です。今後もさらに御盛会とな

ることを祈念致します。 

時には気の合う友人と癒しの時間を過ごすため、時には意中の男

性を誘惑するため(笑)、その他さまざまな場面で適切に上品に米鶴

をご利用いただけるよう、米鶴蔵元一同、今後も努力いたします。 

(2010 年 1 月ゲスト蔵元)  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

蔵元名 新政酒造 

新政 

代表取締役社長  

佐藤祐輔 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：秋田市大町６−２−３５ 

ＨＰ：http://www.aramasa.jp 

 

 
 
蔵に帰って早くも６年半が過ぎました。たしか、自分で造り始めた

ばかりの酒が出来た、２００９年頃に、早くもお誘いをいただいた

覚えがあります。これからどうやって酒造りをしてゆくか悩んでい

た時代でしたので、貴重なアドバイスをいただくことができて有り

難い機会でした。また参加させていただけますと嬉しいです、今後

ともよろしくお願いします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

蔵元名 佐浦 

浦霞  

代表取締役社長 

佐浦 弘一 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：宮城県塩釜市本町 2-19 
ＨＰ： 
http://www.urakasumi.com/ 

 

 

１５周年おめでとうございます。特に幹事の皆様方には種々ご苦労

もあったことと思いますが、長い年月にわたって日本酒の美味しさ

楽しさを多くの皆さんに伝え“酒縁”を広げていただきましたこ

とに心より感謝申し上げます。 

この１５年で日本酒も「世界に羽ばたく日本酒」として進化してき

ました。これもひとえに皆様の叱咤激励と応援の賜物です。今後と

も日本酒をご愛飲いただき、益々素敵な「日本酒美人」でいて下さ

い！２０年３０年を目指して、美味しい「輪」を広げられますこと

を心より期待しています。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

蔵元名 天宝一醸造元 

天寶一 

代表取締役兼 

統括製造部長 村上康久 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所： 広島県福山市神辺町大字

北川 660 番 
 
ＨＰ：http://www.tenpo1.co.jp/ 

 

 
この度は、フォーシ－ズンズ様 

１５周年おめでとうございます。過去一度だけゲストに呼ばれた事

がございますが、女性だけのこの会の独特な充実感は我々造り手に

とってもありがたい組織だと思い感謝しております。これからも素

敵な会を続けて益々日本酒好きな女性を中心に盛り上げて下さい。 

 
 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

蔵元名 福禄寿酒造 

一白水成 

代表取締役 渡邉康衛 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：秋田県南秋田郡五城目町

字下タ町 48 番地 
ＨＰhttp://www.fukurokuju.jp/ 

 

＊＊＊Four Seasons 15 周年おめでとうございます！＊＊＊ 

今現在、色々なところで日本酒のイベントが行われております。 

そして、そこには綺麗な女性がたくさんいるのです。 

それはこの Four Seasons の皆様が培ってこられた成果なのでは 

ないかと思っております。 

今後益々日本酒を支えていってくれるのは女性の皆さんだと確

信しております！そのために私たち蔵元も皆様から喜ばれる日本

酒を造ってまいりたいと思います。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

蔵元名 松井酒造店  

松の寿 

代表取締役兼杜氏 

松井 宣貴 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：栃木県塩谷郡塩屋町船生

3683 
ＨＰ： 
http://www.matsunokotobuki.jp/ 

 
 
 
 
この度は 15 周年おめでとうございます。 

当日はビッグネームの蔵元様が集まる中、栃木の山の中の小さい酒

蔵が参加していいものかどうか小心者の僕は恐る恐る会場に行き、

会が始まると皆さんに圧倒されたことを思い出します。 

日本酒が低迷している中皆さんのように日本酒を愛してくれてい

る方々により我々蔵元は生かされている気がいたします。 

結びに Four Seasons の皆様の益々の御活躍を御祈念申し上げま

す。そしてこれからも日本酒をたくさん愛して下さいね。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

蔵元名 増田徳兵衛商店  

月の桂  

第十四代 増田徳兵衛  

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所： 京都府京都市伏見区下鳥

羽長田町 135 

ＨＰ：  

http://www.tsukinokatsura.co
.jp/ 

 
 
 

15 周年誠におめでとうございます。 

日本初の月の桂にごり酒をお持ちし、初めて開けたとき、あのシュ

ワ―感が忘れられないと仰って頂いたのを今も忘れません。 

酒のある豊かな人生って何てステキなのでしょう。 

素晴らしい女性の皆々様と共に育ってきたお酒ばかりです。 

どうか Four Seasons の会が末永く続きますように。 

愛酒楽酔に kampai!! 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

蔵元名 花泉酒造  

花泉  

代表社員     星 誠  

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：福島県会津郡南会津町界 
字中田 646-１ 

ＨＰ： 
http://www.hanaizumi.ne.jp/ 

 
 

 

この度の 15 周年、心からお祝い申し上げます。 

皆様のおかげを持ちまして、日本酒に華やかさを持てたことと存じ

心より御礼申し上げます。 

私儀も弊社へ入社し 15 周年を迎え、皆様と同じ時を感じる喜び、

今後のロマンへ活かして行く所存でございます。 

日本の美。女性の美とお酒の美。日本の宝です。皆様が健康で末永

くお酒を楽しんでいただけますよう、心より御祈り申し上げます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

蔵元名 日の丸醸造 

まんさくの花  

蔵元 佐藤 譲治 

～～～～～～～～～～～～～～ 

住所：秋田県横手市増田町増田字 

七日町 114-2 

ＨＰ： 
http://hinomaru-sake.com/ 

 
 

 

Four Seasons の 15 周年、誠におめでたく心からお祝い申上げ

ます。貴会と初めてご縁を頂いたのが 2010 年 7 月。 

まさに光陰矢の如しですが、「まんさくの花」は４枚の花弁をつけ

ていることから、別名「四恩の花」と呼ばれます。 

今後とも 4 つの大恩（父母師友）に感謝し、お酒を召し上がって

頂きますれば蔵元冥利です。 

益々のご盛会をお祈り申上げます。 
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