
企業名 商品名

＜ウイスキー＞ サントリー ブレンデッド 響21年

サントリー シングルモルトウイスキー 山崎25年

ニッカ 竹鶴25年ピュアモルト

ニッカ 竹鶴21年ピュアモルト

＜ワイン＞ 朝日町ワイン 朝日町マイスターセレクション バレルセレクション赤

池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 十勝ワイン イオロサム（白）

池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 十勝ワイン ツバイゲルト（赤）

池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 十勝ワイン 山幸（赤）

ヴィラデストワイナリー ヴィラデスト ヴィニュロンズリザーブ シャルドネ2014

勝沼醸造 アルガブランカ ブリリャンテ

木下インターナショナル シャトー酒折ワイナリー 甲州ドライ2015

サッポロビール ＧＰ 絢あや（赤）

サッポロビール ＧＰ 泉せん（白）

サッポロビール ＧＰ 北海道ケルナー（白）

サッポロビール ＧＰ 北海道ツバイゲルトレーベ（赤）

サッポロビール ＧＰ 甲州辛口

サッポロビール ＧＰ 長野メルロー・ベルガ

サッポロビール ＧＰ 長野古里メルロー

サントネージュ サントネージュ エクセラント かみのやまスパークリング

サントネージュ サントネージュ エクセラント 甲州 辛口仕込み

サントネージュ サントネージュ エクセラント かみのやまカベルネ・ソーヴィニヨン

サントネージュ サントネージュ エクセラント 牧丘 倉科畑収穫シャルドネ

サントネージュ サントネージュ エクセラント かみのやま 奈良崎畑収穫メルロー

サントネージュ サントネージュ エクセラント かみのやま 渡辺畑収穫ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ

サントリー 登美ノーブルドール１９９０

サントリー 登美の丘赤

サントリー 登美の丘シャルドネ

サントリー ジャパンプレミアム甲州

サントリー ジャパンプレミアム マスカット・ベーリーＡ

サントリー ジャパンプレミアム マスカット・ベーリーＡロゼ

丸藤葡萄酒工業 ルバイヤート プティヴェルド2012

マンズワイン マンズワイナリー甲州２０１３

マンズワイン スパークリングワイン甲州酵母の泡キューブクローズ

マンズワイン リユナリス・マスカット・ベーリーＡ樽熟成２０１４

マンズワイン リュナリス・メルロー２０１４

マンズワイン ソラリス・ユヴェンタ・ルージュ２０１２

マンズワイン 今様ブリュット２０１１

メルシャン シャトー・メルシャン 北信シャルドネ2014

メルシャン シャトー・メルシャン マリコ・ヴィンヤードオムニス2012

メルシャン シャトー・メルシャン アンサンブル萌黄 ２０１４（白）

メルシャン シャトー・メルシャン アンサンブルももいろ２０１３（ロゼ）

メルシャン シャトー・メルシャン アンサンブル藍茜２０１４（赤）

メルシャン シャトー・メルシャン 山梨甲州２０１５（白）

メルシャン シャトー・メルシャン 甲州きいろ香２０１４（白）

メルシャン シャトー・メルシャン 長野シャルドネアンウデッド２０１３（白）

メルシャン シャトー・メルシャン 山梨マスカット・ベーリーＡ２０１３（赤）

メルシャン シャトー・メルシャン 穂坂マスカット・ベーリーＡ２０１２（赤）

メルシャン シャトー長野のあわ２０１４（ロゼ）

■ サミットで提供された飲料・軽食



企業名 商品名

＜日本酒＞ 旭酒造 伊勢旭 純米酒

安達本家酒造 純米大吟醸 富士の光

石川酒造 噴井 純米吟醸 石川改詰

伊勢萬 おかげさま 大吟醸

磯自慢酒造 磯自慢大吟醸純米

伊藤酒造 純米大吟醸 鈿女

今村酒造 純米吟醸 白砂青松

浦里酒造店 霧筑波３０年熟成酒

大木代吉本店 純米酒

大田酒造 半蔵 純米大吟醸

大田酒造 半蔵 大吟醸 伊賀山田錦

神楽酒造 純米酒 神楽

亀萬酒造 珍珠

河武醸造 鉾杉 弓形穂しずく 純米吟醸酒

寒紅梅酒造 純米吟醸 寒紅梅

木内酒造 大吟醸古酒月下香ヴィンテージ1986年

木屋正酒造 而今 純米吟醸 山田錦

元坂酒造 酒屋八兵衛 伊勢錦山廃

元坂酒造 酒屋八兵衛 山廃純米酒 伊勢錦

（合資会社）後藤酒造場 青雲 大吟醸

笹正宗酒造 純米吟醸

澤佐酒造（合名会社） 純米吟醸 アンプレヴュ

清水清三郎商店 作 智 純米大吟醸 滴取り

清水清三郎商店 作 純米酒

清水清三郎商店 作 雅乃智 中取り

末廣酒造 やまとのこころ微発泡酒

末廣酒造 やまとのこころ純米大吟醸

末廣酒造 夢の香純米大吟醸

須藤本家 純米大吟醸花薫光

タカハシ酒造 天遊琳 特別純米酒

瀧自慢酒造 純米大吟醸 瀧自慢

瀧自慢酒造 瀧自慢 辛口純米 滝水流

瀧自慢酒造 瀧自慢 純米大吟醸

中井酒造場 純米大吟醸 三重錦

中山酒造 琥珀城 純米

新澤醸造店 伯楽星純米大吟醸

新良酒造 古色蒼然 15年余

（合名会社）早川酒造 特別純米酒 田光 神の穂

（合名会社）福持酒造場 純米酒 天下錦

武勇 武勇大吟醸２５年秘蔵大古酒

細川酒造 上げ馬 純米吟醸 山田錦

丸彦酒造 純米吟醸 三重の寒梅

清水清三郎商店／三菱化学 concentration 作 凝縮 Ｈ

宮崎本店 純米大吟醸 宮の雪 酒魂

宮崎本店 宮の雪 純米酒

（合名会社）森本仙右衛門商店 MORIMOTO Vintage SAKE 1998

若戎酒造 育酛 純米吟醸 真秀

若戎酒造 BLACK 三重山田錦 純米吟醸 義左衛門



企業名 　　　　　　　　　　商品名

＜ビール＞ アサヒビール 　　　　　　　　　　プレミアム生ビール熟撰 小瓶

キリン 　　　　　　　　　　一番搾りプレミアム 小瓶

サッポロ 　　　　　　　　　　エビスビール 小瓶

サントリー 　　　　　　　　　　ザ・プレミアムモルツ

サントリー 　　　　　　　　　　ザ・プレミアムモルツ マスターズドリーム 小瓶

＜ノンアルコールビール＞ アサヒビール 　　　　　　　　　　ドライゼロ

サントリー 　　　　　　　　　　オールフリー

＜水＞ ハーベス 　　　　　　　　　　奥会津金山 天然炭酸の水

富士ミネラル 　　　　　　　　　　プレミアムスパークリングウォーター

富士ミネラル 　　　　　　　　　　富士ミネラルウォーター

森と水を守る会 　　　　　　　　　　森の番人

＜お茶＞ 伊藤園 　　　　　　　　　　お～いお茶

伊藤園 　　　　　　　　　　お～いお茶 玉露

宇治園 　　　　　　　　　　ゴッタス デ 日本茶 エスぺシアル 玉露

ロイヤルブルーティ・ジャパン 　　　　　　　　　　京都宇治碾茶 The Uji

ロイヤルブルーティ・ジャパン 　　　　　　　　　　RIICHI premium

＜ジュース類＞ アサヒ飲料 　　　　　　　　　　Welch's アップル100

アサヒ飲料 　　　　　　　　　　Welch's グレープ100

アサヒ飲料 　　　　　　　　　　三ツ矢サイダー

大塚製薬 　　　　　　　　　　イオンウォーター

大塚製薬 　　　　　　　　　　ポカリスエット

サントリー 　　　　　　　　　　ブラッドオランジーナ

JA江刺 　　　　　　　　　　江刺りんごジュース 三姉妹

デアルケ 　　　　　　　　　　200%トマトジュース

富谷町ブルーベリー生産組合 　　　　　　　　　　ブルーベリージュース（果汁50%）

農事組合法人土実樹 　　　　　　　　　　五ヵ所みかん完熟こつぶストレートジュース

御浜柑橘 　　　　　　　　　　孫心完熟みかんジュース

御浜柑橘 　　　　　　　　　　みかんのしずく

夢工房くまの 　　　　　　　　　　マルチみかん100%ジュース

＜軽食＞ 大塚製薬 　　　　　　　　　　カロリーメイト ブロック2本入り フルーツ味

大塚製薬 　　　　　　　　　　カロリーメイト ブロック2本入り チョコレート味

大塚製薬 　　　　　　　　　　ソイジョイクリスピー プレーン

大塚製薬 　　　　　　　　　　ソイジョイクリスピー ミックスベリー

志摩観光ホテル 　　　　　　　　　　落雁（和三盆）

シラセ 　　　　　　　　　　神宮スギ

洋菓子ナポレオン 　　　　　　　　　　本かぶせ茶フィナンシェ

ふらんす（有限会社） 　　　　　　　　　　伊勢茶生チョコレート

ブランカ （株式会社） 　　　　　　　　　　シェル・レーヌ

ビチェリン・アジアパシフィックアンドミドルイースト（株式会社） 　 抹茶バーチディダーマ
（旧コヴァ・ジャパン（株式会社））


