
韓國傳統酒 KOREAN SOOL

● 原材料：韩国产山葡萄, 覆盆子, 桑葚
● 酒精含量：16%
● 制造商： 红池园

● 原材料 : 韓国産の山葡萄、 熊イチゴ、 桑に実
● アルコール含量 : 16%
● 製造者 : ホンジウォン

平昌 山葡萄酒 特1000
ピョンチャン山葡萄酒 特1000

平昌 山葡萄酒 特400
ピョンチャン山葡萄酒 特400

平昌 桑葚酒 特500
ピョンチャン桑の実酒 特500

大关岭覆盆子酒 特400
テグァンリョン覆盆子酒 特400



 美味的饮酒方法
产品开封后要冷藏保管, 尽量在最短的时间内饮用, 才能享受到果酒原有的味道。
可以加冰稀释后饮用或者混合个人喜好的清凉饮料饮用, 感受果酒的另一种香味。

 おいしい飲み方
製品を開封した後には冷蔵保管しなければならず、 できるだけ早いうちに飲ん
だほうが果実酒固有の味を楽しむことができます。 氷を入れてオンザロックで
薄めに飲んだり、好みによって好きな清涼飲料と混ぜて飲むと果実酒のまた違
う香味を感じることができます。

 产品介绍
是2018年冬季奥运会举办地’平昌’生产的韩国传统果酒系列, 是由山葡萄, 覆盆
子, 桑葚为主原料制成的产品。生长在韩国江原道平昌的纯净地区的山葡萄, 覆
盆子, 桑葚果实中含有丰富的营养成分, 深受众人喜爱。是精心利用韩国传统酒
的制造技法发酵熟成而制成, 是得到品质认证和韩国旅游名品认证的优秀产品。

 製品紹介
2018年冬季オリンピックが開催される「ピョンチャン」で造られた韓国伝統の果
実酒シリーズで山葡萄、熊イチゴ、 桑の実を主な原料として造った製品です。 韓
国の江原道ピョンチャンの清浄地域で育った山葡萄、 熊イチゴ、桑の実は果実
に含まれた多様な栄養素が多くの人々の注目を集めています。 心を込めて韓
国の伝統酒製造手法に発酵し、 熟成して品質認証と韓国観光名品認証を受け
た優秀な製品です。
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平昌 山葡萄酒
ピョンチャン山葡萄酒 

大关岭覆盆子酒
テグァンリョン覆盆子酒

平昌  桑葚酒
ピョンチャン桑の実酒



韓國傳統酒 KOREAN SOOL

● 原材料：小米, 粘高粱, 韩国米
● 酒精含量：40%
● 制造商： 文杯酿造园

● 原材料 : 粳粟、 キビ、 韓国米
● アルコール含量 : 40%
● 製造者 : ムンベ醸造元

文杯酒名作 500
ムンベスル 名作 500

文杯酒遗产 700
ムンベスル 遺産 700

文杯酒遗产 Set
ムンベスル 遺産 set 

文杯酒美谈 Set
ムンベスル 美談 Set 



 美味的饮酒方法
文杯酒可以按照个人喜好添加冰或者奎宁水。而且还可以添加酸果蔓果汁或蓝色
库拉索(Blue curaçao)和奎宁水可作为鸡尾酒享受。

 おいしい飲み方
ムンベスルは好みによってオンザロックまたはトニックウォーターを入れて飲
むとといいです。 クレンベリジュースまたはブルーキュラソ(Blue curaçao)とトニ
ックウォーターを入れてカクテルにして楽しむことができます。

 产品介绍
文杯酒是利用小米和粘高粱酿成的纯谷物的蒸馏酒, 据说有文杯树的果实香
气。这是一款可以感受到润嗓和嘴里充满香气的传统烧酒。 高丽时期(AD918 
~1392), 当时臣子们向王进献好酒从而获取官职, 据说其中有一家门酿造的
酒就是’文杯酒’。到现代, 文杯酒从上世纪40年代起至今已相传到了第五代。
现在由被指定为韩国传统食品名人第7号的李基春所生产。

 製品紹介
ムンベスルは粳粟とキビを利用して造った穀物の蒸留酒にして、ヤマナシの果
実の香りがすると言われます。 優しいのど越しと口の中に満ちた香りを楽しめ
る韓国の伝統焼酎です。 高麗時代(AD918~1392)、 当時の臣下たちは王によ
い酒を献上して官職につくようになりましたが、 そのうち、 一家の酒が「ムンベ
スル」だったそうです。 現代に至ってムンベスルは1940年代以来今まで5代に
わたって造られています。 現在は韓国の伝統食品名人、 第7号に指定されたイ
ギチュン名人によって造られています。
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韓國傳統酒 KOREAN SOOL

● 原材料：韩国米, 梨, 生姜, 桂皮, 
                姜黄, 蜂蜜
● 酒精含量： 25%
● 制造商： 全州梨姜酒

● 原材料 : 韓国米、 梨、 ショウガ、 シナモン、 
                    ウコン、 蜂蜜
● アルコール含量 : 25%
● 製造者 : 全州イガンジュ

梨姜酒莲花特选 Set
イガンジュ 蓮花特選 Set 

梨姜酒虎 Set
イガンジュ 虎 Set 

梨姜酒 特5号 
イガンジュ 特5號 

梨姜酒名作700 
イガンジュ 名作700 



 美味的饮酒方法
梨姜酒弄凉后喝更佳。可以按照个人喜好添加冰块或奎宁水。
可以利用各种鸡尾酒材料演绎多样的味道。

 おいしい飲み方
イガンジュは冷やして飲むとよりいいです。 好みによってオンザロックまたはト
ニックウォーターを入れて飲むのもいいです。 多様なカクテル材料を活用して、
様々な味を演出することができます。 

 产品介绍
梨姜酒起源于朝鲜时代(AD1392~1910) 中期的全罗道和黄海道, 是上流层喜
好喝的朝鲜3大名酒之一。梨姜酒结合了梨的清爽的清凉感, 辛辣味道的生姜, 
利于解酒的姜黄, 辣而甜的桂皮, 可以润喉的蜂蜜。它作为朝鲜时期王室的祭
祀用酒, 现在由被指定为韩国传统食品名人第9号的赵鼎衡所生产。

 製品紹介
イガンジュは朝鮮時代(AD1392~1910)中期から全羅道と黄海道で製造され、
上流層が好んで飲んでいた朝鮮の3大名酒の一つです。 梨の爽やかな清涼感、 
えがらい生姜、 二日酔いを和らげてくれるウコン、 甘辛いシナモン、 のど越しを
優しくしてくれる蜂蜜が調和を成しています。 朝鮮時代の王室に献上品として
捧げられたお酒として、 現在は韓国の伝統食品名人の第9号に指定されたチョ
ジョンヒョン名人によって造られています。
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韓國傳統酒 KOREAN SOOL

● 原材料：韩国米, 曲酒 
● 酒精含量：45%
● 制造商：民俗酒 安东烧酒

● 原材料 : 韓国米、 麹
● アルコール含量 : 45%
● 製造者 : 民俗酒アンドンソジュ

民俗酒安东烧酒
民俗酒アンドンソジュ



 美味的饮酒方法
民俗酒安东烧酒可以按照个人喜好添加冰块或奎宁水。加入冰块的杯子里倒入
安东烧酒和柠檬汁, 然后按照适合自己的浓度加入奎宁水和糖浆或碳酸饮料后, 
可以混合制成鸡尾酒享受。

 おいしい飲み方
民俗酒アンドンソジュは好みによってオンザロックまたはトニックウォーター
を入れて召し上がるといいです。 氷を入れておいたグラスにアンドンソジュと
レモンジュースを入れてトニックウォーターとシロップまたは炭酸水を自分の
好みに合わせて入れます。 それからよく混ぜてカクテルにして楽しむことがで
きる。

 产品介绍
安东烧酒于高丽时期(AD918~1392)在贵族之间开始流行, 据说很久以前用
于治疗用酒饮用。现在, 被指定为韩国传统食品名人第20号的赵玉花把从朝
鲜时期(AD1392~1910)安东地区的名门家族相传的制作秘方继承发展至今。
赵玉花名人为了维持安东烧酒原有的味道和香气, 按照传统方式酿造酒。尽管
是高达45%的酒精度数, 但是喝完香气久久留在嘴里, 并且不易醉是其特点。

 製品紹介
アンドンソジュは高麗時代(AD918~1392)貴族の間で流行しはじめ、 昔は治療
用として飲まれたといわれます。 朝鮮時代(AD1392~1910)安東地域の名門家
の家門から継がれてきた秘伝を現在は韓国伝統食品名人の第20号に指定さ
れたチョオクファ名人が継承発展させて現在に至っています。 チョオクファ名
人はアンドンソジュの本来の味と香りを維持するため、 伝統的な作り方でお酒
を造っています。 45%という高いアルコール度数だけど、 飲んだ後、 口の中に
香りが残って二日酔いがひどくないのが特徴です。
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韓國傳統酒 KOREAN SOOL

● 原材料：韩国大米, 入境 
● 酒精含量：40%
● 制造商：安东烧酒一品

● 原材料 : 韓国米、 麹
● アルコール含量 : 40%
● 製造者 : アンドンソジュイルプン

安东烧酒一品 新郎
アンドンソジュイルプン 花婿

安东烧酒一品 新娘
アンドンソジュイルプン 花嫁

安东烧酒一品 黄金
アンドンソジュイルプン ゴールド 

安东烧酒一品 600
アンドンソジュイルプン 600



 美味的饮酒方法
安东烧酒一品可以按照个人喜好添加冰块或奎宁水饮用。加入冰块的杯子里倒
入安东烧酒和柠檬汁, 然后按照个人取向调整浓度加入奎宁水和糖浆或碳酸饮
料后, 可以混合制成鸡尾酒享受。

 おいしい飲み方
アンドンソジュイルプンは好みによってオンザロックまたはトニックウォーター
を入れて飲むといいです。 氷を入れたグラスにアンドンソジュとレモンジュー
スを入れてトニックウォーターとシロップまたは炭酸飲料を自分の好みに合わ
せて入れます。 それからよく混ぜてカクテルにして楽しむことができます。

 产品介绍
安东烧酒于高丽时期在贵族之间开始流行, 据说很久以前用于治疗用酒饮用。
安东烧酒的味道和香气绝对是一流的。安东烧酒一品以韩国大米为主原料, 
按照传统的烧酒制作方式酿造的韩国的代表酒。
在包括韩国在内的有权威的海外主流品评会上获奖, 且品质得到了认可。酒
精含量虽高, 但是新鲜的香气蔓延, 是可以淡淡饮用的酒。

 製品紹介
アンドンソジュは高麗時代(AD918~1392)貴族の間で流行しはじめ、 昔は治療
用として飲まれたといわれます。
アンドンソジュの味と香りは断然最高です。 アンドンソジュイルプンは韓国コ
メを主原料として、 伝統的なソジュ製造方式で酒が造られた韓国の代表的な
酒です。 韓国をはじめとする権威のある海外の酒類品評会で受賞し、 その品
質を認められました。 アルコール度数は高いけど、 新鮮な香りが広がってスム
ーズに飲めるお酒です。

 Tasting Note

향기  Aroma

단맛  Sweet

바디감  Body



韓國傳統酒 KOREAN SOOL

● 原材料：韩国产 糯米, 曲酒, 野菊花, 黄豆酱, 生姜, 红辣椒  
● 酒精含量：18%
● 制造商：韩山素曲酒

● 原材料 : 韓国産もち米、 麹、 野菊、 大豆、 生姜、 赤唐辛子
● アルコール含量 : 18%
● 製造者 : 韓山素穀酒

山洋参素曲酒
山養蔘素穀酒

韩山素曲酒 天上门
韓山素穀酒チョンサンムン

韩山素曲酒 高妮
韓山素穀酒ゴニ 



 美味的饮酒方法
韩山素曲酒的酒精含量为18%, 甜味强, 酸味小, 可以清淡饮用, 不和其他材料
稀释, 直接饮用才能感受到就得味道和风味。与辣的食物也相配。

 おいしい飲み方
韓山素穀酒はアルコール度数18%の酒で甘みは強いけど酸味が弱いので、 ス
ムーズに飲むことができ、 他の材料と混ぜないでそのまま飲むのがお酒の味
と風味を味わうことができます。 辛い食べ物ともよく合います。

 产品介绍
韩山素曲酒是从百济时期(BC18~AD660)相传下来的历史悠久的优秀的韩国
酒。通过100天的熟成酿造的甜美的香气和特有的美味是一流的。韩山素曲
酒味道好, 一坐下来开始喝就起不来, 所以也称为’瘫子酒’。山洋参素曲酒提
取利于健康的山洋参后添加的产品。现在由被指定为韩国传统食品名人第19
号的禹溪列所酿制。

 製品紹介
韓山素穀酒は百済時代(BC18~AD660)から伝わってきた長年の歴史を誇る韓
国のお酒です。 100日間の熟成を通じて造られた甘美の香りと特有の旨味が最
高です。 韓山素穀酒の味が素晴らしいので、 一度座って飲み始めると起きられ
なかったことから「足萎え酒」とも呼ばれています。 山養蔘素穀酒は健康に良
い山養蔘を抽出して添加した製品です。 現在、 韓国伝統食品の第19号に指定
されたウヒヨル名人が造っています。

 Tasting Note
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韓國傳統酒 KOREAN SOOL

● 原材料：韩国大米, 精华水, 酵母, 曲酒
● 酒精含量：6%
● 制造商：WOORISOOL

● 原材料 : 韓国米、 精製水、 酵母、 麹
● アルコール含量 : 6%
● 製造者 : ウリスル

‘Sparkling’ 米马格利酒 Set
スパークリング米マッコリ Set



 美味的饮酒方法
‘Sparkling’ 米马格利酒冷藏保管后凉着饮用为佳。添加各种饮料或鸡尾酒材
料, 制成马格利鸡尾酒, 别有一帆风味。

 おいしい飲み方
ピリッとした米マッコリは冷蔵保管し、 冷やして飲むといいです。 様々な飲料
またはカクテル材料を入れて、 マッコリカクテルにして飲むと、 一風変わった
味を楽しむことができます。

 产品介绍
‘Sparkling’ 米马格利酒是添加碳酸的具有清凉感的新款马格利。是在低温完
全熟成后经过2次杀菌处理的缓解宿醉的产品。马格利是从1,000年前开始在
韩国酿造的固有的韩国酒。在酿酒的过程中不筛出清酒而直接酿制, 故称为马
格利。富含丰富的膳食纤维和蛋白质, 是一款可以健康饮用的韩国代表酒。

 製品紹介
ピリッとした米マッコリは炭酸を入れてピリッとした味を生かした新たなマッ
コリです。 低温で完全熟成させた後、 2次殺菌処理を経て、 二日酔いを和らげ
た製品です。 マッコリは1,000年前から韓国で造られてきた韓国固有のお酒で
す。 酒を造る過程で澄んだお酒をすくうのではなく、 そのまま濾して作った酒
という意味でマッコリと呼ばれています。 食物繊維が豊富でタンパク質含有量
が多いので健康にいい韓国の代表的なお酒です。

 Tasting Note
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韓國傳統酒 KOREAN SOOL

● 原材料：韩国大米, 人参提取液, 红参浓缩液 
● 酒精含量：人参酒38%, 红参人参酒 19%
● 制造商：太平酒家

● 原材料 : 韓国米、 高麗人参抽出液、 紅参濃縮液
● アルコール含量 : 人参酒38%、 紅参酒19%
● 製造者 : 太平酒家

真心人参酒 set 
眞心人蔘酒 set 

真心红参人参酒2号
眞心人蔘酒 2號 

真心红参人参酒
眞心紅蔘人蔘酒



 美味的饮酒方法
真心人参酒和红参人参酒充满人参香气是其魅力所在的酒。因此, 比起添加其
他材料制成鸡尾酒, 饮用原液更能感受酒的味道和风味。加冰块饮用也佳。

 おいしい飲み方
眞心人蔘酒と紅蔘酒は高麗人参の香りに優れているのが魅力的なお酒です。
そのため他の材料を入れてカクテルにして飲むよりは原液のそのまま飲むのが
酒の味と風味を味わうことができます。 オンザロックにして飲むのもいいです。

 产品介绍
人参从很久以前就因卓越的药效果代表韩国的出口产品。韩国具有优秀人参
生长的天然的自然条件, 且发展了人参的栽培和加工法。真心人参酒和红参酒
是利用在韩国最大的人参产地-全罗北道镇安生长的最高级人参所制成的得
到专利的产品。其商品性得到认可, 在国内外酒类品评会上获得多数奖, 目前
向全世界出口, 抓住了全世界人的口味。

 製品紹介
高麗人参は古くから卓越した薬効で韓国を代表する輸出品でした。 韓国は優
秀な高麗人参が育つ天恵の自然条件を備えており、 栽培と加工法を発展させ
てきました。 眞心人蔘酒と紅蔘酒は韓国最大の高麗人参産地の全羅北道鎭安
(チンアン)で育った最高級の高麗人参を特許を受けた技術で作った製品です。
その商品性が認められ、 国内外の主流品評会で多数の受賞をし、 現在全世界
に輸出され世界人の味覚を魅了しています。

 Tasting Note

Aroma

Sweet

Body



韓國傳統酒 KOREAN SOOL

● 原材料：韩国大米, 曲酒, 纯净水  
● 酒精含量：40%, 22%
● 制造商：SULSEAM

● 原材料 : 韓国米、麹、精製水
● アルコール含量 : 40%, 22%
● 製造者 : スルセム

龙 22
ミル 22 

龙 40
ミル 40 



 美味的饮酒方法
龙酒可以按照个人喜好添加冰块或奎宁水饮用为佳。

 おいしい飲み方
ミルは好みによってオンザロックまたはトニックウォーターを入れて飲むと良
いです。

 产品介绍
‘Mir’用纯粹的韩国语是指’龙’的意思。它是记录在1450年代发刊的<山家要
录>里的按照韩国最初的烧酒制作法制成的蒸馏酒。在自然发酵, 手工艺, 韩
国大米 这3大原则的基础上长期精心制作的酒。比起强烈的香味, 更能柔和饮
用, 与生鱼片很相配的酒。它完全没有添加任何人工的添加物, 按照传统方式
再现的产品, 是少量生产的高级产品。

 製品紹介
「ミル」韓国の固有語で「龍」を意味します。 ミルは1450年代に発刊された<山
家要錄>に記録された韓国初のソジュ製造法の通り作った蒸留酒です。 自然
発酵、 手作業、 韓国米の3大原則を基盤にして長い時間心を込めて造ったお
酒です。 強烈な香りに比べてスムーズに飲むことができて刺身とよく合うお酒
です。 人工的な添加物が全く入っていない製品で伝統方式そのままを再現し
た製品だけに少量で生産するプレミアム製品です。

 Tasting Note

Aroma

Sweet

Body



韓國傳統酒 KOREAN SOOL

● 原材料：山洋参, 纯净水, 酒精 
● 酒精含量：20%
● 制造商：大农Bio

● 原材料 : 山養蔘、 精製水、 酒精
● アルコール含量 : 20%
● 製造者 : デノンバイオ

好谈 Set 
ホダムセット



 美味的饮酒方法
是小瓶里装有山洋参的产品, 带有浅米色, 充满新鲜的参的味道。因酒精度数
不高, 为了感受特有的味道,比起鸡尾酒或加冰块, 直接饮用原液更佳.

 おいしい飲み方
小さな瓶の中に山養蔘が入っている製品で、 薄い黄色をしていて新鮮な山養
蔘の香り充満している製品です。 アルコール度数が高くなくて、 特有の香りを
味わうためには、 カクテルやオンザロックにするよりは原液そのまま飲むのが
いいです。 

 产品介绍
好谈酒是利用纯净地区的5年根的山洋参制造的高级酒。山洋参是指在深山
里适合山洋参生长的环境里播种, 与山参接近的意思。制造商大农Bio每年在
国内外有权威的酒类品评会上获奖, 并在2017年生产的产品荣获总统奖, 在品
质和生产技术力的优秀性得到认可。

 製品紹介
ホダムは清浄地域の5年根の山養蔘で造られたプレミアムリキュールです。 山
養蔘は深い山の中に高麗人参が育つに適した環境に種を撒き、 天然の高麗
人参に近いように育ったのを意味します。 製造者のデノンバイオは国内外の
権威のある酒類品評会で毎年受賞をしており、 2017年には生産した製品が大
統領賞を受賞して品質と生産技術力の優秀性を認められました。 

 Tasting Note

Aroma

Sweet

Body



韓國傳統酒 KOREAN SOOL

● 原材料：DMZ 240km(野生松茸, 白兰地原液, 蜂蜜)
                雪宫(野生松茸, 蜂蜜)
● 酒精含量：DMZ 240km(25%), 雪宫 (18%, 30%)
● 制造商：SOLLAEWON

● 原材料 : DMZ 240km(天然松茸、ブランデー原液、蜂蜜)
                   雪宮 (天然松茸、蜂蜜)
● アルコール含量 : DMZ 240km(25%)、雪宮(18%, 30%)
● 製造者 : ソルレウォン

DMZ 240km 雪宫 30

雪宫 18



 美味的饮酒方法
DMZ 240km和雪宫的野生松茸的香味隐隐散开是其特点。因此比起混合其他
材料喝, 直接饮用原液或加冰喝更能感受产品原有的味道和风味。

 おいしい飲み方
DMZ 240kmと雪宮は天然の松茸の香りがかすかに広がるのが特徴です。 そ
のため他の材料を混ぜて飲むよりは原液そのまま飲むかまたはオンザロック
にして飲むのがお酒の味と風味をそのまま味わうことができます。

 产品介绍
是举办2018平昌冬季奥运会的江原道所生产的产品。’DMZ 240km’是韩国战
争以后在南北韩之间的非武装地带, 是蕴含着和平, 绿色, 合作之意的酒。雪宫
是以生长在江原道地区的野生松茸, 蜂蜜, 山洋参为原材料, 经过13年熟成的
高级威士忌。两个产品都是以江原道地区的特产松茸为原材料制成的产品, 
是得到利用松茸制造的酒类酿酒技术专利后制成的。

 製品紹介
2018ピョンチャン冬季オリンピックが開催される江原道で生産する製品です。
「DMZ 240km」は、 韓国戦争以降、 南北の間に置かれた非武装地帯で平和や
エコ、 協力の念願を込めて作ったお酒です。 雪宮は江原道地域で育った天然
の松茸を蜂蜜、 山養蔘を原材料にして13年間熟成したプレミアムウイスキーで
す。 二つの製品共に江原道地域の特産品であるマツタケを原材料として造った
製品でマツタケを利用した酒類製造技術で特許を受けて製造しています。

 Tasting Note

향기  Aroma

단맛  Sweet

바디감  Body

향기  Aroma

단맛  Sweet

바디감  Body

DMZ 240km 雪宫



 韩国酒的定义
● 常规的定义：在韩国生产, 以韩国人的主食大米为主原料, 按传统方式生产的带有韩国固有
的味道和香气的酒
● 法律定义：重要无形文化遗产和市都指定文化遗产拥有者制造的酒。酒类部门的食品名人制
造的酒。农业经营体及生产者团体制造的地区特产酒

 韓国酒の定義
● 慣習的定義 : 韓国で生産されて韓国人が主食とする米を主原料にして伝統方式で生産され、
韓国固有の味と香りを秘めた酒
● 法律的定義 : 重要無形文化財と市道指定文化財の保有者が製造した酒、酒類部門の食品名人
が製造した酒、 農業経営体及び生産者団体が製造した地域特産酒

 韩国酒的分类
韩国酒大致分为属于发酵酒类的浊酒, 药酒类(药酒，清酒)和属于蒸馏酒类的烧酒。这三种从
制造方法来看浊酒拥有最悠久的历史, 在浊酒中去除渣滓就成药酒, 再把它蒸馏就成了烧酒。

 韓国酒の分類
韓国酒は大きく発効酒類に属する濁り酒、 薬酒類(薬酒、 清酒)と蒸留酒類に属するソジュに分け
られます。 この三つのうち製造方法で見ると、 濁り酒が最も長い歴史を持っており、 濁り酒でカ
スを除去すると薬酒となり、 これを蒸留するとソジュが造られます。

韓國傳統酒 KOREAN SOOL

韩国饮食文化的花, 韩国酒的理解
韓国の食文化の花、韓国酒の理解



 韩国酒的特点
● 大米酿的酒：韩国酒以我们用米饭吃的粳米, 糯米, 大麦, 高粱, 谷子等大米为主原料, 再添加香
气和药材发酵而成的酒。其味道不仅有甜味, 酸味, 苦味, 辣味, 涩味等的五味, 还有‘鲜味’和‘清爽
的味道’等七味和果香味等’柔和的香味’。
● 适合发酵的水：韩国酒可以在全国任何地方找到适合酿造发酵酒的水。
水是酿酒中最重要的要素。韩国酒用丰富的矿物质含量和柔和的甜水即用软水酿酒。用这样的
软水酿酒具有酒味丰富柔和的特性。
● 含有四季的酒：韩国是四季分明的国家, 每个季节利用当季的材料酿造各种酒。因此, 韩国的
酒种类和味道非常丰富多彩。 春, 夏, 秋, 冬酿制各式各样的酒, 然后彼此分享。

 韓国酒の特徴
● 米で造った酒 : 韓国酒は私たちがご飯として食べるうるち米やもち米、 麦、 キビ、 糯黍、 アワな
ど、 米を主原料にして、 ここに香りや薬剤を添加して発効させた酒です。 その味は甘み、 酸味、 
苦味、 辛味など、渋い味などの五味はもちろん、 「旨味」と「さわやかな風味」などの七味と果物
の香りなどの「優しい香り」があります。
● 発効に適した水 : 韓国酒は発酵酒を造るのに適した水を全国のどこからでも得られます。 お酒
を造ることに水は非常に重要な要素です。 韓国酒はミネラルの含有量が多く、 柔らかな甘い水、 
すなわち軟水で酒を造っています。 このような軟水でお酒を造ると、 酒の味が豊かになったり
柔らかい特性を持つことになります。 
● 四季を込めたお酒 : 韓国は四季がはっきりした国であり、 季節ごとに出る旬の食材を利用して、 
多彩な酒を、 季節ごとに造ってきました。 そのため韓国の酒は種類と味が非常に多彩でありま
す。 春、 夏、 秋、 冬の多様で美味しいお酒を造ってお互いに分けて飲みました。

 韩国酒的文化
酒不是单纯的酒精, 而是将整个社会成员融为一体的沟通的象征性媒体。韩国酒在婚礼, 葬礼, 
祭祀, 扫墓等开心或伤心时都一直陪伴我们。
● 乡饮酒礼：作为供奉长辈, 按照饮食礼仪和步骤饮用的饮酒文化, 可以说是谦让和美德的表现, 
是至始至终都讲究礼仪的韩国饮酒文化。
● 群体文化： 在韩国有很多人聚在一起分享酒的饮酒文化。给彼此的酒杯上倒酒一起喝, 成为那
个集团的一员酒是很重要的要素。
● 酬酌文化：韩国与西方的自己直接倒酒喝的自酌文化不同, 具有给对方相互倒酒的酬酌文化。

 韓国酒の文化
酒は単なるアルコールではなく、 社会構成員の全体を一つに統合し、維持してくれるコミュニケ
ーションの象徴的な媒介です。 韓国酒は結婚、葬儀、祭事、墓参りなど、 うれしい時や悲しい時も
共にしてきました。
● 郷飲酒礼 : 目上の人を供養して食べ物の礼儀と手続きを踏んで飲む、 飲酒文化で謙譲と美徳
の表しとも言える礼節が最初から最後まで守られる韓国の飲酒文化です。
● 群飲文化 : 韓国では多くの人が一緒に酒を飲む飲酒文化があります。 お互いの杯に酒を注い
で一緒に飲みながら、 その集団の一員になるのに酒は重要な要素です。
● 酬酌文化 : 韓国は西洋の自分で自分の杯に酒を酌む「自酌文化」とは違って、 お互いの酒を注
いでくれる酬酌文化があります。



“拜访韩国各地方的酿造美味的韩国酒的酿造厂”
拜访酿造厂是直接拜访地区的酿造厂体验各种传统酒的同时可以体验地区旅游的
体验和观光集一体的酿造厂旅游商品。目前，在韩国的30多个地区被选定为有酿
造厂运营中。更详细的信息请在韩国酒综合信息网(www.thesool.com)确认。

“大韓民国の全国の香ばしい韓国酒をお尋ねする酒造場”
お尋ねする醸造場は地域の醸造場を直接訪ねて様々な伝統酒体験とともに地域の
観光までできる体験と観光が結合した醸造場観光商品です。現在、大韓民国の全国
30個所の醸造場が選定され、運営されています。より詳細な情報は韓国酒統合情報
サイト「ザスルドットコム(www.thesool.com)」でご確認ください。

韓國傳統酒 KOREAN SOOL

拜访酿造厂
お尋ねする醸造場



酿造厂   醸造場

Sanmeolu Nong-won

Baesangmyun Brewery

Baehyejeong Brewery

Woorisool

Sulsaem

Grandcoteau Winery

Jung-wondang

Jo-eunsul Sejong

Daegang Brewery

Sinpyeong Brewery

Yesansagwa Winery 

Yangchon Brewery

Hansansogogju

Iwon Brewery

Taein Brewery

Chuseonggoeul

Haechang Brewery

Daedaelo Brewery

Cheongsannogsu

Yesul

Eun Cheok Brewery

JL Brewery

Mun Gyeong Brewery

Myeongin Andongsoju

Applease Winery

MyeongGawon

GeumJeongsanseong Brewery

Korea Winery

Uljin Brewery

Jejusaemju

联系方式   連絡先

031-958-4558

031-531-9300

031-354-9376

031-585-8525

070-4218-5225

032-886-9873

043-482-5005

043-218-7688

043-422-0077

041-362-6080

041-337-9584

041-741-2011

041-951-0290

043-732-2177

063-534-4018

061-383-3011

061-532-5152

061-542-3399

061-393-4141

033-435-1120

054-541-6409

054-572-0601

054-552-8252

054-856-6903

054-834-7800

055-963-8992

051-517-6552

054-333-3010

054-782-1855

064-799-4225

地址   住所

441-25, Witbaeuni-gil, Jeokseong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do

25, Hwadong-ro 432beon-gil, Hwahyeon-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do

835, Seobong-ro, Jeongnam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do

 

29, Daeboganseon-ro, Jojong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do 

2298-1, Jugyang-daero, Yangji-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

107, Ppeokkuksan-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

112-10, Cheonggeum-ro, Jungangtap-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do

5-2, Sacheon-ro 18beon-gil, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

60, Daegang-ro, Daegang-myeon, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do

813, Sinpyeong-ro, Sinpyeong-myeon, Dangjin-si, Chungcheongnam-do 

107-25, Daemong-ro, Godeok-myeon, Yesan-gun, Chungcheongnam-do

14-7, Maejukheon-ro 1665beon-gil, Yangchon-myeon, Nonsan-si, Chungcheongnam-do

1120, Chungjeol-ro, Hansan-myeon, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do

113, Myomok-ro, Iwon-myeon, Okcheon-gun, Chungcheongbuk-do

17, Changheung 2-gil, Taein-myeon, Jeongeup-si, Jeollabuk-do

29, Churyeong-ro, Yong-myeon, Damyang-gun, Jeollanam-do

1, Haechang-gil, Hwasan-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do

288-23, Myeongnyangdaecheop-ro, Gunnae-myeon, Jindo-gun, Jeollanam-do

19, Namyangchon-gil, Jangseong-eup, Jangseong-gun, Jeollanam-do

259-9, Dongchangbokgol-gil, Naechon-myeon, Hongcheon-gun, Gangwon-do

16-9, Bongjung 2-gil, Euncheok-myeon, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do

609, Saejae-ro, Mungyeong-eup, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do

49-15, Noeun 1-gil, Dongno-myeon, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do

6, Saneopdanji 6-gil, Pungsan-eup, Andong-si, Gyeongsangbuk-do

755, Iljikjeomgok-ro, Danchon-myeon, Uiseong-gun, Gyeongsangbuk-do

3, Jigokchangchon-gil, Jigok-myeon, Hamyang-gun, Gyeongsangnam-do 

453, Sanseong-ro, Geumjeong-gu, Busan 

100-44, Changsan-gil, Geumho-eup, Yeongcheon-si, Gyeongsangbuk-do

4, Noeum 2-gil, Geunnam-myeon, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do

283, Aewon-ro, Aewol-eup, Jeju-si, Jeju-do



“韩国饮食文化的花, 传统酒
  韩国传统酒在传统酒画廊盛开”

“韓国の食文化の花、伝統酒
  韓国伝統酒が伝統酒ギャラリーで満開します”

韓國傳統酒 KOREAN SOOL



 传统酒画廊
传统酒画廊是为了宣传韩国传统酒的味和美, 以及文化价值, 是由农林畜产食
品部和韩国农水产食品供应商设立的传统酒体验宣传空间。作为酿造厂和消
费者的桥梁, 为农村和地区经济做出贡献, 体现了具有节制和风流韵味的韩国
传统文化价值。

■ Yeoksam-dong 621-16 , Gangnam-gu, Seoul  /  Tel. +82-2-555-2283 
   从地铁2号线江南站11号口徒步10分钟
■ 运营时间：10:00~18:00 春节, 中秋节当日及每周一休馆
■ 传统酒画廊相关详细信息请在韩国酒综合信息网(www.thesool.com)确认。

 伝統酒ギャラリー
伝統酒ギャラリーは韓国伝統酒の味と趣、文化的価値を広く知らせようと農林
畜産食品部と韓国農水産食品流通公社が設立した伝統酒の体験広報空間で
す。 醸造場と消費者の架け橋として農村と地域経済に貢献し、 節制と風流の味
が込められた韓国伝統酒の文化的価値を知らせています。

■ Yeoksam-dong 621-16 , Gangnam-gu, Seoul  /  Tel. +82-2-555-2283
   地下鉄2号線江南駅11番出口から徒歩10分 / Tel.02-555-2283
■ 運営時間 : 10:00~18:00、 旧正月と秋夕の当日及び毎週月曜日休館　
■ 伝統酒ギャラリーに関するより詳細な情報は韓国酒統合情報サイト
   「ザスルドットコム(www.thesool.com)」からご確認できます。
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优秀的韩国酒家
“在推出各种韩国酒的专业传统酒店感受
 韩国酒的风味和魅力吧”

お勧めの韓国伝統酒店
“多様な韓国酒を披露する専門の伝統酒店で
  韓国のお酒の味と趣を味わってみてください”



传统酒店名 电话 地址
伝統居酒屋名 電話 住所

  

Bubu Pub 070-7786-0325 
1415-3, Baekseok-dong, Donggu, Ilsan, 

  Goyang-si, Gyeonggi-do

  

Byeol Pub 02-504-7016 B1, 37, Byeoryangsangga 1-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do

 
02-540-7644

 
Baek-Gom Makgeolli&Brewery

  
657-7, Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul

 
02-501-2342

 
Woori Sool Bar ZAC

  
640-11, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul

 
02-3452-7077

 
She-Mak(Gangnam Branch)

  
2F, 814-5, Yeoksam-doong, Gangnam-gu, Seoul

  

Soo-Bool(Seorae Village Branch) 02-3478-0886 
1st Floor, Young-Chang building, 4, Seorae-ro, 

  Seocho-gu, Seoul 

 
02-6080-4336

 
By30

  
1st Floor, 38-15, Jamwon-dong, Seocho-gu, Seoul

  

Dam-Eun 02-536-7500 
B1, Banpo Shopping Town 4dong, 69-2, Jamwon-dong, 

  Seocho-gu, Seoul

 
02-323-2016

 
Mu-Myeong House

  
329-72, Sangsu-dong, Mapo-gu, Seoul

 
02-333-1218

 
Eurl-Soo

  
2F, 331-13, Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul 

   

Sool Frog 02-322-1101  
2F, Sewon Building 3, 400-12, Seogyo-dong, 

  Mapo-gu, Seoul

 
02-334-0118

 
Sanulrim1992

  
5-138, Changjeon-dong, Mapo-gu, Seoul

 
02-335-0047

 
Sool Grida

  
445-9, Hapjeong-dong, Mapo-gu, Seoul 

 
010-9965-5112

 
Korea Sool Bar Ahn’s Makgeolli 

 
257-4, Itaewon-dong, Yongsan-gu, Seoul

 
02-794-9202

 
Wol-Hyang(Itaewon Branch)

  
682-13, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul

 
02-6494-1884

  
Modern Bar Dudu

   
1F, 130-24, Dongsung-dong, Jongro-gu, Seoul 

 
010-6838-7731

 
Sool Yee Song Song

  
47-3, Hwayang-dong, Gwangjin-gu, Seoul 

 
070-8778-5343

 
Gwangju Jeong Yee Ju Ga

  
98-1, Jangdong, Donggu, Gwangju 

 
010-8290-2133

 
Daegu Wang-Tack

  
712-5, Bongduk-dong, Namgu, Daegu  

 
051-636-9355

 
Busan Anjoong

  
2F, Jeonpo-daero 110, Namgu, Busan


