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旭 酒造のご紹 介
■名称
■住所
■TEL
■FAX
■設立

旭酒造株式会社
〒742-0422
山口県岩国市周東町獺越2167-4
0827-86-0120
0827-86-0071
昭和23年1月

常に研究と分析の姿勢
を貫く旭酒造

岩徳線周防高森駅よりタクシーで約20分

ホームページのご案内
旭酒造のホームページにはさまざまな情報が掲載されて
います。注目は、日本全国はもちろん世界各地で
「獺祭」
が買える店、飲める店の紹介。このほか、
「獺祭」
を使った
カクテルレシピ、ニューヨークの日本酒事情を紹介する
「獺祭NY日記」
など楽しいコンテンツも満載です。
また旭酒造では蔵見学も可能です。ホームページから
申し込みが可能となっていますので、ぜひご覧ください。
http://asahishuzo.ne.jp/
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