
商品写真

商品名 ニッカシードル・スイート ニッカシードル・ドライ ニッカシードル・ロゼ
ニッカシードル

紅玉リンゴ
ニッカシードル

トキりんご
ニッカシードル

ヌーヴォスパークリング

使用品種 ふじ主体 ふじ主体 紅玉、ふじ等 紅玉 トキ つがる

アルコール度数 3% 5% 4% 3% 3% 2%

味 やや甘口 やや辛口 やや甘口
やや甘口

ライトボディ
甘口

ライトボディ
甘口

ライトボディ

特徴

国産リンゴ１００％（青森県を
中心として収穫）でつくったス
パークリングワインです。リン
ゴを丸ごと丁寧に搾った果汁
から生まれました。さらに、糖
類・香料も使用していないの
でリンゴそのもののみずみず
しい味わいが楽しめます。やさ
しい甘さで、フルーティな味わ
いが特長です。

国産リンゴ１００％（青森県を
中心として収穫）でつくったス
パークリングワインです。リン
ゴを丸ごと丁寧に搾った果汁
から生まれました。さらに、糖
類・香料も使用していないの
でリンゴそのもののみずみず
しい味わいが楽しめます。雑
味のない、スッキリとした味わ
いが特長です。

国産リンゴ１００％（青森県を
中心として収穫）でつくったス
パークリングワインです。リン
ゴを丸ごと丁寧に搾った果汁
から生まれました。さらに、糖
類・香料も使用していないの
でリンゴそのもののみずみず
しい味わいが楽しめます。華
やかでフルーティーな香りと
すっきりとしたキレ味が特長で
す。スパークリングワインらし
さをアップし、より食事にあう
味わいにリニューアル。

甘酸っぱい味わいが特長の
「紅玉リンゴ」（青森県を中心
として収穫）を使用した限定商
品です。

リンゴの爽やかな甘みと香りが
強く、穏やかな酸味が特長の
黄色リンゴ品種「トキ」（青森県
産）を使用した限定商品です。

年ごとに収穫した「つがるリン
ゴ」（青森県を中心として収
穫）で醸造した新酒のスパー
クリングワインです。やさしい
甘さとフレッシュで爽やかな酸
味が特長です。

内容量（ml） 200ml/720ml 200ml/720ml 200ml/720ml 200ml/720ml 200ml/720ml 200ml/720ml

販売開始年 1985年～ 1986年～ 2019年（1990年）～ 2007年～ 2016年～ 2005年～

販売時期 通年 通年 通年
季節限定

毎年4月頃発売
季節限定

毎年6月頃発売
季節限定

毎年11月頃発売

HP

TEL

社名 ニッカウヰスキー株式会社

https://www.asahibeer.co.jp/cidre/

0120-011-121　（お客様相談室）
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商品写真

商品名
A-FACTORY AOMORI

CIDRE sparkling
Sweet

A-FACTORY AOMORI
CIDRE sparkling

Standard

A-FACTORY AOMORI
CIDRE sparkling

Dry

使用品種 ふじ、ジョナゴールド ふじ、ジョナゴールド ふじ、ジョナゴールド

アルコール度数 3% 5% 7%

味 スイート スタンダード ドライ

特徴

日本一のりんごの生産地、青
森県産りんごだけを使用し
た、フルーティーな香りが口
いっぱいに広がる甘口のシー
ドルです。

日本一のりんごの生産地、青
森県産りんごだけを使用し
た、香り良くフレッシュな甘み
が特徴のシードルです。

日本一のりんごの生産地、青
森県産りんごだけを使用し
た、酸味とドライな口当たりが
特徴のシードルです。

内容量（ml） 200ml/375ml/750ml 200ml/375ml/750ml 200ml/375ml/750ml

販売開始年 2010年 2011年 2011年

販売時期 通年 通年 通年

HP

TEL

社名 A-FACTORY シードル工房(株式会社JR東日本青森商業開発)

https://www.jre-abc.com/wp/afactory/

017-752-1890
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商品写真

商品名
A-FACTORY

AOMORI CIDRE
弘前吉野町1（スイート）

A-FACTORY
AOMORI CIDRE
弘前吉野町2（ドライ）

A-FACTORY
AOMORI CIDRE

弘前吉野町3（ミディアム）

A-FACTORY
AOMORI CIDRE
弘前吉野町4（ドライ）

A-FACTORY
AOMORI CIDRE

弘前吉野町5（スイート）

A-FACTORY
AOMORI CIDRE
弘前吉野町6（ドライ）

使用品種 ふじ、王林、ジョナゴールド ふじ、王林、ジョナゴールド ふじ、ジョナゴールド ふじ、ジョナゴールド ふじ、ジョナゴールド ふじ、ジョナゴールド

アルコール度数 3% 6% 5% 6% 3% 7%

味 スイート ドライ ミディアム ドライ スイート ドライ

特徴

口に含むとりんごの香りがフ
ワッと広がり、ボディを感じつ
つ、甘味の余韻があります。生
のりんごを食べたような味わ
いをお楽しみください。
飲み頃温度を少し高めの
12℃にすることにより、香りが
一層引き立ちます。

口に含むとりんごの香りを感
じた後、程よいビター感、酸
味、渋みが感じられることによ
り、後味が心地よくスッキリと
した味わいです。
飲み頃温度を少し高めの
12℃にすることにより、香りが
一層引き立ちます。

グラスに注ぐとシードル・ゴー
ルドの淡い黄色が美しく、口に
含むと、りんごの香りが広が
り、ふくよかな甘さ、奥行きが
ある渋みが感じられます。アル
コール感も適度にあり、バラン
スの取れたシードルに仕上げ
ました。飲んだ後の余韻もお
楽しみ下さい。飲み頃温度を
少し高めの８～12℃にするこ
とにより、香りが一層引き立ち
ます。

りんごの風味を残し、甘みを
抑えたシードルです。グラスに
注ぐとシードル・ゴールドの淡
い黄色が美しく、完熟したりん
ごの香りが広がります。10℃
～12℃にしてお飲みいただく
とより一層香りが引き立ちま
す。

ふじ、ジョナゴールドの甘み、
香りをダイレクトに感じるシー
ドルです。渋みがあることでよ
り味に奥行きを与えます。グラ
スに注ぐとクリアな色、そして
生のりんごの香りが広がりま
す。10℃～12℃にしてお飲み
いただくと一層香りが引き立ち
ます。

ビールのようなスッキリ爽快感
を感じるシードルです。他のド
ライ系シードルよりも醸造期
間を長くし、甘さを極力抑え、
酸味、渋みを引き出しました。

内容量（ml） 520ｍｌ 520ｍｌ 520ｍｌ 520ml 520ml 520ｍｌ

販売開始年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年

販売時期 数量限定(終売） 数量限定(終売） 数量限定 数量限定 数量限定 数量限定

HP

TEL

社名

A-FACTORY弘前吉野町シードル工房では、今後も醸造方法や原料りんごの選定等にこだわった新たな商品の醸造にチャレンジする予定です。

0172-40-2150

https://www.jre-abc.com/wp/afactory/

A-FACTORY 弘前吉野町シードル工房（株式会社JR東日本青森商業開発）
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商品写真

商品名 タムラシードルSWEET タムラシードルDRY タムラシードルBRUT タムラシードルSEC タムラシードル紅玉 タムラシードル紅玉＆トキ タムラシードルシナノゴールド

使用品種
サンふじ、王林、ジョナゴールド、

シナノゴールド、トキ、紅玉等
サンふじ、王林、ジョナゴールド、

シナノゴールド、トキ、紅玉等
サンふじ、王林、ジョナゴールド、

シナノゴールド、トキ、紅玉等
サンふじ、王林、ジョナゴールド、

シナノゴールド、トキ、紅玉等
紅玉 紅玉、トキ シナノゴールド

アルコール度数 3% 6% 9% 5% 5% 6% 5%

味 甘口 やや辛口 辛口 中口 やや甘口 辛口 中口

特徴

りんご作りから醸造まで1年が
かりで丹精込めて醸造した
シードルです。アルコール度数
3％の甘口シードルです。上
品なりんごの甘さが楽しめま
す。

フルーティーな香りとともに華
やかな泡立ち、りんご特有の
上品な酸味とほのかな苦みも
感じられるスッキリとしたシー
ドルです。

京都のワイナリー「丹波ワイン
㈱」と共同開発をして誕生しま
した。食中酒として楽しむこと
ができます。

京都のワイナリー「丹波ワイン
㈱」と共同開発をして誕生しま
した。食中酒として楽しむこと
ができます。

上品な紅玉りんごの甘さと濃
厚な酸味が楽しめます。アル
コール度数5％のやや甘口
シードルです。

濃厚な紅玉りんごの酸味とト
キの芳醇な香り楽しめます。ア
ルコール度数6％の辛口シー
ドルです。

真っ黄色の「シナノゴールド」
だけを使用。アルコール度数
5％の中口。フルーティーな
香りと酸味と甘さがバランス
よく。

内容量（ml） 500ml 500ml 750ml 750ml 500ml 500ml 500ｍｌ

販売開始年 2015年 2015年 2015年 2013年 2016 2016 2019年

販売時期 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年

HP

TEL

社名

http://tamurafarm.jp/

0172-88-3836

タムラファーム株式会社
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商品写真

商品名 タムラシードル2NDスイート タムラシードル2NDドライ

使用品種 サンふじ サンふじ

アルコール度数 3% 5%

味 甘口 やや辛口

特徴

飲みきりサイズの小瓶です。
爽やかな香りと上品なりんご
の甘さが楽しめます。アルコー
ル度数3％の甘口シードルで
す。

飲みきりサイズの小瓶です。り
んご特有の上品な酸味とほの
かな苦みも感じられるスッキリ
としたシードルです。

内容量（ml） 200ml 200ml

販売開始年 2019年 2019年

販売時期 通年 通年

HP

TEL

タムラファーム株式会社

http://tamurafarm.jp/

0172-88-3836

社名
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商品写真

商品名 kimoriシードル　DRY kimoriシードル　SWEET
kimoriシードル

HARVEST
kimoriシードル　GREEN

使用品種 主にサンふじ 主にサンふじ つがる ジョナゴールド

アルコール度数 6% 3% 5% 3%

味 辛口 甘口 やや辛口 やや甘口

特徴
kimoriシードルの中で最も辛
口。新鮮な魚介と合わせるとり
んごの風味がたちます。

kimoriシードルの中で最も優
しい甘口。ラム肉やホルモンを
楽しみながら飲むと、脂っこさ
をサッパリながしてくれます。

収穫時期限定、果汁豊富でや
や辛口。栗ご飯や秋刀魚など
秋の味覚と合わせてどうぞ。

秋に収穫し、春まで熟成させ
たシードル。甘口ながらも酸味
も強めの軽い口当たり。

内容量（ml） 375ｍｌ/750ｍｌ 375ｍｌ/750ｍｌ 750ｍｌ 750ｍｌ

販売開始年 2014年 2014年 2014年 2017年

販売時期 通年 通年 秋-冬数量限定 春-夏数量限定

HP

TEL

社名 弘前シードル工房kimori（株式会社百姓堂本舗）

http://kimori-cidre.com

0172-88-8936
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商品写真

商品名 Hiroka Cidre Dry Hiroka Cidre Eikoga Hiroka Cidre Komei&Koju Hiroka Cidre Komei&Koju Dry

使用品種 サンふじ・栄黄雅 栄黄雅 黄明・幸寿 黄明・幸寿

アルコール度数 5% 5% 4% 6%

味 ドライ シャープ スイート スイート

特徴

辛口ながら、フレッシュな香り
とふんわりとした甘さ、舌に残
る酸味は飽きのこない上品な
テイストです。

甘味・酸味ともに強い特徴を
もつりんご、栄黄雅100％果
汁を使用。スッキリとした酸味
とフルーティーな香りが広がる
飲み心地のシードルです。

生産量が非常に少ないりんご
「黄明」「幸寿」を使用したシー
ドル。りんごの香り、爽やかな
甘み、スッキリした後味を楽し
めます。

生産量が非常に少ないりんご
「黄明」「幸寿」を使用したシー
ドル。りんごの香り、爽やかな
甘み、スッキリした後味を楽し
めます。

内容量（ml） 375ml/750ml 500ml 500ml 500ml

販売開始年 2016年4月 2017年7月 2019年1月 2020年1月

販売時期 通年 通年 通年
数量限定

（製造分のみで終了予定）

HP

TEL

社名 ㈱弘果物流

https://hirokabutsuryu.com/

0172-27-1800
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商品写真

商品名 タイプ２ タイプ３　ドライ タイプ３　スイート タイプ４（T)

使用品種 ふじ・ジョナゴールド ふじ・紅玉 ふじ・ジョナゴールド 紅玉

アルコール度数 6% 6% 4% 11%

味 ドライ ドライ スイート ドライ

特徴

完熟りんごでつくりました。り
んごそのものの風味が楽しめ
るすっきりとしたシードルで
す。

アルコール度数6%ですっきり
とした飲み口は料理にもよく
あい、食事と一緒に楽しめる
シードルです。

アルコール度数も4%と低め
でりんごの甘さも楽しめる女
性にも人気のシードルです。

紅玉のみを使用。冷凍果汁仕
込みにすることで、余分な水
分が除かれコクがあるのに
すっきりとした美味しさです。

内容量（ml） ７５０ｍｌ ３００ｍｌ/５０0ｍｌ ３００ｍｌ/５０0ｍｌ ３００ｍｌ/５０0ｍｌ

販売開始年 ２０１６年 2018年 2018年 2018年

販売時期 通年 通年 通年 通年

HP

TEL 0172-87-6089

社名 津軽ゆめりんごファーム　(有)ゆめりんご

https://yumeringo.net/
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商品写真

商品名

使用品種

アルコール度数

味

特徴

内容量（ml）

販売開始年

販売時期

HP

TEL

社名 弘前銘醸株式会社

弘前城しいどる／クリア 弘前城しいどる／無ろ過スイート

サンふじ主体 サンふじ主体

4% 3%

やや甘口 甘口

～りんごと桜とお城の「和」シードル～
日本一とも称される弘前城の桜。そこに咲く「日本最古のソメイヨシ
ノ」の天然花酵母「弘前さくら酵母」を使用し、青森りんご100％で
作った、奥ゆかしくも華やかな「和」のシードルです。
すっきり・さっぱりとした味わいとバランスのよい甘味と酸味、後味の
「和」のニュアンスは、女性や普段あまりお酒を飲まない方にもおす
すめです。
ダシの効いた和食、甘辛い味付けの肉や魚料理、チーズや燻製など
によく合います。
また、「りんご」と「桜」をモチーフにしたラベル・パッケージは手土産や
ギフト用にも最適です。

～りんごと桜とお城の「和」シードル～
弘前城「日本最古のソメイヨシノ」の天然花酵母「弘前さくら酵母」を
使用し、青森りんご100％で作った無ろ過（にごり）タイプのシードル
です。
無ろ過ならではの、りんごの果実味溢れる甘酸っぱくしっかりとした
味わいと、さくら酵母が生み出す独特の「和」の風味は、女性や普段
あまりお酒を飲まない方にもおすすめです。
食前酒やウェルカムドリンクとしてはもちろん、サラダや生ハム＆メロ
ンなど塩味や酸味の効いた前菜、クリームやフルーツを使ったスイー
ツにもぴったりです。
また、「りんご」と「桜」をモチーフにしたラベル・パッケージは手土産や
ギフト用にも最適です。

https://www.hirosakimeijo.com/

0172-32-4241

200ml/500ml 200ml/500ml

2017年 2018年

通年 通年
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商品写真

商品名

使用品種

アルコール度数

味

特徴

内容量（ml）

販売開始年

販売時期

HP

TEL

セミスウィート

社名 もりやま園株式会社

テキカカシードル えんシードル

未成熟りんご 彩香(さいか)

5% 5%

ドライ、シャープ、ライト

通年 年間で限定約1,000本

https://moriyamaen.jp/

0172-78-3395

初夏の摘果作業で摘まれる未成熟りんごを主原料に用いたド
ライシードル。甘さは控えめ、摘果りんご由来のキレの良い酸
や渋みが特徴的で、食前・食中酒としてオススメ。
秋の成熟りんごの他に、もう1本の果樹経営の柱を構築すべ
く、これまで活用の道が無く廃棄されてきた摘果りんごに着目
し、栽培管理手法を5年の歳月をかけゼロから再構築し、
2017年より摘果りんごの収穫が可能に、2018年2月よりテ
キカカシードルの醸造販売をスタート。

『地域と人と環境の「縁」の中で地域に豊かな「園」をつくる。』
がコンセプト。自社園地から多数採取した酵母菌の中から、オ
リジナル酵母『MAY29』を選抜。優れた耐病性と自己摘果性
を併せ持つ環境負荷の少ない品種『彩香』とMAY29を用
い、酸化防止剤無添加でのシードル醸造に至りました。
液色はピンクがかったオレンジ色、桃やあんずのような香り、
甘味の中に爽やかな酸味やタンニンが感じられます。無濾過。

330mｌ / 業務用10L樽 750mｌ

2018年 2020年
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商品写真

商品名 白神ピュアシードル
白神ピュアシードル

Mixグレープ
白神ピュアシードル

Mixグレープ
エール シトリン チョイス ドリンカーチョイス

使用品種
フジ、王林、とき、
ジョナゴールド

フジ、王林、とき、
ジョナゴールド、ぶどう（スチューベン）

フジ、王林、とき、
ジョナゴールド、夏秋いちご

フジ、王林、とき、
ジョナゴールド

フジ、王林、とき、
ジョナゴールド 王林 王林

アルコール度数 7% 9% 7% 8% 8% 8% 12%

味 ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ

特徴

世界自然遺産白神山地の麓
村で栽培されたりんごのみで
醸造。白神山地で採取された
ブナの天然酵母で低温で6週
間ゆっくり発酵させた自然の
恵みを感じれる商品。
味わいは青森県産の海の幸に
も、山の幸にも合うようにアル
コール分7%と高めの辛口に
仕上げている。ぜひ白神山地
の自然の恵みを感じながら、
お料理ともに楽しんで頂きた
いです。

白神ピュアシードルに白神山
地近郊の畑で自分たちで栽培
しているぶどうをミックスした
シードルです。アルコール度数
は9％と高めの辛口に仕上げ
ていますが、爽やかな香りと酸
味が特徴でまるで白ワインを
思わせるような味わいです。
お料理との相性もとてもよく、
洋食やイタリアン、食材ですと
チーズや魚介類との相性は抜
群です。

白神ピュアシードルに青森県
産の夏秋いちごをミックスした
シードルです。アルコール度数
は7％の辛口で仕上げていま
すが、香りはいちごの香りが
際立ち飲み口はさっぱりとし
ていて食中酒としてお楽しみ
いただけます。香り高いので
食前酒やデザートと合わせて
も相性がいいお酒です。

青森県産 ふじ、とき、王林を
使用し、ビールのエール酵母
にて醸造。しっかりとした果実
味の重みがありながら
も後味のキレの良さがいい辛
口です。

青森県産 ふじ、とき、王林を使
用し、白ワイン酵母にて醸造。
宝石のシトリンのような黄金色
にすっきりな辛口の味
わいです。

王林100％使用し、シャン
パーニュ酵母にて醸造。青リ
ンゴをざくざくとかじったよう
爽快感満載の辛口味わいで
す。

王林100％使用し、シャン
パーニュ酵母にて醸造し、補
糖してアルコール度数12％
に仕上げたもの。りんごのシ
ロップ付けのような丸みが心
地よい辛口です。

内容量（ml） 750ml/375ml 750ml/375ml 750ml/375ml 330ml 330ml 330ml 330ml

販売開始年 2020年1月 2020年2月 2020年3月 2019年10月 2019年10月 2019年11月 2019年11月

販売時期 通年 通年 通年 数量限定 数量限定 数量限定 数量限定

HP

TEL 白神ワイナリー：0172‐85‐2886

社名 白神ワイナリー（GARUTSU株式会社） 白神ワイナリー CIDER ROOM GARUTSU（GARUTSU株式会社）

https://garutsu.co.jp/
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