
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本酒を世界酒に 
WAKAZE 

S A K E 通 信 
日本酒おまかせ便 酒標

さ け し る べ

 

さくら酒店 
Sakura Sake Shop 
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 代表の稲川 琢磨さん（左）と杜氏の今井 翔也さん（右）。パリ近郊の KURA GRAND PARIS にて。 

 

 

フランスでの酒造り 

表紙の写真は、フランスで収穫されたお米です。この

お米で仕込んだ SAKE が 2020 年、日本に上陸しまし

た。醸したのは日本酒スタートアップと呼ばれる

「WAKAZE」。フランス初となる日本人による酒蔵・

KURA GRAND PARIS（クラ・グラン・パリ）をパリ近

郊に開設。450 ㎡の敷地に 2,500Ｌタンク 12 基を備え

た、ヨーロッパ最大規模の醸造所です。ここで大事にし

ているのは、テロワールを活かした酒造り。フランス唯

一の稲作地帯・南仏カマルグで栽培されるジャポニカ

米、欧州を象徴するミネラル豊富な現地の硬水、フラン

ス由来の Bio 酵母など、フランス産の原料に徹底的に

こだわりました。初年度は想定外の高温などに苦戦を

強いられましたが、出来上がった酒は日本で造られて

いる日本酒とは一線を画す味わいに。一口含むと、まる

でフランスの雄大な大地が目の前に広がるようです。

現地では今、2 年目の酒造りが佳境を迎えています。 

新しい“価値”を造る 

WAKAZE の設立は 2016 年。社名の由来は「和の風」

と「若勢」。若い挑戦者として、世の中に新しい価値を

届けることを胸に、代表の稲川 琢磨さんが立ち上げま

した。製造免許を持たない製造会社という異例のスタ

イル。最初に造ったお酒は委託醸造でした。自分たちが

思い描く酒を、他社の設備を借りてカタチにする―、 
  

仏・カマルグ地方の原料米の田んぼで、現地の生産者と一緒に。 

精米されたばかりの SELENIO（セレニオ）という品種のお米を手に喜ぶ稲川さん。



 

チーム WAKAZE のメンバー。平均年齢は 29 歳。東京・三軒茶屋の醸造所にて。  

 

この既存の枠にとらわれないビジネスモデルこそ

が、フランスへの留学経験があり、外資系コンサ

ルティング会社から転身した稲川さんの強みでし

た。また、その醸造方法も独特です。仕込み中に

ハーブを入れたり、酒造りの原型とも言われる室

町時代の製法を用いたり、お米をほとんど削らな

いで仕込んだりと、おおよそ現代の酒造りの常識

では考えられない製法で、現代のテイストの酒を

世に送り出していったのです。 

そして 2018 年、念願の製造免許（その他の醸

造酒）を取得した稲川さんは、東京都世田谷区の

三軒茶屋に醸造所を構えます。そこで挑戦したの

が「どぶろく」でした。やはりただのどぶろくで

はありません。フルーツや茶葉などのボタニカル

な原料を天然の微生物の力で醸すという、これま

た原点回帰ながら高難度な技術力を要する業で

す。これを可能にしたのが杜氏の今井 翔也さんで

した。酒蔵の三男として生まれ、新政酒造を始め

4 つの蔵で修業を重ねた酒造りのエキスパート。

稲垣さんとは前職時代に出会い、意気投合して一

緒に WAZAZE を創業しました。そんな 2 人が今

挑戦しているフランスでの酒造り。彼らが造り続

ける新しい“価値”に、期待せずにはいられません。 

 

 

  

  
1. パリ醸造所で蒸米を運ぶ今井杜氏。2. 独特の細⾧いタンクに酒を仕込んでいく。3. パリで特
注した圧搾機。4. 三軒茶屋醸造所の様子。わずか 4.5 坪の狭いスペースに酒造りに必要な設備は
全て揃えている。5. フランス・三軒茶屋・委託醸造で醸した WAKAZE のラインナップ。          
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酒蔵データ           
社名：株式会社 WAKAZE 
本社：山形県鶴岡市末広町 
代表：稲川 琢磨 
代表銘柄：THE CLASSIC / FONIA 

三軒茶屋のどぶろく 
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スタンダードコース 

 

三軒茶屋のどぶろく 
いちご 
どぶろくにいちご？これが WAKAZE の新常識。

甘酸っぱい味わいが特徴的な、佐賀県産の「さち

のか」を使用。口に含むと、いちごらしい甘味が

ふんわり広がり、発酵由来のクエン酸やリンゴ

酸、いちご由来の酸味がきゅっと後味を引き締め

てくれます。余韻も上品ないちごの香りが⾧く続

きます。「さちのか」はビタミン C の含有量が一

般的ないちごに比べて多く、酸味も爽やかで、よ

り一層春らしい味わいに仕上がっています。 

味わいタイプ 
ライト フレッシュ フルーティ ソフト シャープ ドライ スイート リッチ 

〇 〇 〇 〇   〇  

原料 
主原料：米（山形県産つや姫）・米麹（山形県産つや姫） 
副原料：いちご（佐賀県産さちのか） 

アルコール度数 8% 

相性の良い料理 
「春キャベツのサラダ」の食感と甘みをあわせて。「鮭のムニエル」のバター由来の香りと 
どぶろくの甘い香りをあわせて。「柿フロマージュ」の甘みとどぶろくの酸味をあわせて。 

おすすめの飲み方 冷蔵庫で冷やしてそのまま、またはロック、ソーダ割りも。 

  

今月の無添加おつまみ 

日テレ「every」でも紹介された、ワインとのマリ

アージュを考えて作られたおつまみ。それを敢え

て、いちごのどぶろくとフランス仕込みの SAKE

に合わせました。燻蒸したセミドライの柿をまる

まる１つ使い、中に濃厚なクリームチーズを入れ

たアンティパスト。とろっとした濃厚な甘味の柿

とミルキーなクリームチーズは相性抜群。しっと

りした食感と上品な甘みで、そのままつまんで

も、クラッカーに乗せてホームパーティーのフィ

ンガーフードとしても楽しめます。食前や前菜に

いちごのどぶろくと、またはデザートとしてフラ

ンス産の SAKE と合わせてお召し上がり下さい。 
 

柿フロマージュ  



 

 

  

飲み比べコース 

濁酒 vs 清酒 
 

三軒茶屋のどぶろく 
いちご 

 

フランス SAKE 
THE CLASSIC 

 

酒 

 

食べるお米として人気な山形県産のつや姫を発酵さ
せたもろみに、爽やかな酸味が特徴の佐賀県産さち
のかをまるごと潰して入れました。果物とお米を発
酵により調和させ、新しい味わいを生み出すという
WAKAZE の三軒茶屋スタイル。口に含むと、いちご
らしい甘味がふんわり広がり、発酵由来のクエン酸
やリンゴ酸、いちご由来の酸味がきゅっと後味を引
き締めてくれます。余韻も上品ないちごの香りが⾧
く続きます。 

特 

徴 

100%フランス産の原材料を使用した「清酒」（フラ
ンス産のため、日本酒とは名乗れません）。日本の
水の約 4 倍もの硬度を持つ硬水と、フランス産のワ
イン酵母、白麹を使用して、南仏カマルグ産のお米
（食用米）をほとんど削らずに醸した純米醸造酒
（海外産米のため純米酒とは名乗れません）。白麹
由来の柑橘系の香りと、すっきりとしたアタックか
ら広がる甘酸っぱいテイストが軽やか。硬水仕込み
から来る圧倒的なミネラル感をお楽しみください。 

ライト/フレッシュ/フルーティ/ソフト/スイート 味 ライト/シャープ/スイート 

米：つや姫（山形県産） 

いちご：さちのか（佐賀県産） 

原 

料 

使用米：南仏カマルグ地方産食用米 

精米歩合：92%（お米の外側を 8%カット） 

8% 

A
lc 13% 

春キャベツのサラダ、鮭のムニエル 

柿フロマージュ、レモンケーキ 

料 

理 

白身魚のカルパッチョ、クリームチーズのカナッペ 

牡蠣のフリット、柿フロマージュ 

5℃程度 

ストレート/ロック/ソーダ割り 

飲

方 

10℃程度 

白ワイングラス 

   

濁酒 清酒 

どぶろくは濁酒と書きます。どぶろくと日本酒の違いをご存知でしょうか？それは濾
こ

さないか、濾すか。
お米を発酵させてから、濾さないでそのままお酒にしたものを濁酒（どぶろく）、濾したものを清酒（日
本酒）と呼びます。今回は両者を WAKAZE ならではの飲み比べでお楽しみいただきます。 



 

 

  

マイナス 5℃熟成コース 

 

le
ル

 terroir
テ ロ ワ ー ル

 de
ド ゥ

 la
ラ

 France
フ ラ ン ス

 

WAKAZE×さくら酒店 
日本語訳は「フランスの大地」。このコースのために
特別に仕込んでもらった、さくら酒店オリジナルの
フランス産清酒です。もちろんフランス産の原料を
100%使用。⾧期熟成も視野に、超低精白でお米の旨
味をストレートに表現しました。シトラス系の爽や
かな香りと、スムーズな口当たり、優しい甘みと、
後味を引き締めるキレの良い酸が特⾧的。95%精米
とは思えない、その軽やかな味わいとすっきりとし
たボディが新時代の日本酒の幕開けを感じさせま
す。ワイングラスで少しずつ温度を上げながら、甘
みが徐々に膨らんでいく様をお楽しみください。 

味わいタイプ 
ライト フレッシュ フルーティ ソフト シャープ ドライ スイート リッチ 

    〇  〇 〇 

使用米 南仏カマルグ地方産 SELENIO（セレニオ） 

精米歩合 95%（お米の外側を 5%カット） 

相性の良い料理 白身魚のムニエル、帆立のバター醤油焼き、ローストチキン、柿フロマージュ 

おすすめの飲み方 10℃程度から始めて、徐々に品温を上げて。白ワイングラスで。 

  

どうしてマイナス 5℃？ 
日本酒がその本来の味わいを損ねてしまう主な原因は光と温度です。光に関しては、紫

外線の当たらない場所で保管すること、これは基本中の基本です。 

もう一つの温度についてですが、温度が高いと化学反応の速度が速まり、温度が低いと

遅くなることを「アレニウスの法則」と言います。お酒の中には味わいや香りを形成す

る様々な成分がありますが、温度が高いとこれらの成分が変化するスピード、つまり味

わいが劣化するスピードは速くなります。特に酵母や酵素がお酒の中に存在すると、こ

れらは温度が高いと活発に活動し、味わいの成分を著しく変化させてしまいます。これ

らの活動を最小限に抑えるには、お酒が凍り始める一歩手前の、できるだけ低い温度で

保管することが必要になります。その温度こそが「マイナス 5℃」なのです。日本酒は

アルコール度数が高いので、マイナス 5℃ではまだ凍りません。 
 

 

蔵元も知らない、未体験の味わい 
マイナス 5℃で保管すれば、フレッシュさを保ちながらの
⾧期熟成も可能に。その味わいは蔵元さえも知らない未知
なる領域。「新鮮」なのに「熟成」しているという、相反す
るベクトルが共存することで味わいの"立体感"を生み出し
ます。日本酒の新しい世界への扉を開いてみませんか？ 

Makuake のクラウドファンディングでは 675%のご支援を頂きました 

マイナス 5℃の氷温倉庫 



 

 

プレミアムコース 

 

THE BARREL（ザ・バレル） 

フランス・ブルゴーニュ地方ボーヌのワイナリーから

譲り受けた赤ワイン（ピノ・ノワール）樽で熟成させた

限定品。SAKE の自然な酸味と、赤ワイン樽の複雑でフ

ルーティーなアロマを調和させることに挑みました。

樽由来の繊細でエレガントな香りは、カシス、バニラ、

トースト、ローストした紅茶などを連想させます。グラ

スをゆっくりとかたむけ、口に含むと、心地良い甘みが

広がります。食後のくつろぎの時間にチョコレートと

合わせてゆったりとお楽しみください。

THE BOTANIC（ザ・ボタニック） 

WAKAZE の得意とする「ボタニカル SAKE」のフラ

ンス版。レモンの町と呼ばれる、イタリアとの国境近

くに位置するマントン産のレモン果汁と果皮、バーベ

ナを SAKE 醸造中に入れ、ともに醸しました。クエン

酸を生成する白麹を多く使用したことで、ジューシー

さの中にも爽やかさを感じられる SAKE に仕上げま

した。口に含むと、しっかりとした甘みと、バランス

の取れた酸味が広がります。柑橘系果実の香りが、焼

き魚や牡蠣などの魚介類と相性抜群です。 

  

 

 

さくら酒店オンラインショップ 

https://shop.sakurasaketen.com/ 

すぐ使える 

日本酒王子 YouTube チャンネル 

    WAKAZE の各商品はこちらからお買い求めいただけます 

パリ醸造所だからできる自由で革新的な SAKE 

今回は特別に先行販売品を豪華 2 本立て！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本酒おまかせ便 酒標
さけしるべ

のこだわり 

 

マイナス５℃の氷温貯蔵 

 

プロによる厳正な利き酒 

 

アタマと舌で味わう SAKE 通信 

 

お酒に合う！無化調おつまみ 
マイナス５℃は日本酒を劣化から守る
新常識。お酒が凍り始める一歩手前の
環境下で、蔵元から預かった大切な命
を大事に育てています。 

東京の「はせがわ酒店」と大阪の「山中
酒の店」で修業した代表二人の厳しい
テイスティングを経て選ばれたお酒だ
けをお届けしています。 

お酒だけを届けるのではなく、その背
景を届けること。蔵の歴史や環境、造り
手の苦難や喜びなど、たくさんの感動
を一冊の冊子に敷き詰めました。 

おつまみにもこだわりました！化学調
味料はすべて無添加。素材の旨みを生
かした「気の利いた」アテを、蔵元や地
域の生産者と相談して選んでいます。 

お客様の声 

 

親孝行できてます 
偶数月はウチ、奇数月は実家に送っても
らっています。父が覚えたての LINE で
お酒の写真を送ってくるのでｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
のきっかけになっています。（40 代女性）  

妻が日本酒好きになりました 
うちの妻は日本酒が苦手でしたが、酒標
のお酒だけは「これなら飲める」と言っ
て一緒に飲んでます。おかげで週末の家
飲みが楽しくなりました。（50 代男性）  

はじめての-5℃体験 
美味しく頂きました。このマイナス 5℃
熟成は最高だと思う。一杯目から最後ま
で楽しい！美味しいプラス楽しいって
のは他に無いと思います。（40 代男性） 

私たちがお届けしました。 
大学時代の同級生ふたりで立ち上げた

日本酒専門店です。在学時、一緒にアル

バイトをしていた日本酒バーで手造り

の日本酒の魅力に惹かれ、お互いの海外

留学をきっかけに「日本の文化である日

本酒を世界に広めよう」と意気投合。 

その後、東西を代表する酒屋でそれぞれ

修業を積み、2013 年に起業しました。 

ただお酒を売るのではなく、その背景に

あるストーリーを届けること。蔵元の想

い、お料理との相性、器やシーン、歴史

や文化に至るまでトータルでコーディ

ネートすること。それを世界に発信する

こと。それこそがさくら酒店のサービス

であり、使命だと思っています。 

日本酒であなたの笑顔つくります 

さくら酒店 

株式会社さくら酒店 
〒503-0002 岐阜県大垣市開発町 3-183 Tel: 0584-74-7812 Email: info@sakurasaketen.com 

駒澤 健（SAKE テンダー） 

近藤 悠一（日本酒王子） 

Makuake サポーター様はこちら☛ 

期間限定で三大特典をプレゼント 
酒標
さ け し る べ

のお申込みはこちらから ☛ 

  2021 年 5 月の蔵元 新澤醸造店（宮城県大崎市） 

「究極の食中酒」をテーマに、食を引き立てる名脇役を目指す蔵元。東日本大震災で蔵は全壊する
も、不撓不屈の精神で奇跡の復活を遂げ、5 年後の審査会では日本一にも輝きました。2 年前より新
杜氏に当時 22 歳だった女性社員を大抜擢し（全国最年少杜氏）、更なる酒質向上に邁進しています。 


