
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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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 かつては酒蔵を相手に米の卸問屋を営んでいたが、大正 11 年に酒蔵に転身。平成 27 年には、井上合名会社から株式会社みいの寿に社名変更した。 

 

 

創業 100 年でも新しい蔵 
蔵が立つ三井郡の名は、この地域に昔からある 3 つの

湧き井戸に由来します。「三井の三泉」と言われるその

水は、かつて時の天皇に献上され、江戸時代には参勤交

代の武士たちの喉を潤したと言われています。そんな名

水の名にあやかり、「三井の寿」という銘柄で大正 11 年

（1922 年）に創業した㈱みいの寿。この大正 11 年とい

う年は、清酒の酒造免許が最後に下りた年と言われてお

り、来年で創業 100 周年を迎える㈱みいの寿は、日本で

最も新しい日本酒蔵のひとつでもあるのです。 

現蔵元はこの 10 月に社⾧に就任したばかりの 4 代目・

井上宰
ただ

継
つぐ

さん。同世代の蔵元のように大学で醸造学は学

ばず、ハーゲンダッツジャパンを経て蔵に戻ってきたと

いう異色の経歴の持ち主です。元々自分で酒造りをする

とは思ってなく、経営学を学ぶために外資系の会社に就

職したとのことですが、数年後に杜氏が脳梗塞で倒れた

ため、弟と一緒に蔵に戻り、造りの現場に入ることにな

りました。しかし、新しい体制になって売上は激減。井

上さんは新しい杜氏の下で麹造りを任させるようにな

りますが、その造り方にも疑問を持っていたといいま

す。あるとき、杜氏に内緒で麹の造り方を変えたところ、

なんとそのお酒が全国新酒鑑評会で金賞を受賞。それか

らというもの、鑑評会の入賞率は驚異の 9 割越えを継続

中。今は弟と二人三脚で酒造りを仕切っています。井上

さんの酒造りの秘訣は「美味しいと思った蔵には見学に

行ってどんどん聞く」ことだと言います。その代わり自

分も惜しみなく全てをさらけ出す。なぜなら「どんなに 
  

地元・大刀洗町の町名は、武将・菊池 武光が血まみれの刀を洗ったという「太刀洗川」に由来。
しかし、当時の役人が「太」を「大」と間違えて登録したため、町名の漢字は「大刀洗」に。 

4 代目蔵元の井上宰継さん。3 代目である父はかつてボルドーに視察団として派遣され、現地の
ワイナリーを見て、手造り蔵へと舵を切った。そんな父を尊敬し、その意思を引き継ぐ。 



 

驚くほど多種多様なラインナップ。伝統の山廃造りからフルーティなモダンタイプ、復活醸造米を用いたお酒まで、その味わいとデザインは多岐に渡る。  

教えても絶対に同じ酒は造れないから」。全国の蔵

元と情報を共有することで、皆で切磋琢磨し、日

本酒全体のレベルを上げているのです。 

日本酒を嫌いにならないで 
そんな井上さんの口癖は「酒造りは科学とセン

スと情熱だ！」。科学は「化学」ではなく、「自然

科学」の方。数字のアプローチはもちろん大事だ

が、ときに数字を超えた不思議な力が働くのが酒

造り。また、製法は江戸時代から変わっていない

のになぜ蔵によってこれほど味が違うのか。それ

はセンスが違うから。「料理の“さしすせそ”にして

も、入れる分量やタイミングはセンスだから」。そ

して最後は情熱。「美味しい酒を造る」という情熱

こそが妥協のない酒造りを可能にするのです。 

 「それと…」井上さんは続けます。「日本酒で失

敗する人を減らしたいんです。」 未だに大量生産

の普通酒が多く流通する日本酒業界。初めて日本

酒を飲む人が日本酒を嫌いにならないでほしい。

その想いがイタリアンラベルやスラムダンク風ラ

ベルを生み出すきっかけにもなりました。元々は

山廃造りなど、熟成に向く玄人向けの酒を得意と

しながらも、今風のきれいな酒も造る。この器用

さはやはりセンスなのかもしれません。 

 

 

  

  
1. レベルの高い福岡県酒類鑑評会で毎年のように県知事賞を獲得。2. 父がボルドーから帰った
後、大きなタンクをすべて捨て、小仕込みだけの環境を整えた。3. 井上さんの仕事場である麹室
の入り口。4. 作業ごとに担当者を決め、皆で分担して酒造りを行う。5.タンクに貼られたメモ。
データは皆で共有する。          

5 

3 

酒蔵データ          
社名：株式会社みいの寿 
所在地：福岡県三井郡大刀洗町 
代表：井上 宰継 
代表銘柄：三井の寿 
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井上さんと 
飲もう！ 



 
 

 

  

スタンダードコース 

 

三井
み い

の寿
ことぶき

 +14 
大辛口 純米吟醸 
試験醸造から始まり、今や三井の寿の人気アイテ
ムとなった大辛口。このラベルが何を表している
か、スラムダンクファンなら一目瞭然でしょう。
あの人気キャラクターの名前もこの銘柄から生ま
れました。ラベルに合わせて、日本酒度を＋14、
アルコール度数を 14 度に設定するという憎い演出
も。しかし、「ラベルは遊んでも味は本気」という
蔵元のこだわりが示すように、造りは山田錦を 9
号酵母で仕込むという王道の組み合わせ。三井の
寿らしい旨味を残しながらも、その抜群の切れ味
と低めのアルコール度数が、飲み飽きしない安定
したバランスを作り上げています。いつも傍らに
置いておきたい晩酌酒。 

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   

使用米 山田錦（福岡県糸島産酒造好適米） 

精米歩合 60%（お米の外側を 40%カット） 

相性の良い料理 豚肉の塩麹ステーキ、鶏のトマト煮込み、天ぷら、鰤や鯖などの煮付け、筑前煮など 

おすすめの飲み方 
【冷酒】10℃前後 / 小ぶりの平盃 

【燗酒】50℃前後 / 大ぶりの平盃 

  
 

今月の無添加おつまみ 

三井の寿が好んで使用する、酒米の王様「山田

錦」の一大産地である福岡県糸島市。海と山に囲

まれ、農業も漁業も盛んなその土地で、2015 年に

産声を上げた小さなチーズ製造所が TAK です。牧

場での搾乳作業から北欧でのチーズ作りまで、

様々な経験と知識を吸収してきた職人が作る糸島

産チーズは、2 ヶ月以上塩水中で熟成させたセミハ

ードチーズをオイルに漬けた商品。ブルーチーズ

のような塩味の強さがあり、サラダのアクセント

やパスタの仕上げに、そしてお酒のお供に抜群で

す。残ったオイルは是非お料理にお使い下さい。  
オイル漬けチーズ by TAK（福岡県糸島市）  



  

  

  

飲み比べコース 

ザ・ジャケ買い。 

大辛口 +14 

nam
e  活性にごり Neve

ネ ー ベ
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糸島産の良質な山田錦を 9 号酵母で仕込んだ王道
のスタイル。日本酒度＋14 のキレ、軽快ながらも適
度な旨味を残したボディ、低めに設定されたアルコ
ール度数も手伝って、いつも傍らに置いておきたい
飲み飽きない晩酌酒です。そのシャープでエッジの
効いた輪郭と研ぎ澄まされた味わいは、まさにあの
「三井寿」の 3 ポイントシュートばりの切れ味(笑)。
本格的な味わいながらも遊び心を織り込んだ、蔵元
の“センス”が光る 1 本。 

fe
atu

re 

「僕にはイタリアの血が 8 分の 1 流れている(嘘)」
と言うほどイタリア好きの井上さん。「Neve」とは
イタリア語で「雪」のこと。夜に降る雪をイメージ
して造られた活性のにごり酒は、封を切ると、降り
積もった雪が風で舞い上がるかのように滓が勢い
よく瓶の中を飛び交います。しゅわしゅわした発泡
感と絹のように滑らかな舌触りが重なり合って、こ
の季節の乾杯にぴったり。見た目とは裏腹に甘みは
少なく、軽快で爽やかな飲み口です。 

ドライ/シャープ/ライト 

taste 

フレッシュ/ライト/ドライ 

【使用米】山田錦（福岡県糸島産） 

【精米歩合】60%（お米の外側を 40%カット） 

rice 

【使用米】夢一献（福岡県産酒造好適米） 

【精米歩合】60%（お米の外側を 40%カット） 

豚肉の塩麹ステーキ、鶏のトマト煮込み、天ぷら 

鰤や鯖などの煮付け、筑前煮など 

dish 

白子ポン酢、なます、カナッペ、カルパッチョなど 

食前酒として和洋中問わず様々な前菜に 

【冷酒】10℃前後 / 小ぶりの平盃 

【燗酒】50℃前後 / 大ぶりの平盃 

tips 

【冷酒】5℃前後 / 小ぶりのフルートグラス 
※吹きこぼれる可能性があります。開栓時は瓶を振らず、何度
も開け閉めを繰り返しながらお開けください。 

   

定番 新酒 

「初めて手に取る日本酒が美味しいものであってほしい」 
ラベルデザインと品質の両立がいかに大事か、その重要性を説く井上さん。 

定番のスラムダンク風ラベルと新酒のイタリアンラベル。 
ともに精米歩合 60%、アルコール度数 14%、味わいもドライ。ジャケ買いで後悔させません！ 



 

  

  

マイナス 5℃熟成コース 

 

三井の寿 
純米吟醸 雄町 
-5℃ 2 年熟成 
三井の寿の氷温熟成酒はなかなかお目にかかれま
せん。令和 1 酒造年度に醸された雄町を使用した
純米吟醸を、特別にマイナス 5℃の保冷庫にて約 2
年熟成させた限定品です。雄町らしいボリューミ
ーな旨味とカカオ系の熟成香がインパクト大。濃
醇でクラシックなタイプに仕上がっています。ス
っと消える潔さがあるドライな後切れが心地よ
く、冷酒はもちろん、ぬる燗ぐらいに温めてゆっ
くりと温度変化を楽しむこともできます。 

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  ○ 

使用米 雄町（岡山県産酒造好適米） 

精米歩合 60%（お米の外側を 40%カット） 

相性の良い料理 しゃぶしゃぶ（豚ゴマダレ）、豚の角煮（からし）、かぼちゃ饅頭（蒸し物） 

おすすめの飲み方 
【冷酒】10℃前後 / 薄手の冷酒グラス 
【燗酒】45℃前後 / 口径の広い薄手の平盃 

  

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 

蔵の氷温庫での熟成のため、ラベルの製造年月は出荷月になっております。 



 

 

プレミアムコース 

 

三井の寿 大吟醸 
 

全国新酒鑑評会へ出品するためだけに、滴り落ちる
雫酒を詰めた大吟醸の斗瓶採り。（一般にリリース

されるのは純米大吟醸タイプのみです。）平成 29 酒
造年度に造られ、マイナス 5℃の保冷庫で眠ってい
た大吟醸斗瓶取りを今回特別に蔵出ししていただ

きました。4 年弱の熟成によるかぐわしい熟成香が
漂いながらも、大吟醸らしい花のような吟醸香も併
せ持ちます。すっきりとした透明感のある口当たり

から、一気に駆け抜けるシャープな旨味と後切れの
良さが唯一無二。 

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 

使用米 山田錦（福岡県糸島産酒造好適米） 

精米歩合 40%（お米の外側を 60%カット） 

受賞歴 全国新酒鑑評会 金賞 

相性の良い料理 からすみ、平目の昆布締め、熟成生ハム、熟成チーズ（ミモレットなど） 

おすすめの飲み方 5～10℃に冷やして、小ぶりの白ワイングラスで。 
  

  

 

 

さくら酒店オンラインショップ 

https://shop.sakurasaketen.com/ 

日本酒王子 YouTube チャンネル 

   三井の寿の各商品はこちらからお買い求めいただけます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

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
を大事に保管しています。 

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。 

酒標
さ け し る べ

は私たちが 
お届けしました。 
さくら酒店は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） 

酒標
さ け し る べ

のお申込みはこちらから ☛ 

  2022 年 1 月の蔵元 有光酒造場（高知県安芸市） 

わずか数百石という小さな蔵ゆえに、冒険心と遊び心を持った小回りの利いた酒造りが特徴。コイ
ンランドリーのような洗米機や麹室を掃除するルンバなど、蔵の随所にユニークなアイデアが満載。
高知という辛口全盛の地で、辛さではなく、人を和ませる優しさのある酒を目指しています。 

オンライン飲み会 with 蔵元【三井の寿】 

日時：2021 年 12 月 17 日（金）19:00～20:30 
蔵元：みいの寿（福岡県）4 代目蔵元・井上 宰継さん 
料金：無料（酒標会員様限定） 
参加方法：メールでお送りする Zoom の URL にお時間になったらお入りください。 
     途中参加・途中退出 OK。ミュート・カメラオフでも構いません。 

ぜひ届いた日本酒を片手にご参加ください！ 


