
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

究極の個性を求めて。 
愛知県 丸井合名会社 

S A K E 通 信 
日本酒おまかせ便 酒標
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 車もなかった時代に敷かれた狭い街道の脇に居を構える丸井の蔵。「御酒所」と書かれた年季の入った看板が歴史を物語る。 

 

 

桶売りからの脱却 

愛知県の西北端に位置し、木曽川を介して岐阜県と

接する江南市。なかでも布袋町は同市における古くか

らの中心地で、戦国時代に織田信⾧によって整備され

た柳街道（江戸時代の岩倉街道）が村を縦貫し、その街

道沿いに醸造業や紺屋を中心とした商業町が発展しま

した。今も往事を偲ばせる伝統的な商家や町家の街並

みが残されており、その中に佇む立派な土蔵と商家建

築の酒蔵が寛政 2 年（1790）創業の丸井合名会社です。

木曽川水系の伏流水を地下 40m の井戸から汲み上げ、

但馬杜氏による昔ながらの山廃仕込みでお米の味をし

っかり出す芳醇濃厚な酒造りを得意としてきました。 

ところで、「桶売り」という言葉をご存知でしょう

か？主に小規模の酒蔵で造られたお酒をタンク（桶）ご

と大手の酒蔵に売ることを指します。大手蔵は買い取

ったお酒を自社のお酒にブレンドしたり、そのまま自

社商品として販売したりします。この商慣習は日本酒

の消費量がピークだった昭和 40 年代から 50 年代にか

けて増加し、現在でも続いています。これには桶を売る

方にも買う方にもメリットがあり、小さな蔵は技術も

設備も販路も不足していたため、大手からの依頼を受

けることで安定した収入を得られ、それを設備投資の

資金に充てることで酒造りの技術も向上していきまし

た。大手は桶買いによって生産量を増やすことができ、 

 
  

8 代目蔵元の村瀬幹男社⾧(右)と杜氏の伊沢広海さん 



 

造りを終え、蔵人みんなで打ち上げ。右端が村瀬社⾧、左端が伊沢杜氏。  

 

増え続ける需要に対し安定供給ができるようにな

りました。丸井合名も、灘の大手蔵への桶売りで

⾧い間、生計を立てていました。しかし、近年、

日本酒の消費量は減少の一途をたどり、桶売りも

先細りしていくのは目に見えていました。 

個性と品質への舵取り 
そんな矢先、蔵人を募集していた村瀬社⾧の元

に、一人の救世主が現れます。かつて⾧野県の酒

蔵で個性的な酒を造っていた伊沢広海さんが入蔵

したのです。彼が造りに携わった 2018 酒造年度

から、丸井合名の自社ブランド「樂の世」は頭角

を現し始めました。その味は、流行りを追い求め

るのではなく、あくまでも自分たちが醸したい「濃

い山廃」。その衝撃の味わいに「個性」という言葉

はこの蔵のためにあるのだと思いました。そして、

伊沢さんが杜氏になった昨年、大手蔵への桶売り

は打ち切られました。しかし、独り立ちした丸井

合名に怖いものはありません。我が道を行く「樂

の世」の未来は明るい。 
 

 

 

  

  

  
1. 蒸し上がった米をスコップですくい、2. 空気にさらして熱を取る。3. 蒸し米の一部を麹室に
引き込み、麹菌を振り、麹米を作る。4. 蒸し米と麹米をタンクに入れて仕込む。数値管理や官能
検査も欠かせない。5.「今年もいい酒が搾れました」と伊沢杜氏。6. しかし、まだ終わらない。
この火入れ作業（瓶燗火入れ）の技術が製品の出来を左右する。          
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酒蔵データ         
社名：丸井合名会社 
所在地：愛知県江南市布袋町東 
蔵元：村瀬 幹男 
代表銘柄：樂の世 
仕込み水：木曽川水系伏流水 
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スタンダードコース 

 

樂
ら く

の世
よ

 
山廃
や ま は い

純米 無濾過原酒 
今まで純米酒を造ったことがなかった蔵が、伊沢

氏の加入によって新たな一歩を踏み出した、記念

すべき歴史の 1 ページ。それも山廃で、というか

らなおさら面白い。カカオを思わせる香ばしい立

香と、濃厚な旨味がインパクト大。力強いボディ

と分厚い酸、そして味わい全体から伝わる良い意

味での愚直さは、優等生が多くなった昨今の日本

酒業界の中では異彩を放ちます。アルコール度数

はなんと 18 度。しかし不思議と盃が進みます。 

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 

使用米 国産米 

精米歩合 70%（お米の外側を 30%カット） 

相性の良い料理 豚の角煮や鶏の照り焼きなどの肉料理、チーズタッカルビ、ラクレットチーズ 

おすすめの飲み方 
【冷酒】10℃程度 【燗酒】45℃程度 
どちらも厚手のぐい吞みで 

  

今月の無添加おつまみ 

去る 2 月 8 日、⾧崎大学の研究チームは国際誌に

掲載された論文で、日本酒に多く含まれる天然ア

ミノ酸の一種「５ アミノレブリン酸」が、ある

一定濃度以上だと新型コロナウィルスの増殖を

100%阻害するとの研究結果を発表しました。実

はこのアミノ酸はタコにも多く含まれ、日本酒と

タコはまさに最強の組み合わせ。愛知県・日間賀

島産のタコを贅沢に使用したアヒージョ液に、ブ

ロッコリー、トマト、きのこなどのお好みの野菜

を入れ、鍋やオーブンで温めてお召し上がり下さ

い。 もちろん化学調味料は無添加です。 
 

干物屋が作るタコのアヒージョ  



 

 

  

飲み比べコース 

火入れ原酒 vs 生原酒 
 

山廃
や ま は い

純米 
 

山廃
や ま は い

純米 滓絡
お り か ら

み 

 

酒 

 

山廃造りとは、自然界の微生物が入りやすい環境を
酒の元となる液体中（酒母）に作り、微生物同士の厳
しい生存競争を生き抜いた酵母だけで発酵させると
いう伝統的な製法の一つ。搾ってから 1 年ほど寝か
せ、杜氏の狙った味に近づきました。カカオを思わせ
る香ばしい立香と、濃厚な旨味がインパクト大。強烈
な酸と分厚さを感じさせるボディの重たさも、意外
とするっと飲めてしまうから不思議です。 

特 

徴 

つい先日搾ったばかりの新酒です。「できれば熟成
させたい」と話す伊沢杜氏に頼み込み、少量だけ、
濾過もせずに瓶詰めしてもらいました。荒々しい気
性がかえって魅力的な、超濃厚な旨味たっぷりの無
濾過生原酒。力強く野太いボディと、絡んだ滓がさ
らに酒の重たさを表現しながらも、山廃らしい鋭い
酸が後味をスパっと断ち切ってくれます。躍動感と
スピード感にあふれた 1 本。 

リッチ/シャープ/ドライ 味 リッチ/シャープ/ドライ/フレッシュ 

使用米：国産米 

精米歩合：70%（お米の外側を 30%カット） 
米 

使用米：国産米 

精米歩合：70%（お米の外側を 30%カット） 

豚の角煮や鶏の照り焼きなどの肉料理 

チーズタッカルビ、ラクレットチーズ 

料 

理 

牛ステーキ、豚肉塩麹漬け焼き、鶏の照り焼き 

【冷酒】10℃程度 【燗酒】45℃程度 

厚手のぐい吞み 

飲 
 

方 

10℃程度 

口径の広い焼締の平盃 

   

火入れ 生 

「樂の世」のアイテム数はまだ少ない。それでも、いや、だからこそ、同じ造りのお酒でも違いを見つ
けると楽しくなります。今回は同じ山廃純米の原酒から、1 年熟成（火入れ）と、新酒の滓絡み（生）
をお届けします。ご笑味ください。 
 



 

 

  

マイナス 5℃熟成コース 

 

樂の世 山廃純米 

生原酒 -５℃１年熟成 
カカオやヘーゼルナッツを思わせる立ち香の奥に潜
む、ツンと鼻を刺激する青々しいフレッシュ感が面
白い。口に含んだ瞬間の滑らかさから、一気に膨ら
む濃醇な旨味が力強く、潔く後味を引き締めるキレ
のある酸味が特⾧的。1 年の氷温熟成によって、搾り
たての時には感じられたゴツゴツとした舌触りは丸
みを帯びつつも、未だ張りを保っています。開栓
後、さらに丸みがかっていく味わいの変化を、温度
を上げながらお楽しみください。 

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 国産米 

精米歩合 70%（お米の外側を 30%カット） 

相性の良い料理 味噌おでん、みそかつ、チーズフォンデュ、鮒の甘露煮など 

おすすめの飲み方 
【冷酒】10℃程度 【燗酒】40℃程度 
どちらも厚手のぐい吞みで 

  

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 

 

樂の世 山廃純米 

今、日本酒業界で脚光を浴びている「ブレンド」。
ワイン用語で「アッサンブラージュ」とも呼ばれ

るこの製法は、出来上がった複数の酒をブレンド
することで、まったく新しい個性を生み出す熟練
の業です。伊沢杜氏のひらめきと、村瀬社⾧の GO

サインによって生まれた「我がままブレンド」は、
山廃純米の火入れ酒と生酒（ともに 1 年熟成）を
独自の配合でブレンドさせた非売品。嵐のごとく

押し寄せるダイナミックなアタックと、寄せては
返すさざ波のように幾度となく反芻される余韻
が、後にも先にもない唯一無二の味わいを創り出

しています。 

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 

使用米 国産米 

精米歩合 70%（お米の外側を 30%カット） 

相性の良い料理 豚の角煮、もつ鍋、ソース焼きそば、たこ焼（タレ） 

おすすめの飲み方 
【冷酒】10℃程度 【燗酒】40℃程度 
どちらも厚手のぐい吞みで 

  

 

 
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 

   「樂の世」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 4 月の蔵元 WAKAZE（東京・パリ） 

日本酒業界に新しい風を吹き込む日本酒ベンチャー。「日本酒を世界酒に」を合言葉に、東京とパリ
に醸造所を構え、今までにない価値感を持った多彩な SAKE を生み出しています。来月の氷温熟成
コースには、米も水も酵母も全てフランス産！さくら酒店オリジナルタンクの WAKAZE が登場。 


