
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒蔵探訪 

⾧崎から日本、 
そして世界へ。 

⾧崎県 今里酒造 

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 

2021.02 



 

 蔵の入り口を抜けたところに広がる土間。なんとも情緒ある佇まいに癒される。 

 

 

焼き物の町から 
⾧崎県東彼杵郡波左見町（ひがしそのぎぐん はさみ

ちょう）。佐賀県との県境に位置し、周囲を 400m 程の

山々に囲まれた静かな盆地です。この地で昔から作ら

れてきた波佐見焼（はさみやき）は、かつて陶磁器の生

産量日本一を誇っていました。使い勝手の良いお手頃

な食器・酒器が多く、今も全国的に人気があります。そ

んな焼き物の町で自然と酒が求められたのでしょう

か。江戸後期の 1772 年に創業したのが今里酒造です。 

波佐見町は県内でも雲仙に次ぐ寒冷地で、酒造りに

適した環境が整っていました。山から注がれる豊富な

水が田を潤し、米を育み、その風土で培われた食文化の

中で地元に根差した酒造りを代々続けてきた今里酒

造。創業当時の面影を残した蔵の建物は今も健在で、現

在は 10 数棟まで増築され、その内 6 棟が国の登録有形

文化財に登録されました。 

そこで醸される酒の名は「六
ろく

十
じゅう

餘
よ

洲
しゅう

」。業界での評

価は非常に高い。毎年秋に行われる、福岡・⾧崎・佐賀

三県で競う福岡国税局主催酒類鑑評会では純米酒部門

の第 1 位にあたる大賞を 3 回獲得したほか、日本最大

級の日本酒審査会・SAKE COMPETITION では 2 年連

続ベスト 10 入り、またアメリカのコンテストである全

米日本酒鑑評会では毎年複数の金賞を受賞するなど、

再現性にも優れています。 

  

10 数棟から形成される醸造建物群の内、６棟が 2006 年 3 月 23 日に国の登録有形文
化財に登録された。 

蔵の壁にはこれまで受賞した賞状が所狭しと飾られている。 



 

仕込みの様子。左手前が今里さん。左奥が杜氏の山下仁さん。  

六
ろ く

十
じゅう

餘
よ

洲
しゅう

の由来 
撰集抄（1250 年頃）に「六十余州さそらへて、

おほくの人に見なれしかども」とあるように、そ

の昔、日本は六十余りの国々から成っていたとい

います。「六十餘洲」は日本全国を意味し、「この

酒を日本中の人に飲んでいただきたい」という想

いを込めて名付けられました。 

現在、蔵を切り盛りするのは 9 代目蔵元で現専

務の今里拓さん。自分が小さい時から勤めている

杜氏や蔵人たちと一緒に酒造りに向き合います。

「地元の人たちに育ててもらった」と語る六十餘

洲は、穏やかな香りと優しい旨味が特徴。和食・

洋食問わず幅広い料理と相性が良いが、今里さん

のおすすめは肉じゃが。そんな今里さん、実は昔

から音楽が趣味で、今も休みの日は楽器をいじっ

ていらっしゃるとか。彼が醸すその酒は、音楽の

ように国境を越え、今や世界の日本酒ファンたち

からも愛されています。 
 

 

 

  

  
1. 飄々と話すしぐさが特徴的な今里専務。2. 日用和食器の出荷額は全国 3 位の波佐見町。窯元
が多く集まる中尾山にある石碑。3. 波佐見町内の契約農家が育てている山田錦。4. 全国的にも
珍しい四角い木の甑(こしき)で米を蒸す。5. 山田錦による純米・純米吟醸・純米大吟醸の三本柱。          
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酒蔵データ            

社名：今里酒造株式会社 
所在地：⾧崎県東彼杵郡波佐見町 
蔵元：今里 拓 
代表銘柄：六十餘洲 
仕込み水：黒髪山伏流水 



 
 

 

  

スタンダードコース 

 

六
ろ く

十
じ ゅ う

餘
よ

洲
し ゅ う

 
純米吟醸 山田錦 
梨を思わせる華やいだ香りの奥に柔らかな米の甘

みを感じます。コクがあるのに飲みやすく、綺麗

な旨味がまろやかに広がる癒しの酒です。今里専

務も一番のお気に入りだとか。日本中の日本酒が

集まる日本（世界）最大級のきき酒審査会「Sake 

Competition」にて 2 年連続入賞。THE JOY OF 

SAKE 主催の全米日本酒歓評会では毎年のように

受賞を果たすなど安定感抜群の酒質です。 

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 

使用米 山田錦（⾧崎県波佐見町産酒造好適米） 

精米歩合 50%（お米の外側を 50%カット） 

主な受賞歴 
SAKE COMPETITION 2014 /2015 純米吟醸部門 ともに第 7 位 
全米日本酒歓評会 2012/2013/2014/2019 金賞 

相性の良い料理 
鯖・烏賊、クエなどのお刺身、アゴ出汁の茶碗蒸し、肉じゃが、筑前煮 
白身魚ときのこのムニエル レモン添え 

おすすめの飲み方 10℃程度に冷やして、白ワイングラスや波佐見焼などの薄手の白磁で。 

  

今月の無添加おつまみ 

魚を加熱し、一度だけ燻製（焙煎）したものを

「生節」と呼びます。⾧崎県産の天然真鯖を使用

した㈲テル鮮魚の生節は、寒い時期に向けて脂が

乗り出す 9 月以降に獲れた中型以上の高級魚だけ

を使用。昔ながらの「直火原木燻し焼き」にかた

くなにこだわり、身を手でほぐして骨を 1 本 1 本

抜くというから驚きです。生産者が子供の頃に初

めて食べた感動の味を全国に届けたいという想い

から商品化されました。もちろん無添加なので、

添加物特有の不快な風味や後味もありません。大

根おろしとポン酢でお召し上がりください。 
 

ほぐし鯖生節  



 

 

  

飲み比べコース 

     Flagship vs New Standard 
 

純米吟醸 
 

HASAMI 

 

酒 

 

一般的なアルコール度数の 16 度原酒。梨を思わせる
華やいだ香りの奥に柔らかな米の甘みを感じます。
コクがあるのに飲みやすく、綺麗な旨味がまろやか
に広がる癒しの酒です。日本中の日本酒が集まる日
本（世界）最大級のきき酒審査会「Sake Competition」
にて 2 年連続入賞。THE JOY OF SAKE 主催の全米
日本酒歓評会では毎年のように受賞を果たすなど安
定感抜群の酒質です。 

特 

徴 

ワインと同程度のアルコール度数に原酒で仕上げ
た、いわゆる「低アル原酒」。造り方は企業秘密です
が、度数が下がっても味が薄まらないのはさすがの
一言です。穏やかで上品な林檎の様な吟醸香が鼻孔
をくすぐり、口当たりは優しくて円やか。細い線で
形作られたすっきりとした味わいの中にも原酒な
らではの張りを感じます。適度な酸味が後味を引き
締め、全体のバランスに優れた 1 本です。 

フルーティ/ソフト/スイート/リッチ 味 フルーティ/ソフト/ライト 

使用米：山田錦（⾧崎県波佐見町産） 

精米歩合：50%（お米の外側を 50%カット） 
米 

使用米：山田錦（⾧崎県波佐見町産） 

精米歩合：50%（お米の外側を 50%カット） 

鯖・烏賊、クエなどのお刺身、アゴ出汁の茶碗蒸し 

肉じゃが、筑前煮、白身魚ときのこのムニエル 

料 

理 

鯛や平目などの白身魚の造り、カルパッチョ 

フレッシュチーズ、カナッペ 

10℃程度 

白ワイングラスや波佐見焼などの薄手の白磁 

飲 
 

方 

10℃程度 

白ワイングラスや波佐見焼などの薄手の白磁 

   

１６度 １３度 

日本酒は世界の醸造酒の中でもアルコール度数の高い飲み物です。しかし、昨今の若者のお酒離れや、
ワインなどの他のお酒に対抗するために開発されたのが低アルコール日本酒です。そのキーとなる度数
は 13 度。同じ酒米・精米歩合で醸された、異なるアルコール度数の純米吟醸を飲み比べてみましょう。 
 



 

 

  

マイナス 5℃熟成コース 

 

六
ろ く

十
じ ゅ う

餘
よ

洲
し ゅ う

 雄
お

町
ま ち

 
-５℃ １年熟成 
山田錦を使うことが多い当蔵が特別に仕込んだ雄町
は、情熱のレッドラベルに身を包んだ数量限定品。 
1 年間の氷温熟成で雄町らしい膨らみとボリューム感
を見事に引き出しています。ほのかな吟醸香とカカ
オにも似た熟成香、マイルドで柔らかい口当たりか
ら口中に広がる甘旨味。それでいて後を引かないキ
レの良さは、「枯れた」渋みが後味を引き締めている
からです。新酒の頃は香り高く冷酒向きでしたが、
今なら燗酒も楽しめます。フレッシュ感と熟成感が
両方楽しめる温度は 45℃。燗冷ましもどうぞ！ 

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 雄町（岡山県産酒造好適米） 

精米歩合 50%（お米の外側を 50%カット） 

主な受賞歴 
フランス KURA MASTER 2019 金賞 
香港 Washu Award 2020 金賞 

相性の良い料理 手羽元と玉ねぎの煮物、カレイの煮付け、トンテキ、かぼちゃの茶碗蒸し、アゴ出しのおでん 

おすすめの飲み方 【冷酒】10℃前後 【燗酒】45℃前後 / 波佐見焼などの白磁の平盃 

  

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 

※「射美 WHITE 無濾過生原酒」をお届けの 
お客様は別添の SAKE シートをご覧下さい。 



 

 

プレミアムコース 

 

六十餘洲 雫しぼり 
 

選抜された最上のもろみを酒袋に入れて吊るし、
ぽたぽたと滴り落ちる雫酒のみを詰めた六十餘洲
の最高峰。その平成 25 年（2013 年）BY（醸造年
度）に醸された大吟醸を低温で 7 年間熟成させた、
文字通りの秘蔵酒です。ほのかに黄金色を帯びた
格調高い色調、ざくろや干し柿のような完熟果実
を思わせる香り、滑らかな舌触りから広がるカカ
オ様の甘みは、熟成によってほんのり顔を出した
カラメル調の旨みか。幾重にも重なる複雑味を無
情にも断ち切る後味のキレは、限られた大吟醸の
⾧期貯蔵酒にしか見られない本物の証。大ぶりの
グラスで空気を含ませながらゆっくり常温に戻し
つつ、移ろいゆく味わいをお楽しみ下さい。 

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 

○  ○ ○  ○ ○  

使用米 山田錦（福岡県糸島産酒造好適米） 

精米歩合 38%（お米の外側を 62%カット） 

相性の良い料理 
鯛やヒラメの昆布締め、鰤と彩り野菜のとろとろあんかけ 
干し柿クリームチーズ、ドライフルーツなど 

おすすめの飲み方 
10℃程度からスタートして徐々に品温を上げて室温に。 
うすはりの大吟醸グラスや大ぶりの赤ワイングラスで。 

  

 

 
さくら酒店オンラインショップ 

https://shop.sakurasaketen.com/ 

すぐ使える 

日本酒王子 YouTube チャンネル 

   六十餘洲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 
酒標のお申込みはこちらから ☛ 

  2021 年 3 月の蔵元 丸井合名会社（愛知県江南市） 

「個性」という言葉はこの蔵のためにあるのかもしれない。そう思わずにはいられない衝撃
がこの酒にはあります。今まで大手蔵への桶売りで生計を立てていた小さな蔵が、自らの足
で独り立ちする歴史的瞬間に貴方は立ち会えるかもしれません。乞うご期待！ 


