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酒蔵探訪 

世界三大タイトル 
を総なめにした 
伊達の殿様酒。 

宮城県 仙台伊澤家勝山酒造 

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 
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 元禄年間に伊達政宗を藩祖とする伊達家 62 万石の城下町仙台にて創業。伊達家御用蔵として 330 年以上の歴史を有する。 

 

 

戦勝万歳 
仙台伊達家では代々、乾杯時の発声は「乾杯」ではな

く、「戦勝万歳」と言うのだそう。甲冑に身を包んだ戦

国武将さながら、堂々と胸を張って「戦勝～！万歳

～！」と腹の底から声を出す。これは伊達政宗も戦の場

でやっていたとされる必勝祈願で、今も伊達家に伝わ

る盃ごとのご作法のひとつです。その伊達家より御用

酒屋を拝命した、現存する唯一の酒蔵が勝山酒造です。

創業は 1688 年。仙台を代表する造り酒屋として、御用

蔵の暖簾を守り続けると共に、伊達家 800 年の歴史と

伝統を次世代に繋ぐことを使命としてきました。 

その一方、新時代を切り拓く革新的な蔵でもありま

す。現蔵元の伊澤平藏さんは言います。「うちは宮城県

で一番早く高級酒にシフトした蔵なんですよ。」現在、

最も高い商品の価格はなんと 35 万円(税抜)！ テロワー

ルの概念、遠心分離機の導入、貴腐ワインをモデルにし

た日本酒の開発など、世界中のあらゆる料理とのマリ

アージュを可能にする勝山の新日本酒はこれまでの常

識を打ち破る新しい価値観を提供し続けています。 

特筆すべきはその受賞歴です。日本酒の世界三大タ

イトルとも言われる SAKE COMPETITION（日本）、

International Wine Challenge （ イ ギ リ ス ）、 KURA 

MASTER（フランス）のすべてにおいて第 1 位を獲得。

今、国際的に最も評価の高い酒を醸す蔵元の一つです。 

  

12 代目蔵元の伊澤平藏さん。「世界中のより多くの人たちに日本酒の美味しさを届けた
い」と、国際結婚した得意の英語力で世界を相手取る。 

杜氏の後藤光昭さん。「良いお酒を造るのに特別な製法なんてありません。当たり前の
ことを当たり前にやる。それを愚直に繰り返すだけです」と笑う。 



 

旧蔵の跡地。伊達家御用蔵としての歴史を物語る史料や昔の酒造りの道具などが展示されている。  

テロワール 
スペルは terroir。フランス語で「土地」を意味

する terre から派生した言葉で、ワインの品種に

おける生育地の特徴を指す用語です。勝山の起源

は仙台市泉区の北西部にそびえる泉ヶ岳。泉ケ岳

から湧き出る水は、美しい軟水となって田を潤し、

仕込水として深井戸より汲み上げられます。その

田んぼのお米を使って醸されるのが「戦勝政宗」。

米を育んだ水と同じ水源の水で醸すという、まさ

にテロワールを体現した日本酒と言えます。 

週１の仕込み 
通常、酒造りは毎日または 2 日に 1 回、タンク

に酒を仕込みます。それを勝山酒造では 1 週間に

1 回しか仕込みません。その分 1 本のタンクにか

けられる時間や手間は格段に増します。「基本的な

ことを忠実にやるだけ。でも造るものは頂点に近

いものを」と後藤杜氏ははにかんで語りました。 
 

 

 

  

  
1. 2005 年に現在の蔵に移転。1500 石あった生産量を 300 石まで減産して品質を高めた。2. 整
然とした蔵内はピンとした空気が張りつめる。3. 泉ヶ岳と蔵の間にある田んぼ。4. 天然シリカ
を多く含む泉ヶ岳の湧き水。米を育て、仕込水にもなる。5. 遠心分離機が生んだ勝山の高級酒。          

2 

4 5 

3 

1 

酒蔵データ              

社名：仙台伊澤家勝山酒造株式会社 
所在地：宮城県仙台市泉区 
蔵元：伊澤 平藏 
代表銘柄：勝山・戦勝政宗 
仕込水：仙台泉ヶ岳麓地下水 



 
 

 

  

スタンダードコース 

 

戦勝
せ ん し ょ う

政宗
ま さ む ね

 
特別純米 
勝色（かちいろ）に黄金の日の丸を掲げた伊達軍

の軍旗をモチーフにしたラベルは、伊達家御用酒

として「仙台を象徴する酒」を目指すことの表

れ。仙台の米と水を使い、仙台のテロワールを反

映させた最高の純米酒を醸すことが戦勝政宗のコ

ンセプトです。穏やかなバニラのような香りと透

明感のある凝縮された旨みが特⾧。ふくよかで弾

力のあるボディに心躍ります。 

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 

   ○    ○ 

使用米 ひとめぼれ（仙台産） 

精米歩合 55%（お米の外側を 45%カット） 

主な受賞歴 
SAKE COMPETITION 2012 蔵元審査部門 第 1 位 
KURA MASTER 2017 プラチナ賞 

相性の良い料理 
脂の乗った魚のお造り・焼物・煮付、焼き鳥、タルタル、お椀もの、ご飯もの（特に酢飯） 
※食用米のひとめぼれを使用しているため、ご飯と相性の良いお料理に合います。 

おすすめの飲み方 【冷酒】10℃程度 / 白ワイングラス 【燗酒】45℃程度 / 陶器の平盃 

  

今月の無添加おつまみ 

勝山企業が運営する北の都の迎賓館「勝山館」。

そこで供される完全無添加のソーセージがこち

ら。契約養豚場の SPF 豚（特定の病原体を持っ

ていない豚）のみを使用。原材料は【豚肉、天然

羊腸、食塩、てんさい糖、フォンドヴォー、香辛

料】のみ。結着剤・発色剤・化学調味料・蛋白加

水分解物・酵母エキスなどは一切不使用の「完全

無添加」にこだわっています。漫画「美味しん

ぼ」でも「究極のソーセージ」と絶賛されまし

た。肉本来の旨みをぎゅっと閉じ込めた、日本酒

に合うソーセージです。  
仙台勝山館無添加ソーセージ La Pace  



 

 

  

飲み比べコース 

熟成 VS 新酒 
 

1 年熟成 
 

 

 

酒 

 

搾ったお酒を生のまま瓶に詰めて加熱殺菌する「瓶
火入れ」という製法を採用。鮮度を保ちつつ劣化を防
ぐ最新の火入れ方法です。氷温貯蔵を経て完成する
その味わいは、穏やかなバニラのような香りと透明
感のある凝縮された旨みが特⾧。燗をつけると、炊き
たてのご飯のような柔らかい香りと、ふっくらとし
た米本来の旨みが広がり、ご飯のおかずが欲しくな
ります(笑)。 

特 

徴 

火入れ酒とまったく同じスペックで醸される完全
受注生産品の生酒は、火入れ酒にはない初々しさと
シャープさが魅力です。しぼりたて特有のぴちぴち
とした口当たりとクリアな旨みが新しい年の門出
にふさわしい。開栓後、底に沈んでいる澱（おり）
を軽く絡ませてからグラスに注いでください。 
※720ml は通常は製造していませんが、今回のために特別に詰

めていただきました。 

リッチ/ソフト 味 フレッシュ/シャープ 

使用米：ひとめぼれ（仙台産） 

精米歩合：55%（お米の外側を 45%カット） 
米 

使用米：ひとめぼれ（仙台産） 

精米歩合：55%（お米の外側を 45%カット） 

脂の乗った魚のお造り・焼物・煮付、焼き鳥 

タルタル、お椀もの、ご飯もの（特に酢飯） 

料 

理 

シャルキュトリー、パテ・ド・カンパーニュ、 

ローストビーフなどの洋風おつまみ 

【冷酒】10℃程度 / 白ワイングラス 

【燗酒】45℃程度 / 陶器の平盃 

飲 
 

方 

5℃程度 / 白ワイングラス 

   

火入れ 生 

戦勝政宗 特別純米の火入れ（1 年熟成）と生（新酒）を同時に味わえる、なんとも贅沢な飲み比べです。
原料米の「ひとめぼれ」は宮城県が誇る、酒造適性が極めて高い食用米です。中でも選び抜かれた仙台
産の契約栽培米を 55%まで磨き、同じ水を使い、同じ造り手によって醸された“異なる”お酒です。 

※720ml は瓶の色が異なります 



 

 

  

マイナス 5℃熟成コース 

 

勝山 献
け ん

 純米吟醸 

-５℃ １年熟成 
先代の 11 代目蔵元が、まだ「食中酒」という概念が

日本酒業界に無かった時代に、和・洋双方の料理に

寄り添う食中酒として研究を重ね生み出した日本酒

です。二代に渡って進化を遂げた純米吟醸はメロン

を思わせる気品あふれる薫りとなめらかな飲み心地

が特徴で、さらりとした口当たりから広がる綺麗な

旨味が後を引く、洗練されたミディアムボディ。マ

イナス 5℃熟成が奏でるハーモニーをご堪能下さい。 

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（兵庫県産酒造好適米） 

精米歩合 50%（お米の外側を 50%カット） 

主な受賞歴 
SAKE COMPETITION 2015 & 2016 純米吟醸部門 2 年連続第 1 位 
INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2019 SAKE 部門 チャンピオン・サケ（世界一） 

相性の良い料理 
鮪の中トロの刺身や鮨、喉黒の塩焼、牛赤身のステーキ わさび醤油で、しゃぶしゃぶ 
鮪とワカモレのタルタル、豚肉のガランティーヌ、小龍包、焼売など 

おすすめの飲み方 5℃程度からスタートして徐々に品温を上げて 15℃付近まで。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 

 

勝山 純米大吟醸
Vintage 2018 -5°C Aging 

勝山が誇る純米大吟醸をマイナス 5℃で約 3 年間
熟成させた、さくら酒店のスペシャリテです。グ
ラスに注ぐと、ほのかにメロンやマスカットを思
わせる吟香が立つも、味わいにはまだ硬さを感じ
ます。ここで 5 分待ちましょう。⾧い眠りから目
覚めるように、徐々に味わいが開き、角が取れ、
とろみも生まれます。舌で転がしながら品温を上
げると更に甘みが増すのが分かります。さっきま
でバラバラだった味わいが、すべての歯車が噛み
合うがごとく調和します。しかしその調和を楽し
めるのも一瞬。余韻は短く、はかなく消えます。
その残像を追いかけて、次の一口に手が伸びます。 

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 

○  ○ ○     

使用米 山田錦（兵庫県産酒造好適米） 

精米歩合 35%（お米の外側を 65%カット） 

相性の良い料理 
熟成赤身肉（ローストビーフ、コンフィ、ステーキなど）、熟成魚のお造り、お椀もの 
出汁料理全般、生ハム、チーズ類 

主な受賞歴 
ブリュッセル国際コンクール SAKE selection 2018 純米大吟醸部門 プラチナ賞 
フランス KURA MASTER 2019 プレジデント賞（第 1 位） 

おすすめの飲み方 5℃程度からスタートして徐々に品温を上げて 15℃付近まで。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 

   勝山・戦勝政宗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 2 月の蔵元 今里酒造（⾧崎県東彼杵郡波佐見町） 

焼き物の町として知られる波佐見町に蔵を構えて 240 余年。その昔、日本が六十余りの国々から
成り立っていたことから名付けられたという銘柄「六十餘洲」は、日本を越えて海外の方にも愛さ
れる SAKE へと成⾧しました。若き蔵元の挑戦に注目です！ 


