
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 

月号 

酒蔵探訪  

感じるままに、 
飲んでください。 

福島県 会津酒造   

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 



 

 蔵の入り口では季節のお花と杉玉がお出迎え 

 山
やま

の井
い

は 
山の井戸水の意 

元禄年間(1688～1704 年)に創業。約 330 年の歴史を

誇る会津酒造は、冬には-20℃にもなる福島県南西部の

南会津に蔵を構えます。江戸時代に建てられた土蔵の

仕込み蔵を今でも使用しており、仕込み中に一定の温

度を維持できるよう冷房設備を完備し、健全な発酵を

促すのに最適な環境を作り出しています。 

仕込みに使われる敷地内の井戸水はミネラルが少な

く、まろやかな口当たりの超軟水。この水を生かして酒

造りに挑むのは 1987 年生まれの 9 代目・渡部景大（け

いた）さんです。 

2018 年、当時 31 歳の若さで社⾧に就任した景大さ

んは、東京農大卒業後、都内の日本酒専門店「はせがわ

酒店」*で修業し、蔵に戻ったのが 2010 年。醸造責任

者として、弟の裕高さんと共に蔵を再建します。複数あ

った従来の銘柄を「会津」に統一し、2012 年より手掛

けた自らのブランドを「山の井」（山の井戸水の意）と

命名。水の良さを生かした綺麗な酒質は国内外で高い

評価を受け、JAL 国際線ファーストクラスのラウンジ

で採用された他、香港を始めとする海外でも人気を博

しています。 

 

*さくら酒店・駒澤の前職の酒屋でもあり、景大さんとは一緒
に働いていた時期もありました。「彼の勤務態度？それは言え
ません(笑)」とは駒澤談。 

  

蔵元杜氏で兄の景大さん(左)と専務で弟の裕高さん（撮影：藤江康弘氏） 

約 150 年前に建てられた母屋 



 

古い井戸の跡（写真左）が残る蔵の玄関。昔はここで酒造りが行われていた。 

感じるままに 
飲んでください 

お酒の裏ラベルには「感じるままに飲んでくだ

さい」の文字が。そして、アルコール度数と精米

歩合以外に数字はなく、必要最小限の情報しか載

っていません。これには先入観なく飲んでほしい

という蔵元の想いが込められています。 

日本酒はしばしば、酵母や麹の種類、日本酒度

や酸度といった分析値など、いわゆる”スペック”

で語られることがあります。それを否定するわけ

ではありませんが、「うちの酒を飲んでいるときぐ

らいは頭を使わないでくつろいでほしい」と語る

景大さん。 

そんな彼の酒造りのコンセプトは「毎年、自由

な発想で造る」こと。届いた酒を口に含み、南会

津の大地や酒造りの現場に想いを馳せてみてはど

うでしょうか？ 

 

  

  
１. 山の井のラインナップ。シンプルなラベルデザインが酒の味を物語る。２. 南会津の風景。 
３. 蔵の敷地内にあるレトロな郵便ポスト。４. 豊富に湧き出る井戸水。5. その水で米を蒸し、
酒を仕込む。          
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酒蔵データ             

社名：会津酒造株式会社 

所在地：福島県南会津郡南会津町 

蔵元：渡部 景大 

代表銘柄：山の井・会津 

仕込み水：南会津山系地下水 
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スタンダードコース 

 

山
やま

の井
い

 70 
70 は精米歩合を表します。低精米ながらも、雑

味は微塵も感じさせません。 

山の井の特⾧である綺麗さ、柔らかさ、飲みやす

さを残しつつ、芯のある酒質を目指しました。穏

やかな香りとクリアな旨味が後を引くミディアム

ライトボディ。冷酒はもちろん、色々な温度帯で

お楽しみいただけます。旬を迎える秋の食材と一

緒にどうぞ。 

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   ◎  〇   

使用米 八反錦（広島県産酒造好適米） 

精米歩合 70%（お米の外側を 30%カット） 

相性の良い料理 白身魚のお造り・炭火焼き、秋茄子と秋刀魚の焼き浸し、クリームチーズなど 

おすすめの飲み方 冷蔵庫から出して 5～10℃の冷酒で、または 4５℃程度の上燗で。 

  

今月の無添加おつまみ 

山の井と同じ福島県の味噌漬け処「香の蔵（こう

のくら）」。1940 年の創業以来、「おいしさのため

に時間と手間暇を惜しまず」をモットーに酵母菌

と⾧く付き合ってきました。味噌は昔から「味噌

屋の医者殺し」と言わるぐらい栄養素が豊富で、

日本人の DNA に合った健康食品です。その自家

製の味噌にクリームチーズを漬け込んだ本品は、

JR 東日本おみやげグランプリ 2018 で東北唯一の

特別賞・「家族に贈りたいおみやげ賞」を受賞。

その他、王様のブランチを始めとする各種メディ

アにも取り上げられました。 

化学調味料はもちろん無添加。和と洋の発酵食品

が融合した奥深い味わいを、同じ発酵食品である

日本酒・山の井と合わせてお楽しみください。 

 
クリームチーズのみそ漬け 



 

 

  

飲み比べコース 

シングルタンクか？ブレンドか？ 
 

山
やま

の井
い

 70 

 山
やま

の井
い

 黒 

 

酒 

 

山の井の特⾧である綺麗さ、柔らかさ、飲みやすさ
を残しつつ、芯のある酒質を目指しました。穏やか
な香りとクリアな旨味が後を引くミディアムライト
ボディ。低精米ながらも、雑味は微塵も感じさせま
せん。特に酒販店や飲食店からの評価が高く、蔵元
は通年販売を見込んで造っても毎年品切れを起こし
てしまう人気商品です。 

特 

徴 

自社醸造の純米酒、純米吟醸酒、純米大吟醸酒を独自
にブレンド。綺麗で、柔らかく、飲みやすい山の井の特
⾧に「面白さ」が加わりました。様々な味わいが交わ
り、複雑な深みが生まれたのです。「当初はなかなか理
解を得られなかった」と語る蔵元ですが、ようやく時
代が追い付いてきたのでしょうか？予約分のみしかブ
レンドしない、完全受注生産の限定品です。 

ソフト/ライト/ドライ 味 面白さ（複雑味）/ソフト/ドライ 

使用米：八反錦（広島県産酒造好適米） 

精米歩合：70%（お米の外側を 30%カット） 
米 

使用米：非公開 

精米歩合：非公開 

白身魚のお造り・炭火焼き 

秋茄子と秋刀魚の焼き浸し、クリームチーズなど 

料 

理 

秋刀魚造り（生姜醤油）・肝醤油焼き 

秋鮭とキノコのバターホイル焼き 

5～10℃の冷酒 

45℃前後の上燗 

飲 
 

方 

5～10℃の冷酒 

45℃前後の上燗 

シン 
グル 

ブレ 
ンド 

今ひそかなブームを呼んでいる日本酒のブレンド。シングルタンクで醸造されたお酒を複数ブレンド
し、まったく別の個性を生み出す。ワイン用語では「アッサンブラージュ」と呼ばれ、高度な利き酒能
力を要します。そんなブレンドの可能性にいち早く着目し、他社に先駆けて商品化されたのが山の井の
黒ラベルでした。今回はシングルタンクで評価の高い「70」 vs ブレンドの「黒」の飲み比べです。 



 

 

  

マイナス 5℃熟成コース 

 

山
やま

の井
い

 60 
-5℃ 1 年半熟成 
2019 年 2 月醸造の純米吟醸を 1 年半、-5℃で熟成。

ほのかなマスカット調の香りが鼻孔をくすぐり、丸

みを帯びた艶やかな舌触りにはっと驚かされます。

軽やかな甘味と謙虚な深みを伴いながら、スムーズ

にフィニッシュに向かう過程は、まるで淀みなく流

れる美しいバラードを聴いているかのようです。 

すっと消えゆく余韻。今確かにそこにあったはずの

感触を求めて、思わず次の一口が欲しくなります。 

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 

〇   〇  〇   

使用米 五百万石（福井県産） 

精米歩合 60%（お米の外側を 40%カット） 

相性の良い料理 鳥刺し、のど黒の一夜干し、春巻きなど 

おすすめの飲み方 
5℃程度からスタートして、白ワイングラスで。 
時間の経過や温度の変化と共に変わる味わいをお楽しみください。 

  

  

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 でのクラウドファンディング 

マイナス 5℃の氷温倉庫 



 

 

 

プレミアムコース 

 

會津 
純米大吟醸 斗

と

瓶
び ん

取り 

「斗瓶」とは、鑑評会出品用のお酒の採取に使わ

れる特別な容器のこと。通常の搾りとは異なり、

もろみを入れた酒袋から自然に滴り落ちる一滴一

滴を斗瓶に入れ、マイナス 5℃で保管しました。

市販はしていないため、ネットで探しても出てこ

ない、会津酒造の最高峰です。その煌びやかで華

やいだ香りと、とろけるような口当たり。そして

「柔らかい」と蔵元が言うまろやかな曲線美が、

やがて心地良い余韻に変わります。全国新酒鑑評

会で最多の金賞受賞数を誇る福島県にあって、県

内の有数な鑑評会でも金賞を重ねる逸品です。 

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 ◎   〇  

使用米 特等 山田錦（兵庫県産酒造好適米） 

精米歩合 40%（お米の外側を 60%カット） 

相性の良い料理 うに、巨峰のレアチーズケーキ、白身魚のカルパッチョなど 

おすすめの飲み方 5～10℃に冷やして、大ぶりの赤ワイングラスで 

受賞歴 2020 年福島県春季鑑評会 金賞、2019 年福島県秋季鑑評会 金賞 

 

家で飲むからコスパ最高 
いつも楽しみにしています。お酒は買いに行
くと重いので、おまかせ便はとても助かって
います。日本酒は外でも飲むのですが、家で
飲むのはコスパが最高ですよね（笑） 

30 代女性（スタンダードコース） 

 

 

家内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、おまかせ
便のお酒だけは「これなら飲める」と言って
一緒に飲んでいます。おかげで週末の家飲み
が楽しくなりました。 

40 代男性（飲み比べコース） 
 

 

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、届くと覚えたての LINE で
写真を送ってきてくれるのでコミュニケー
ションのきっかけにもなっています。 

40 代女性（飲み比べコース） 

 

 

日本酒がより身近に 
日本酒は好きだったけど、どこのどれが美味
しいとかまではわかりませんでした。知らな
い銘柄をちょうどいいサイズで楽しめるし、
一緒に付いてくる解説書も嬉しいです！ 

50 代男性（プレミアムコース） 

 
お客様の声 

各コースのお申込みはこちらから 
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 

あい   づ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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℃は日本酒をベストコンデ
ィションで保管するための新常識。ア
ルコールが高いので凍りません。蔵元
から預かった大切な命をストレスのか
からない状態で大事に育てています。 

東京の「はせがわ酒店」で修業した駒澤
（左）と、大阪の「山中酒の店」で修業
した近藤（右）。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。お酒の味わい、お料理
との合わせ方、そして蔵元の苦難や喜
びなど、たくさんの感動が詰まった冊
子を毎月お送りしています。 

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。天然の素材の旨
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ながら厳選
しています。 

 

 

   

動画で見る日本酒 日本酒を世界酒へ 日本酒イベント 

 

 

 

私たちがお届けしました。 

日本酒専門店だからできるこだわり 

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） 


