
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

2021.11 

明日の日本酒への挑戦 

栃木県 外池酒造店 



 中央が外池酒造店 3 代目蔵元の外池茂樹さん。その右が杜氏の小野誠さん。蔵元の左は息子の秀輔さん。 

 

 

近江から世界へ 
外池
とのいけ

酒造店の創業は 1937 年。業界の中では比較的新

しい酒蔵です。しかしその歴史は古く、外池家のルーツ

は近江商人。今をさかのぼること 400 年以上も昔、豊臣

秀吉が活躍した時代、近江の国の殿様・蒲生氏郷が福島

に国替えになったときに、多くの職人・商人を商工業の

振興のために連れて行ったことから、近江の国（現在の

滋賀県）と関東･東北を行き来する商人が生まれました。

そのため、当蔵を始め県内の多くの蔵元が近江出身で、

行商をしていた商人が米を買って付加価値の高い酒に

加工したことから酒造りが始まったそうです。 

現蔵元は 3 代目の外池茂樹さん。様々な商品開発に取

り組む一方、特に海外へのアプローチを強化してきまし

た。世界 10 数か国への輸出に加え、年間約７万人が訪

れるという蔵は、訪日外国人の観光客向けに多言語対応

の見学コースを用意。文化としての日本酒の普及に、地

場の産業と連携して取り組んできました。 

代表銘柄は「燦爛
さんらん

」。お酒を飲んだいただくお客様ひと

りひとりが豊かで生き生きと光り輝いてほしいという

願いから名付けられました。外池さんが海外の展示会で

「Sun(太陽)、Run(走れ)」と説明していたのが印象的で

す（笑）。そして 2012 年には、無濾過、原酒、アルコー

ル無添加を条件とする、限定銘柄「望
ぼう

」をリリース。「望」

は、爪先立って遠くに目をやること。「明日の日本酒へ

の挑戦」として立ち上げた新コンセプトのブランドで

す。また、ルビの「bo:」は「buono（美味しい）」とい 
  

蔵に併設されている売店では日本酒・リキュールはもちろん、地元のおつまみや益子焼、日本
酒コスメまで、観光客が喜ぶお土産品が充実。お酒のテイスティングもできる。 

多言語対応の蔵見学コースは外国人に大人気。 



 

蔵の入り口では風情ある⾧屋門がお出迎え。  

う意味にも。その酒は世界的な品評会でも高く評

価され、数多くの賞を受賞してきました。 

杜
と う

氏
じ

の役割 
その燦爛・望を生み出す醸造責任者（杜氏）が

下野杜氏と南部杜氏の資格を持つ小野誠さん。小

野さんが杜氏を目指したきっかけを聞いてみる

と、「小さい頃から物作りに興味があり、何かを作

り始めれば時間を忘れるほど没頭してしまう子供

でした。家族や親せきに酒造関係の人がいるわけ

でもなく、自分で食品の製造に興味を持ち、発酵

や食品、微生物について学べる高校を選択しまし

た。卒業後は地元の酒造メーカーに就職し、酒造

りの楽しさにのめり込んでいきましたね。」18 歳

から酒造業界に入り、ベテラン杜氏さんや先輩方

に憧れ、自ら積極的に勉強していったそうです。 

より良い酒を造るには、チームワークと探求心、

遊び心が必要だと小野さんは言います。「保守的な

業界にあって、伝統を守りながら新しいことに挑

戦する人材を育てることが今の酒蔵に求められて

いると思います。」栃木県は気候が良く、酵母にも

人間にも最適な環境とのこと。外池酒造店の更な

る化学反応を期待せずにはいられません。 

 

 

 

  

  
1. 2015 年から杜氏に就いた小野誠さん。2. 小野さんを中心にチームワークで酒造りを行う。 
3. 益子町の最高峰・雨巻山を望む、収穫前のとちぎの星。4. 5. 燦爛・望のラインナップ。その
受賞数は国内外あわせて年間 40 タイトル以上にも上る。          
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酒蔵データ          
社名：株式会社外池酒造店 
所在地：栃木県芳賀郡益子町 
代表：外池 茂樹 
代表銘柄：燦爛・望 
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スタンダードコース 

 

望
ぼ う

 辛口純米 
とちぎの星 

令和元年 11 月の大嘗祭で献上米に選ばれたお米
「とちぎの星」を 100%使用した純米酒です。
「とちぎの星」のポテンシャルを生かし、しっか
りした旨味を出すためにお米はあまり磨いていま
せんが、爽やかな香りと透明感のあるスマートな
味わいはまさにモダンスタイルの正統派。濃厚な
旨味がふわっと広がるも、協会 11 号酵母特有の
リンゴ酸により、後味はキリっと引き締まりま
す。様々な温度帯で楽しめ、特に味の濃いお料理
との相性は抜群です。 

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 とちぎの星（栃木県産） 

精米歩合 65%（お米の外側を 35%カット） 

受賞歴 全国燗酒コンテスト 2016 & 2019 プレミアム熱燗部門 金賞 

相性の良い料理 焼肉、焼き鳥（たれ）、チンジャオロースなど、味の濃いお料理全般。 

おすすめの飲み方 
【冷酒】10℃前後 / ストレート型の薄手の陶器（益子焼がベスト） 

【燗酒】50℃前後 / 大ぶりの陶器のぐい呑み（益子焼がベスト） 

  
 

今月の無添加おつまみ 

外池酒造店の売店でも販売している、蔵元おすす

めのおつまみです。 

平家ゆかりの地・栃木県湯西川地区で、古くから

狩りの携帯食や保存食として囲炉裏に吊して作ら

れてきた燻し豆腐を、現代のテイストに再現しま

した。塩こうじに漬けた豆腐をスモークすること

で、日本酒にぴったりの奥深い味わいに。チーズ

のような滑らかな食感がたまりません。 

秋の夜⾧にしっとりと、望/燦爛と共にお楽しみく

ださい。  
塩こうじスモークとうふ by とん太ファミリー（栃木県益子町） 



  

  

  

飲み比べコース 

 

望
ぼ う

 辛口純米 

nam
e  燦爛

さ ん ら ん

 純米大吟醸 

 

pho
to 

 

令和元年 11 月の大嘗祭で献上米に選ばれたお米
「とちぎの星」を 100%使用した純米酒です。「とち
ぎの星」のポテンシャルを生かし、しっかりした旨
味を出すためにお米はあまり磨いていませんが、爽
やかな香りと透明感のあるスマートな味わいはま
さにモダンスタイルの正統派。濃厚な旨味がふわっ
と広がるも、協会 11 号酵母特有のリンゴ酸により、
後味はキリっと引き締まります。 

fe
atu

re 

2018 年に新しく品種登録された栃木の酒米「夢さ
さら」を使用した純米大吟醸です。柔らかなリンゴ
のような香りと膨らみのある甘み・旨味が感じら
れ、余韻はなめらかで綺麗な飲み口。ソフトな酸味
が後味を綺麗にまとめ、お酒単体だけでなく料理と
のペアリングもお楽しみいただけます。アメリカで
行われた全米日本酒歓評会 2021 年において、準グ
ランプリを獲得しました。 

ドライ/シャープ/リッチ 

taste 

スイート/ライト/フルーティ/ソフト 

【使用米】とちぎの星（栃木県産） 

【精米歩合】65%（お米の外側を 35%カット） 

rice 

【使用米】夢ささら（栃木県産） 

【精米歩合】45%（お米の外側を 55%カット） 

全国燗酒コンテスト 2016 & 2019 

 プレミアム熱燗部門 金賞 

A
w

ard 

全米日本酒歓評会 2021 準グランプリ＆金賞 

International Wine Challenge 2020 銀メダル 

焼肉、焼き鳥（たれ）、チンジャオロースなど 

味の濃いお料理全般 

dish 

きのこの天ぷら、ポテトサラダ、 

カツオのたたき（カルパッチョ風）、柚子 

【冷酒】10℃前後 / ストレート型の薄手の陶器 

【燗酒】50℃前後 / 大ぶりの陶器のぐい呑み 

tips 【冷酒】5～10℃ / 小ぶりの白ワイングラス 

   

とちぎ 

の星 

夢 

ささら 

まだあまり市場に出回っていない栃木県産のお米２種類を使った、「望」と「燦爛」の飲み比べです。 
濃厚でシャープ＆ドライな「望」、軽快でソフト＆スイートな「燦爛」。 

それぞれのお米と銘柄の特性を生かした、モダンタイプ同士の味わいをご賞味ください。 



 

  

  

マイナス 5℃熟成コース 

 

望
ぼ う

 雄町 
純米大吟醸 生原酒 
-5℃ 10 ヶ月熟成 
熟したマスカットのようなジューシーな甘みとグ
ラマラスで弾力のある雄町らしいふくらみが、オ
マチスト垂涎の的。華やいだ気品のあるそのスタ
イルに、マイナス 5℃でじっくり熟成させたこと
で、よりふくよかさと妖艶さが加わりました。崩
れそうで崩れない、ぎりぎりのバランスを保った
生熟成の純米大吟醸。大き目のワイングラスに注
いでから、ゆっくりと温度を上げながら、その深
みをお楽しみください。 

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    ○ 

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） 

相性の良い料理 
白身魚の刺身、カルパッチョ、出汁ジュレを使用した先附や前菜 

干し柿とクリームチーズのミルフィーユ 

おすすめの飲み方 10℃程度に冷やして、徐々に品温を上げて。白ワイングラスやうすはり大吟醸グラスで。 

  

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 

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 

 

燦爛
さ ん ら ん

 大吟醸 

一般流通のない、全国新酒鑑評会への出品酒（同
タンク、斗瓶違い）を今回特別にリリースしても

らいました。兵庫県産の山田錦を 38％まで磨き、
低温にてじっくり丁寧に醸された醪を、重力によ
って滴り落ちた雫のみを瓶詰めした原酒です。煌

びやかな吟醸香と一筋の線がしっかりと中心を貫
きつつも、気品ある細身の味わい。キレの良さも
特⾧的です。マイナス 5℃で約 1 年 8 か月熟成さ

せて深みを増した、蔵元渾身の一滴をお楽しみく
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 山田錦（兵庫県産酒造好適米） 

精米歩合 38%（お米の外側を 62%カット） 

受賞歴 全国新酒鑑評会 金賞 

相性の良い料理 白身魚のカルパッチョ、生牡蠣、生ハム、カチョカヴァロなど 

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 

   外池酒造店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） 

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 ☛ 

オンライン飲み会 with 蔵元【望/燦爛】 

日時：2021 年 11 月 19 日（金）19:00～（1 時間半ほど） 
蔵元：外池酒造店（栃木県）外池 秀輔さん 
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！ 

  2021 年 12 月の蔵元 みいの寿（福岡県三井郡） 

合言葉は「酒造りは科学とセンスと情熱だ」。杜氏制を廃止して以降、兄弟で酒造りに励んでおり、
最新の醸造理論を用いた吟醸酒から伝統的な山廃造りまでラインナップの幅が非常に広いのが特徴
です。鑑評会の受賞率は圧巻の一言。あの人気漫画・スラ〇ダンクともご縁がある蔵元です。 


