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酒蔵探訪  

名水と蛍の里に 
銘酒あり。 

佐賀県 天山酒造 

S A K E 通 信 
日本酒おまかせ便 酒標
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 祇園川に臨み、その水源である天山を望む酒蔵。自然の恩恵を受けた豊富な水を用い、酒造りに臨む。 

 

 

名水と蛍の里に銘酒あり 
天山酒造の歴史は、かつて祇園川の水力を利用して

製粉・製麺業を営んでいた七田利三・ツキご夫婦が明治

8 年（1875 年）に酒造業を始めたことに端を発します。

明治蔵・大正蔵・昭和蔵と立ち並ぶ酒蔵は国の有形登録

文化財の指定を受け、佐賀県遺産にも認定されており、

その堂々たる佇まいは圧巻です。社名の「天山」は蔵の

北にそびえる秀峰・天山に由来します。山頂に弁財天が

祀られていることから、弁天の山、天の山、ひいて天山

と呼ばれるようになったそうです。 

酒蔵がある佐賀県の小城
お ぎ

市は九州の小京都とも呼ば

れ、清冽で豊かな水に恵まれた山紫水明の自然郷です。

蔵の前を流れる祇園川は天山山系の清流で、源氏ボタ

ル発祥の地と言われ、全国有数のホタルの名所です。酒

造りに理想的とも言われるその水を使い、地元農家や

蔵人が自ら育てた酒米を用い、お米の旨味を最大限に

引き出す酒造りを目指しています。銘柄には創業当時

から続く「天山」に加え、九州限定ブランドの「岩の蔵」、

そして 2001 年に立ち上げた特約店限定ブランドの「七

田」があります。日本最大の利き酒審査会である SAKE 

COMPETITION での金賞を始め、世界最大の醸造酒の

祭典・International Wine Challenge ではトロフィー賞

（最高金賞）を受賞、またフランス人ソムリエらによる

フランス初の日本酒コンテスト・KURA MASTER では

初代 1 位に輝くなど、そうそうたる受賞歴を誇ります。 

  

六代目蔵元の七田謙介さん。その甘いマスクとお茶目な性格を武器に？世界中を飛び回る 

KURA MASTER 2017(パリ)。受賞前にソムリエから質問攻めに遭う七田さん(左)と
受賞後に報道陣から質問攻めに遭う七田さん(右) 



 

天山酒造の酒造りメンバー。中央が杜氏の後藤潤さん。  

和醸良酒 
杜氏（醸造責任者）である後藤潤さんは、蔵に

入りたての頃はよく先輩蔵人から「知恵を出せ！」

と叱咤されたそうです。酒造りの技術は先人達よ

り引き継がれた「知恵」の結集です。その知恵を

蔵人全員で出し合い、共有するチームワークこそ

が天山酒造の強みです。それは蔵の外でも同じで

す。酒造期が終わると、蔵の前に広がる田んぼで

は杜氏や蔵人自ら酒米「山田錦」の栽培にも力を

注ぎます。そんな後藤杜氏と蔵人たちの情熱あふ

れる酒造りはまさに「和醸良酒」を地で行きます。

「和醸良酒」とは、「和の心は良酒を醸し、良酒は

和の心を醸す」という酒造り特有の言葉。その和

には私たち消費者も含まれます。今年は新型コロ

ナウィルスの影響で、蔵も大変な状況にありなが

ら、苦しい立場に置かれている飲食店を応援する

ために様々な施策を打ち出し、私たちも勇気付け

られました。そんな和の心で醸される七田、この

冬も情熱という名の蒸気が蔵に沸き立ちます。 
 

 

 

  

  
1. 今年も酒造りが始まり、杉玉が吊るされた。2. 朝一番に米を蒸す。3. 蒸し米を空気にさらし、
熱を取る。4. その米に杜氏が種麹を振り、麹をつくる。5. 麹・米・水を仕込んで酒を醸す。 
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酒蔵データ              

社名：天山酒造株式会社 
所在地：佐賀県小城市小城町大字岩蔵 
蔵元：七田 謙介 
代表銘柄：天山・岩の蔵・七田 
仕込み水：天山山系伏流水 



 
 

 

  

スタンダードコース 

 
実際の醸造年度は平成 30BY です 

七田
し ち だ

 
山田錦 七割五分磨き
七田ブランドの代名詞とも言える 75%精米。「米

の個性を十分に出す。米を磨かなくとも、磨かれ

た味にする。」それが七割五分磨きのコンセプト

です。中でも圧倒的な安定感を見せる山田錦は、

仄かな葡萄の様な香りと、後切れの良さを演出す

る酸が特⾧的。無濾過原酒によるボリュームのあ

る旨みと力強さの中にも山田錦らしい洗練された

味わいが表現されています。2 年の熟成を経たお

酒とは思えない、爽やかさすら感じさせます。 

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（佐賀県産酒造好適米） 

精米歩合 75%（お米の外側を 25%カット） 

相性の良い料理 牛肉ステーキ、焼肉、鰻の蒲焼、がめ煮（筑前煮）、粕漬など 

おすすめの飲み方 【冷酒】12℃程度 【燗酒】50℃程度 大ぶりの陶器の平盃で 

  

今月の無添加おつまみ 

日本で最初に漬物が記載された木簡にある「加須

津毛（粕漬）」。有明海の豊富な魚介類を保存する

目的で生まれた昔ながらの製法で作る川原食品の

酒粕は、天山酒造を始めとする佐賀県酒の酒粕を

使い、独自の濃厚な風味に仕上げています。原料

の海茸(うみたけ)は浅い海の干潟に生息する二枚

貝の一種で、有明海以外ではあまり見ない珍しい

貝。高級珍味として親しまれ、コリコリとした食

感がクセになる逸品です。佐賀の粕漬は、酒粕と

一緒に食べることが食文化として定着していま

す。是非そのまま酒粕ごと、七田と一緒にお召し

上がりください。 

 

海
うみ

茸
たけ

の粕漬（川原食品） 



 

 

  

飲み比べコース 

クラシック vs モダン 
 

七割五分磨き 
 

re:echo 

 

酒 

 

七田代名詞とも言える 75%精米。「米の個性を十分
に出す。米を磨かなくとも、磨かれた味にする。」
それが七割五分磨きのコンセプトです。中でも圧倒
的な安定感を見せる山田錦は、仄かな葡萄の様な香
りと、後切れの良さを演出する酸が特⾧。無濾過原
酒によるボリュームのある旨みと力強さの中にも山
田錦らしい洗練された味わいが表現されています。 

特 

徴 

天山酒造の若手 8 名による「プロジェクト麓 27」
という新たな取り組み。酵母にワイン酵母、麹に白
麹を使用することで、甘みと酸のバランスに優れた
新しい味わいが誕生しました。カシスやブラックベ
リーを思わせる香りと、アルコール度数 14%という
軽めのタッチ。それでもボディは強く、キレも抜群。
ワインに近い感覚で幅広いお料理と楽しめます。 

リッチ/シャープ 味 スイート/シャープ 

使用米：山田錦（佐賀県産酒造好適米） 

精米歩合：75%（お米の外側を 25%カット） 
米 

使用米：美山錦（⾧野県産酒造好適米） 

精米歩合：50%（お米の外側を 50%カット） 

牛肉ステーキ、焼肉、鰻の蒲焼 

がめ煮（筑前煮）、粕漬 

料 

理 

餃子、豚の角煮などの中華料理・肉料理から 

カプレーゼ、魚介のカルパッチョなどの前菜系まで 

【冷酒】12℃程度 【燗酒】50℃程度 

大ぶりの陶器の平盃 

飲 
 

方 

5℃前後 

白ワイングラス 

   

ベテ
ラン 

若手 

七田の代名詞として⾧年愛されてきた低精米酒「七割五分磨き」。かたや、平均年齢 27 歳という蔵の若
手メンバー8 名で製造から販売まで手掛けた新しいお酒「re:echo(リ・エコー)」。変えないものと変える
ものがあることで、伝統は引き継がれていきます。 

リ  ・    エ   コ   ー 



 

 

  

マイナス 5℃熟成コース 

 

七田 雄町 七割五分磨き 
無濾過生原酒 -5℃ 1 年熟成
雄町、山田穂、山田錦、愛山による 75%精米シリー

ズ酒米四部作のなかでも、3 つの酒米のルーツに当た

る原生種の雄町。年に一度、少量のみリリースされ

るその生原酒を昨冬から氷温貯蔵。新酒の頃に感じ

た青いバナナのような香りは穏やかなナッツ様のそ

れに変わり、しぼりたてのピチピチ感は未だに残し

ながら、とろっとした丸みも出てきました。雄町な

らではのヘビー級のごときパンチ力も健在。まるで

新人ボクサーが王者への階段を駆け上がるかのよう

に熟成されていく、濃厚な旨味をお確かめ下さい。 

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 雄町（岡山産酒造好適米） 

精米歩合 75%（お米の外側を 25%カット） 

相性の良い料理 ローストビーフ、鯛のアラ炊き、鶏のもも肉など、脂の乗った部位の炭火焼き 

おすすめの飲み方 
5℃程度からスタートして、赤ワイングラスで。 
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 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 

※「七田 山田錦 七割五分 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 

 

天山 純米大吟醸

  

後藤杜氏が造りたかった理想の純米大吟醸を形に

しました。酒米の王様と呼ばれる山田錦と今なお

造り手の心を虜にして離さない原生種の雄町。こ

の 2 つの優秀な遺伝子を引き継いだ希少米・愛山

を 34%まで精米して醸しました。上品な果実香が

漂い、口に含むときめ細かい舌触りから繊細な旨

味と優しい甘みが複雑に絡み合います。深みのあ

るボディにアクセントの酸が効いて後口はドラ

イ。様々な味わいの要素が凝縮した、「天山」の最

高峰です。 

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 愛山（兵庫県産酒造好適米） 

精米歩合 34%（お米の外側を 66%カット） 

相性の良い料理 鮪や鰤の刺身、鶏の松風焼き、伊達巻、フレッシュフルーツのクリームチーズ和え 

おすすめの飲み方 10℃程度に冷やして、大ぶりのワイングラスで。 

  

 

 

   

日本酒王子 YouTube チャンネル 日本酒を世界酒へ 日本酒イベント 

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 各コースのお申込みはこちらから 

さくら酒店オンラインショップ 

https://shop.sakurasaketen.com/ 

   七田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） 

 

 

 

 

  2021 年 1 月の蔵元 仙台伊澤家勝山酒造（宮城県仙台市） 

創業 1688 年、仙台藩伊達家御用蔵として現存する唯一の酒蔵です。伊達家 800 年の歴史と
伝統を次世代に繋ぐことを使命に醸される酒は、日本酒の世界三大タイトル（日本・イギリ
ス・フランス）をすべて制覇した「殿様酒」として知られています。 

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 ☛ 


