
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

S A K E 通 信 
日本酒おまかせ便 酒標
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さくら酒店 
Sakura Sake Shop 
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 伊勢別街道沿いに立つ寒紅梅酒造。造り酒屋らしい杉玉と全国新酒鑑評会金賞の看板が目印だ。 

 

 

師との出会い 
平安の昔より米どころとして知られ、酒造りの文化を

発展させてきた伊勢の国。この地で安政元年（1854 年）

に創業した寒紅梅酒造は、お伊勢参りの旅人が盛んに行

き交っていた伊勢別街道沿い（三重県津市）に蔵を構え

ます。その名の通り、かつては梅酒が主力商品で、乳酸

菌飲料「カルピス」とのコラボ梅酒「ニューホワイト」

で一気にブレイク。梅酒の全国大会では常に上位に名を

連ね、一時は売上の 95%が「ニューホワイト」だったと

のことです。日本酒の製造もしてはいたものの、あくま

で梅酒の原料として。現専務で 6 代目に当たる増田明弘

さんも、昔はあまり日本酒を飲むことはなかったと言い

ます。しかし、年齢を重ねるにつれ、味覚に変化が起こ

ります。あれだけ好きだったビールが進まない。という

より、ビールのアテとしていた油ものやお肉がだんだん

受け付けなくなり、かわりに魚が好きになってきまし

た。そうなると、どうも日本酒が欲しくなる。というわ

けで、他の蔵元の日本酒を酒屋から買っては晩酌すると

いう日々を送っていたところ、奥様から「自分で造った

ら原価で飲めるのに」と言われ、日本酒を本格的に造っ

てみようと決意したのだそうです。 

晩酌をしていて、自分の好きな銘柄がありました。そ

の銘柄の師は、どうやら佐賀の「東一」(当時)で醸造責

任者をしている勝木慶一郎さんという人らしい。そこで

佐賀に赴き、弟子入りを志願。勝木さんは全国の蔵元か

ら先生と慕われる存在で、いくつものスター銘柄を育て

ていました。そんな勝木先生から教わったのは、酒造り 
  

蔵の事務所にはユニークな商品やグッズが並ぶ。たまに出どころが分からないお宝も。 

寒紅梅酒造 6 代目で専務取締役の増田明弘さん。杜氏として酒造りも担う。 



 

増田さん（左）を中心に手づくりで醸す寒紅梅は、毎年限られた量しか造れない。  

家族を幸せにする酒造り 
のあらゆる基本。各工程の基本から設備の使い方

の基本、そして心構えに至るまで、それまでの自

分の考えは全て間違っていたと言います。なかで

も「蒸し」の指導は熱を帯びました。「蒸気には色

も味もないけど、質がある」が勝木先生の口癖で、

良い酒を造るには良い蒸し米からという基本を徹

底的に仕込まれました。こうして出来上がった増

田さん独自の日本酒「寒紅梅」の特徴は、酸味と

フレッシュさ。酒の輪郭を際立たせる心地よい酸

と、ピチピチと舌先を刺激するフレッシュなガス

感。それが味の幅やボリュームを生み出します。 

思えば 10 年前、勝木先生に指導を仰いだ際、掛

けられた言葉があります。「家族や親を幸せにする

酒造りなら教えてやる」。その時はピンと来ません

でしたが、今になってその意味が少し分かると言

います。日本酒業界を支えてきた先輩方が今大変

な状況に置かれている中、「自分の親父を酒蔵の社

⾧のまま死なせてあげることができるのも一つの

親孝行かな」と。それには、いち酒蔵としてでは

なく、チームジャパン、いやチームワールドとし

て、日本酒に携わる全ての者たちで今の状況を打

破していきたいと増田さんは話してくれました。 

 

 

 

  

  
1. 取材に訪れた日は中国からのお客様も蔵見学に来ていた。2. 一に蒸し、二に蒸し、三に蒸し
と言うほど、蒸しにはこだわる。良い蒸し米ができなければ、良い麹も酒もできない。3. 麹室の
天井には湿度を調整するためのひと工夫。4. お酒の神様である「松尾様」。毎朝拝んでから酒造
りを始める。5. インターンで酒造り体験に来る三重大学の学生たちと一緒に造った梅酒。             
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3 

1 

2 

4 酒蔵データ          
社名：寒紅梅酒造株式会社 
所在地：三重県津市栗真中山町 
代表：増田 慶次 
代表銘柄：寒紅梅 

オンラインで 
蔵元さんと 
飲もう！ 



 
 

 

  

スタンダードコース 

 

寒紅梅 純米吟醸 
山田錦 55 
寒紅梅は山田錦にこだわります。山田錦の精米歩
合違いだけで 60、55、50、40、35 と豊富なライ
ンナップを揃えます。なかでも、55 が寒紅梅のス
タンダードだと増田さんは言います。青々とした
もぎたての果実のようなフレッシュさが特徴。優
しい甘味とそれをキュッと引き締める程良い酸味
が後を追いかけます。開栓後の持ちも良く、日を
置いても味わいのバランスが崩れにくいのがポイ
ントです。 

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 

 ○ ○  ○    

使用米 山田錦（三重県産酒造好適米） 

精米歩合 55%（お米の外側を 45%カット） 

受賞歴 三重県新酒品評会 2021 優等賞 

相性の良い料理 
鯛や平目など白身魚の刺身またはカルパッチョ、菜の花のおひたし、 

トマトとモッツァレラチーズのカプレーゼなど 

おすすめの飲み方 10℃前後 / 小ぶりのワイングラス 

  
 

今月の無添加おつまみ 

三重県伊勢市の穀物問屋が届けるナチュラルフー

ド。テーマは「自然の恵みを大切に」。 

米油だけでカラッと揚げた 5 種類の揚げもちは、

三重県産のもち米を 100%使用し、海苔・黒ごま・

よもぎ・紫蘇・生姜の 5 つの味を生地に練りこ

み、塩だけで味付けしました。それぞれの素材の

味わいが感じられるシンプルな塩味が嬉しい。 

「地物一番」の名前に違わず、三重県のこだわり

食材を使用した揚げもちは、寒紅梅のシュワっと

したガス感と好相性。ついつい手が伸びます。  
揚げもちミックス塩味 by 南勢糧穀（三重県）  



  

  

  

飲み比べコース 

山田錦 55 

純米吟醸 

nam
e  TORECE

ト レ セ
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増田さんがもっとも推す、寒紅梅のザ・スタンダー
ド。これを飲まずして寒紅梅を語ることなかれ。
青々としたもぎたての果実のようなフレッシュさ。
優しい甘味とそれをキュッと引き締める程良い酸
味が後を追いかけます。開栓後の持ちも良く、日を
置いても味わいのバランスが崩れにくいのがポイ
ントです。ちなみに、肩ラベルの「遅咲き」は、生
酒の「早咲き」に対して火入れを意味します。フレ
ッシュさをキープするために発酵直後の炭酸ガス
ごと封じ込める、高難度の瓶火入れ方法により、鮮
度が⾧く保たれています。 

featu
re 

TORECE（トレセ）とはスペイン語で「13」の意味。
アルコール度数 13%に仕上げた次世代日本酒です。
世界基準のワインと同程度のアルコール度数にす
ることで、日本酒ビギナーやワインラバーにも裾野
を広げています。若いメロンのような青さのある香
りと口に含んだ瞬間にシャープに駆け抜ける軽や
かな味わいが爽快。わずかに感じるいちごのような
甘みと後味を引き締める酸味が心地よく、まず一杯
目に最適です。適度なガス感が存在感を示し、低ア
ルコールにありがちな物足りなさをうまくカバー
しています。 

フレッシュ/フルーティ/シャープ 

tast ライト/フレッシュ/フルーティ/シャープ 

【使用米】山田錦（三重県産酒造好適米） 

【精米歩合】55%（お米の外側を 45%カット） 

rice 

【使用米】山田錦（三重県産酒造好適米） 

【精米歩合】55%（お米の外側を 45%カット） 

15% 

alc. 13% 

鯛や平目など白身魚の刺身またはカルパッチョ 

菜の花のおひたし、カプレーゼ 

dish 

ホタテとパプリカのカルパッチョ、 

出汁ジュレ、キュウリの酢漬け 

10℃前後 / 小ぶりのワイングラス 

tips 10℃前後 / 小ぶりのワイングラス 

   

５５ 

１５ 

５５ 

１３ 

寒紅梅のスタンダードである山田錦の 55%精米。 
実はアルコール度数違いで 2 つの山田錦 55 があります。 

ひとつは王道の 15%、もうひとつは低アルコールの 13%。 
あなたはどちらの山田錦 55 がお好きですか？ 



 

  

  

マイナス 5℃熟成コース 

 

寒紅梅 -5℃熟成 

Prototype
プ ロ ト タ イ プ

-J 
Prototype は「原型」の意。J は使用酵母である「十
四号酵母」のイニシャルを指しています。搾りたて
をそのまま瓶に詰める「直汲み」という製法を用
い、発酵時に出る天然の炭酸ガスまで封じ込め、マ
イナス 5℃で約 8 か月熟成させた特別なお酒です。
酵母由来の野イチゴを思わせる爽やかな香りと、口
に含んだ瞬間にみずみずしく広がる上品な旨みと軽
やかな酸が特⾧的。後味を引き締めるキレの良さも
兼ね備え、熟成によって深みも加わった贅沢な味わ
いです。 

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  〇    〇 

使用米 山田錦（三重県産酒造好適米） 

精米歩合 50%（お米の外側を 50%カット） 

相性の良い料理 
鰤や炙り真鯛のカルパッチョ バジルソース添え、春野菜の天ぷら、 

キノコのホイル焼きなど 

おすすめの飲み方 5℃程度 / 小ぶりのワイングラス 

  

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 

 

寒紅梅 純米大吟醸 
 

寒紅梅の“市販酒”の最高峰である山田錦 35。それを
オリが絡んだ状態のまま、生で瓶詰してもらった特

注品です。その煌びやかなパイナップルのような吟
醸香は、フレッシュ感たっぷりで青々とした爽やか
さを表現。生のにごり酒にしたことで、口当たりの

滑らかさに初々しい刺激が加わり、高精白の山田錦
の上品な甘さもより感じる出来栄えに。⾧めの余韻
の中にも味わいはスパっとしたキレの良さが光り

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 〇     

使用米 山田錦（三重県産酒造好適米） 

精米歩合 35%（お米の外側を 65%カット） 

相性の良い料理 
クリームやバター系のお料理（パスタ、舌平目ソテーなど） 
いちごのチーズケーキ 

おすすめの飲み方 5℃程度 / 小ぶりのワイングラス 

  

  

 

 

日本酒王子 YouTube チャンネル 

さくら酒店オンラインショップ 

https://shop.sakurasaketen.com/ 

       寒紅梅酒造の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） 

酒標
さ け し る べ

のお申込みはこちらから ☛ 

３月のオンライン飲み会 with 寒紅梅 
日時：2022 年 3 月 18 日（金）19:00～20:30 
蔵元：寒紅梅酒造（三重）蔵元・増田 明弘さん 
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！ 

  2022 年 4 月の蔵元 林本店（岐阜県各務原市） 

2020 年に創業 100 周年を迎えた、女性社⾧率いる酒蔵。代表銘柄の「百十郎」は、地元に 1200
本もの桜を寄与したことで知られる各務原市出身の歌舞伎役者・市川百十郎氏に由来します。
常に未来を切り開く姿勢で「無添加乳酸菌発酵製法」の特許も取得。今、波に乗る蔵元です。 


