
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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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 100 年以上の歴史を有する有光酒造場。地元では「玉川」という銘柄で親しまれている。 

 

 

社⾧と杜氏の運命的な出会い 
酒どころ・高知県は安芸市の、鮎が美味しいことで知

られる清流・赤野川の河口付近に有光酒造場は位置しま

す。創業は明治 36 年。あの岩崎弥太郎とも親交があっ

たとされる初代・有光伊太郎が旧安芸町で造り酒屋を始

め、2 代目が分家して現在の安芸市赤野に引っ越してき

ました。現蔵元は 4 代目の有光 尚
しょう

さん。大学時代は林

業を学び、蔵に戻った当初も林業は兼業していました

が、今は酒造り一本に。ただ、昔から木や植物は好きで、

蔵の庭には変わった植物がたくさん植わっています。中

にはアボカドまであります。温暖な気候で、海もすぐ近

く。蔵から 100m も歩けば海岸で、そこでラジコン飛行

機を飛ばしたり、海釣りをするのが趣味だそうです。 

そんな有光さんが大学を卒業して実家の酒蔵に戻っ

た頃、地元はまだ普通酒全盛期。とかく高知県では宴会

で「量を飲める酒」が重宝され、軽い酒が求められまし

た。そのため、味が多い純米酒へのシフトが全国的に遅

れたと言います。有光酒造場でも有光さん自ら杜氏とな

って 10 年ほどは高知らしく端麗辛口の普通酒をメイン

に造っていました。そんな時入社してきたのが、後の杜

氏となる尾木芳之
よしゆき

さんです。東京で IT 系の仕事をして

いた尾木さんは、首都圏で人気のある日本酒やワインの

味に親しんでいました。入社後も東京の酒販店で勉強

し、全国各地の酒蔵を回った尾木さんは自社の酒に疑問

を抱きます。あるとき、有光さんに「もっと酸のある酒

を造りたい」と直訴し、口論になりました。今でこそ「酸」

は日本酒の重要な味の要素。しかし当時は酒造りの講習 
  

杜氏の尾木 芳之さん。東京から地元の高知に戻り、「手に職」系の仕事を探していたところ、
たまたま求人を出していた有光酒造場を見つけた。「ラッキーだった」と笑う。 

「あまり難しいことは考えない」と笑う、4 代目蔵元の有光 尚さん。尾木さんとの出会いは、
「今思えば運命的だった。タイミングがぴったりはまったね。」 



 

太平洋と赤野川。赤野川が海に注ぎ込む手前で井戸を掘り、海底より低い位置から真水を汲み上げ、酒造りに使う。お茶やコーヒーを煎れても美味しい超軟水。  

会でもいかに酸を低く抑えられるかが大事と言わ

れていた時代。「尾木の先見性はすごかった」と有

光さんは振り返ります。結局有光さんが折れ、杜

氏職を尾木さんに譲ります。「尾木が造り始めてか

らが今の安芸虎の始まり。俺が造っていたのは何

だったのかな(笑)。複雑な気持ちだったけど、で

きた酒は確かに旨かった。やられたなあと(笑)」。 

甘みと酸味とやさしさと 
安芸虎の特徴は、「やわらかな甘みと綺麗な酸の

バランス」と有光さんも尾木さんも口を揃えます。

確かな印象を残しながらもスーッと消え、食事中

の口の中を洗い流してくれる。特に鶏肉や鰹など、

程よく脂の乗った食材との相性は抜群とのこと。 

ところで、「安芸虎」という酒名は、その昔当地

を治めていた安芸
あ き

国
くに

虎
とら

という戦国武将にあやかっ

て名付けられました。四国を統一した⾧曾我部元

親に挑み、最期は家臣を生かすために自害した、

地元では人気のある武将です。勇敢な戦国武将が

最期に見せた「やさしさ」。それは「安芸虎」にも

通ずるものがあります。高知という辛口全盛の地

で、辛さではなく、人を和ませる「やさしさ」の

ある酒をこれからも醸していきます。 

 

 

  

  
1. 様々な表情の虎が描かれた安芸虎のラインナップ。2. 朝一番に甑(こしき)から湯気が立ち昇
り、お米が蒸される。3. 尾木杜氏がコインランドリーからヒントを得たという特注の洗米機。 
4. 麹室はルンバがお掃除。また蔵の中は BGM が流れる。いずれも蔵人に気持ちよく働いても
らうためのひと工夫。5.有光社⾧(右)と尾木杜氏(左)に挟まれてハイチーズ♪(中央：駒澤)            
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4 酒蔵データ         
社名：有限会社有光酒造場 
所在地：高知県安芸市赤野 
代表：有光 尚 
代表銘柄：安芸虎 

オンラインで 
有光さんと 
飲もう！ 



 
 

 

  

スタンダードコース 

 

安芸虎 80 
純米 山田錦  
尾木杜氏がもっとも思い入れがあるという自信
作。山田錦の有数の産地として知られる徳島県阿
波産の山田錦をわずか 20%のみ精白した新感覚の
食中酒です。低精白ながら雑味なくスムーズな飲
み口で、するっと入ってくる滑らかさの中にしっ
かりとしたボディを感じさせます。上立ち香はほ
んのりとバナナや穀物のような香り。透明感のあ
る旨みとキレの良い幕切れで、飲み疲れすること
なく食事を引き立てます。原料のポテンシャルと
原料処理の良さが光る 1 本。 

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 山田錦（徳島県阿波産酒造好適米） 

精米歩合 80%（お米の外側を 20%カット） 

受賞歴 KURA MASTER 2017（フランス）プラチナ賞 

相性の良い料理 
おでんの出汁、魚の炭火焼、鶏の香草焼き、生姜をたっぷり使った白湯薬膳鍋、参鶏湯、 

上海焼きそば、チンジャオロース、グリルチキンなど 

おすすめの飲み方 
【冷酒】10～15℃ / 口径の広い陶器の平盃 

【燗酒】40～45℃ / 口径の広い陶器の平盃 

  
 

今月の無添加おつまみ 

有光社⾧のイチオシ！300 年以上続く歴史あるマ

ルシェ、土佐の日曜市の人気商品はいかが？ 

海洋深層水を使用して作られた高知県産のえのき

を味付けして乾燥させたおつまみです。 

ただのえのきと侮ることなかれ。食べた瞬間に衝

撃が走ります。カリッとした食感と凝縮した旨味

に手が止まりません！ゆずポンの風味もたまりま

せん！1 袋たったの 78 キロカロリー。食物繊維た

っぷり。もちろん無添加。ダイエットしている方

にもおすすめの酒のアテです。  

チョイつま 柚子ポン酢味 by 日曜市の風景（高知県）  



  

  

  

飲み比べコース 

 こわい虎 vs かわいい虎 

純米 80  

nam
e  Light-Body 

 

p
ho

to 

 

山田錦の有数の産地として知られる徳島県阿波産
の山田錦をわずか 20%のみ精白した新感覚の食中
酒。低精白ながら雑味なくスムーズな飲み口で、す
るっと入ってくる滑らかさの中にしっかりとした
ボディを感じさせます。上立ち香はほんのりとバナ
ナや穀物のような香り。透明感のある旨みとキレの
良い幕切れで、飲み疲れすることなく食事を引き立
てます。原料と原料処理の良さが光る 1 本です。 

featu
re 

徳島県阿波産の山田錦を 50%まで磨いた純米大吟
醸規格の純米吟醸（あえてランクを落としていま
す）。原酒でありながらも 13.5 度という低アルコー
ルに仕上げた、杜氏の技術が詰まった 1 本です。専
用の仕込み配合から醸された酸味と甘みのバラン
スが特徴。パイナップルを思わせる華やかな香りが
華を添え、軽い中にもボディがある、ワイン感覚で
飲める日本酒です。 

ドライ/ソフト 

tast ライト/ソフト 

【使用米】山田錦（徳島県阿波産酒造好適米） 

【精米歩合】80%（お米の外側を 20%カット） 

rice 

【使用米】山田錦（徳島県阿波産酒造好適米） 

【精米歩合】50%（お米の外側を 50%カット） 

16% 

A
lc. 13.5% 

おでんの出汁、魚の炭火焼、鶏の香草焼き 

生姜をたっぷり使った白湯薬膳鍋、参鶏湯 

上海焼きそば、チンジャオロース、グリルチキン 

dish 

白身魚の昆布締め、かまぼこ、鶏のたたき（刺身も） 

野菜の天ぷら、おぼろ豆腐（生姜醤油） 

鯛や平目などのカルパッチョ 

【冷酒】10～15℃ / 口径の広い陶器の平盃 

【燗酒】40～45℃ / 口径の広い陶器の平盃 

tips 【冷酒】5～10℃ / 小ぶりの切子グラス 

   

８０ 

１６ 

５０ 

１３.５ 

新年は寅の飲み比べを。 
獰猛な虎のエチケットが特徴の純米 80 は、しっかりしているのにやさしい味わい。 

かたや、かわいらしい虎が描かれた Light-Body は、やさしいのにしっかりした味わい。 
全く違う酒質ながらも、共通点は「やさしさ」です。 



 

  

  

マイナス 5℃熟成コース 

 

安芸虎 80 
純米 山田錦 生 
-5℃ 7 ヶ月熟成 
毎年すぐに売り切れる数量限定の生酒を特別にマ
イナス 5℃の氷温下で貯蔵。ほのかにメロンやバ
ナナを思わせるしぼりたて特有のフレッシュさの
中に、熟成によるまろやかさが加わりました。後
切れの良さは健在で、様々な味わいの要素が楽し
める、複雑かつ飲み心地のよい食中酒に仕上がり
ました。まさに蔵元も知らない、新しい味わい。
お好みで温度を変え、お酒の色々な表情を引き出
してください。 

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  〇 

使用米 山田錦（徳島県阿波産酒造好適米） 

精米歩合 80%（お米の外側を 20%カット） 

相性の良い料理 海老のうま煮、鰤の照り焼き、茶わん蒸し、焼き蟹、和出汁の鍋もの全般 

おすすめの飲み方 
【冷酒】10℃前後 / 口径の広い陶器の平盃 
【燗酒】40℃前後 / 口径の広い陶器の平盃 

  

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 

 

安芸虎 生 
 

安芸虎の最高峰の生バージョン。JA 阿波の指導のも
と、大切に育てられた徳島県産の「阿波山田錦」を

40％まで磨いて醸された限定の純米大吟醸です。香
りの高い酵母はあえて使わず、酸味と甘みのバラン
スを大切にした「味わい深い酒」を目指しました。

メロンのような上品な吟醸香と奥深い味わいが特
徴。生のまま約 1 年間低温熟成（約 0℃）させたこ
とによる丸みを帯びた優しい口当たりをお楽しみ

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    〇 

使用米 山田錦（徳島県阿波産酒造好適米） 

精米歩合 40%（お米の外側を 60%カット） 

相性の良い料理 
白身魚のお造り（ヒラメ、鯛、ふぐなど）、赤貝などの貝類、ローストビーフ 
生ハムとクリームチーズとメロンカナッペ 

おすすめの飲み方 10℃程度に冷やして、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 

    安芸虎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） 

酒標
さ け し る べ

のお申込みはこちらから ☛ 

  2022 年 2 月の蔵元 米澤酒造（⾧野県上伊那郡） 

「日本で最も美しい村連合」に加盟する⾧野県上伊那郡中川村。人口 5000 人足らずの村から
生まれる「今錦」は、日本の美しい原風景がそのまま酒になったような、日本人のノスタルジ
ーを掻き立てる味わい。廃業の危機を乗り越えた酒蔵の今に迫ります！ 

1 月のオンライン飲み会 with 安芸虎 
日時：2022 年 1 月 14 日（金）19:00～20:30 
蔵元：有光酒造場（高知県）4 代目蔵元・有光 尚さん 
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！ 


