
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

S A K E 通 信 
日本酒おまかせ便 酒標

さ け し る べ

 

2022.04 

Sake culture to go! 



 林本店 5 代目の林 里榮子さん。最近嬉しかったことは、「東京のお鮨屋さんに娘とプライベートで行った時、初対面の大将がイチオシとして出してくれたのがなんと百十郎でした♡」 

 

 

来週から社⾧をやれ 
創業は 1920 年。2020 年に 100 周年を迎えた林本店。

岐阜県各務原
かかみがはら

市に蔵を構え、創業者の名を冠した「榮一」

という銘柄を醸してきました。しかし、先代の頃に経営

の大半を業務用酒販にシフト。自社製造の日本酒の売上

は全体の 1 割程度にまで落ち込みました。そんな蔵に大

改革をもたらしたのが、5 代目社⾧の林里榮子さんです。 

東京農大を卒業後、大手ビール会社を経て蔵に戻った

林さん。「あの日のことは今でもよく覚えています」と

いうのは、蔵に戻って 5 年ほど経ったある日の社内会議

でのこと。お父様である先代社⾧から突然、「来週から

社⾧をやれ」と皆の前で言われたのです。事前に何も知

らされておらず、引継ぎも一切なし。そこから林さんの

挑戦の日々が始まりました。顧客リストもなかったの

で、それまでやったこともない新規営業に駆けずり回

り、冬場は酒造りの現場にも足を踏み入れ、造り酒屋と

しての復活を目指しました。しかし、蔵の中は昔ながら

の男社会。杜氏にも相談できず、昔の帳面を引っ張り出

してきては見様見真似で製造計画を立てたりもしまし

た。そんな折、たまたま東京の経営セミナーに参加した

とき、秋田出身の方から秋田県の醸造試験所の職員を紹

介されます。それがご縁で、秋田には蔵のスタッフと研

修に行かせてもらうようになり、酒造りの技術が徐々に

上がっていきました。ちょうどその頃から新ブランド立

ち上げへの動きも加速していきます。「榮一」1 本だけで

は限界を感じていた林さん。何より自分たちの納得い

く、自分たちだけの酒を作りたい。そうして生まれたの 
  

大酒呑みの猩々（しょうじょう）が描かれたタンクが目を引く、その名も「猩々蔵」。 

林本店の敷地内。立派なもちの木を蔵が囲む。 



 

チーム・百十郎の面々。「うちは素人で酒を造る」という林さんは、キャプテン 3 ヶ月交代制度を導入し、フラットな関係の中にも責任者としての自覚を個々に養っている。  

百十郎の誕生 
が「百十郎」です。酒名の由来は、地元に 1200 本

もの桜を寄与した各務原市出身の歌舞伎役者・市

川百十郎（1882-1969）。同氏の植えた桜のように

大勢の人々を引き寄せ、飲んだ人を笑顔にする酒

でありたいという想いを込めました。そして、そ

んな百十郎の大躍進に繋がる決定的な出来事が。 

それが、現在アドバイザーとして林本店を指導

している佐藤俊二さんとの出会いです。佐藤さん

はかつて秋田の銘醸蔵で杜氏をしていました。引

退して 2 年ほどしたときに林さんと知り合い、熱

烈オファーを受けました。そのとき佐藤さんはこ

う言ったそうです。「僕はもう杜氏はやらないよ。

でも酒造りをする人を育てることならできる。」 

佐藤さんの指導を受けた百十郎の酒質は見違える

ほど変わりました。今や国内はもちろん、海外の

市場でも多くのファンに支持されています。 

林さんはまだまだ止まりません。2019 年には天

然の乳酸菌を純粋培養して使う「無添加乳酸菌発

酵製法」という特許を取得。さらに現在は各務原

市を日本一の桜の街にしたいと、新プロジェクト

を立ち上げ中とのこと。「百十郎」の挑戦にますま

す目が離せません。 

 

 

 

  

  
1. 百十郎の多彩なラインナップ。歌舞伎の隈取を模したラベルが季節ごとに色とりどりの表情
を見せる。2. 3. 4. 笑顔が絶えない酒造りの現場。「うちには杜氏はいない」と林さん。フラット
な関係だからこそ、全員が楽しく仕事に向き合える。5. 各務原市の新境川の両岸に植えられた
「百十郎桜」。日本さくら名所 100 選にも選ばれている。             
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酒蔵データ        
社名：株式会社林本店 
所在地：岐阜県各務原市 
代表：林 里榮子 
代表銘柄：百十郎 
仕込水：⾧良川伏流水 

オンラインで 
蔵元さんと 
飲もう！ 



 
 

 

  

スタンダードコース 

 

百十郎 純米吟醸 
蒼面

あ お づ ら

 G
ジ ー

-mid
ミ ッ ド

 
赤面・黒面と並ぶ、百十郎の三本柱のひとつ。華
やかな香りと強い発酵力を持つ岐阜生まれの G 酵
母と、地元米・美濃ハツシモで仕込んだオール岐
阜の THE 地酒。「mid」は日本の中心という意味
の「middle of Japan」から来ています。その穏や
かながらも線の通ったリンゴ調の香りとバランス
のとれたすっきりとした味わいの掛け合いが心地
よく、鑑定官に「こんなきれいな美濃ハツシモを
使った酒は初めてだ」と言わしめたお酒です。そ
のボトルカラーのごとく、どこまでも続く草原の
ような爽やかで清々しい味わい。 

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 美濃ハツシモ（岐阜県産） 

精米歩合 60%（お米の外側を 40%カット） 

相性の良い料理 
鶏の味噌漬け炙り、鮎塩焼き、アオリイカの天ぷら、ガーリックシュリンプ 

きのこのバター炒め、クリームコロッケ、クリームチーズ、オリーブオイルを使った料理など 

おすすめの飲み方 5℃程度 / 小ぶりのラッパ型グラス 

  
 

今月の無添加おつまみ 

障害者の就労支援施設 「嘉百合(かゆり)園」の母

体が運営する農園・かゆりファーム。地元の柿農

家から、「余った富有柿を商品化できないだろう

か」と相談されたのをきっかけに、「かゆり柿」の

製造に取り組み始めました。干し柿にはない半生

のしっとりした食感の中に、生果以上の風味を凝

縮させることに成功。防腐剤や甘味料を一切使わ

ない富有柿 100%のこの商品は、平成 23 年に岐阜

県特産商品「飛騨・美濃すぐれもの」認定を受

け、平成 24 年のぎふ清流国体における皇室への献

上を機に現在は東宮御所に納入しています。 
 

かゆり柿 by かゆりファーム（岐阜県）   



  

  

  

飲み比べコース 

定番 & 限定  

蒼面 

nam
e  桜 

 

pho
to 

 

新生・百十郎の顔とも言えるスタンダード酒。華や
かな香りと強い発酵力を持つ岐阜生まれの G 酵母
と、地元米・美濃ハツシモで仕込んだオール岐阜の
THE 地酒。「mid」は日本の中心という意味の
「middle of Japan」から来ています。その穏やかな
がらも線の通ったリンゴ調の香りとバランスのと
れたすっきりとした味わいの掛け合いが心地よく、
鑑定官に「こんなきれいな美濃ハツシモを使った酒
は初めてだ」と言わしめたお酒です。そのボトルカ
ラーのごとく、どこまでも続く草原のような爽やか
で清々しい味わい。 

featu
re 

故・市川百十郎が寄贈した 1200 本の桜並木「百十
郎桜」を想い醸した、この季節だけの特別なお酒で
す。今までは林さんの酒造りのルーツでもある秋田
県産の秋田酒こまちを使用していましたが、2020
酒造年度より地元産の岐阜ハツシモにモデルチェ
ンジ。無濾過生原酒として蔵出しされた新酒は、白
桃やシトラスの清々しいアロマが広がる、清涼感溢
れる春の食中酒。フレッシュでピュアな旨みとしな
やかな酸が調和し、洗練された爽やかさが持続しま
す。春の陽気にぴったりの、アップテンポで心躍る
1 本です。 

ライト/フレッシュ/シャープ 

tast フレッシュ/フルーティ/ソフト 

【使用米】美濃ハツシモ（岐阜県産） 

【精米歩合】60%（お米の外側を 40%カット） 

rice 

【使用米】美濃ハツシモ（岐阜県産） 

【精米歩合】55%（お米の外側を 45%カット） 

鶏の味噌漬け炙り、鮎塩焼き、アオリイカの天ぷら 

ガーリックシュリンプ、きのこのバター炒め 

クリームコロッケ、クリームチーズ、オリーブオイル 

dish 

山菜の天ぷら、ちらし寿司、シーザーサラダ 

鶏のから揚げ（塩）、チーズたっぷりのピザ 

餃子 

5℃程度 / 小ぶりのラッパ型グラス 

tips 8℃前後 / 小ぶりのチューリップ型ワイングラス 

   

ハツシモ 

火入れ 

ハツシモ 

生原酒 

どちらも岐阜ハツシモを使った純米吟醸。 
定番の火入れと、季節限定の生原酒。 

百十郎桜の色合いの移ろいを楽しめるこの季節だけの飲み比べです。 



 

  

  

マイナス 5℃熟成コース 

 

百十郎 -5℃熟成 

白炎
び ゃ く え ん

 無濾過生原酒 
2019 年に特許を取得した「無添加乳酸菌発酵製法」
で最初に醸した酒であり、今期の酒造りの新酒第 1
号でもあった「白炎」を、マイナス 5℃で約 5 か月
熟成させました。上立ち香は爽やかな瓜のよう。口
に含んだ瞬間、フレッシュ感溢れる力強い旨みを感
じたかと思えば、ジワジワと深みのある味わいに変
化。後味はピリピリとした酸が心地よく食欲を刺激
して、もう一口もう一口と飲み進めたくなる感覚に
襲われます。熟成酒には珍しい、キレの良いドライ
なタイプ。 

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 五百万石 

精米歩合 60%（お米の外側を 40%カット） 

相性の良い料理 
焼き牡蠣、カマスの塩焼、真鯛のカルパッチョ、鶏のもも炭火焼（塩） 

たら鍋、かに玉など 

おすすめの飲み方 5～10℃ / 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 

 

百十郎  
純米大吟醸 
「百十郎」ブランドの最高峰。トレードマークの隈
取までゴールドという、この上ないラグジュアリー

感が飲む前から気分を高揚させます。パイナップル
系の華やかな吟醸香が煌びやかに鼻腔をくすぐり、
滑らかなタッチの口当たりから、スムーズに広がる

優しい甘みと透明感のある味わいが特⾧的。後味は
シャープでみずみずしい酸味で引き締まり、どこま
でも飲み続けていたい衝動にかられます。現在は使

用していない特別パッケージボックス入り。 

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 

精米歩合 40%（お米の外側を 60%カット） 

相性の良い料理 白身魚の刺身（特にふぐ）、松茸のお吸い物、無花果とモッツァレラのカプレーゼ 

おすすめの飲み方 5～10℃ / 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/ 

百十郎のご購入は 
こちらから 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

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。 

4 月のオンライン飲み会 with 百十郎 
日時：2022 年 4 月 22 日（金）19:00～20:30 
蔵元：林本店（岐阜）5 代目蔵元・林 里榮子さん 
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 5 月の蔵元 高嶋酒造（静岡県沼津市） 

創業は文化元年（1804 年）。200 年近く地中を流れてきた富士山の雪解け水を使い、生酛造り
と言われる伝統の技で醸す酒は、「まろやかでありつつもキレの良い、なおかつお燗で美味し
い酒」。吟醸王国・静岡にあって、ひときわ異彩を放つ新進気鋭の蔵元です。 

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 ☛ 


