
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

S A K E 通 信 
日本酒おまかせ便 酒標
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 8 年前の水害当時の様子。蔵の 1 階部分が流され、出荷を控えていた数万本のお酒も割れた。 

 

 

稲をくぐり抜けた水 
東洋美人のイメージは？と聞くと、必ずこの答えが返っ

てくる。瑞々しさを連想させる「圧倒的な透明感」が東洋美

人の真骨頂だ。それは端麗辛口に代表される、水のような酒

とは一線を画す。なぜなら東洋美人の特徴には、「圧倒的な

華やかさと、圧倒的な旨味」（蔵元談）も加わるからだ。こ

の三位一体の味わいを可能にしているのが、蔵元兼杜氏の

澄川宜史さんがこだわる「王道の酒造り」だ。奇をてらわな

い、基本に忠実な造りで、健全な発酵に導く。そのなかで頂

点を目指すのが、東洋美人の流儀だ。 

創業は 1921 年。今年でちょうど 100 年を迎えた。澄川さ

んが実家である蔵に戻ったのは今から 20 数年前。それより

少し前、東京農業大学在学中に、「十四代」を醸す山形県の

高木酒造に実習で訪れた。そこで見た高木顕統氏の、蔵の経

営を立て直そうと必死に酒造りに向き合う姿勢に感銘を受

けた。「命を削りながら酒造りをする姿を目の当たりにし、

“僕のやるべきことはこれなんだ”と、意識が変わった」と、

蔵元杜氏を志すようになる。その後、蔵に戻り、2004 年に

杜氏に、2007 年には 4 代目蔵元に就任した。しかし、過疎

化する地元での商いに限界を感じ、大学時代を過ごした東

京で勝負しようと決意。ひとり深夜バスに乗って東京に行

き、カプセルホテルに泊まりながら酒販店を渡り歩いた。そ

の甲斐もあって、東洋美人の名は徐々に広まり、やがて全国

的な人気銘柄にまで成⾧。その味わいと再現性の高さから、

澄川さんは「若手 No.1 の造り手」とまで称されるようにな

った。そんな順風満帆の最中、あの大水害が蔵を襲った。 
  「東洋美人」の酒名は、初代蔵元が亡き妻にあてた想いから名付けられたという。 

4 代目蔵元 兼 杜氏の澄川 宜史さん。学生時代から今に至るまでの道のりを語ってくれた。 



 

 赤い作業着を身にまとったチーム・東洋美人。水害を乗り越えたメンバーたちだ。右端が蔵元の澄川さん。  

水災を乗り越えて 
2013 年 7 月 28 日、山口県で観測史上最大の集

中豪雨が発生。蔵の前を流れる田万川の氾濫によ

り、酒蔵は 2 メートル近い濁流に飲みこまれ、壊

滅的な被害を受けた。あまりの惨状に、「まず命が

あってよかった。酒造りのことは考えられなかっ

た。」と澄川さんは振り返る。しかし、翌日から県

内の酒蔵や酒販店が応援に駆けつけ、「背中を押し

てくれた」。その後、全国から訪れた 1500 人を超

える仲間たちが復旧作業を手伝ってくれた。土砂

をかき出し、がれきを撤去し、慣れ親しんだ酒造

設備を廃棄する。「失ったものが多すぎて、やるか

らには大きくなるしかない」と、3 階建ての新蔵

を建て、再起を図った。そして翌年、世界最多出

品数を誇る SAKE COMPETITION 2014 で見事

カムバックを果たし、3 年連続となる第 1 位を獲

得した。2016 年には、山口県で行われた日露首脳

会談の晩餐会で東洋美人が振る舞われ、プーチン

大統領が公式会見で名指しで絶賛した。 

そんな復活劇を澄川さん自身はどう見ているの

だろうか。「どんな時も酒造り一筋に生きなさいと

いう恩師の言葉を思い出して、それを貫いてきた

だけです。それは今のコロナ禍でも同じですね。」 

 

 

  

  
1. 蔵の至る所に訪れた人たちのメッセージが残されている。2. 新設した 3 階建ての蔵。何年も
先を見据えた設備投資に踏み切った。3. それにより、より手づくりに集中できる環境も整った。
4. 蔵の入口にある年季の入った看板。銘柄は当時から続く「東洋美人」のみ。5. 日露首脳会談で
供された「東洋美人 壱番纏 純米大吟醸」。その反響から 1 年分の在庫が 3 日で完売したという。          
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酒蔵データ           
社名：株式会社澄川酒造場 
本社：山口県萩市中小川 
代表：澄川 宜史 
代表銘柄：東洋美人 
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スタンダードコース 

 

東洋美人 純米吟醸 
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澄川さんが 1998 年に蔵へ戻った際に、1 年だけ
杜氏に復帰され、酒造りのみならず蔵元としての
あり方、人としてのあり方を教わった亡き恩師、
但馬杜氏の米田幸市氏。「醇道一途」とは「何が
あろうと、今もこれからも酒造り一筋に生きてい
きなさい」という、氏の遺した最後の教え。その
言葉を胸に、山口県独自の酒米「西都の雫」で醸
した限定純米吟醸です。上品にして華やか、ジュ
ーシーな甘みとふくよかな旨味を、若干の酸味と
渋みで上手くまとめ上げています。 

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  

使用米 麹米（全体の 20%）：山田錦 ／ 掛米（全体の 80%）：西都の雫 

精米歩合 麹米：40%（お米の外側を 50%カット） ／ 掛米：50%（お米の外側を 50%カット） 

受賞歴 山口県新酒鑑評会 2021 最優等賞 

相性の良い料理 白身魚の刺身・カルパッチョ、葉物野菜のおひたし、薬味たっぷりの冷奴など 

おすすめの飲み方 5～10℃に冷やして、白ワイングラスで。 

  
 

今月の無添加おつまみ 

国産天然にこだわったマフグを乾燥させ、骨まで

柔らかく食べられるように仕上げた、山口県なら

ではのおつまみです。マフグとは体表にとげのな

い滑らかなフグのこと。地元ではトラフグが王様

なら、マフグは女王様だとか。漁師のなかには

「味ならマフグの方が旨い」という人もいるほ

ど。そんな日本海で水揚げされたマフグを特殊冷

風乾燥機で旨味を凝縮。味付けはシンプルに塩の

み。最後に甘みのあるホワイトオークチップで燻

し、芳醇な香りをまとわせました。骨の持つ旨み

と一緒にどうぞ。 
 

玄洋社（山口県）おつまみふぐ  



 

 

  

飲み比べコース 

米の数だけロマンがある 
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「西都の雫」は、2004 年に山口県の農業試験場で
開発された山口県オリジナルの酒米です。戦後に栽
培が途絶え、近年復活栽培された土着品種「穀良都」
を母方に、山田錦を親に持つ「西海 222 号」を父方
として交配・選抜して生まれました。西の京と言わ
れる山口と綺麗な酒質を連想させるネーミングも
素敵です。米の特徴を生かした軽やかなボディ、東
洋美人らしい艶やかでジューシーな甘みとふくよ
かな旨味が、絶妙なハーモニーを奏でています。 

featu
re 

漫画「夏子の酒」にも登場し、幻の米と言われた「亀
の尾」。その誕生は 1893 年。酒米には珍しく、食べ
ても美味しいお米で、コシヒカリのルーツにも当た
ります。山形県原産のこの米を山口県田布施町の農
家が⾧年研究を重ね、完全無農薬栽培に成功。その
味わいは、「これが東洋美人？」と思うほど、酒米の
持つ野性味が伝わってきます。立ち香は熟れたメロ
ンのよう。口に含むと無農薬米独特の自然の酸味が
感じられ、旨みがじゅわっと溢れ出ます。ワイルド
な東洋美人を堪能できる 1 本。 

フルーティ/ソフト/スイート 

taste 

リッチ/ドライ 

【使用米】麹米：山田錦 ／ 掛米：西都の雫 

【精米歩合】麹米：40% ／ 掛米：50% 

rice 

【使用米】麹米：山田錦 ／ 掛米：亀の尾 

【精米歩合】麹米：40% ／ 掛米：50% 

白身魚の刺身・カルパッチョ 

葉物野菜のおひたし、薬味たっぷりの冷奴 

dish 

鮪や鰤など脂の乗った魚の刺身、茄子の肉味噌炒め 

じゃことピーマンのごま油和え、鶏もも肉トマト煮込 

山口県新酒鑑評会 2021 最優等賞 

aw
ard 

新商品のため該当なし 

5～10℃ 

白ワイングラス 

tips 

10℃前後 

背の高いストレート型のグラス 

   

地元米

澄川さんの恩師が遺した「醇道一途」という言葉のもとに醸される限定純米吟醸。今回はその酒米違い
を揃えました。同じ造り手、同じ精米歩合による「お米の違い」をその歴史と共にお楽しみください。 
※酒質の向上と安定を図るため、麹米にはどちらも山田錦（40%精米）を使用。 

 

幻の米



 

 

  

マイナス 5℃熟成コース 

 

東洋美人 酒
さ け

未来
み ら い

 生 

-５℃ 半年熟成 
澄川さんの修業先である「十四代」醸造元の高木酒
造が、⾧い年月をかけて生み出した酒米「酒未来」。
そのお米を譲り受けた東洋美人が、自身の蔵と日本
酒の未来のために醸した限定純米吟醸です。マイナ
ス 5℃で特別に生熟成させた唯一無二の味わいは、
様々な表情の移り変わりを楽しめる、東洋美人の新
境地。マスカットやデラウェアを思わせる立ち香
が、口に含んだ瞬間に苺の様なさわやかな香りと甘
みに変化。溌溂としたフレッシュさを感じる一方
で、滑らかで膨らみのある落ち着いた味わいも顔を
出し、やがてほのかな余韻と共に消えて行きます。 

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 〇 

使用米 麹米（全体の 20%）：山田錦 ／ 掛米（全体の 80%）：酒未来 

精米歩合 麹米：40%（お米の外側を 50%カット） ／ 掛米：50%（お米の外側を 50%カット） 

相性の良い料理 枝豆のすりながし、海老芋真丈蟹身あんかけ、甲殻類や野菜のコンソメジュレがけなど 

おすすめの飲み方 5～10℃に冷やして、白ワイングラスで。 

  

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 

画像はイメージです。 



 

 

プレミアムコース 

 

 

純米大吟醸 

東洋美人の最高峰として⾧く君臨してきた「壱番
纏 純米大吟醸」を超える、蔵元初の精米歩合 30％

の純米大吟醸。地元・山口県萩市産の山田錦を全
量使用。澄川さんが思い描く、萩の米・水・人・
時間が醸し出した、まさに「稲をくぐり抜けた水」

そのものです。その気品あふれる華やいだ香り、
なまめかしさすら漂う妖艶な味わいは、これまで
の東洋美人をさらなる高みへと昇華させた、感動

的な透明感を味わうことができます。女神の如き
美酒をご堪能ください。 

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（山口県萩産酒造好適米） 

精米歩合 30%（お米の外側を 70%カット） 

受賞歴 やまぐち三ツ星セレクション 

相性の良い料理 
てっさ（ネギポン酢）、鯛・平目など白身魚の炙り、鯛の桜締め、かまぼこ、鰹のたたき、 
稚鮎の南蛮漬け、北寄貝とアスパラの真砂和え、生ハムメロン、カマンベールチーズ 

おすすめの飲み方 5～10℃に冷やして、大ぶりの赤ワイングラスで。 

  

 

 
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 

    澄川酒造場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） 

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
さ け し る べ

のお申込みはこちらから ☛ 

  2021 年 8 月の蔵元 五十嵐酒造（埼玉県飯能市） 

1897 年、かつて東京の酒蔵に勤めていた初代が独立して酒造りを始め、1937 年に現在の埼玉県飯
能市に移転。以来、地元に根差した銘柄「天覧山」を育んできました。近年は、搾ったばかりの炭酸
ガスを含んだ生原酒を手作業で直汲みした「五十嵐」を特約店限定で発売し、注目を集めています。 


