
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

2021.10 

雨上がりの空に、冴え冴えと光り輝く月が 

周りを明るく照らす。 徳富 廬花「自然と人生」 



 創業 150 年近くになる相原酒造の正面玄関。 

 

 

吟醸蔵への変遷 
明治時代より軍港として栄えた広島県賀茂郡（現在の

呉市）仁方町。瀬戸内海国立公園の中にあって、多
た

島
とう

美
び

を堪能できる町です。同公園内の沿岸部は花崗岩質で、

その土壌を流れる名勝野呂山の伏流水（超軟水）は、仁

方町の醸造産業に大きく寄与しました。広島酒発祥の地

とも言われ、かつては 9 軒の酒蔵と 11 軒の醤油蔵があ

ったそうです。今や 2 軒の酒蔵を残すのみとなりました

が、そのうちの一つが相原酒造です。創業は 1875 年（明

治 8 年）。酒名の「雨後の月」は、明治の文豪・徳富盧

花が 1900 年（明治 33 年）に発表した「自然と人生」の

短編題より、2 代目蔵元が命名しました。 

現 4 代目の相原準一郎さんが蔵を継いだのは 1988 年。

当時は大手メーカーの普通酒が全盛の時代で、地方の造

り酒屋は生き残るために、「桶売り」といって大手メー

カーに自社の酒を売って生計を立てるのが一般的でし

た。そんな中、相原さんは「自分が飲んで美味しいお酒

を造りたい」と、自社ブランドで勝負することを決断。

業界に先駆けて「特定名称酒」と言われる高級酒造りに

舵を切ったのです。90 年代後半には大型冷蔵庫を設置

し、すべてのお酒を冷蔵貯蔵にするなど、品質第一に徹

底的に取り組んできました。 

その成果はすぐに現れます。雨後の月は全国新酒鑑評

会で金賞を連取。近年はフランスやイギリスを始めとす

る海外の権威あるコンテストでも受賞を重ね、名実とも

に吟醸蔵としての地位を確立しました。 
  

相原酒造 4 代目蔵元・相原準一郎さん。 
広島の酒蔵勢を牽引する兄貴分です。 

有壁本陣。旧奥州街道沿いで本陣が丸々残るのはここだけだという。 



 

歴史を感じさせる白壁の蔵は絶好の撮影スポット。蔵の前を流れる川には鯉が住み、白壁が川面に映えます。  

広島の酒造りと雨後の月 
一般的に酒造りに使用される水は、発酵を促進

させるカルシウムやマグネシウムを多く含む硬水

が適していると言われてきました。しかし、広島

県の地層は花崗岩層で、湧き出る水のほとんどが

軟水です。このため、広島の蔵では、麹を強く作

り、低温で⾧期発酵させる「軟水醸造法」が発達

しました。その味わいは、繊細ながらも濃醇でふ

くよか。しかし、雨後の月はより軽やかな酒質を

目指しました。「雨上がりの空に、冴え冴えと光り

輝く月が周りを明るく照らす」（徳富廬花）という

イメージそのままに、「上品で清らか、透明感のあ

る柔らかな味わい」を醸してきました。 

その酒造りを一手に担うのが杜氏の堀本敦志さ

ん。軟水醸造法を生み出した広島杜氏の流れを汲

む一人で、当時珍しかった蔵元杜氏の走りでもあ

ります。堀本さんは自身の蔵で活躍したのち、平

成 11 酒造年度から相原酒造の杜氏に就任。「全量、

大吟醸を醸すのと同様に造る」をモットーに、数

多くの栄誉を蔵にもたらしました。そんな名杜氏

と名蔵元のタッグで、雨後の月はこれからも日本

酒業界の未来を照らし続けます。 

 

 

 

 

 

 

 
1. 雨後の月のラインナップ。定番品から限定品まで、年間に 20 種類以上を出荷する。2. 杜氏の
堀本敦志さん。自身の蔵をたたみ、相原酒造へ。数々の受賞歴を誇る。3. すべての工程を大吟醸
を醸すのと同じように手造りで行う。4. 上槽直後のお酒。この後、適切な瓶燗火入れ、冷蔵貯蔵
を経て、しぼりたての味わいをそのまま届ける。          
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3 

酒蔵データ            
社名：相原酒造株式会社 
所在地：広島県呉市仁方本町 
代表：相原 準一郎 
代表銘柄：雨後の月 
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スタンダードコース 

 

雨後の月 
特別純米 十三夜 

日本酒は世界の醸造酒の中でもアルコール度数の
高い飲み物です。通常の 16 度前後という度数は
食事と共に楽しむお酒としてはやや高く、からだ
に負担の少ないワインと同程度の度数（13 度前
後）の商品化が求められていました。それを実現
したのがこのお酒。原料には贅沢にも兵庫県特 A
地区産の山田錦を多く使用。からだにスッと入る
軽快なボディと、低アルとは思えない味の幅と酸
の押し、香味バランスの素晴らしさに思わず盃が
進みます。全国の「雨後の月」の特約店の中で数
軒しか取り扱うことのできない希少なお酒です。 

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   ○  

使用米 山田錦（兵庫県産酒造好適米） 

精米歩合 60%（お米の外側を 40%カット） 

相性の良い料理 
白子や牡蠣などクリーミーな海の幸、出汁を効かせた鍋もの、鶏たたき生姜醤油、 

南蛮漬け、鮮魚のカルパッチョ、生ハム、チーズなどを用いた洋食の前菜にも。 

おすすめの飲み方 
【冷酒】10℃前後 / 小ぶりの白ワイングラス 

【燗酒】40℃前後 / 縁の薄い磁器の平盃 

  
 

今月の無添加おつまみ 

日本酒には出汁が合う。それをもっと手軽に味わ

えるのが、「雨後の月」と同じ呉市で作られている

十割ちっぷすです。国産いわしを特許製法「瞬間

高温高圧焼成法」により、芯まで一瞬で焼き上げ

てプレス加工することで、魚独特の臭みやえぐ味

などの「雑味」を飛ばし、出汁に必要な旨味や香

りなどの「風味」を抽出しました。また、薄く均

一に高温・高圧加工しているため、素材の表面積

が広がり、出汁の旨味成分が感じやすくなってい

ます。サクサクの魚介出汁を、お酒と一緒にスナ

ック感覚でお楽しみください。  
十割ちっぷす 焼きいりこ by 瀬戸鉄工（広島県呉市） 



  

  

  

飲み比べコース 

Light-Body vs Full-Body 
 

特別純米 十三夜 

nam
e  純米大吟醸 別注 

 

pho
to 

 

若者のアルコール離れを危惧し、ワインと同程度の
アルコール度数を目指して開発された、13 度の純
米酒。原料には贅沢にも兵庫県特 A 地区産の山田
錦を多く使用。からだにスッと入る、軽快で瑞々し
く口当たり。柔らかさがありつつも、張りのあるボ
ディが印象的です。低アルコールとは思えない味の
幅と酸の押し、香味バランスの素晴らしさに思わず
盃が進みます。お酒単独でも楽しめ、秋の夜⾧に読
書をしながらワイングラスで、というカジュアルな
飲み方もおすすめです。 

featu
re 

令和 1 酒造年度に醸された純米大吟醸（非売品）。
1 年半以上低温で熟成させ、今回のために瓶詰めし
ていただいた別注品です。地元・広島県産の千本錦
と吟醸用の酵母を使用しており、爽やかなブドウ系
の香りとふくらみのある優しい旨味を楽しめます。
軽やかで柔らかな十三夜に比べ、16 度台のアルコ
ール度数はボリューム感があります。それでも雨後
の月らしい透明感は健在で、後味はスパっと切れ、
飲み飽きしません。冷酒から徐々に室温に戻しなが
ら、香味の変化を楽しむのも一興。 

ライト/ソフト/スイート 

taste 

リッチ/フルーティ/ソフト 

【使用米】山田錦（兵庫県産酒造好適米） 

【精米歩合】60%（お米の外側を 40%カット） 

rice 

【使用米】千本錦（広島県産酒造好適米） 

【精米歩合】50%（お米の外側を 50%カット） 

生牡蠣、鮮魚のカルパッチョ、生ハム、チーズ 

鶏たたき生姜醤油、出汁を効かせた鍋もの 

dish 

焼き牡蠣、蛸ジェノベーゼソース、 

たらこクリームパスタ 

【冷酒】10℃前後 / 小ぶりの白ワイングラス 

【燗酒】40℃前後 / 縁の薄い磁器の平盃 

tips 10℃前後 / 丸みのある大ぶりの白ワイングラス 

   

日本酒は大別すると、昔ながらの味わいのクラシックスタイルと、フルーティなモダンスタイルに分けられ
ます。雨後の月はモダンスタイルの代表格。その中でも味の濃淡によって、ライト・ミディアム・フルボデ
ィの 3 タイプがあります。今回はモダンスタイルのライトボディとフルボディを飲み比べてみましょう。 

１３度 １６度 



 

  

  

マイナス 5℃熟成コース 

 

うごのつき 

微発泡にごり 
-5℃ 9 ヶ月熟成 
通常 6 月にリリースされる微発泡にごり酒を特別
に-5℃の氷温庫にて貯蔵しました。瓶内二次発酵
により発生する炭酸ガスが、熟成によって液体に
より溶け込んで滑らかに。白桃のような上品な香
りと甘み、発泡感がうきうきするような軽快さを
演出するスパークリングタイプです。 
※瓶内二次発酵により個体差はありますが、吹き
出す可能性も高いため開栓時はご注意ください。 

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      

使用米 麹米：山田錦（兵庫県産酒造好適米） ／ 掛米：八反錦（広島県産酒造好適米） 

精米歩合 麹米：50%（お米の外側を 50%カット） ／ 掛米：60%（お米の外側を 40%カット） 

相性の良い料理 
キウイや白桃のクリームチーズのせ（オリーブオイル）、 

白身魚の天ぷら、生ハムなど 

おすすめの飲み方 5～10℃程度に冷やして、シャンパン用のフルートグラスで。 

  

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 

蔵の氷温庫での熟成のため、ラベルの製造年月は出荷月になっております。 



 

 

プレミアムコース 

 

雨後の月 大吟醸  
 

全国新酒鑑評会において 10 年連続となる金賞を
受賞した出品酒。最高峰の特 A 地区産「山田錦」

と、地元産「千本錦」の 2 種類の酒米を使用。酵
母も 2 種類をブレンドし、安定した土台を９号酵
母がつくり、18 号酵母はその華やかさが際立つよ

う、お互いの役割を演じきっています。パイナッ
プルのような華やかな香りと、滑らかなタッチの
口当たりが心地よく、後味はすっと消えてくれま

す。甘みも控えめで細身の骨格がきらびやかさを
更に引き立てて、バランスの整った顔立ちを印象
付けます。 

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      

使用米 麹米：山田錦（兵庫県特 A 地区秋津産酒造好適米） ／ 掛米：千本錦（広島県産酒造好適米） 

精米歩合 麹米：35%（お米の外側を 65%カット） ／ 掛米：40%（お米の外側を 60%カット） 

受賞歴 全国新酒鑑評会 金賞 

相性の良い料理 白身魚のカルパッチョ、柿のクリームチーズ和え、苺大福 

おすすめの飲み方 10℃程度に冷やして、小ぶりのワイングラスで。 

  

 

 

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 

      相原酒造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。 

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） 

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 ☛ 

今月のオンライン飲み会 with 蔵元【雨後の月】 

日時：2021 年 10 月 15 日（金）19:00～（1 時間半ほど） 
蔵元：相原酒造（広島）4 代目蔵元・相原 準一郎さん 
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。 

「雨後の月」を片手に、楽しい時間を共に過ごしましょう！ 

  2021 年 11 月の蔵元 外池酒造店（栃木県益子町） 

昭和 12 年創業と、業界の中では比較的新しい酒蔵。地元は益子焼の産地として有名で、近年は広く
海外からの観光客にも蔵を開放し、文化としての日本酒の普及に地域と一緒に取り組んでいます。
代表銘柄は「燦爛」。2012 年には“明日の日本酒への挑戦”として、特約店限定銘柄「望」をリリース。 


