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 日本百名山にも数えられる石鎚山。およそ 100 年前の雪解け水が、地中を流れ、市内に湧き出る。 

 

 

ゼロからのスタート 
創業は 1920 年。オリンピックイヤーの 2020 年に 100

周年を迎えた石鎚酒造。蔵の立つ愛媛県西条市は、「う

ちぬき」と呼ばれる石鎚山系の湧水が市内の至るところ

に出る水の街です。国の名水百選にも選ばれ、環境庁主

催の「全国おいしい水の鑑評会」では 2 年連続の日本一

に。なかでも西日本最高峰の石鎚山の麓に位置する蔵の

井戸に湧く水は、この上なく清廉でミネラルたっぷり。

その水をふんだんに使って仕込まれる「石鎚」は、澄ん

だ香りとすっきりした柔らかな口当たりが特徴です。 

創業 100 周年の節目に社⾧に就任したのが、5 代目蔵

元の越智
お ち

浩さん。東京農大を卒業後、東京の酒問屋に勤

め、同じく農大卒の弥生さんと結婚。蔵は継がないつも

りでしたが、杜氏の引退をきっかけに実家に呼び戻さ

れ、夫婦で蔵に入ることを決意。また茨城県の酒蔵で蔵

人をしていた弟の稔さんも駆け付け、1999 年から蔵元

家族による酒造りにシフトしました。しかし、蔵の設備

は古く、造っている酒も普通酒ばかり。お金もなく、県

外の販売先は 1 軒もない状態でした。「会社の体質も酒

質も変えなければならない、まさにゼロからのスター

ト。あの頃が一番苦しかったですね」と話す浩さん。周

囲からは冷ややかな目が向けられ、「素人の酒造り」、「石

鎚は終わった」とまで言われました。 

「おしっこも出ない時があった」という相当なプレッ

シャーの中、鑑定官の先生からのサポートもあり、1 年

目からどうにか良い酒が出来上がりました。経験や勘に 

 

石鎚酒造の家紋。「隅切り角に三」という。 

石鎚酒造の趣ある外観。「古き良き」を残しながらも、酒造りの現場では設備投資も積極的に行
っている。 



  

 

兄で社⾧の越智 浩さん(右)と、弟で醸造部⾧の稔さん(左)。20 年以上も家族中心の酒造りを続けてきた。  

おかわりをもらえる酒 
頼った従来の酒造りからデータ重視の造りに移行

したことが功を奏したのです。その年の全国新酒

鑑評会で入賞し、県内の鑑評会でも好成績を収め

ます。酒質が評価されたことで取引先も徐々に増

えていきました。その後、雑誌 dancyu で特集され

たことで、石鎚の名は一気に全国区へ。取引の依

頼も殺到したそうです。しかし、越智さんはそこ

で取引先を増やそうとはしませんでした。「むやみ

に生産量を上げるより、信頼できる特約店さんと

の直接取引こそが、石鎚の本来の味わいや価値を

届けてくれる方法だと思っていたからです」。 

越智さんは続けます。「うちは“食中に活きる酒

造り”を掲げています。でもそれは狙っては造れな

い。蔵の環境や諸条件、造り手の技術など、そう

いったものが相まって、できるべくしてできるも

のだと思うのです。」 今、日本酒のトレンドは甘く

て酸味がある味わい。しかし、石鎚酒造は自分た

ちのスタイルを貫きます。「飲食店さんから『石鎚

はおかわりがもらえるんです』と言ってもらえる

のが一番嬉しいんですよ。」  これからも食に寄り

添う酒を造り続けます。 

 

 

 

 

 

  
1. 石鎚のラインナップ。石鎚山をモチーフにした木版画による爽やかなラベルは、左から山田
錦、雄町、愛山の純米吟醸。2. 蒸し米の出来が酒造り全体を左右する。3. 手造りとデータ管理
を融合させた、再現性のある酒造りが特徴。4. 酒造りが始まる秋には真っ赤に染まる石鎚山。
この季節は多くの登山客が訪れる。           

1 

酒蔵データ        
社名：石鎚酒造株式会社 
所在地：愛媛県西条市 
代表：越智 浩 
代表銘柄：石鎚 
仕込水：石鎚山系伏流水 

オンラインで 
蔵元さんと 
飲もう！ 4 

2 
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スタンダードコース 

 

石鎚 純米吟醸 
山田錦 50 
2018 年にＡＮＡ国際線ファーストクラス、ビジネ
スクラス搭載酒として採用された純米吟醸。兵庫県
産の山田錦を 50％まで磨き、丁寧に低温発酵させた
「石鎚」の新スタンダードです。洋梨のような瑞々
しい香りに優しい膨らみのある旨味、そしてしっか
りとした酸味が調和した味わいで、飲めば飲むほど
その旨味がじんわりと体を包み込んで離しません。
ラベルには、東京・彦坂木版画工房の彦坂有紀さ
ん・もりといずみさんご夫婦による石鎚山をモチー
フにした木版画を使用。 

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（兵庫県産） 

精米歩合 50%（お米の外側を 50%カット） 

相性の良い料理 鯛（お造り、塩焼き、煮付け）、白身魚の一夜干し、出汁巻き卵など 

おすすめの飲み方 冷酒（10℃前後）、燗酒（45℃前後） / 白磁の平盃 

受賞歴 ワイングラスでおいしい日本酒アワード 2018 プレミアム純米部門 金賞受賞 

  
 

今月の無添加おつまみ  愛
あ い

鯛
た い

の塩焼き 

愛媛の郷土料理といえば、鯛めし。その鯛めしを

いつでもどこでも美味しく召し上がっていただき

たいという想いから生まれたのが、この Canpachi

ブランドの缶詰です。使用する鯛は、愛媛県が誇

る最高級養殖真鯛「愛鯛(あいたい)」。良質な脂の

甘味を含んだ身にお塩を振り、香ばしく炙った

「塩焼き」は、そのままおつまみとしても、〆の

鯛めしにしても絶品です。石鎚の越智さんも贈り

物でいただいた際に、こんなに美味しい缶詰があ

るのかと虜になったそうです。  
Canpachi の缶詰「愛鯛の塩焼き」（愛媛県）  

他の缶詰も気に 
なる方はこちら 



  

  

  

飲み比べコース 

祖先 vs 子孫 

雄町 50 

nam
e  山田錦 50 

 

pho
to 

 

150 年以上続く、日本最古の原生種である「雄町」。
山田錦を始め、多くの酒米のルーツであり、オマチ
ストという言葉が生まれるほど、熱狂的な飲み手を
生み、また造り手にとっても挑戦心をくすぐるお米
です。原産地である岡山県産の雄町を 50%まで磨
いた純米吟醸は、特有の野性味を感じさせる出来栄
え。味幅のある奥深い旨味としなやかな質感、程よ
い酸が調和し、食中に活きる酒を表現しました。 

featu
re 

酒米の王様とも言われる「山田錦」。その原産地で
ある兵庫県産の山田錦を 50％まで磨き、丁寧に低
温発酵させました。洋梨のような瑞々しい香りに優
しい膨らみのある旨味、そしてしっかりとした酸味
が調和した味わいで、飲めば飲むほどその旨味がじ
んわりと体を包み込んで離しません。2018 年には、
ＡＮＡ国際線ファーストクラス、ビジネスクラスの
搭載酒に採用。 

ソフト/リッチ 

tast ソフト/ドライ/リッチ 

【使用米】雄町（岡山県産） 

【精米歩合】50%（お米の外側を 50%カット） 

rice 

【使用米】山田錦（兵庫県産） 

【精米歩合】50%（お米の外側を 50%カット） 

鰹節をたっぷり使った出汁料理、焼き鳥 

金目鯛の煮付け、よだれ鶏など  

dish 

鯛（お造り、塩焼き、煮付け） 

白身魚の一夜干し、出汁巻き卵など 

10℃前後、45℃前後 / 白磁の平盃 

tips 10℃前後、45℃前後 / 白磁の平盃 

雄町サミット 2019 優等賞 

A
w

ard 

ワイングラスでおいしい日本酒アワード 2018 

プレミアム純米部門 金賞受賞 

   

祖 孫 

雄町から山田錦へ。それは最強の酒米の系譜です。 
交配による品種改良が一度も行われていない原生種の雄町。その優秀
な遺伝子を受け継ぎ、酒造好適米としての条件を全て備えていると言
われる山田錦。ともに精米歩合 50%での、贅沢な飲み比べです。 

(祖)     
雄町  短稈渡船      (孫) 

 山田錦 
山田穂    

酒
米
系
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マイナス 5℃熟成コース 

 

石鎚 -5℃熟成 
純米吟醸 愛山 50 
原生種「雄町」と酒米の王様「山田錦」をルーツに
持つ、酒米のダイヤモンド「愛山」。栽培地は兵庫県
の一部地域に限られ、粒が大きく、背も高くなるた
めに倒れやすく、栽培の難しさから生産する農家が
少ない幻のお米です。そのぽっちゃりとした弾力の
ある味わいと、気品を感じさせる優雅な吟醸香が、
16 ヶ月間の-5℃での熟成により更なる深みへと足を
踏み入れました。石鎚らしいなめらかな米の旨味に
立体的な複雑味が加わり、まさに十二単を思わせる
味の重なりを楽しめます。 

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 愛山（兵庫県産） 

精米歩合 50%（お米の外側を 50%カット） 

相性の良い料理 鯛のうろこ焼き、鰈の煮付け、メカジキのステーキなど 

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】45℃前後 / 口径の広い白磁の平盃 

  

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 

 

石鎚 真
し ん

精
せ い

大吟醸 

 
兵庫県特 A 地区産の特等山田錦（総米 600kg）を
35％まで磨いた大吟醸酒。浩さんと稔さんが 600kg

を全て手洗いで処理し、麹造りにも限界まで挑み、
低温発酵させた石鎚の技術の結晶です。搾る際に圧
力を加えず、自然に滴り落ちる雫のみを採取した無

濾過原酒で、今年の全国新酒鑑評会への出品酒その
もの。メロン調の穏やかな香りと優しい味わいが心
地良く、その煌びやかな余韻が至福の時間へといざ

ないます。 

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     

使用米 山田錦（兵庫県産） 

精米歩合 35%（お米の外側を 65%カット） 

相性の良い料理 鯛の昆布締め、烏賊の刺身（生姜醤油）、たつくりなど 

おすすめの飲み方 8℃前後 / 小ぶりの白ワイングラス 

受賞歴 全国新酒鑑評会 5 年連続金賞 

  

 
 

 

 

さくら酒店 バーチャルショップ  日本酒王子 YouTube チャンネル 

石鎚のご購入はこちらから 

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 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

日本酒おまかせ便 酒
さ け

標
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
さ け

標
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 7 月の蔵元 若林酒造（島根県温泉津
ゆ の つ

町） 

世界遺産・石見銀山のふもと、温泉津温泉郷のほとりに立つ酒蔵。イクメン杜氏が目指すのは、酒
単体での完成形ではなく、料理と合わせて最大のパフォーマンスを発揮できるよう、酒の部分には
あえて余白を残すこと。ラベルに描かれている三日月の意味にも注目です。 

6 月のオンライン飲み会 with 石鎚 
日時：2022 年 6 月 24 日（金）19:00～20:30 
蔵元：石鎚酒造（愛媛）蔵元・越智 浩さん 
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！ 


