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清酒 白老 醸造元

澤田酒造株式会社
愛知県常滑市古場町4-10
TEL.0569-35-4003
FAX.0569-35-6953
https://hakurou.com
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新緑が眩しい季節となりました。皆様いかがお過ごしで
しょうか。 
　今回のお便りは、今月末の酒蔵開放のお知らせを兼
ね、いつもより少し早めにお届けいたします。延期を重ね
た酒蔵開放ですが、ようやく開催できる運びとなりまし
た。（万が一の変更はあるかもしれませんが！）今回は、
入場無料で、試飲体験コーナーのみ有料という形で運
営をさせていただきます。なにぶん今までと同じようには
いかず、お客様にご不便をおかけすることがあるかもし
れませんが、ぜひ和やかな酒蔵開放イベントにしていき

たいと思っております。感謝の気
持ちを込めてお迎えいたします。
多くのお客様のご来場をお待ち
しております。 
　さて、さる４月２０日、日本モン
キーセンターさんとのコラボ商
品第二弾「純米吟醸萌猿（もえ
ざる）」を発売いたしました。草木
の芽吹きを喜ぶ今の季節にぴっ
たりの名前、ラベルはニシゴリラ

の「タロウ」です。4月20日で49歳（弊社の杜氏と同い
年！）、国内で飼育されているオスのニシゴリラで最高齢
です。タロウの弟はウクライナ(キーウ)の動物園で暮らし
ているそうです。微力ながら戦時下の動物たちを考える
きっかけになれば幸いです。今回の売り上げの一部は、
モンキーセンターさんの運営の為に寄付させていただき
ます。 

　今月号では、今年の全国新
酒鑑評会に出品をしている大
吟醸を出品記念価格にて発売
いたします。杜氏たちは、新しい
麹室の木の香りを気にして謙遜
していますが、社長の私は今ま
でで一番美味しい出来になっ
たと自信をもっておすすめしま
す。さて、今年の結果はいか
に？？その他、「初夏におすすめ！白老の爽やか特集」と
いうことで、“夏の純米吟醸うすにごり”や“辛口特別純米
酒”などを発売いたします。梅シロップのご予約もスタート

です。“おうちで仕込む白
老梅”の締め切りも今月
末までとなっています。 
　暑い夏がやってきそう
ですが、日本酒が皆様の
心の清涼剤となり、笑顔
の活力となりますよう願っ
てやみません。

【白老梅の完売のお詫び】 
梅酒　白老梅（赤・白）ともに今シーズン分が完売いた
しました。再販は９月を予定します。ご迷惑をおかけしま
すが、何卒宜しくお願い致します。

澤田酒造株式会社　６代目　澤田薫

お酒は20歳になってから。20歳以上の確認ができない場合のお酒の販売はできません。

愛知県常滑市古場町4-10

PayPay・楽天ペイ等キャッシュレス対応店舗です。

TEL 0569-35-4003    FAX 0569-35-6953 sawadasyuzou@hakurou.com

清酒 白老/醸造元

澤田酒造株式会社 https://hakurou.com
HAKUROU Online shopping
（一部取扱いの無い商品もございます）

vol.42
ハイダ・ウェイ 酒蔵お婿さん通信

澤田英敏／兵庫県姫路市出身。ヘヴィメタルとパンクロックをこよなく愛する婿です。
私が、副社長の英敏です

ひでとし

夏の贈答特集

白老の商品をネットでも購入できます。
クレジットカードもご利用できます。

https://hakurou.ocnk.net

国内最高齢のニシゴリラ
「タロウ」

第一弾は熱燗むきの
本醸造酒「燗猿」で販売

　Keep Calm and Carry Onと書かれているポスターやグッズを見
かけたことはありますか？数年前、世界的に流行ったこのフレーズ。
元ネタがありまして、1939年大戦でパニックが起こるのを防ぐため、
イギリスの情報省によって作成されたポスターです。 
　日本語にすると、「落ち着いて、そして日常を続けて」といったとこ
ろでしょうか。 
　当時はほとんど使用されることなく戦後になってから発見され、そ
のシンプルさ、力強さから人気が出たようです。 
　爆弾が降る中でも勇気と不屈の意思を秘め、紅茶を入れていた
というイギリスの伝説的イメージ。 
　新型コロナウイルス感染症と人類の関係を戦争で表現すること
が適切かどうかは、人それぞれ見解はあると思います。しかし、ヨー
ロッパで戦争が続く中、私としては今このタイミングで使いたいフ
レーズです。 

　大阪にある、ながほり日本酒うさぎさんのイベントにこのポスター
をモチーフにしたオリジナルラベル『Keep Calm and Drink Sake』 
を作りました。(個人的にはめちゃくちゃ気に入っていますが商品化
はしていませんので、Twitterのトップに画像を固定してあります。) 
　情報過多の世の中で新型コロナウイルス感染症も戦争も、どう向
き合うか、日を追うごとに考え方も変わってきておりますが、解決方
法がまだまだ見えない中なので、柔軟に対応したい所です。冷静に
良く考えて、分断されないように。 
　そんなときにこそ、『Keep Calm and Drink 
Sake』にぴったりな日常に寄り添う白老のお酒を
お試し下さい。 

　この文章は、過去に書いたコラムを「今の気持
ち」を踏まえて再編集し、掲載致しました。 

草木の芽吹きを感じさせる
初夏にぴったりの名前

全国新酒鑑評会に出品用に造った、白
老創業年を商品名に冠したお酒です。
兵庫県特A地区の山田錦を40%まで磨
き、18号酵母を使用。香りが高くとても
きれいな口当たりのお酒です。華やかで
すが、白老らしさも忘れずにお米の旨
味もしっかり出した自信作。
専用化粧箱付きです。贈答用にもぜひ
ご利用ください。

白老 大吟醸 嘉永元年
か えい がん ねん

アルコール分15度　日本酒度＋4　酸度1.2
◆原材料名 ： 米、米こうじ、醸造アルコール
◆原  料  米 ： 兵庫特A地区 東条山田錦100%
  精米歩合　40%
◆酵　　母 ： 日本醸造協会 1801号

令和3酒造年度 全国新酒鑑評会 入賞酒

麹造りで大切なのは温度管理。新しい麹室はより繊
細な温度管理ができるよう部屋が分けられ、お酒に
合わせて麹を造り分けできる構造になっています。
今年の嘉永元年の麹米は、新しい麹室の中のさら
に特別な部屋で丁寧に造り、満を持して全国新酒
鑑評会に送り出しました。5月下旬の酒蔵開放の時
には結果が出ている予定です。ドキドキ...。

杜氏三浦のひとこと

100本
初回発売

「お元気ですか？」「ありがとう」大切なあの人へ、遠く離れたあの人へ、ご家族親戚、ご友人へ。
感謝の気持ちを込めて贈りましょう。

延寿セット
フルーティで上品な中にうまさがひ
きたつ純米吟醸、大変ご好評頂い
ている日本酒度プラス10 の超辛口
本醸造を組合わせた、定評のある
セットです。

◆延寿純米吟醸 720ml×１本
◆延寿辛口本醸造 720ml×１本
小売価格 3,300円

白老酒季セット
地元米で造った白老を代表する特別
純米酒（冷酒でも燗でも）とスッキリフ
ルーティな千本錦純米吟醸火入れ（冷
酒）を詰め合わせた味のバランスの良
いおすすめのセットです。

◆特別純米酒 720ml×１本
◆千本錦純米吟醸火入 720ml×１本
小売価格 3,685円

特別純米酒とフルーティな純米吟醸、
そして燗酒コンテストで最高金賞を受
賞した熟成純米吟醸を詰め合わせた
白老を楽しめる自慢のセットです。

◆特別純米酒 720ml ×１本
◆純米吟醸 720ml ×１本
◆純米吟醸熟成豊醸 720ml ×１本
小売価格 5,500円

2本入りセット
2本入りセット

3本入りセット
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小売価格 3,300円【720ml】

出品記念

ご検討中の
方は

お急ぎくださ
い。

※6月以降は仕様が変わることもございます！

「おうちで仕込む白老梅」申込期限が5月20日（金）必着となっております。

蔵元直営店舗…営業日/月～土、営業時間/10：00～１６：30、休業日/日・祝



お待たせしました！感謝祭！

イベントのお知らせ お待ちしております！

　我が家の鉢植え「黒竹」の花が咲きました。イネ科らしく見
た目はほんとにしょぼい花ですが、一説では百二十年に一
度しか開花しないとか。昔聞いた話では竹は一山一斉に開
花すると種子をつけてすべて枯死。その大量の実を食べてネ
ズミが異常繁殖して、食べつくしたあげく周りの農作物を食
い荒らしてしまうことから、禍 し々いことが起きる前兆と言わ
れているといいます。もっとも竹の種類によっては結実しない
のでどこまでほんとかわかりません。我が家の竹も開花後に
枯れるのか一部生き残るのか興味をもって観察したいと思
います。 
　竹はかつて日本家屋の壁が土でできていたころ、木舞と
いって、強度を高めるために必ず下地に使われていました。
良質な壁土用の土が豊富にある愛知県では、入母屋造りの
本格的な家では結構最近まで使われていました（いつの話
だ！と言われそうですが）。また常滑では海苔粗朶に使われ

ていました。いつしかどちらも見かけなくなり近くの竹屋さん
もなくなり、また、農家も自家製の竹製道具からプラスチック
製の市販のものに農具が変わってしまいました。生活に根差
したなくてはならない竹でしたが、最近は繁殖力の強さから
里山の風景を壊す嫌われ者に変わったようです。 
　時代遅れの我が蔵ではまだまだ物干し用の竿から、木桶
のタガや甑のサナまで色々重宝して使っています。竹は東洋
にしかない植物で、バンブーと違って単幹のものは日本以外
では中国や韓国など限られた地域にしかないそうです。タケ
ノコもおいしいし、眺めても姿も軽や
かですがすがしい竹と上手に付き
合っていきたいものです。 
　我が屋戸のいささ群竹吹く風の音
のかそけきこの夕べかも（大伴家持）

初夏のおすすめ！白老の爽やか特集

この冬仕込んだ純米吟
醸のしぼりたてを、おりを
絡めて瓶詰めした季節
限定酒。軽快で夏向き爽
やか。キンキンに冷やして
グラスでお召し上がりい
ただくのがおすすめです。

こだわりの梅酒「白老梅」と同じ製法で、
手間を惜しまず、原料を厳選して作った
梅シロップです。ノンアルコールなので、お
子様やお酒を飲めない方に楽しんでいた
だける自然飲料です。3~4倍に薄めたり、
かき氷のシロップとしてご利用ください。

アルコール分16度　日本酒度＋7　 酸度1.5
◆原材料名 ： 米（国産）、米こうじ（国産米）
◆原  料  米 ： 広島県産 千本錦20% 、
  広島県産 八反錦80%、精米歩合 55% 
小売価格

1,650円【720ml】

3,300円【1.8ℓ】

小売価格

1,375円【720ml】

2,750円【1.8ℓ】

＊掲載価格はすべて消費税込みです。

商品ご購入の
ごあんない

ご注文は、お近くの弊社商品の取り扱いのある小売店にて申しみも可能です。ご近所に取扱店のない場合やご遠方の方は、蔵元より直送します（送料、
クール代別途）。代金は商品到着後10日以内に郵便便振替か銀行振込（手数料お客様負担）でお支払いください。ヤマトの代金引換（手数料お客様負担）
もご利用いただけます。
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夏の純米吟醸

うすにごり生酒

弊社の燗向き熟成酒「豊醸」を、新
酒で楽しめるように造ったもので
す。同じスペックながら驚くほどの性
格の違いをお楽しみいただけます。

蔵元こだわりポイント

クール便
対応

要冷蔵 蔵元
直送品

クール便
対応

佐布里梅の

うめしろっぷ
そ う り

8月初旬
発売予定

ご予約承り
中

常滑屋特製おつまみのご紹介

栄養の宝庫”酒粕”で免疫力UP！

手作り品につき、受注後発送までにお時間をいただくことがございます。
予めご了承ください。無添加ですので冷蔵庫で保存し、お早めにお召し
上がりください。

◆からしなす

小売価格 432円●内容量：180g

すっかり名物になった常滑屋の人気商品。
鼻に抜けるツーンとした辛さに酒粕のまろやかさが
加わりリピーター続出。

◆ショウガとシイタケの甘辛煮

小売価格 432円●内容量：150g

辛味がマイルドな旬の新しょうがを使用。
しいたけの旨みがしっかり出て、ご飯のお供や
おつまみにおススメです。

◆切干し大根のはりはり漬け

小売価格 432円●内容量：150g

酒蔵弁当でも人気のお漬物。
お酢の爽やかな酸味が初夏にぴったり。隠し味に
塩麹を使用しています。

腸内環境を整えたり、免疫力を
アップしたり、美肌効果も期待
される日本古来の発酵食品。
紫外線の強くなるこの時期、お
料理や冷やし甘酒にどうぞ。
※要冷蔵食品ですので生酒と合わせ
てご購入いただければお酒の横に
入れてお送りします。

要冷蔵 クール便
対応

◆大吟醸酒粕

小売価格 720円
●500g

◆吟醸酒粕

小売価格 926円
●1kg

◆純米大吟醸酒粕生ペースト

小売価格 540円
●300g

5/19
発売開始

6/2
発売開始

5/19
発売開始

賞味期限 出荷より１か月

旬の味覚、かりもりなどの漬物用に！
◆踏込酒粕（吟醸）

小売価格

1,699円

●3.8kg
◆踏込酒粕（普通）

小売価格

1,512円

●3.8kg

（予定は変更になることがございます）
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毎年好評をいただいて
いる特別純米酒。富山
県の酒造好適米「五百
万石」を60％まで磨き、
夏向きのキレの良い辛
口酒に仕上げました。

アルコール分15度　日本酒度＋10　 酸度2.0
◆原材料名 ： 米（国産）、米こうじ（国産米）
◆原  料  米 ： 富山県南砺農協 五百万石100%、精米歩合 60% 

辛口特別純米酒

はぜラベル

日本酒度＋10と超辛口スペックで
す。キンキンに冷やしてシャープな
味わいをお楽しみください。バー
ベキューなどにもよく合います。

蔵元こだわりポイント

薫酒
くんしゅ

熟酒
じゅくしゅ

爽酒
そうしゅ

醇酒
じゅんしゅ

香り高い

香りが控えめ

味
が
軽
や
か

味
が
濃
い

日本モンキーセンターと
のコラボ商品第２弾。ニ
シゴリラ「タロウ」の49歳
を祝って、お決まりの
ポーズをラベルにいたし
ました。

アルコール分15度　日本酒度＋2　酸度1.3
◆原材料名 ： 米（国産）、米こうじ（国産米）
◆原  料  米 ： 知多半島産夢吟香 100%
  精米歩合55%

※売上の一部が
　日本モンキーセンターさんへ
　寄付されます。

純米吟醸

萌猿

知多半島産の夢吟香を使用した
ほんのりフルーティな辛口タイプ。
香りと味のバランスの良い白老ら
しい旨みのいきたお酒です。

蔵元こだわりポイント

薫酒
くんしゅ

熟酒
じゅくしゅ

爽酒
そうしゅ

醇酒
じゅんしゅ

香り高い

香りが控えめ

味
が
軽
や
か

味
が
濃
い

限定
各100本

小売価格

900円【300ml】

1,800円【720ml】

広島県産千本錦を使用
した純米吟醸を、おりが
らみで瓶詰めしました。フ
ルーティで微発泡を感じ
られる爽やかな季節限
定酒です。

アルコール分16度　日本酒度＋1　酸度1.7
◆原材料名 ： 米（国産）、米こうじ（国産米）
◆原  料  米 ： 広島県産千本錦100%
  精米歩合 55%

千本錦 純米吟醸

うすにごり生酒

フレッシュで香りも楽しめる千本錦純
米吟醸。おりがらみならではのお米の
旨味をお楽しみください。毎年2月の
酒蔵開放でも人気の限定酒です。

蔵元こだわりポイント

クール便
対応

薫酒
くんしゅ

熟酒
じゅくしゅ

爽酒
そうしゅ

醇酒
じゅんしゅ

香り高い

香りが控えめ

味
が
軽
や
か

味
が
濃
い

限定品

小売価格

1,870円【720ml】

3,740円【1.8ℓ】

2022年産

◆原材料名 ： 梅（知多産）、
  氷砂糖（ロック、甜菜糖原料） 

※お酒ではありません

小売価格

1,620円【500ml】

2022年産のご予約を承ります。
昨年も大好評をいただき、発売後１ヶ月で完売いたしました。
お早めにご予約ください。

料理や飲用

に便利！

数量
限定

白老ファンの皆様、お待たせいたしました！
昨年は中止を余儀なくされた酒蔵開放ですが、今年はぜひ開催致したく準備を進めておりま
す。テイスティング以外の飲食は禁止、マスク着用、チケット制の有料テイスティングなど、withコ
ロナ時代に合わせ特別ルールで開催いたします。お客様とスタッフの感染防止策を万全にして
実施いたしますので、何卒ご理解ご協力の上ご参加お願いいたします。

◆日　時／5月28日（土）、29日（日）　9:30～15:00
◆入場料／無料

酒蔵開放限定酒等のチケット制テイスティング他
盛りだくさんの楽しい企画を準備中です！
チケット／1,000円（10枚綴り）※追加購入可

詳細は澤田酒造ホームページ、Facebookページなどをご覧ください。イベント内容は都合により変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

※予約制ではありませんが、状況により入場制限あり

クロチクの花（だと思う） 
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