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買える店、飲める店。
酔鯨を検索するアプリ
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スマホで簡単！

　いつも酔鯨酒造への温かなご支援をいただ

き心より感謝申し上げます。新型コロナウィ

ルス感染症の広がりは、まだまだ予断を許さ

ない状況が続いており、皆様方におかれまし

ても不安な日々をお過ごしのことと存じます。

私達に出来ることは限られておりますが、より一

層、お客様に楽しんでいただける美味しい日本

酒造りを目指し、邁進していく所存でございます。

１日でも早く平穏な日々が戻ってきますよう、

心よりお祈り申し上げます。そして、皆様、ど

うかご自愛いただけますように。

　さて、そんな状況ではありますが、季節は着

実に夏へと近づきつつあります。実は、日本酒

にも四季があり、折々の食材や季節感を通して

味わうという楽しみ方があります。

　例えば、海と空が美しい高知県では、強い日

差しがきらめく美しい水面に、夏の訪れを感じ

つつあります。そんな夏の足音を聞きながら楽

しめるのが、今回発売した「酔鯨 純米吟醸 吟麗 

summer」。爽やかなグリーンのボトルに「鯨の

しっぽ」の愛らしいデザインが特徴の一本は、

酔鯨の中心商品「吟麗シリーズ」のなかで、夏

を代表する限定酒です。

　通常の「純米吟醸 吟麗」は熊本酵母の KA-1

を使用しますが、本品「純米吟醸 吟麗 summer」

は酸度が高く、スッキリとした味わいを実現す

る熊本酵母の KA- 4を使用しました。精米歩合は

50％まで磨き、しっかり造った麹と共に低温で

じっくりと醸しました。酸味が高く、キレの良

い味わいは夏にピッタリ。さらりさらりと杯が

進むお酒です。ラベルに描かれたかわいい鯨と

語り合いながら、涼を感じて楽しんでください。

アートやファッションに感度の高い女性を中心に支持されている

キャンディを、日頃は飴を口にしない左党にもお届けしたいとの想

いで開発しました。土佐清水で水揚げされた宗田鰹や高知県産の生

鮮生姜を使用した 4種のキャンディが完成しました。ついついお酒が

進む、クセになってしまう出汁の旨味やペッパー、生姜の風味。口

の中でサクほろっと崩れるパパブブレキャンディ独特の食感。子供

も大人も、ほっこりした気持ちになれる、アートで可愛い絵柄です。
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酔鯨 純米吟醸

吟麗summer

容量 : 1,800ml、720ml
使用米 : 吟風（北海道産酒造好適米）、松山三井
精米歩合 : 50％

2,937円（税込）
1,551円（税込）

1,800ml
720ml

4月13日
発売！

相性の良いお料理

日本酒の四季

後味に広がる軽やかなビター感が夏野菜との
相性を高めます。栄養価の高い食材を使った、
濃い味付けの料理や炒め物は夏バテ防止に
も効果が期待できます。特に鶏肉と夏野菜の
炒め物やチンジャオロースなどにオススメです。

食材と同じように、日本酒にも旬があります。

その季節ならでは味わいをお楽しみください。

日々、酔鯨を支えて下さっている全国の特約店をご紹介させていただきます。

これらのお店は、酔鯨を全国のお客様に届けて下さる、言わば「酔鯨応援団」。

どんな時も寄り添い、励まされ、酔鯨の今日までの道のりを支えてくださっている

酔鯨応援団の皆様方に心より感謝申し上げます。

しぼりたて 春酒

ひやおろし 夏酒
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※今回外出自粛の中、「呑める店」「買えるお店」の
　コーナーは変更させていただいております。

詳しくは
こちら

買 える 店酔 鯨 が

どんな時も酔鯨を皆様に。
ぜひお近くの特約店へ、
足をお運びください。

すっきりとした酸味と
キレの良さで涼を感じる
夏限定の純米吟醸酒

土佐の味わいが香るキャンディ

米のみで仕込んだ純米酒。ふくらみのある旨みとキレの良いあと味

はお料理のお供に最適です。キャンディに含まれる出汁の味わいと

のマッチングは新感覚。

芳醇辛口の土佐の日本酒

パパブブレの発祥はバルセロナ。伝統のアメ細工の
技術を用いるだけではなく、お客様を楽しませるパ
フォーマンスを取り入れた、今までにないアート・キャ
ンディ・ショップで今や全世界で展開されています。

土佐のおつまみの味わいを「世界一おもしろいお菓子屋さん」と評判の「PAPABUBBLE」の技術でキャンディに
加工し、日本酒とキャンディというこれまでにない組み合わせを実現しました。

¥ 1,940-

PAPABUBBLE おつまみキャンディと
特別純米 720 ml セット

（税込）

内容：PAPABUBBLEおつまみキャンディ1袋、
　　 酔鯨 特別純米酒 720ml×1本

【出汁】出汁の旨味を堪能できるお酒が進む甘じょっぱさ
【生姜】柚子が爽快で鮮烈。切れよい高知産の生鮮生姜
【泥棒】塩辛の風味がしっかり。文字通りお酒を盗む酒盗フレーバー
【カツオ】土佐で水揚げされた宗田鰹の鰹節に、たっぷりと黒胡椒を利かせ
た職人一押しのフレーバー

（敬称略・順不同）

5月11日
発売！
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　美味しいものを味わう、それは世界共通の幸せな時間です。

世界一の食中酒を目指し、日々お酒造りに励んできた私たち酔鯨

だからこそ、今できること。それは高知の美味しいものを探して、

酔鯨と共に皆様の食卓にお届けすることです。

土佐料理 司×酔鯨 はたやま夢楽×酔鯨

スープを鍋で温めて、
深皿に盛り付ける。
お好みのハーブを数種飾り、
香りを付ける。

1.

2.

【つくりかた：1人分】

The Soupごく旨地鶏の満ちてくスープ缶…1缶、
ハーブ数種…適宜

〈葛あん〉
葛（又は片栗粉）…10g、水…30cc、出汁…100cc、
うすくち醤油（あれば白醤油）…3cc、塩…適宜

〈昆布水〉 昆布…5cm、水…300cc

香り満ちてくスープアヒージョサラダ タリアテッレ仕立て

ズッキーニはピーラーでスライスし、塩をする。 
アスパラガスは固めに塩茹でし、スライスする。
①②を軽く合わせ和え皿に盛る。
アヒージョ缶のオイルを回しかけ、肉を盛り付ける。

1.
2.
3.
4.

【つくりかた：2人分】

土佐ジローのアヒージョ缶…1缶、
アスパラガス…３本、ズッキーニ…1/2本

豚しゃぶ冷製葛あんかけ

空豆ととうもろこしを固めに塩茹でし、実を外しておく。
昆布水を温め、豚しゃぶ肉を茹で、氷でしめる。
出汁を温め葛水を少しずつ加える。絶えずかき混ぜなが
ら、醤油と塩で味を整えあんを作る。
皿に、豚しゃぶ肉を山高く盛り付ける。冷やしたあんを掛
け、四方竹を添える。

1.
2.
3.

4.

【つくりかた：2人分】

緑のピクルス（四方竹）…３～５本、豚ロース肉しゃぶしゃぶ
用…120g、空豆…15粒、とうもろこし…1/2本

〈ヴィネガー液〉
ピクルス液…30cc 、砂糖…10g、千鳥酢…15cc
〈マヨネーズソース〉
マヨネーズ…50g、生クリーム35%…65cc 、塩…適宜

シンプルポテトサラダ

卵は半熟に茹でる。
じゃがいもを蒸し、熱いうちにつぶし、ヴィネガー液をかけ混
ぜる。
ピクルス２種とゆで卵の卵白を細かく刻む。 
②と③それぞれマヨネーズソースで和え、マッシュルームと
カリフラワーを薄切り、塩して皿に敷きつめ、順にのせ最後
に卵黄とエディブルフラワーを飾る。

1.
2.

3.

4.

【つくりかた：2人分】

黄色のピクルス（大根・きゅうり）…各２本、
新じゃがいも…大２個、卵…3個、マッシュルーム…5個、
カリフラワー…少々、エディブルフラワー…適宜 

¥4,120-
極上の土佐ジロー缶と
酔鯨 300ml 3本セット

内容：土佐ジローの肝アヒージョ1缶（90g）、土佐ジローのアヒージョ1缶
（90g）、The Soupごく旨地鶏の満ちてくスープ1缶（200g）、酔鯨 純米吟醸 吟麗 
300ml×1本、酔鯨 純米酒 れのわ 300ml×1本、酔鯨 特別純米酒 300ml×1本

内容：緑のピクルス（190g）、黄色のピクルス（190g）、
酔鯨 純米酒 れのわ 720ml×1本

土佐山×酔鯨

¥2,620-
土佐山野菜のピクルス瓶詰め 2 種と
純米酒れのわ

高知県の東部、自然豊かな山あいで地鶏
「土佐ジロー」を専門で育てている「はた
やま夢楽」。脂分が少なくしっかりとした
歯ごたえと深い味わいのお肉・スープの
缶詰と酔鯨のお酒 3 種類のセットです。

酔鯨の仕込み水に使用している鏡川
の源流域「土佐山」。そこで作った新
鮮野菜のピクルス2 種と、やさしい口
あたりと滑らかなのど通りが特徴の
「れのわ」のセット。爽やかな色合い
のピクルスを使ったアレンジレシピ
もあわせてお楽しみください。

¥ 9,120-
土佐郷土料理の晩酌膳と
純米大吟醸 寅

内容：とろ鰹たたき1節（350g）、うつぼのたたき（100g）、どろめ（100g）、うまかつ
お1パック、かつお丼ごまだれ1パック、特製ゆずぽん酢（300ml）、
酔鯨 純米大吟醸 寅 720ml×1本

¥ 5,120-
こだわりとろ鰹のタタキと
純米吟醸 高育54 号

内容：とろ鰹塩たたき1節（300g）、塩（深海の華（30ｇ））、薬味、
酔鯨 純米吟醸 高育54号 720ml×1本

大正6年創業、100年の歴史を持つ名店「土佐料理 司」が吟味して「一本釣り 厳選とろ鰹」の
タタキのセットをご用意いたしました。名店の味をご家庭でお楽しみください。

～ あさみ・よりこの酔鯨ばなし ～

外出できないから、家族で掃除や片付け、模様替え。普段は家のことを任せっぱな
しだけど、案外やる事いっぱいあるんだなぁって、子供も一緒になってやってます！

これまでなかなかやらなかったお料理。時間はあるので、これを機会に挑戦！
思いのほか家族にも好評で嬉しい！

酔鯨酒造で広報を担当しているあさみとよりこ。
今回はスイゲイジャーナルの製作を担当している「あさみ」が
外出自粛の中での酔鯨スタッフの過ごし方をインタビュー！

社員A

社員B

ささやかで優しい
お家時間を
ご一緒に。

う ち

今後も私たちが酔鯨をご紹介して参ります！ お付き合いいただければ幸いです。

（税込・送料別）

（税込・送料別） （税込・送料別）

（税込・送料別）
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1.

2.
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1.
2.
3.
4.
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1.
2.
3.

4.
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買える店、飲める店。
酔鯨を検索するアプリ

SUIGEI MAP

スマホで簡単！

　いつも酔鯨酒造への温かなご支援をいただ

き心より感謝申し上げます。新型コロナウィ

ルス感染症の広がりは、まだまだ予断を許さ

ない状況が続いており、皆様方におかれまし

ても不安な日々をお過ごしのことと存じます。

私達に出来ることは限られておりますが、より一

層、お客様に楽しんでいただける美味しい日本

酒造りを目指し、邁進していく所存でございます。

１日でも早く平穏な日々が戻ってきますよう、

心よりお祈り申し上げます。そして、皆様、ど

うかご自愛いただけますように。

　さて、そんな状況ではありますが、季節は着

実に夏へと近づきつつあります。実は、日本酒

にも四季があり、折々の食材や季節感を通して

味わうという楽しみ方があります。

　例えば、海と空が美しい高知県では、強い日

差しがきらめく美しい水面に、夏の訪れを感じ

つつあります。そんな夏の足音を聞きながら楽

しめるのが、今回発売した「酔鯨 純米吟醸 吟麗 

summer」。爽やかなグリーンのボトルに「鯨の

しっぽ」の愛らしいデザインが特徴の一本は、

酔鯨の中心商品「吟麗シリーズ」のなかで、夏

を代表する限定酒です。

　通常の「純米吟醸 吟麗」は熊本酵母の KA-1

を使用しますが、本品「純米吟醸 吟麗 summer」

は酸度が高く、スッキリとした味わいを実現す

る熊本酵母の KA- 4を使用しました。精米歩合は

50％まで磨き、しっかり造った麹と共に低温で

じっくりと醸しました。酸味が高く、キレの良

い味わいは夏にピッタリ。さらりさらりと杯が

進むお酒です。ラベルに描かれたかわいい鯨と

語り合いながら、涼を感じて楽しんでください。

アートやファッションに感度の高い女性を中心に支持されている

キャンディを、日頃は飴を口にしない左党にもお届けしたいとの想

いで開発しました。土佐清水で水揚げされた宗田鰹や高知県産の生

鮮生姜を使用した 4種のキャンディが完成しました。ついついお酒が

進む、クセになってしまう出汁の旨味やペッパー、生姜の風味。口

の中でサクほろっと崩れるパパブブレキャンディ独特の食感。子供

も大人も、ほっこりした気持ちになれる、アートで可愛い絵柄です。

北海道　銘酒の裕多加／地酒ノ酒屋 愉酒屋／酒のマルミ／酒商たかの／笹松屋／鎌田本店／酒の早坂商店／さいとう酒店／丸二北海商店／河井商店／地酒のカクイ／
久楽屋／銘酒のさとう／東武サウスヒルズ中標津店　青森県　いつもの酒 神／たかはし／小山商店　宮城県　阿部八酒店　秋田県　佐金酒店　福島県　リカーズ酒蔵／
泉屋／さぎ酒店　茨城県　リカーショップサトウ　栃木県　小池酒店／淀川酒店／菊地酒店／松本酒店／亀屋酒店　群馬県　西田酒店／高橋与商店／岩永屋酒店／酒
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屋新宿店／髙島屋玉川店／まるごと高知／松屋銀座本店／丸辰有澤商店／SAKE MIZUHASHI／さかや栗原麻布店／酒のくりはら／星野屋商店／越後屋本店／ふくは
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にしむら酒店／酒のやまもと京都店／マルマン／酒のきたむら／野村龍酒店／山庄峰山店　大阪府　稲田酒店／酒のながた／浅野日本酒UMEDA／阪神梅田本店／蔵酒の
明治屋／遊銘館／酒のやまもともりのみやキューズモールBASE店／酒のやまもと大阪店／ビヨンクールBCLIQUORS／リカーショップグランセルクル／髙島屋大阪店／島田商
店／IMANAKA SAKE SHOP／白菊屋／高槻阪急／山田酒店／酒のやまもと枚方本店／お酒のにしかわ／乾酒店／谷酒店／酒楽掬正　兵庫県　酒商吟SHIZUKU／大
丸神戸店和洋酒売場／すずらん吉田商店／赤西酒店／すみの酒店／御影新生堂TROIS本店／越山酒販／東鶴マーケットスクエア／イセダ屋中地店／松竹酒舗／西海醤油
奈良県　桶谷／酒のあべたや　和歌山県　奥野酒店　島根県　地酒家つねまつ　岡山県　ワインと地酒武田岡山幸町店／ワインと地酒武田岡山新保店／ワインと地酒武田
倉敷店　広島県　大和屋酒舗／酒商山田宇品本店／山城屋酒店呉本店／リカーランド東広島店　山口県　エスポアやまだや　徳島県　天羽酒舗徳島本店／おおさかや／
リカーショップHOSAKA　香川県　地酒処天羽／久本酒店／やました　愛媛県　向井酒店／酒蔵ヤマケイ／山本久雄酒店／おざき酒店／石川友一商店／むらかみ／白石酒
販本店　高知県　鬼田酒店／近藤印高知酒店／近藤酒店／秋山酒類食料品店／土佐の地酒市場／ミキヤ／古谷商店／吉松酒店／松本酒店／ナカオカ／リカーショップトカ
ジ／アールアンドダブリュ（高知大丸内）／西森俊一酒店／シミズ／佐々木酒食品／Ｙショップとき／安岡酒店／横川酒店／響屋／野町酒店／山﨑酒店／富士屋／ビッグサン／
地酒屋／酒蔵ことぶき屋／なんかいリカー／山八酒店　福岡県　力丸酒店／全国地酒処ひらしま酒店／土山酒店／おおば酒店／友添本店／木庭酒店／小谷酒舗／オーリック大
丸福岡天神店／酒のNAGASAKI／牛尾酒店／ひさや酒店／中野酒店／かごしま屋／住吉酒販博多本店／ほしくま酒店／藤田酒店／酒の昌屋／田蔵／IZUMIYA　佐賀県
地酒処山田酒店　長崎県　醸蔵屋池野酒店塩浜店／醸蔵屋池野酒店吉井店　熊本県　川上酒店／いのもと酒店／たちばな酒店　大分県　大平酒店／トキハ本店／
岩国屋／大塚酒店　宮崎県　酒のしがらき／酒屋山口本店／酒乃宮崎／立本酒店／河野酒店　鹿児島県　山下酒店　沖縄県　中村商店
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facebook instagram twitter

酔鯨 純米吟醸

吟麗summer

容量 : 1,800ml、720ml
使用米 : 吟風（北海道産酒造好適米）、松山三井
精米歩合 : 50％

2,937円（税込）
1,551円（税込）

1,800ml
720ml

4月13日
発売！

相性の良いお料理

日本酒の四季

後味に広がる軽やかなビター感が夏野菜との
相性を高めます。栄養価の高い食材を使った、
濃い味付けの料理や炒め物は夏バテ防止に
も効果が期待できます。特に鶏肉と夏野菜の
炒め物やチンジャオロースなどにオススメです。

食材と同じように、日本酒にも旬があります。

その季節ならでは味わいをお楽しみください。

日々、酔鯨を支えて下さっている全国の特約店をご紹介させていただきます。

これらのお店は、酔鯨を全国のお客様に届けて下さる、言わば「酔鯨応援団」。

どんな時も寄り添い、励まされ、酔鯨の今日までの道のりを支えてくださっている

酔鯨応援団の皆様方に心より感謝申し上げます。

しぼりたて 春酒

ひやおろし 夏酒

1月

12月 5月

11月 6月

4月

10月 7月

2月 3月

9月 8月酒
造
り
ス
タ
ー
ト 春

夏

冬

秋

※今回外出自粛の中、「呑める店」「買えるお店」の
　コーナーは変更させていただいております。

詳しくは
こちら

買 える 店酔 鯨 が

どんな時も酔鯨を皆様に。
ぜひお近くの特約店へ、
足をお運びください。

すっきりとした酸味と
キレの良さで涼を感じる
夏限定の純米吟醸酒

土佐の味わいが香るキャンディ

米のみで仕込んだ純米酒。ふくらみのある旨みとキレの良いあと味

はお料理のお供に最適です。キャンディに含まれる出汁の味わいと

のマッチングは新感覚。

芳醇辛口の土佐の日本酒

パパブブレの発祥はバルセロナ。伝統のアメ細工の
技術を用いるだけではなく、お客様を楽しませるパ
フォーマンスを取り入れた、今までにないアート・キャ
ンディ・ショップで今や全世界で展開されています。

土佐のおつまみの味わいを「世界一おもしろいお菓子屋さん」と評判の「PAPABUBBLE」の技術でキャンディに
加工し、日本酒とキャンディというこれまでにない組み合わせを実現しました。

¥ 1,940-

PAPABUBBLE おつまみキャンディと
特別純米 720 ml セット

（税込）

内容：PAPABUBBLEおつまみキャンディ1袋、
　　 酔鯨 特別純米酒 720ml×1本

【出汁】出汁の旨味を堪能できるお酒が進む甘じょっぱさ
【生姜】柚子が爽快で鮮烈。切れよい高知産の生鮮生姜
【泥棒】塩辛の風味がしっかり。文字通りお酒を盗む酒盗フレーバー
【カツオ】土佐で水揚げされた宗田鰹の鰹節に、たっぷりと黒胡椒を利かせ
た職人一押しのフレーバー

（敬称略・順不同）

5月11日
発売！
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