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買えるお店酔 鯨が

清酒王国・秋田県で
県外酒7割超えの品揃え
　今回は秋田県秋田市にある佐々辰さんをご
紹介します。店主の山田さんは、岐阜県出身
で元々は法律関係のベンチャー企業に勤務さ
れましたが、33 歳の時に奥さまの実家で
お店を手伝うことになって、今に至ります。

018-832-3653
月曜～土曜 9:30～19:30
日曜 13:00～19:00
無休

秋田県秋田市広面昼寝45-3

☎

休

営

佐々辰酒店

飲めるお店酔 鯨が

06-6454-3373
11：00～23：00
年中無休

大阪府大阪市福島区海老江1-5-52
イオンスタイル海老江2F

☎

休

営

中華キッチンWOK

コンセプトは、
鮎に合う美味しい純米酒。
夏酒の涼を一服
　道ばたの紫陽花がきれいに色をつける季節と
なりました。雨の季節、皆さまお元気でお過ご
しでしょうか。酒蔵では造りも終盤ということ
で、忙しくも平和な日々が続いております。今
年も無事に醸造できた喜びと、皆さまへの感謝
の気持ちを噛みしめながら、ラストスパート！
そして来年に繋げていきたいと願う次第です。

　さて、今年も酔鯨オススメ「夏酒」の季節がやっ
てまいりました。涼を感じられる味わいは、ま
さに夏にぴったり ! 暑さを忘れさせてくれる日本
酒です。6 月 1 日より高知県の多くの河川で、
鮎漁が解禁に。この時季に合わせ「鮎に合う美
味しい純米酒」をコンセプトに開発した「酔鯨 

純米酒 香魚（こうぎょ）」をリリースいたします。
　日本酒の原材料は、主に水と米。いわば自然の
恵みによって醸されるお酒です。美味しいお酒
を醸すためには、美しい自然環境が必要です。
自然環境の悪化が進めば、汚水が川や海へと注ぎ、
最終的には雨となって、水や田畑に悪影響を与
える…このように自然は循環しています。だか
らこそ私たちは、自然の恩恵を受け、お酒を醸
すことができています。そこで私たちは、この
自然に感謝の気持ちを込め、高知県東部を流れ
る野根川の環境保全活動に参加するようになり
ました。この活動を通じて私たちは「清流の水、
そしてそこで育った鮎とともに、お客さまに喜
んでいただけるお酒を仕込みたい」と、強く願
うようになったのです。良質な天然鮎が泳ぐ清
流・野根川。その水でお酒造りができることに
感謝し、これからも皆さまに喜ばれる日本酒を
目指してまいります。また本品は、同地域で育っ
たお米を使用しています。美味しいお米を一生
懸命育ててくださった農家さんのおかげで、今
年も深く美しい味わいに仕上がりました。

酔鯨 純米酒

香魚

容量 : 720ml
精米歩合 : 70％

1,485円（税込）720ml

詳しくは
こちら

テキスト：山﨑正博（営業）

山田店主は他県出身でお酒の経歴がなかっ
たこともあり、お酒をいろいろと知るうち
に、秋田にこだわらず全国の素晴らしいお
酒をお客さまにご紹介したいという強い思
いを持ったそうです。
　清酒王国秋田県にありながら、現在は佐々
辰さんの 7割強が県外酒の販売となっており、
県外酒の品揃えとして秋田県内随一と言える
日本酒専門店です。酔鯨に関しては、20年
ほど前からお取り扱いいただいており、開始
当時から吟麗が山田店主お気に入りのお酒の
一つなのです。約2年前、吟麗のラベルリ
ニューアルに伴い使用酒米を吟風に変えたこ
とは、酔鯨の英断でしたとお褒めいただいて
おります。秋田県に留まらず県外からのファ
ンも多い佐々辰さん、秋田県内の方はもちろ

ん、近隣の県の方もぜひ訪ねてみてはいかが
でしょう。

ただいま高知フェア開催中！
本格中華と酔鯨は相性◎

相性の良いお料理
鮎など川魚のお料理にはもちろん、しっかりした味付けの貝料理や
濃厚なたれを使ったお料理とも好相性です。甘めの味つけでコトコ
ト煮つけたお魚料理にもオススメです。

酔鯨販売会のご案内

7月28日～8月3日
6月29日～7月5日

東急百貨店たまプラーザ店
高島屋泉北店

全国各地での販売会に参加しています！ぜひ、お近くで
酔鯨をお楽しみください。

※コロナウイルスの影響により、試飲の有無は店舗により異な
　りますので事前にお問い合わせください。

▶こちらから　SUIGEI LINE スタンプ

土佐弁を使いこなして
楽しいお酒を。
酔鯨の公式LINEスタンプ販売中！

「どこでやりゆう？（どこで呑んでるの？）」
「先やりよるで（先に呑んでるよ）」など、
お酒を楽しむひとときは
もちろん、日常でも
使える40種類！

【夏季・数量限定商品】

© Soichiro Sakamoto

鮎の別称、香魚。その名の通りスイカやキュ
ウリのような香りがします。育った川の底石
に生えた苔（藻類）を食べ、体内に取り込ん
だ脂肪酸が代謝され、川ごとに違った味や香
りになるのです。「おらんく（土佐弁で「自
分ち＝ホーム」）の川でとれた鮎が一番旨い」
と、地元愛がぶつかり合うことも。酒造りの
世界にも通じる面白いところです。酒造りで
も脂肪酸の存在は無視できず、鮎の個性には
親近感を感じます。日本一に輝いたことのあ
る野根川の鮎と、酔鯨「香魚」の爽やかな味
と香りのマッチングをお楽しみください。

さかいゆうさんの故郷・高知県土佐清水市で開催さ
れるコンサートに酔鯨酒造が冠協賛。「酔鯨酒造 
presents さかいゆう sings Whale Song」として開
催されます。土佐清水での素敵なひとときを満喫し
てみませんか。

明神杜氏土佐蔵 より

昨年よりラベルを一新！
涼を感じられる鮎が爽や
かに描かれています。

Package Design:
荻野 夕奈 / Yuna Ogino

iamemika21

酔鯨スペシャルサポーター

酔鯨 お試しセット ¥1,430-（税込・送料別）

酔鯨ジャーナルをご覧の皆さん、こんにちは！水越愛華です。先日、第 8 回ほろ酔いインスタライブを行いました！今回は、
以前にもインスタライブやYouTubeの撮影でいただいたセット「酔鯨こだわり珍味 3種＆酔鯨 300ml 3 本セット」でした！「れ
のわ」のパッケージが変わって、以前のピンクも好きでしたが今回のデザインもおしゃれさが増して可愛くて好きです。ラ
イブの最後には、お気に入りの組み合わせを選ばせていただきました！どのお酒も珍味も正直好きなのですが、今回は「れ
のわ & 帆立貝柱」の組み合わせを選びました！れのわはややアルコール度数が低く優しめなのと、帆立貝柱は味がしっかり
濃厚でたまりませんでした。そして！今回選んだセットは「酔鯨お試しセット」として酔鯨さんのオンラインストアで販売さ
れています！酔鯨の日本酒が試したい方にもとってもおすすめです！今回もご馳走様でした！

水越愛華 のほろ酔いインスタライブ

内容：酔鯨 純米酒 れのわ 300ml×1 本、純米酒仕込 
帆立貝柱×1袋、SUIGEI MINI GLASS 鯨×1個

酔鯨酒造は、本年 3 月で株式会社となり50 年目を迎えました。2022 年
を「SUIGEI 50th アニバーサリーイヤー」と銘打ち、記念企画が続々登場します。
まずはオリジナル記念動画「酔鯨酒造 50 周年記念ムービー「Enjoy SAKE Life」
～世界の食卓に酔鯨を～」を製作。そしてなんと！その動画にさかいゆうさん
の書き下ろし楽曲「Whale Song」をご提供いただきました。鯨が大海原を雄大
に泳ぎながら海を渡っていく姿を思わせる楽曲をバックに Instagram 上でお客
さまから募集した酔鯨の「乾杯」シーンを重ね、50周年を迎えた酔鯨酒造のお
客さまへの感謝と未来への決意を表現しております。お酒片手にゆったりとご
覧ください。50 周年企画はまだまだ続きます。くわしくは次号の SUIGEI 
JOURNAL 7 月号で！

詳しくは
こちら

酔鯨酒造50周年記念ムービー
「Enjoy SAKE Life」～世界の食卓に酔鯨を～

日時：2022 年 8 月 6 日（土） 開場 16:00 / 開演 17:00
会場：高知県・土佐清水市立市民文化会館くろしおホール
　　　高知県土佐清水市寿町 11-1
料金：全席指定 4,500 円（税込）  ※小学生以上有料
［チケット販売］一般発売：7 月 2 日（土）10:00～
各プレイガイド、くろしおホールにて発売中

酔鯨酒造 presents さかいゆう sings Whale Song

楽曲提供：さかいゆう

開催決定！

酔鯨酒造 presents
さかいゆう sings Whale Song

　本格中華をリーズナブルに家族で楽しめ
る「中華キッチンWOK」さんのご紹介です。
　“WOK”とは英語で“中華鍋”を意味します。
『いつまでも変わることなく、中華鍋で一つ
一つ手作りにこだわり続ける』という想い

が込められています。
　同店では現在、高知の食材を使った「高
知フェア」を期間限定（7/31まで）で開催
中です！高知名物の鰹のタタキを香り高く
アレンジした「鰹のタタキ山椒ソース」や
糖度の高い高知県産フルーツトマトを使っ
た「高知フルーツトマトの杏露酒漬け」など、
高知の食材をいつもとは違った味わいで提
供されています。
　酔鯨のお酒は、高知県産の酒米「吟の夢」
で醸す「純米吟醸 高育 54号」と柑橘の美味
しさを贅沢に詰め込んだ「リキュール かじゅ
39」をお楽しみいただけます。
　少人数の飲み会や女子会、ご家族でのお
食事など、幅広い楽しみ方ができるお店で
す。高知の食材を使った WOKさんの中華料

理と酔鯨のお酒をご堪能ください。

【期間限定】

2022_6_23_17:20 2022_6_23_17:20
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純米大吟醸 DAITO
吟醸香と香りの強いフルーツがそ
れぞれ際立つ。香りと味の濃厚な
フルーツにぴったり。

SAKE

FRUITS

新発想ペアリング

Jリーグを目指すサッカーチーム「高知ユナイテッ
ド SC」との、甘く楽しい夏のコラボ企画！！弊社
の人気商品「酔鯨 手造り吟醸麹 あま酒」を特別
ラベルにて販売いたします。
このコラボをきっかけに高知ユナイテッド SCさん
の益々のご活躍とサッカー振興に役立てばと願っ
ております。試飲していただいた選手の皆さまか
らも「すごく飲みやすい！」「疲労が回復しそう」
と嬉しいお声をいただいております。この機会に
美味しいあま酒を飲みながら、高知ユナイテッド
SCを応援しませんか？

「ジャパンラグビーチャリティーマッチ 2022」が、6 月 11 日に秩父宮ラグビー場（東京都
港区）で開催されました。日本代表に選出される可能性がある選手で構成されたチームの
“EMERGING BLOSSOMS” と、トンガにルーツを持つ選手で構成されたチームの “TONGA 
SAMURAI XV” が対戦し、31－12 で日本が勝利。
今回のチャリティーマッチは、トンガ海底火山噴火・津波被害への復興支援として開催され
たものです。改めて、日本ラグビーの歴史を思い、日本とトンガのラグビーを通じた長きに
渡る深い絆が感じられる試合でした。今でこそ多彩な国の外国人選手が、日本代表選手とし
て活躍していますが、その礎を築いたのは、トンガ出身選手たちの活躍と功績にあります。
だからこそ、今回もこの日本の地でチャリティーマッチを開催できたのだと言えるでしょう。
日本ラグビーはトンガの皆さまと共にあります！！今回は酔鯨の地元高知でのキャンプ開催
から始まり、間近での試合観戦、そして試合終了後には酔鯨のお酒で交流をさらに深め、と
ても良き深いご縁をいただいたと感謝しています。
末尾になりますが、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

高知ユナイテッドSCをあま酒で応援！！

トンガ復興支援試合に酔鯨も協力

酔鯨 手造り吟醸麹

あま酒
高知ユナイテッドSC ラベル
500ml　840円（税込）

※酔鯨酒造は、売上の一部をサッカー振興のために寄附させて
　いただきます。

純米吟醸 高育 54 号

サッカー×酔鯨コラボの夏

そのまま飲んでも美味しい日本酒が、ちょっとしたアレンジで、

お洒落なカクテルに変身！この夏、日本酒の新たな楽しみ方のひとつとして

日本酒をベースにしたカクテルをご提案します。

爽やかに美しく、雰囲気を変えてみませんか？

あなたのお気に入りカクテルを見つけて、楽しいひとときを。

バラエティー豊富なフルーツと日本酒のペアリング。パーティーにも映えるお洒落な演出で、季節のフルーツを
味わってみませんか。日本酒の官能評価と特性の合うフルーツなら、風味がさらに上がる感覚も味わえるはず。
マップを参考に、あなたのベストなペアリングを探してみませんか。きっと新しい出会いが見つかります！

年中手に入る果物で、道具がなくても作れる、
酔鯨オリジナル日本酒カクテル 3種をご紹介します。

日本酒とフルーツの相性は？
官能ステイタスマップ

酔鯨おすすめ、日本酒カクテル
柑橘とのお洒落で手軽なペアリング

酔鯨オリジナル。
必要なのは年中手に入るフルーツと
映えるグラスだけ。

ジャパンラグビーチャリティーマッチ 2022
EMERGING BLOSSOMS vs TONGA SAMURAI XV

吟麗の酸味とオレンジの甘酸っぱさが
マッチした、みずみずしいカクテル

酸 味 甘 味

フルーティー

スッキリ

純米吟醸 吟麗 × オレンジ

ライムの酸味が象の香味を引き立てる、
爽やかなカクテル

純米大吟醸 象 × ライム

まろやかな酸味とほのかな渋味に
癒やされる、口あたりの良いカクテル

マスカットの香味を彷彿とさ
せるので、ほんのり香るフレッ
シュな酸味のフルーツを。

純米吟醸 吟麗
さっぱりとした味わいの吟麗に
は、フレッシュ感よりも、味の
変化が少ないフルーツが好相性。

純米大吟醸 象
酸味に特徴がある象には、同じ
く酸味が持ち味で糖度の低いフ
ルーツがおすすめ。

純米大吟醸 寅
ほんのり巨峰のような香りがする寅は、
同じくほんのり香り、甘味があって後
味スッキリのフルーツ。

純米大吟醸 万
丸みのあるバランスのとれた
万には酸味のあるフルーツで
素材を引き立てて。合わせや
すいお酒。

純米大吟醸 弥
吟醸香と同系統の香りを持つ、
甘くてしかもさっぱりした酸味
のフルーツに合う。

【おすすめフルーツ】
洋梨、パイナップル、バナナ

純米大吟醸 兵庫山田錦50% × 
グレープフルーツ

フルーツと楽しむ、日本酒

【おすすめフルーツ】
桃、パイナップル、メロン【おすすめフルーツ】

赤りんご、みかん、スイカ

【おすすめフルーツ】
バナナ、柿、ドラゴンフルーツ

【おすすめフルーツ】
いちご、ブルーベリー、柑橘

【おすすめフルーツ】
シャインマスカット、
ピオーネ、青りんご

【おすすめフルーツ】
ピオーネ、シャインマスカット、スイカ

・吟麗…40ml
・オレンジ（ほぐした果肉） …15g
・氷…2 個（45 ～ 50g）

・兵庫山田錦 50% … 40ml
・グレープフルーツ（ほぐした果肉）… 15g
・氷… 2 個（45～ 50 g）

・象…40ml
・ライム（皮付き薄切り） …10g
・氷… 2 個（45～ 50g）

SUIGEI ORIGINAL COCKTAIL RECIPE

高知市内の一部のスーパーと酒販店様、および
SUIGEI STOREにて発売中

写真提供：日本ラグビーフットボール協会
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SAMURAI XV” が対戦し、31－12 で日本が勝利。
今回のチャリティーマッチは、トンガ海底火山噴火・津波被害への復興支援として開催され
たものです。改めて、日本ラグビーの歴史を思い、日本とトンガのラグビーを通じた長きに
渡る深い絆が感じられる試合でした。今でこそ多彩な国の外国人選手が、日本代表選手とし
て活躍していますが、その礎を築いたのは、トンガ出身選手たちの活躍と功績にあります。
だからこそ、今回もこの日本の地でチャリティーマッチを開催できたのだと言えるでしょう。
日本ラグビーはトンガの皆さまと共にあります！！今回は酔鯨の地元高知でのキャンプ開催
から始まり、間近での試合観戦、そして試合終了後には酔鯨のお酒で交流をさらに深め、と
ても良き深いご縁をいただいたと感謝しています。
末尾になりますが、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

高知ユナイテッドSCをあま酒で応援！！

トンガ復興支援試合に酔鯨も協力

酔鯨 手造り吟醸麹

あま酒
高知ユナイテッドSC ラベル
500ml　840円（税込）

※酔鯨酒造は、売上の一部をサッカー振興のために寄附させて
　いただきます。

純米吟醸 高育 54 号

サッカー×酔鯨コラボの夏

そのまま飲んでも美味しい日本酒が、ちょっとしたアレンジで、

お洒落なカクテルに変身！この夏、日本酒の新たな楽しみ方のひとつとして

日本酒をベースにしたカクテルをご提案します。

爽やかに美しく、雰囲気を変えてみませんか？

あなたのお気に入りカクテルを見つけて、楽しいひとときを。

バラエティー豊富なフルーツと日本酒のペアリング。パーティーにも映えるお洒落な演出で、季節のフルーツを
味わってみませんか。日本酒の官能評価と特性の合うフルーツなら、風味がさらに上がる感覚も味わえるはず。
マップを参考に、あなたのベストなペアリングを探してみませんか。きっと新しい出会いが見つかります！

年中手に入る果物で、道具がなくても作れる、
酔鯨オリジナル日本酒カクテル 3種をご紹介します。

日本酒とフルーツの相性は？
官能ステイタスマップ

酔鯨おすすめ、日本酒カクテル
柑橘とのお洒落で手軽なペアリング

酔鯨オリジナル。
必要なのは年中手に入るフルーツと
映えるグラスだけ。

ジャパンラグビーチャリティーマッチ 2022
EMERGING BLOSSOMS vs TONGA SAMURAI XV

吟麗の酸味とオレンジの甘酸っぱさが
マッチした、みずみずしいカクテル

酸 味 甘 味

フルーティー

スッキリ

純米吟醸 吟麗 × オレンジ

ライムの酸味が象の香味を引き立てる、
爽やかなカクテル

純米大吟醸 象 × ライム

まろやかな酸味とほのかな渋味に
癒やされる、口あたりの良いカクテル

マスカットの香味を彷彿とさ
せるので、ほんのり香るフレッ
シュな酸味のフルーツを。

純米吟醸 吟麗
さっぱりとした味わいの吟麗に
は、フレッシュ感よりも、味の
変化が少ないフルーツが好相性。

純米大吟醸 象
酸味に特徴がある象には、同じ
く酸味が持ち味で糖度の低いフ
ルーツがおすすめ。

純米大吟醸 寅
ほんのり巨峰のような香りがする寅は、
同じくほんのり香り、甘味があって後
味スッキリのフルーツ。

純米大吟醸 万
丸みのあるバランスのとれた
万には酸味のあるフルーツで
素材を引き立てて。合わせや
すいお酒。

純米大吟醸 弥
吟醸香と同系統の香りを持つ、
甘くてしかもさっぱりした酸味
のフルーツに合う。

【おすすめフルーツ】
洋梨、パイナップル、バナナ

純米大吟醸 兵庫山田錦50% × 
グレープフルーツ

フルーツと楽しむ、日本酒

【おすすめフルーツ】
桃、パイナップル、メロン【おすすめフルーツ】

赤りんご、みかん、スイカ

【おすすめフルーツ】
バナナ、柿、ドラゴンフルーツ

【おすすめフルーツ】
いちご、ブルーベリー、柑橘

【おすすめフルーツ】
シャインマスカット、
ピオーネ、青りんご

【おすすめフルーツ】
ピオーネ、シャインマスカット、スイカ

・吟麗…40ml
・オレンジ（ほぐした果肉） …15g
・氷…2 個（45 ～ 50g）

・兵庫山田錦 50% … 40ml
・グレープフルーツ（ほぐした果肉）… 15g
・氷… 2 個（45～ 50 g）

・象…40ml
・ライム（皮付き薄切り） …10g
・氷… 2 個（45～ 50g）

SUIGEI ORIGINAL COCKTAIL RECIPE

高知市内の一部のスーパーと酒販店様、および
SUIGEI STOREにて発売中

写真提供：日本ラグビーフットボール協会
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Design : Miho Ohga

テキスト：三浦和芳（営業）

買えるお店酔 鯨が

清酒王国・秋田県で
県外酒7割超えの品揃え
　今回は秋田県秋田市にある佐々辰さんをご
紹介します。店主の山田さんは、岐阜県出身
で元々は法律関係のベンチャー企業に勤務さ
れましたが、33 歳の時に奥さまの実家で
お店を手伝うことになって、今に至ります。

018-832-3653
月曜～土曜 9:30～19:30
日曜 13:00～19:00
無休

秋田県秋田市広面昼寝45-3

☎

休

営

佐々辰酒店

飲めるお店酔 鯨が

06-6454-3373
11：00～23：00
年中無休

大阪府大阪市福島区海老江1-5-52
イオンスタイル海老江2F

☎

休

営

中華キッチンWOK

コンセプトは、
鮎に合う美味しい純米酒。
夏酒の涼を一服
　道ばたの紫陽花がきれいに色をつける季節と
なりました。雨の季節、皆さまお元気でお過ご
しでしょうか。酒蔵では造りも終盤ということ
で、忙しくも平和な日々が続いております。今
年も無事に醸造できた喜びと、皆さまへの感謝
の気持ちを噛みしめながら、ラストスパート！
そして来年に繋げていきたいと願う次第です。

　さて、今年も酔鯨オススメ「夏酒」の季節がやっ
てまいりました。涼を感じられる味わいは、ま
さに夏にぴったり ! 暑さを忘れさせてくれる日本
酒です。6 月 1 日より高知県の多くの河川で、
鮎漁が解禁に。この時季に合わせ「鮎に合う美
味しい純米酒」をコンセプトに開発した「酔鯨 

純米酒 香魚（こうぎょ）」をリリースいたします。
　日本酒の原材料は、主に水と米。いわば自然の
恵みによって醸されるお酒です。美味しいお酒
を醸すためには、美しい自然環境が必要です。
自然環境の悪化が進めば、汚水が川や海へと注ぎ、
最終的には雨となって、水や田畑に悪影響を与
える…このように自然は循環しています。だか
らこそ私たちは、自然の恩恵を受け、お酒を醸
すことができています。そこで私たちは、この
自然に感謝の気持ちを込め、高知県東部を流れ
る野根川の環境保全活動に参加するようになり
ました。この活動を通じて私たちは「清流の水、
そしてそこで育った鮎とともに、お客さまに喜
んでいただけるお酒を仕込みたい」と、強く願
うようになったのです。良質な天然鮎が泳ぐ清
流・野根川。その水でお酒造りができることに
感謝し、これからも皆さまに喜ばれる日本酒を
目指してまいります。また本品は、同地域で育っ
たお米を使用しています。美味しいお米を一生
懸命育ててくださった農家さんのおかげで、今
年も深く美しい味わいに仕上がりました。

酔鯨 純米酒

香魚

容量 : 720ml
精米歩合 : 70％

1,485円（税込）720ml

詳しくは
こちら

テキスト：山﨑正博（営業）

山田店主は他県出身でお酒の経歴がなかっ
たこともあり、お酒をいろいろと知るうち
に、秋田にこだわらず全国の素晴らしいお
酒をお客さまにご紹介したいという強い思
いを持ったそうです。
　清酒王国秋田県にありながら、現在は佐々
辰さんの 7割強が県外酒の販売となっており、
県外酒の品揃えとして秋田県内随一と言える
日本酒専門店です。酔鯨に関しては、20年
ほど前からお取り扱いいただいており、開始
当時から吟麗が山田店主お気に入りのお酒の
一つなのです。約2年前、吟麗のラベルリ
ニューアルに伴い使用酒米を吟風に変えたこ
とは、酔鯨の英断でしたとお褒めいただいて
おります。秋田県に留まらず県外からのファ
ンも多い佐々辰さん、秋田県内の方はもちろ

ん、近隣の県の方もぜひ訪ねてみてはいかが
でしょう。

ただいま高知フェア開催中！
本格中華と酔鯨は相性◎

相性の良いお料理
鮎など川魚のお料理にはもちろん、しっかりした味付けの貝料理や
濃厚なたれを使ったお料理とも好相性です。甘めの味つけでコトコ
ト煮つけたお魚料理にもオススメです。

酔鯨販売会のご案内

7月28日～8月3日
6月29日～7月5日

東急百貨店たまプラーザ店
高島屋泉北店

全国各地での販売会に参加しています！ぜひ、お近くで
酔鯨をお楽しみください。

※コロナウイルスの影響により、試飲の有無は店舗により異な
　りますので事前にお問い合わせください。

▶こちらから　SUIGEI LINE スタンプ

土佐弁を使いこなして
楽しいお酒を。
酔鯨の公式LINEスタンプ販売中！

「どこでやりゆう？（どこで呑んでるの？）」
「先やりよるで（先に呑んでるよ）」など、
お酒を楽しむひとときは
もちろん、日常でも
使える40種類！

【夏季・数量限定商品】

© Soichiro Sakamoto

鮎の別称、香魚。その名の通りスイカやキュ
ウリのような香りがします。育った川の底石
に生えた苔（藻類）を食べ、体内に取り込ん
だ脂肪酸が代謝され、川ごとに違った味や香
りになるのです。「おらんく（土佐弁で「自
分ち＝ホーム」）の川でとれた鮎が一番旨い」
と、地元愛がぶつかり合うことも。酒造りの
世界にも通じる面白いところです。酒造りで
も脂肪酸の存在は無視できず、鮎の個性には
親近感を感じます。日本一に輝いたことのあ
る野根川の鮎と、酔鯨「香魚」の爽やかな味
と香りのマッチングをお楽しみください。

さかいゆうさんの故郷・高知県土佐清水市で開催さ
れるコンサートに酔鯨酒造が冠協賛。「酔鯨酒造 
presents さかいゆう sings Whale Song」として開
催されます。土佐清水での素敵なひとときを満喫し
てみませんか。

明神杜氏土佐蔵 より

昨年よりラベルを一新！
涼を感じられる鮎が爽や
かに描かれています。

Package Design:
荻野 夕奈 / Yuna Ogino

iamemika21

酔鯨スペシャルサポーター

酔鯨 お試しセット ¥1,430-（税込・送料別）

酔鯨ジャーナルをご覧の皆さん、こんにちは！水越愛華です。先日、第 8 回ほろ酔いインスタライブを行いました！今回は、
以前にもインスタライブやYouTubeの撮影でいただいたセット「酔鯨こだわり珍味 3種＆酔鯨 300ml 3 本セット」でした！「れ
のわ」のパッケージが変わって、以前のピンクも好きでしたが今回のデザインもおしゃれさが増して可愛くて好きです。ラ
イブの最後には、お気に入りの組み合わせを選ばせていただきました！どのお酒も珍味も正直好きなのですが、今回は「れ
のわ & 帆立貝柱」の組み合わせを選びました！れのわはややアルコール度数が低く優しめなのと、帆立貝柱は味がしっかり
濃厚でたまりませんでした。そして！今回選んだセットは「酔鯨お試しセット」として酔鯨さんのオンラインストアで販売さ
れています！酔鯨の日本酒が試したい方にもとってもおすすめです！今回もご馳走様でした！

水越愛華 のほろ酔いインスタライブ

内容：酔鯨 純米酒 れのわ 300ml×1 本、純米酒仕込 
帆立貝柱×1袋、SUIGEI MINI GLASS 鯨×1個

酔鯨酒造は、本年 3 月で株式会社となり50 年目を迎えました。2022 年
を「SUIGEI 50th アニバーサリーイヤー」と銘打ち、記念企画が続々登場します。
まずはオリジナル記念動画「酔鯨酒造 50 周年記念ムービー「Enjoy SAKE Life」
～世界の食卓に酔鯨を～」を製作。そしてなんと！その動画にさかいゆうさん
の書き下ろし楽曲「Whale Song」をご提供いただきました。鯨が大海原を雄大
に泳ぎながら海を渡っていく姿を思わせる楽曲をバックに Instagram 上でお客
さまから募集した酔鯨の「乾杯」シーンを重ね、50周年を迎えた酔鯨酒造のお
客さまへの感謝と未来への決意を表現しております。お酒片手にゆったりとご
覧ください。50 周年企画はまだまだ続きます。くわしくは次号の SUIGEI 
JOURNAL 7 月号で！

詳しくは
こちら

酔鯨酒造50周年記念ムービー
「Enjoy SAKE Life」～世界の食卓に酔鯨を～

日時：2022 年 8 月 6 日（土） 開場 16:00 / 開演 17:00
会場：高知県・土佐清水市立市民文化会館くろしおホール
　　　高知県土佐清水市寿町 11-1
料金：全席指定 4,500 円（税込）  ※小学生以上有料
［チケット販売］一般発売：7 月 2 日（土）10:00～
各プレイガイド、くろしおホールにて発売中

酔鯨酒造 presents さかいゆう sings Whale Song

楽曲提供：さかいゆう

開催決定！

酔鯨酒造 presents
さかいゆう sings Whale Song

　本格中華をリーズナブルに家族で楽しめ
る「中華キッチンWOK」さんのご紹介です。
　“WOK”とは英語で“中華鍋”を意味します。
『いつまでも変わることなく、中華鍋で一つ
一つ手作りにこだわり続ける』という想い

が込められています。
　同店では現在、高知の食材を使った「高
知フェア」を期間限定（7/31まで）で開催
中です！高知名物の鰹のタタキを香り高く
アレンジした「鰹のタタキ山椒ソース」や
糖度の高い高知県産フルーツトマトを使っ
た「高知フルーツトマトの杏露酒漬け」など、
高知の食材をいつもとは違った味わいで提
供されています。
　酔鯨のお酒は、高知県産の酒米「吟の夢」
で醸す「純米吟醸 高育 54号」と柑橘の美味
しさを贅沢に詰め込んだ「リキュール かじゅ
39」をお楽しみいただけます。
　少人数の飲み会や女子会、ご家族でのお
食事など、幅広い楽しみ方ができるお店で
す。高知の食材を使った WOKさんの中華料

理と酔鯨のお酒をご堪能ください。

【期間限定】

2022_6_23_17:20 2022_6_23_17:20
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