クール宅急便で７〜８月のご指定日に発送します。

本醸造

普段は仕事部屋に籠もって
パソコンに向かう日々ですか
ら︑仕事の旅はいい気分転換
になって楽しみです︒でも行
き先はクライアント任せです
から︑月に三度も北海道に行
ったり︑五年ほど前はバラバ
ラの仕事で︑島根県の西の端
にある益田に続けて行ったり
しました︒
そんな訳で三年も大阪に行
かなかったら︑新幹線ではな
く︑在来線の大阪駅の裏のそ
れまで工場地帯だった場所が
再開発されて︑とてもモダン
というのか奇天烈な︑てっぺ
んが繋がった二つの巨大ビル
とホテルになっていました︒
三連休の前日の金曜日︑そ
れも昼過ぎのいい時間帯だと
いうのに︑巨大ビルとホテル
の回りは閑散として︑街に活
気がありません︒弾んでいな
いのです︒
素人丸出しのベルボーイが
荷物を運ぶホテルは︑安物の
カーテンや家具と︑バッタ物
の小さなテレビが置いてある︑
器と中身 がチグハグ な代物
でした︒

中では部屋代が高い角部屋
のスィートルームなのに︑小
さな冷蔵庫にビールとソフト
ドリンクが入っているだけで︑
ミニバーもありません︒僕の
歳になると部屋を見ただけで︑
行かなくてもホテルのレスト
ランの程度が分かります︒
だから僕は︑巨大ビルの地
下にある食堂街の︑小ぢんま
りとした店に入りました︒レ
トロなタッチに統一された食
堂街も︑客はまばらで柳の下
にお化けか痴漢が出そうでし
た︒
仕方なく僕はジョッキの生
ビールを呑み︑学生食堂みた
いな飯を無言で食べました︒
陽気でお喋りな僕なのに︑
寒々とした空気に晒されて︑
無口になってしまったのです︒
都会の街は︑古いものが消
えて︑次々と新しく生まれ変
わります︒でも巨大ビルが建
つのは︑いいことばかりでは
ありません︒不変な物︒たと
えば美酒爛漫のようなものの
値打ちが︑これほど想われた
旅はなかったのです︒

2,973

蔵元直送

しぼりたて

ふなくち

みちのく
発売期間限定 蔵元直送商品 ６月末まで予約注文受付！

蔵 囲い

さかぶね

つ れづ れ日記

本醸造しぼりたては、発酵し
た「もろみ」を酒槽と呼ばれる
圧搾機でしぼり、槽口からあふ
れ出る新酒を壜詰した商品です。
お客様のご要望に従いまして、
その新酒を更に３ヶ月以上酒蔵
で低温貯蔵した「本醸造しぼり
たて蔵囲い」を、予約注文をい
ただいた方に、蔵元直送商品と
して２００１年から販売してい
ます。
新酒の香りが まろやか に
なり、味も とろり と熟成し
て、日本酒好きの方にはたまら
ない旨さとご好評をいただいて
います。
お客様に蔵元の味をそのまま
お届けするため、アルミ箔に包
み、その上にラベルを貼った独
特の体裁の商品です。
今年は、例年より受注期間を
延長して、６月末までご注文予
約を受け付けます。ご注文品は、
クール宅急便で７〜８月のご指
定日に発送いたします。
■標準小売価格■
価格は７２０ml ２本セットで 720㎖ 詰 ２本セット
２, ９７３円 (消費税･送料込み)
円（消費税・送料込）
です。

特別寄稿安部譲二さん

酒母の仕込み作業

ひさし

季
四
蔵
酒

もろみ

今期全体の仕込み予定量の約３分の２を終了しました。
昨年１１月下旬の初雪がドカ雪で、このまま根雪になるので
はと心配しましたが、その後は暖冬で積雪の少ない正月元旦で
した。
しかし、１月１３日からは連日の降雪で、最低気温がマイナ
ス 5 度前後、最高気温も 0 度以下の真冬日が続きました。
外気温が氷点下でも蔵を深く覆う雪が断熱材となり、庫内は
４度〜５度で安定して醪タンクの温度管理は容易でした。雪国
秋田の自然環境は、酒造りには天の恵みです。

◆十一月中旬に積もった雪が︑十二月に
は殆ど消えて︑雪の少ない正月元旦でし
た︒然し︑一月第二週から本格的な寒波
が来襲しました︒一度は緩みましたが︑
再び寒波が来て︑連日雪が降り︑氷点下
の気温が続きました︒風の音も薄気味悪
くヒューヒューと吹き荒れました︒
例年より積雪が多く︑屋根に積もった
雪が庇から垂れ下がって危険なので︑一
月下旬に雪下ろしを頼みました︒
◆二月四日の立春が過ぎても︑冬型の気
圧配置が続きました︒憂鬱な気分にさせ
る雪空ですが︑毎日着実に日脚が伸びる
のを実感できるのが救いです︒時々雲間
から日が差すと︑
途端に気分も晴れます︒
二月九〜十日〝みちのく湯沢〟の小正
月行事﹁犬っこ祭り﹂の日は︑普段は人
通りの少ない町に︑車から降りて歩道を
歩く人が増えました︒雪国の寂しい町の
雰囲気が一変して︑賑やかで浮き浮きし
た気分が伝わってきます︒
◆厳しい冬の間は︑
酒造りの最盛期です︒
雪の多い気候に適した美酒爛漫の低温長
期醸造法による仕込み作業は︑順調に進
んでいます︒
不正表示と中毒事件に関連して︑食品
の安全性が注目されています︒
美酒爛漫の原料と製造工程は︑日常的
に点検を繰り返して安全性を再確認して
います︒これからも﹁品質第一﹂の安全
で安心な酒造りを続けます︒
◆二月中旬︑久しぶりに晴れて青空と日
の光の有り難さを感じましたが︑翌日か
らは︑冬型に戻り風が音を立てて電線を
揺らします︒
氷点下の吹雪が吹き付け︑歩くとシャ
リシャリ音のする雪道を用心しながら帰
ります︒
美酒爛漫の燗酒で冷えた身体を温めて︑
一日の無事を感謝して︑春を待ちます︒

美酒爛漫の仕込作業は順調に進んでいます

2008 年 冬

︵京野 記︶

蔵内作業

今期の原料米は洗米後の吸水がゆっくりで、固めの蒸米に仕
上がるような米質です。発酵は醪タンクの中で後半になっても
旺盛です。そのため「仕込み水」を少なくして、発酵温度も下
げて酒質の調整をしています。
大吟醸酒仕込みは１２月末から１０日ごとに２月下旬まで続
き、搾りが終了するのは３月下旬です。大吟醸酒の原料米は、
「山田錦」と「秋田酒こまち」です。華やかで軽快な香味を引
き出すため、仕込み温度は一般酒より２度以上低い５〜６度、
最高温度も１０度台の低温長期発酵です。糖化と発酵のバラン
スに気を使いながらゆっくり旨さと香りを引き出します。
美酒爛漫の酒造り作業は順調に進んでいます。
もろみ

冬の
美酒爛漫

美酒爛漫

無農薬栽培“有機米あきたこまち”100％仕込み

ギ

ャ

バ

パ

ワ

ー

｢爛漫 GABA Power ぶどうジュース｣ 発売１周年

とびっきり自然な純米酒

販売本数５万本を突破！ご愛飲を感謝申し上げます｡
会員の皆様からのリピート注文が多く、
健康維持を目指した商品の販売に自信を深

平田さん

今年も無農薬
栽培「有機米の
里」として有名
な山形県南部置
賜地区の平田さ
んと、

山形県の平田さんの収穫が
減少したため、仕込み数量は
大幅に減少しましたが、昨年
仕込みの在庫があるので、今
年仕込んだ「とびっきり自然
な純米酒」は、新酒をじっく
り蔵内で熟成させて、５月以
降に蔵出しの予定です。
今年も、年間を通して皆様
に自然な風味をお届けできる
予定です。引き続きご愛飲く
ださい。

岩手県大東町の
勝部さんが育て
た、無農薬栽培
“有機米あきた
勝部さん
こまち”で
「とびっきり自然な純米酒」
を仕込みました。
有機米作りは、化学肥料や
農薬を使わず、有機物（発酵
堆肥・鶏糞・米糠）と有効微
生物を活用した、
「とびっき
り安心で安全な」環境にやさ
◆標準小売価格◆
しい栽培法です。
（消費税込）
今年も３００俵の契約栽培
1.8ℓ詰
をお願いしましたが、天候の
￥２,５００.
影響による山形県の不作で、
（￥２,６２５）
収穫量が大幅に減少しました。
720㎖詰
その結果、今年の仕込み量
は 約１７３俵（１俵＝6 0 ㎏） ￥１,２００.
（￥１,２６０）
でした。

がわ

り

しょう

(本名 山下秀雄)

１９５３年 浜松市生まれ

量が著しく減少しています。ＧＡＢＡに関
する研究報告では、血圧降下作用、リラッ
クス効果作用、脂質代謝改善作用、熟睡へ
の好影響などが解明され、ＧＡＢＡ摂取の
有用性が示唆されています。
美酒爛漫の「GABA Power ぶどうジュース」100ml は、ＧＡＢＡ
をたっぷり含有（１本当り 100 ㎎＝発芽玄米 500ｇ分の含有量）
した、サッパリとした酸味と甘味が特徴の健康飲料です。

不足がちなＧＡＢＡを１日１本で、十分に補うことが出来ます。

“美酒倶楽部会員様には特別価格で提供中です”
「爛漫 GABA Power ぶどうジュース」100ml
“”

1 0 本入り標準小売価格（消費税込）\2,000 ＋ 送料 を
●美酒倶楽部会員様向け特別価格（消費税込）●

１ケース（10％割引）￥１,８００．（10本）＋ 送料
２ケース（20％割引）￥３,２００．（20本）＋ 送料

３ケース以上おまとめ買いの場合、30％割引･送料サービス。

【例】３ケース（30本）お求めの場合 １ケース当り（30％割引）￥１,４００ ３＝￥４,２００

貴重なみやげ

しゃん はい

しゃん はい

しゃん はい

１９８３年｢ＮＨＫ新人落語コンクール｣最優秀
賞。１９８４年｢国立演芸場花形若手落語会｣
金賞。１９８５年｢第５回 国立演芸場花形若
手落語会金賞銀賞の集い｣大賞。１９８８年
及び､１９８９年｢にっかん飛切落語会｣奨励
賞。１９９６年｢文化庁主催 第５１回芸術祭｣
優秀賞。また、２００２年には｢浜松ゆかりの
芸術家顕彰｣も受賞している｡

すが、近年の食文化の変化によって、摂取

しゃん はい

≪受賞歴≫

などに微量ながら含有しているアミノ酸で

しゃん はい

１９７５年４月
８代目春風亭小柳枝に入門 ｢柳若｣
１９７７年２月
春風亭柳昇門下となる
１９８０年２月
二ツ目昇進 春風亭愛嬌となる
１９９０年５月
真打ち昇進 春風亭鯉昇となる
２００５年１月
｢春風亭｣改め、瀧川鯉昇を名のる

ＧＡＢＡは、米・野菜・果物・発酵食品

十年程前から縁がありまして︑年
に一回上海へ行く機会を得ることに
なりました︒短い日数ですが︑その
滞在中毎日落語会を催してもらって
います︒
知り合いがお茶の先生で︑上海の
大学で教えていることもあり︑日本
の文化に興味のある学生と転勤族
︵特に会社のご好意？で長年帰国し
ていないサラリーマン︶が客席を陣
取ります︒
日本の歴史に詳しい上海の人のほ
うが︑江戸の噺に日本人より早く反
応するという皮肉な場面も多々あり
．
ますが︑客席は笑いの渦と化し﹁名
．という言葉はこの日の私の為にあ
人
ったのか﹂と思える時を迎えるので
．覚
．という字は
す︒︵日本に帰ると錯
あの日の私の為にある事に気付くの
です〜早い話がただ懐かしいだけな
のです︶
．つ
．か
．れ
．
それから数人のお客様とお
．ま
．と称する宴へと移るのです︒
さ
お待たせしました︑ここでやっと
日本酒が登場します︒﹁落語の後は
やはり燗だね﹂てな会話が飛び交う
のです︒上海での日本酒は高価な飲
み物です︒落語と燗酒の風情に酔っ
た︑少し贅沢な一夜に感激したお客
様が﹁いやぁ楽しかった︑あんたに
これあげる﹂﹁えっ一升壜⁝こんな
貴重なものを﹂﹁中々手に入らない
ものだからこそ︑あんたに持って帰
ってもらいたいんだよ⁝﹂
かくして毎年上海みやげはなんと︑
秋田の〝美酒爛漫〟なのです︒

たき

瀧 川 鯉 昇

めています。

野口卓矢 さん

い

い

か

か

住所 秋田県男鹿市船川港船川字栄町 95
電話 0185-24-2828
営業時間 15:00～22:00

むさし 」

■ 炉ばた焼き むさし ■

一度食べたらまた食べたくな
り ま す ︒ この料理目当てのリ
ピート客が多いのもうなずける
味です︒
この店の料理を︑寒い冬には
美酒爛漫の燗酒が︑夏場はさっ
ぱりとした飲み口の生貯蔵酒が
引き立ててくれます︒
宇佐美さん夫妻が営む﹁炉ば
た焼き むさし﹂は温かい雰囲
気で良心的なお店です︒

秋バージョン

この広告を見た多くの人の心に、
美酒爛漫を口にして、その温和
美酒爛漫の商品に対する強い自信
な旨口を味わう時、私には淡く、
と、その繊細な味わいが伝わるこ
透明感があり、繊細でやさしい光
を放つ色がイメージされてきます。 とを心から願っています。
それは、古来より日本画に用い
られてきた、あの「金箔」の美し
さに通じるイメージです。
今回の美酒爛漫グラフィック広
告のテーマは、そんな美しさを追
求した「金屏風」の世界です。
目指したのは、華々しいイメー
ジを持ちながらも、その味わいに
通じる、上品さや繊細さを兼ね備
えたデザインです。
モデルのジェナさんも、作り手
の誠実な心意気を、その真っ直ぐ
かつ純真な眼差しで見事に表現し
てくれました。

二十八年間〝 美酒爛漫 〟一筋の店

アートディレクター

男 鹿 市「 炉ばた焼き

雑誌広告制作メモ

ま

山と海の幸に恵まれた観光地
〝男鹿半島〟の玄関口︑ＪＲ男
鹿駅から徒歩二分の場所に﹁炉
ばた焼き むさし﹂があります︒
地元の漁港に揚がる新鮮な魚
介類を使ったお刺身・焼き物・
鍋物が売り物です︒
この店の︑一押しは﹁烏賊ス
テーキ﹂です︒厚い身の真烏賊
の中に︑ゴロ︵内蔵︶を詰めて
炭火でじっくりと焼き︑秘伝の
自家製たれをかけた逸品で︑

２００７年度 ｢美 酒 爛 漫｣

