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Sienna‛s Watching 
　シ ー ナ ズ  ・  ウ ォ ッ チ ン グ

●チャーオ、シーナです。ニッポンの女性は梅酒好き？ 近頃は男性に
も人気？？ レストランや居酒屋で梅酒を飲んでいる人をよく見かけま
す。梅酒の専門パブもあり、かなりの人気ミタイデスネ。ワタシも実は
梅酒が大好き。今回は、そんな梅酒とサケリキュールを、ウォッチ！ 海
外で作られている梅酒のリサーチもしてみました。
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● Ciao from Emiri. There is a boom in drinking Umeshu. Hence, there is a boom in
releasing many of new Umeshu products by various compnaies. Umeshu is a 
Japanese traditional liqueur made from steeping Ume fruits (while still unripe) in
Shochu, Sake, Awamari, and etc. Additionally, Sake-base liqueur seems coming a
boom. Here, we collected various Umeshu and Sake-base liqueur. Enjoy!                      
　　　　　　　　　　（photo & text : Sienna K. Emiri   シーナ・K・エミリ）

伸びている！
　梅酒  ＆  サケリキュール

商品名 社名 県 容量 度数 区分 原材料表示（ベースのお酒を太字表示）
チョーヤエクセレント チョーヤ梅酒 大阪 750 14.7 梅酒 梅（国産）、砂糖、醸造アルコール、ブランデー ★

立山　梅酒 立山酒造 富山 720 11 梅酒 紀州南高梅 100％、糖類（氷糖・液糖）、日本酒（本醸造
100％）、酸味料（クエン酸）

★

西吉野　梅原酒 八木酒造 奈良 720 20 梅酒 西吉野産青梅、焼酎乙類、米飴、醸造アルコール

鶴梅完熟 平和酒造 和歌山 720 10 梅酒 南高梅（紀州和歌山産）、日本酒、醸造アルコール、果糖、
液糖

★

ゴーリュー梅酒 中野酒造 大分 500 14 梅酒 梅、糖類、醸造アルコール ★

梅酒 五一ワイン 長野 500 13 梅酒 ブランデー、梅の実、糖類 ★

くつろぎのおんぼらあと 福光屋 石川 500 20 梅、グレープ
フルーツ

梅酒、米焼酎、コメ発酵エキス、グレープフルーツ果汁、梅
果汁

★

いつも通りを散歩する 梅乃宿酒造 奈良 720 10 梅酒 梅、日本酒、焼酎、国産蜂蜜
大人の辛口　柚子の酒 皇国晴酒造 富山 500 9 柚酒 清酒（純米吟醸）、柚子果汁、糖類 ★

沖縄黒糖梅酒 崎山酒造厰 沖縄 500 14 梅酒 琉球泡盛、黒糖、南高梅 ★

三河梅酒 角谷文治郎商店 愛知 360 14 梅酒 青梅、もち米、米こうじ、焼酎 ★

mango-shu 寿海酒造 宮崎 720 12 マンゴー 本格焼酎、マンゴー、果糖、酸味料 ★

奥武蔵のにごり梅酒 麻原酒造 埼玉 500 12～ 13 梅酒 梅、醸造アルコール、糖類 ★

帝松のこだわり梅酒 松岡醸造 埼玉 500 12 梅酒 梅、米焼酎、糖類 ★

醴泉黒糖焼酎 玉泉堂酒造 岐阜 720 14～ 15 梅酒 清酒、梅、黒糖、米焼酎、黒糖蜜、砂糖 ★

蔵元の梅酒 栄光酒造 愛媛 720 14～ 15 梅酒 本格焼酎、梅、砂糖 ★

五代芋焼酎造り梅酒 山元酒造 鹿児島 720 12 梅酒 梅、砂糖、焼酎 ★

英勲吟醸梅酒 斎藤酒造 京都 720 16 梅酒 梅、日本酒 (吟醸酒）、醸造アルコール、糖類 ★

加賀梅酒（２本） 小堀酒造店 石川 720など 14 梅酒 青梅、氷砂糖、醸造用アルコール ★

竹葉　能登の梅酒 数馬酒造 石川 720 12 梅酒 梅酒、山廃純米酒、糖類 ★

宇治玉露梅酒 北川本家 京都 720 12 梅酒 米焼酎、梅、糖類、茶葉（玉露）、清酒
利右衛門さんの梅酒 指宿酒造 鹿児島 1800 14 梅酒 梅実、醸造アルコール、糖類 ★

佐藤農場の梅酒 新澤酒造店 宮城 1800 12 梅酒 日本酒、青梅、氷砂糖 ★

天狗舞梅酒 車多酒造 石川 1800 16 梅酒 梅、醸造アルコール、果糖、単式蒸留焼酎 ★

紀州のシークァーサー梅酒 中野BC 和歌山 1800 12 シークァーサー梅酒 梅、砂糖、醸造アルコール、シークァーサー・香料 ★

都錦　ピポワン・牡丹酒 都錦酒造 島根 500 18～ 19 ぼたん酒 本格焼酎・ぼたん花弁・トレハロース・果糖 ★

都錦　ロージア・ばら酒 都錦酒造 島根 500 20～ 21 ばら酒 本格焼酎・薔薇花弁・トレハロース・果糖 ★

美禄の森 峰の雪酒造場 福島 520 11 はちみつ酒 はちみつ ★
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★＝キャップ・びんなど、または／かつ製造設備（充填機など）の一部を納入させていただいた製品 / Packaging materials and/or processing machines are supplied from Kita Sangyo.　
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商品名 社名 県 容量 度数 区分 原材料表示（ベースのお酒を太字表示）
梅里　（２本） 中村酒造 石川 500など 12 梅酒 梅（国産）、醸造アルコール、液糖、清酒（客人） ★

酒蔵本格仕込　梅酒 島崎酒造 栃木 500 11～ 12 梅酒 清酒、梅の実、糖類 ★

鳳凰美田　梅酒 小林酒造 栃木 500 14～ 15 梅酒 栃木県産高級梅（宮の梅）、日本酒「鳳凰美田吟醸酒」、糖類 ★

上喜元やまがた 酒田酒造 山形 500 13 梅酒 梅、日本酒、醸造アルコール、砂糖、蜂蜜
小鼓　泡梅 上
（ほうばい しゃん） 西山酒造 兵庫 720 13 梅酒 梅、糖類、醸造アルコール、白ワイン、清酒、クエン酸、酸

化防止剤（亜硫酸塩）
八海山の原酒で仕込んだうめ酒 八海醸造 新潟 720 14 梅酒 清酒、梅、醸造アルコール、果糖 ★

紅麹梅酒 甘強酒造 愛知 720 12～ 13 梅酒 青梅、本味醂、醸造アルコール、紅麹、ブランデー ★

大七生酛梅酒 大七酒造 福島 720 12 梅酒 清酒、梅、糖類 ★

竜峡梅酒 本坊酒造 長野 720 14 梅酒 梅実、ブランデー、糖類、はちみつ ★

千寿純米原酒仕込　梅酒 千寿酒造 静岡 500 11～ 12 梅酒 純米酒、梅、糖類 ★

Golden Party 河内ワイン 大阪 200 12 梅酒 梅、醸造アルコール、ブランデー、炭酸ガス含有 ★

李梅酒 浜松酒造 静岡 300 14～ 15 梅酒 梅、焼酎乙類、糖類 ★

おんぼらぁとBAR梅ソーダ 福光屋 石川 200 4.5 梅、グレープ
フルーツ

梅酒、コメ発酵エキス、梅果汁、本格米焼酎、グレープフルー
ツ果汁

★

百々登勢スイーツ　
ショコラリキュール 福光屋 石川 180 20 チョコレート酒 米焼酎、果糖ブドウ糖液糖、清酒、米発酵エキス、植物油脂、コ

コアパダー、カカオマス、乳化剤、蜂蜜、香料
★

雑賀の梅酒 九重雑賀 和歌山 150 12～ 13 梅酒 日本酒、梅、黒糖 ★

寒梅　梅酒 寒梅酒造 埼玉 300 13 梅酒 清酒、梅、砂糖 ★

寒梅　抹茶梅酒 寒梅酒造 埼玉 300 11 梅酒 醸造アルコール、清酒、糖液、抹茶、梅果汁、クエン酸 ★

梅酒　「早春」夢二 宮下酒造 岡山 300 10 梅酒 梅（岡山産）、本格焼酎（吉備王国）、吟醸酒、氷砂糖 ★

さくらリキュール 六花酒造 青森 180 5～ 6 さくら酒 大山桜エキス、クエン酸、果糖 ★

梅湧水 羽根田酒造 山形 180 10～ 11 梅酒 日本酒 (純米酒）、梅、砂糖 ★

風よ水よ人よ　（３本） 福光屋 石川 180 7 ぶどう、ゆず、
梅

ぶどう冷酒（清酒、ぶどう果汁）、ゆず冷酒（清酒、ゆず果汁、
果汁3％）、梅冷酒（清酒、梅酒）

★

さくらんぼの酒 朝日川酒造 山形 170 6 さくらんぼ酒
醸造アルコール・さくらんぼ・オリゴ糖・砂糖・エリストリトー 
ル・酸味料・香料・ラック色素・酸化防止剤 (ビタミンＣ )・
乳酸Ｃａ、リン酸塩（Na）

★

さくら　さらさら 北岡本店 奈良 180 11 さくら酒 本格焼酎（麦）、糖類、桜花、クエン酸、香料 ★

越生梅酒 松岡醸造 埼玉 130 10 梅酒 梅、米焼酎、砂糖 ★
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※写真撮影：2009/02/23
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 ●▲「プラム酒」、19世紀末のパリと21世紀のニッポン
印象派の画家、マネの作品で「La Prune」、
英語で「The Plum」、邦題で「プラム酒」という絵があります。

カフェで、梅の実の入ったお酒を前にくつろぐ若い女性。
淡いピンクのドレス、羽飾りの帽子。
右手は頬づえ、左手には当時の女性では珍しいシガレット。
ほろ酔いなのか、定まらない視線が物憂げです。

このお酒は、梅の実をブランデー漬けにしたもので、
19世紀末のパリのカフェでずいぶん流行したそう。

場所は変わって 21世紀のニッポン。
100 年の時空を超えて、プラム酒がブームです！

 
●▲梅酒専門！ダイニング＠ Central Osaka
大阪キタの繁華街、阪急梅田駅近くの
「PLUM」というお店。

コンセプトは、
「百種類の梅酒」と「SLOW FOOD」、
「ZEN STYLE」と「Bali Modern」のインテリア、、、
と書いてあって、
それだけ聞くと、ナニガナンダ状態ですが、
店内はアジアン・テーストで統一されて、しゃれた雰囲気。

平日の夜 9時ころに入ったのですが、個室の多い店内は満員の様子。
薄暗くてちょっとアヤシイ？雰囲気のせいか、若いカップルが多い。

女性同士のお客も多くて、
まさにマネの「La Prune」を見るような、
梅の実いり梅酒で物思いにふけるピンクドレスのお客もいました。

長ーい、カウンター・バーの端から端まで、
さまざまな銘柄の一升びん梅酒がビッシリ 2列に並ぶ。

梅酒のメニューは、こんなカテゴリーで区分けされています。
　　スウィート梅酒系　さっぱり梅酒系 　Rare & Vintage 梅酒
　　全国特選梅酒 　梅酒 Champagne & Sparkling
各カテゴリー毎にすごく種類があって、「百種以上」の看板に偽りなし。

お料理は創作和風＆アジアン系で、さっぱり味。
周りを観察すると、ビールの人もいるけれど、特に女性はほとんど梅酒。

梅酒がこんなに人気とは！！とてもびっくり、の大阪の一夜でした。
 梅酒のダイニング「PLUM」は大阪に 4店舗もあるそうです。

 
●▲梅酒マーケットの実態把握
さて、梅酒は実際どのくらい伸びているのか？
日本洋酒酒造組合の梅酒の出荷量を、グラフにしてみました。

2008 年の梅酒の出荷数量は、前年比 20％増の 34,100 ㎘。
ビール、清酒など多くの酒類が減少する中で、大健闘していますね！

●▲梅酒専門！酒販店＠Downtown Osaka
「大阪で梅酒といえば、酒の高蔵（たかくら）さんでしょ」、
きた産業の人にそういわれて、お店を拝見しに行きました。

地下鉄の都島駅からちょっと歩いた下町にある、一見ふつうの酒販店さん。
お店はこじんまりしていて、梅酒のほか、
清酒、焼酎、日本ワインも、こだわりブランドが並ぶ。

梅酒は、ラベルやパッケージから
商品企画されるそうで、
どれもデザインが秀逸。

なかでも素敵だった「花札」梅酒 3本を、
思わず、
イターリアのマンマのお土産に買いました。

マンマと飲んだあとは、インテリアにしよー、
と思ってます。

酒の高蔵のインターネット通販サイトをみると、
梅酒の種類の多さに驚きます。

 ●▲「梅酒」＠天満の天神さん
大阪・天満の天神さんは梅の紋。
毎年 3月に天神梅酒祭りが行われ、
今年は全国から 150 種以上！出品されたそう。

2009 年のグランプリは「木内梅酒」。
なんと、ビールを 3回蒸留したお酒に
梅を漬けたものだそうです。

なお、天神梅酒祭りの様子は、きた産業ブログ
　http://blog.goo.ne.jp/kita-slow_blog/
の 2 月 24 日分にも掲載されています。

 
 ●▲大手メーカーも梅酒に注力
この春、アサヒ、キリン、サントリーは、
カロリーオフタイプの新商品を
相次いで発売しました。

どれも 1.8 か 2 リットルの紙パックで、
1,000 円以下。
価格面でも競争が激化しそうですね。

なお、サントリーさんは、
フランス梅酒（！）も発売されてます。

●▲梅酒＆サケリキュール in USA, China, Korea, Germany
アメリカでは月桂冠さんが現地生産されているほか、
日本食品販売最大手の JFC さん（キッコーマン系列）は
キッコーマン梅酒を販売。

なお、日本と同じくサケリキュールも人気で、
宝酒造さんと SakéOne さんが現地生産されてます。

中国ではチョーヤさんや宝酒造さんが現地生産。
韓国でも伝統的に梅酒（maesilju）は大規模に生産されているそう。

チョーヤさんは 20年前からドイツに事務所を開設して、
梅酒をマーケティングしておられるので、
ヨーロッパにおける梅酒の認知度も高まっています。

梅酒 -umeshu は、いまや世界商品ですね。
　　　　　（2008 年 7月 9日に配信した、
　　　　　　　　●▲■きた産業メルマガ・ニューズ vol.116 ●▲■の一部を転載、加筆。）

シーナの調査報告シーナの調査報告

アサヒビール
やさしさ梅酒

キリンビール
かろやか梅酒

サントリー
梅酒にしませんか。

サントリーが
フランスから輸入する
「UMESHU 
    DE FRANCE PRUCIA」

海外の梅酒とサケリキュール

❶キッコーマン梅酒（JFCが販売）
❷米国月桂冠の梅酒
❸米国宝酒造のフレーバード・サケ
❹米国のサケメーカーSakéOneの
                         フレーバード・サケのウェブサイト
❺宝酒造が中国で製造する梅酒
❻韓国 Jinroの梅酒
❼チョーヤ・ドイツのウェブサイト

❶ ❷ ❸

❹

❺ ❻

❼

 「ウメシュ、多角的観察報告」

梅酒の出荷量（日本洋酒酒造組合のデータ。組合加盟企業分のみの出荷量、と思います）

花札梅酒、「あかよろし」「梅鶯」「月」

Ⓥ ＝「バーチャル登場」：現物を撮影したものではなく、ウエブサイト画像、または合成画像
　　　　　　　　/ Not actually pictured, "Virtual" image from website, etc.　
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La Prune 
 Édouard Manet, 1878
National Gallery of Art
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