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白鶴酒造は、4 月 10 日（土）に予約不要・無料の 

オンライン『酒蔵開放』イベントを開催 

～YouTube Live で「酒蔵見学／お酒の楽しみ方／発酵セミナー」を実施～ 

～【数量限定】福袋の予約販売と福箱ネット販売も開催～ 
 

 

 

白鶴酒造株式会社は、2021年 4月 10日（土）に予約不要・無料のオンラインイベントを開催します。イベ

ントは、「2021年春 白鶴『酒蔵開放』オンライン」と題し、酒蔵見学とお酒の楽しみ方、発酵セミナーを実

施します。全国のお酒好きのみなさまのご参加をお待ちしています。 

また関連企画として、例年の酒蔵開放で大好評の福袋を予約販売し、遠方の方からご要望の多かったオンラ

インショップ専用の福箱も販売します。 

 
△昨年のオンラインイベントの様子                    △福袋の中身 

  

新型コロナウイルスの感染が収まらない中、例年酒蔵で開催するイベントは、多くの人を集めるため実施で

きないと判断し、オンライン動画配信サービス（YouTube）を活用した酒蔵見学の開催を決めました（昨秋か

ら 2 回目）。社員が案内するため、普段の酒蔵開放では見ることのできない場所もご案内します。当日はラジ

オ番組で DJを務める浜平恭子様（※1）を司会にお迎えして、酒造りの様子やお酒の楽しみ方、発酵セミナー

を楽しくお届けします。当日は、お客様と一緒に楽しめる企画を検討中です。情報は、公式ＳＮＳで順次発信

しますので、ご確認ください（※2）。 
 

■「2021年春 白鶴『酒蔵開放』オンライン」詳細 

日時   2021年 4 月 10日（土）14:00～17:00 

配信方法 YouTube Live https://youtu.be/JnRqxMUR8mo 

  ＊配信時間中に、PC やスマートフォンなどからこのアドレスにアクセスするとご覧いただけます。 

内容   酒蔵見学、お酒の楽しみ方、発酵セミナー 
 

▽YouTube白鶴酒造公式チャンネル 

https://www.youtube.com/channel/UCDLxLZnFeZcu822vGZ43CqQ/ 

 

▼タイムスケジュール（予定） 

14:00 ご挨拶・本日の流れ 

14:10 発酵セミナー  

15:00 休憩（白鶴美術館の紹介動画） 

15:10 酒蔵見学（普段の酒蔵開放では入れない場所を紹介） 

16:00 休憩 

16:10 お酒の楽しみ方 

（お酒造りの裏話をしながら、生産本部副本部長の伴杜氏がお酒の楽しみ方をご紹介） 

16:55 ご挨拶 

17:00 動画配信終了 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

https://youtu.be/JnRqxMUR8mo
https://www.youtube.com/channel/UCDLxLZnFeZcu822vGZ43CqQ/
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■福袋販売 

「白鶴 まる ハイボール」や「白鶴 ぷるぷる桃酒」など、春の新商品も楽しめる福袋です。 

三密を避け、安心してご利用いただけるよう、時間毎に数量を限定し、購入予約サイトから事前予約された方

に、4月 10日（土）白鶴酒造資料館内の特設エリアで販売します（9:30～16:30）。 

 

□福袋（オリジナルエコバッグ入り）［参考小売価格で 4,000 円（消費税抜）相当］ 

販売数量 150セット限定 

価格 2,000円（消費税込） 

内容  特撰 白鶴 純米吟醸山田錦 720ml 

  上撰 白鶴 生貯蔵酒ボトル缶 500ml（2021年 2月リニューアル） 

  上撰 白鶴 純米にごり酒さゆり 300ml 

  白鶴 まる ハイボール 260ml（2021年 2月新発売） 

  白鶴 ぷるぷる梅酒 190ml（2021年 2月リニューアル） 

  白鶴 ぷるぷる林檎酒 190ml（2021年 2月リニューアル） 

  白鶴 ぷるぷる桃酒 190ml（2021年 2月新発売） 

  白鶴 コクと旨みたっぷりの料理の清酒パック 500ml 

  白鶴 冷やしあまざけ 190g 

  白鶴 薬用 消毒ミスト 80ml（2020年 12月新発売） 

  上記 10商品を各 1本ずつ。 

販売方法  購入予約サイトで事前予約していただいた方にのみ、4月 10日（土）に白鶴酒造資料館内の特設エ

リアで販売。 

販売場所 白鶴酒造資料館（※3） 
 
▽福袋購入予約サイト［ご予約は 4月 7日（水）締切／先着順］ 

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lctj-lfrjqb-969c85af719c46d1a1ea6967822d9d14 
 
＊福袋のご購入はお１人様１つとさせていただきます。 

＊ご予約後、当日お越しいただける方にのみ販売させていただきます。 

＊お支払いは、当日商品お渡し時に現金のみで承ります。 
 
 
■福箱販売（日本酒とワインの２種類） 

当社オンラインショップ「いい白鶴ネットショップ」で、4 月 1 日（木）から 4 月 18 日（日）まで予約受注

し、4月 19日（月）から順次発送します。 

 

□日本酒福箱［参考小売価格で 8,000円（消費税抜）相当］ 

価格  5,555円（消費税込／送料無料） 

内容 白鶴 淡雪スパークリング 300ml  

 白鶴 上撰 純米にごり酒 さゆり 720ml（季節限定） 

  白鶴 蔵酒 500ml（直営店限定） 

 白鶴 本醸造辛口 720ml（直営店限定） 

 白鶴 弓弦羽 純米 720ml（直営店限定） 

 普段は購入できないお酒（中身は届いてからのお楽しみ） 

 白鶴オリジナルマスク（非売品） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lctj-lfrjqb-969c85af719c46d1a1ea6967822d9d14
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□ワイン福箱［参考小売価格で 10,000円（消費税抜）相当］ 

価格 5,555円（消費税込／送料無料） 

内容 プレスティージ・メドック （フランス／赤） 

 プロダクタ シャトー・ラグランジェ （フランス／赤） 

 ルイジ・レオナルド （イタリア／白） 

 ルイジ・レオナルド （イタリア／赤） 

 ミシオネス ソーヴィニヨン・ブラン （チリ／白） 

 ゴールドエディション リースリング・カビネット トロッケン （ドイツ／白） 

 白鶴オリジナルマスク（非売品） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▽福箱購入サイト［ご注文は 4月 1日（木）開始 4月 18 日（日）締切／先着順］ 

https://www.e-hakutsuru.com/category/fuku ［4月 1 日（木）公開予定］ 
 
＊商品は、4月 19日（月）以降発送します。 
 
※1 浜平恭子様からのコメント 

日本だけでなく、韓国でも活動するラジオ DJ です。 
仕事を終えて飲むお酒、休日の好きな時間に飲むお酒…何よりの楽しみです。 
中でも日本酒と過ごす時間は、リラックス&リフレッシュ出来る最高に豊かなひととき。 
酒処、神戸ならではの幸せを感じています。 
 

 
※2 白鶴酒造公式 SNS 

Facebook  https://www.facebook.com/HAKUTSURU.SAKE.BREWING 

Instagram https://www.instagram.com/hakutsuru_official/ 

Twitter  https://twitter.com/hakutsuru_sake 
 
※3 福袋販売場所 

白鶴酒造資料館内 特設エリア 

 神戸市東灘区住吉南町４－５－５ 

・阪神住吉駅から徒歩 約 5 分 

・阪神御影駅から徒歩 約 10 分 

・阪神・六甲ライナー魚崎駅から徒歩 約 15 分 

・JR 住吉駅から徒歩 約 15 分 

＊駐車場には限りがあります。公共の交通機関をご利用ください。 
＊白鶴酒造資料館は通常通り開館しています。 

通常、16:00 以降は入館できませんが、4 月 10 日は福袋の販売が 

あるため 16:30 まで入館できます。 

（開館時間：9:30～16:30、入館料：無料） 
 
 

【一般のお客様からのお問い合わせ先】 

白鶴酒造株式会社 お客様相談室 

神戸市東灘区住吉南町 4 丁目 5 番 5 号  

TEL：078-856-7190（休祝日を除く月～金 9:00～17:00） 

白鶴ホームページ：http://www.hakutsuru.co.jp/customer/ 

https://www.e-hakutsuru.com/category/fuku
https://www.facebook.com/HAKUTSURU.SAKE.BREWING
https://www.instagram.com/hakutsuru_official/
https://twitter.com/hakutsuru_sake
http://www.hakutsuru.co.jp/customer/

