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飛ぶ鳥を落とす勢いの「新政」。六号酵母発祥蔵としての歴史を持つ傍ら、次々と新しい日本酒を送りだす

発想力と、そのイメージを確かなものに仕上げる技術力・質の高い味のクオリティ、またラベルデザイン

の細部にまで拘る芸術性で衰退の一途を辿っていた日本酒業界に旋風を巻き起こし、大きな衝撃を与えま

した。今現在も革命を起こし続ける≪異端児≫新政を、様々な味が楽しめるセットでご用意致しました。

「新政　飲み比べ入門セット」(AR－001)

「新政　贅沢セット」(AR－003)

「新政　飲み比べ上級セット」(AR－002)

価格　 4,507 円
内容量　エクリュラベル　720ml×1

　　　　NO.6　R-type　720ml×1

　　　　亜麻猫　720ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り　

価格　 6,322 円
内容量　亜麻猫　なかどり　720ml×1

　　　　NO.6　X-type　720ml×1

　　　　ラピスラベル　なかどり　720ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り　

価格　 5,507 円
内容量　ラピスラベル　720ml×1

　　　　NO.6　S-type　720ml×1

　　　　陽乃鳥プレーン　720ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り

新政を飲んだ事のない方にお勧め。味の違いを解かりやすく

飲み比べできるセットです。

正にしぼりの良いとこ取りの「なかどり」と、NO.6 の純米大吟醸

スペックX-type を贅沢なセットにしました。

貴醸酒の「陽乃鳥」が入った、少し上級者向けのセット。

どんなお食事に合わせるか、創造の幅が広がります。

新政コース

※すべて要冷蔵でのお届けです。

※全て税別表示です
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10,000 円コース

※全て税別表示です

ブルナル　スパークリングセット （A100－001）

己を磨き続け、想いを伝え続け、旨さを追い求め続けて160年。創業当時から変わらぬ

信念で研鑽した技を集め、たどり着いたこの一本。より深く味わえる専用グラス付き。

西酒造渾身の超限定品です。

なんと、オレンジ果汁を瓶内二次発酵させた、「オレンジ」の

スペイン産スパークリングワイン。淡黄色で、オレンジの香り

がふんわりと広がり、グレープフルーツのような柑橘系アロマ

が夏にピッタリの爽快感を演出します。セミスイートなテイス

トの「セミセコ」と、ドライなテイストの「ブルット」を2本

セットで。オレンジを味わう新しい形です。

価格　 12,000 円
内容量　宝山　Grand Cru  酒酒楽楽 37°720ml×1

               専用グラス付箱入り

価格　 8,200 円
内容量　ブルナル　ブルット　750ml×1

               ブルナル　セミセコ　750ml×1

　　　　専用箱入り

　　　　※要冷蔵商品

宝山　Grand  Cru　酒酒楽々「酒楽」  （A100－002）
しゃらく

※数量限定

長期熟成飲み比べ焼酎セット 　（A100-004)

価格　 8,951 円
内容量　百年の孤独　720ml×1　　　　

　　　　天使の誘惑　720ml×1

　　　　長期甕熟成　本格麦焼酎ユタカ　　720ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り　　　　　　

｢百年の孤独」「天使の誘惑」「ユタカ」が入った

長期熟成焼酎のセットです。それぞれの味の違い

がハッキリと分かる、バラエティーに富んだ組み

合わせてになっています。

7/4　PM10：00より発売開始！　
※おひとり様 1セット限り

醸し人九平次　純米大吟醸「別誂」　（A100－003）

醸し人九平次の最高峰に位置する「別誂」。その圧倒的エネルギーと

良質な味わいは、これぞ九平次の真骨頂と唸ること間違いなしです。

価格　　8,318 円
内容量　　醸し人九平次　純米大吟醸　別誂　1.8ℓ×1

　　　　　1.8ℓ雅化粧箱入り

※写真はイメージです。
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※全て税別表示です

数量限定

黒龍　つるかめセット　（A100－007）

価格　 10,000 円
内容量　つる　　720ml×1

　　　　かめ　　720ml×１

　　　　専用箱入り　　

大吟醸高精白のものをアンティーク瓶に詰め

” つるかめ” と縁起の良い名でご贈答用として

大変ご好評いただいております。

常山　大吟醸雫取り　「朔命」 　 （A100－005）

一滴一滴したたり落ちる雫を斗瓶で受け低温熟成させた

絹のようにしなやかな口当たりと華やかな吟醸香が調和

した大吟醸。特別な方へ、特別なお米で醸した逸品を。

価格　 10,000 円
内容量　常山　大吟醸雫取り　朔命 1.8ℓ×1

               専用箱入り

10,000 円コース

スペシャル清酒セット　「飛露喜」× 「田酒」×「醸し人九平次」　　　　（A100－006）

価格　　8,449 円
内容量　　飛露喜　純米大吟醸　720ml×1

                   田酒　純米大吟醸　百四拾　　720ml×1

                   醸し人九平次　純米大吟醸

　　　　　　　　　　　　　　「human」　720ml×1

                   720ml×3本化粧箱入り　

「飛露喜」「田酒」「醸し人九平次」という、

全国でも圧倒的人気を誇る銘酒を贅沢なセ

ットにしました。数量限定です。

7/4　AM10：00より発売開始！　※おひとり様 2セット限り

数量限定

※写真はイメージです。

さくめい
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5,000 円コース

価格　 5,000 円
内容量　梅酒　BENICHU( 無糖 )38° 720ml×1

　　　　梅酒    BENICHU( 微糖 )20° 720ml×1

　　　　専用箱入り　

BENICHUセット　（B50－004）

福井県産の梅を使用した、高アルコール梅酒

セット。梅の自然な酸味をストレートに引き

出しました。ウィスキーのように楽しむ事も

できます。甘くないのが「大人の梅酒」にピ

ッタリです。

美丈夫　柑橘系さわやかトリオ　
　　　　　　　　　　（B50－006）

価格　 5,191 円
内容量　美丈夫レモン　720ml×1　　　　

　　　　美丈夫ぽんかん　720ml×1

　　　　美丈夫ゆず　720ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り　　　

価格　 4,762 円
内容量　冩樂　純愛仕込　純米酒　720ml×1　　　　

　　　　南部美人　心白　純吟山田錦　720ml×1

　　　　田酒　特別純米　720ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り　　　

日本酒や焼酎ベースに、果汁とはちみつだけで

仕上げたリキュール。柑橘の香りのさわやかな

心地よさと贅沢で自然な甘さとアルコール度数

８％未満の飲みやすさはクセになる味です。

印シリーズ 720ml　３本セット
　　　　　　　　　　（B50－005）

価格　 4,830 円
内容量　紅東印　　　720ml×1　　　　

　　　　白豊印　　　720ml×1

　　　　綾紫印　　　720ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り　　　

紅東・白豊・綾紫と、それぞれ芋の種類が違う

こだわりの芋焼酎。モンドセレクションで金賞

と銀賞に輝く実力派焼酎をセットにしました。

しるし

早瀬浦　大吟醸　「雫酒」　
                      　　　　 （B50－001）

価格　 5,000 円
内容量　早瀬浦　大吟醸雫酒　500ml×1

　　　　専用箱入り

一年に一度出荷される、早瀬浦の最上級大吟醸。通常の

市販酒とはかけ離れた酒の質。旨味をギュッと濃縮した

ようなゴージャスな１本。大ぶりのワイングラスでお楽

しみ下さい。

あの震災から数年が立ちましたが、まだまだ復興の道険し

い東北。遠く離れた場所からでも、何か我々にも出来るは

ず。そんな思いを込めた応援セット。

酒飲み比べ　東北応援セット （B50－003）

価格　5,928 円
内容量　獅子の里　活性純吟　鮮　500ml×1

               新政　亜麻猫スパーク　720ml×1

　　　　白岳仙　スライトリースパークリング　720ml×1

               720ml×3本箱入り

　　　　※要冷蔵商品

暑い日に日本酒を爽快に飲みたい貴方へ。ギンギ

ンに冷やして良し、ロックで楽しんで良し、のス

パークリング飲み比べセットです。

日本酒スパークリングセット （B50－002）

数量限定
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5,000 円コース

価格　5,000 円
内容量　白岳仙　

　　　　純米大吟醸　特仙　1.8ℓ×1

　　　　専用箱入り　　

価格　 4,459 円
内容量　宝山　前割りボトル　720ml×1

　　　　宝山グラス×1

　　　　富乃宝山　720ml×1

　　　　化粧箱入り

価格　 4,000 円
内容量　泰明　ここから　42°720×1本

　　　　専用箱入り

尾鈴山スペシャルセット
　　　　　　　　　　（B50－011）

地域循環型農業で丁寧に造られた焼酎です。

「本物」は美味しい、そんな当たり前な事を

教えてくれるお酒。

価格　 4,257 円
内容量　山ねこ ( 芋焼酎 )　　720ml×1　

　　　　山猿 ( 麦焼酎 )　　　720ml×1

　　　　山翡翠 ( 米焼酎 )　　720ml×1

　　　　720ml×3本箱入り　　　

宝山前割りボトル　富乃宝山セット （B50－007）

白岳仙　純米大吟醸「特仙」
　　　　　　　　（B50－010）

麦焼酎　「ここから　42°」
　　　　　　　　　　　　　　（B50－009）

焼酎を「前割り」すると、味がまろやかになり、その焼酎が

持つ風味や味がより一層深くなります。焼酎好きな方へお勧

めしたいのが、前割りボトルとグラスが付いたこのセット。

これがあれば、すぐにでも「前割り」の美味しさをお楽しみ

頂けます。

熟成をかけて味の深みをあじわえる、「長期

熟成型」麦焼酎。アルコール度数が 42％あ

るので、ウィスキーのようにロックで愉しむ

こともできます。仕込みに通常の倍以上の時

間をかけて造られた、藤居醸造が送る魂の

1本。

白岳仙らしい穏やかな飲み口に、スッキリと

したキレ味。清涼感のある爽やかな味わいで

食中酒に最適です。

価格　 4,875 円
内容量　早瀬浦　極辛純米酒　720ml×1

               紗利　風凛　辛口純米大吟醸　720ml×1

　　　　白岳仙　吟生　720ml×1

               720ml×3本箱入り

　　　　※要冷蔵商品

福井地酒爽快 3種セット （B50－008）

「早瀬浦」「紗利」「白岳仙」は、福井県内でも辛口のお酒

を醸す蔵元として人気が高く、今回は夏の季節限定酒ばか

りをセレクトしてみました。辛口と言っても、実はこんな

に味の違いがあるという事に驚かされるセットです。

×

※前割りボトルは瓶のみの商品です。

（中身は入っておりません）
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3,000 円コース

価格　2,980 円
内容量　鳳凰美田　完熟もも　1.8ℓ×1

　　　　1.8ℓ×1箱入り

　　　　※要冷蔵商品

鳳凰美田　「完熟もも」  （C30－004）
天満天神梅酒大会 2013　リキュール部門優勝

抜群にフレッシュでジューシー、完熟

した桃をそのまま丸ごと食べたかのよ

うな果肉感たっぷりのリキュール。

お勧め！

大地の砂金　（C30－005）

価格　 3,100 円
内容量　大地の砂金　24袋セット

　　　　専用カートン入り　　　

越前市で栽培した無農薬のウコンです。

お酒を楽しむ前に１~２袋をお水などと

一緒にお召し上がりください。

価格　 2,980 円
内容量　鳳凰美田ゆず酒　1.8ℓ×1

　　　　1.8ℓ×1箱入り

厳選した柚子に鳳凰美田の吟醸酒で

つくられた柚子酒です。柚子の風味

が良く出ています。

鳳凰美田　ゆず酒 （C30－003）

価格　 3,210 円
内容量　子宝　白ぶどう　1.8ℓ×1

　　　　1.8ℓ×1箱入り

価格　 2,980 円
内容量　常山　特別純米山田錦　無濾過生原酒　1.8ℓ×1

　　　　1.8ℓ×1箱入り

　　　　※要冷蔵商品

独特の風味と甘い香りが特徴のナイアガラの

果汁を原料につくりました。ジューシーで風

味が良いナイアガラ本来の香りや味わいを楽

しめるリキュールです。

常山の若き蔵元、常山晋平氏渾身！今期最終仕込み 40号で　

驚きの 320キロ仕込みという超小仕込みで "最後に自分の

好きな様に造りました！ "とシークレットメールが届きました。

900キロでも小仕込と謳われるのに、この一本はその半分以下！

その出荷量の少なさに、福井県内でもあまり流通がない貴重酒。　

そして味わいは・・・。言葉は不要。是非お試しあれ！

子宝　白ぶどう （C30－002）

常山　「特別純米山田錦　無濾過生原酒」　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（C30－001）



９ ※全て税別表示です

梵　純米大吟醸「地球（ほし）」　　
                                            （D20－002）

価格　 2,000 円
内容量　梵　地球（ほし）　　500ml×1

　　　　専用箱入り

深く高貴なブルーのオリジナルボト

ルに輝く味わいの日本酒が込められ

ています。

長期貯蔵麦焼酎「舞香」　　
                       （D20－003）

価格　 1,800 円
内容量　舞香　　720ml×1

　　　　専用箱入り

香り高く、口に含むと深みのある味

わいで長い余韻を楽しめます。食後

のひとときに最適の 1本です。

価格　　2,000 円
内容量　　常山　純米吟醸　播州山田錦 720ml×1

　　　　　専用箱入り　

全米日本酒歓評会は 2001 年から毎年開催されており、2日間に

わたって日本と米国の 10人の審査員がおよそ 300点以上の出品

酒を評価します。今年、その栄誉ある金賞を見事受賞したお酒を

数量限定で発売。兵庫県産の高品質な山田錦を使用し、低温冷蔵

庫にて半年以上瓶囲い熟成された、華やかな吟醸香とスッキリと

した飲み口のお酒です。

常山　純米吟醸　「播州山田錦」　（D20－005）

全米日本酒鑑評会　吟醸の部　金賞受賞

しゅわっ‼と爽快！リキュールセット　
                                           　　　　　　　　 （D20－001）

価格　 2,038 円
内容量　美丈夫ぽんしゅわっ‼　500ml×1

               美丈夫ゆずしゅわっ‼　500ml×1

　　　　箱入り

高知県産ぽんかん 100％果汁を使用した「ぽんしゅわっ‼」と、

同じく高知県産のゆず果汁、はちみつだけでつくった「ゆずしゅ

わっ‼」を 2本セットにしました。心地よい炭酸のしゅわしゅわ

感が喉越し爽やか。容量も 500ml と丁度良いお手頃サイズです。

自然味あふれるフレッシュ果汁を「しゅわっ‼」っとお楽しみい

ただけます。

※要冷蔵商品

「陶民中々　28°」
　　　　　　　　　　　（D20－004）

価格　 2,287 円
内容量　陶民中々 720ml×1

　　　　専用箱入り

半年間陶器貯蔵して、コクとまろやかさ

を醸し出した限定品です。

2,000 円～ 1,500 円コース
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勝沼醸造

－アルガブランカ－

1937年の創業以来、産地「勝沼」に根ざし、ぶどう栽培から醸造まで一貫して手がけ、 「たとえ一樽でも最高のもの」を理念に、

スタッフ一丸となって限りない挑戦を続けるワイナリー。日本の国産ワインとして高い評価と人気を博しています。

－アルガーノ－

「ブリリャンテ」 （AL－001） 「クラン」＆「クラレーザ」(AL－002) 「ピッパ」(AL－003)

「フォーゴ」＆「ヴェント」(AL－005)「アルガーノ　露是」(AL－004) 「フォーゴ」＆「ヴェント」1.8Ｌ
　　　　　　　　　　(AL－006）

価格　 4,700 円
内容量　アルガブランカ　

               ブリリャンテ　750ml×1

　　　　アルガブランカ波段手提げ袋入り

価格　 3,781 円
内容量　アルガーノ　クラン　750ml×1

               アルガブランカ　クラレーザ　750ml×1

　　　　アルガブランカ箱入り

価格　 3,714 円
内容量　アルガブランカ　ピッパ　750ml×1

　　　　アルガブランカ箱入り

価格　 2,981 円
内容量　アルガーノ　フォーゴ　750ml×1

　　　　アルガーノ　ヴェント　750ml×1

　　　　アルガブランカ箱入り

価格　 5,450 円
内容量　アルガーノ　フォーゴ　1.8ℓ×1

　　　　アルガーノ　ヴェント　1.8ℓ×1

　　　　1.8ℓ×2本箱入り　

繊細できめ細かな泡が特徴の瓶内二次

発酵スパークリング白ワイン。

豊かな果実味と丸みのある渋みの赤「クラン」と

味噌・醤油・わさびなど和食にあう白「クラレーザ」。

フレンチオーク樽で 6カ月発行熟成の

果実味と樽香りが心地よい白。

控えめでライトな味わいの赤「フォーゴ」と

甲州ぶどうの繊細な味わいが料理をひきたた

せる白「ヴェント」。

価格　 2,514 円
内容量　アルガーノ　露是　750ml×1

　　　　アルガブランカ箱入り

メルロとカベルネ・ソーヴィニヨンをやさ

しく搾り、フレンチオーク樽でゆっくり醸

した辛口ロゼワイン。

宴会やパーティにはもってこいの、ワインには

めずらしい 1.8ℓタイプ。

※全て税別表示です
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馨和－KAGUA－

今までに誰も味わったことがない、それが「馨和 KAGUA」。

グラスに注がれた瞬間から、新鮮で独創性に満ちた上質な

空間が広がることでしょう。 

和の馨るエール「馨和KAGUA」

「和」のかぐわしさを追求するため、馨和は世界的にも珍しく山椒と柚子という「和」のハーブを
原材料に使用。高いレベルの商品化を目指し、ベルギーで醸造のビールです。「和が馨る」という
コンセプトの通り、和食との相性は抜群。ぜひワイングラスでお飲みください。

「KAGUA　Rouge」
                   &「KAGUA    Blanc」

価格　3,600 円
内容量　 Rouge 330ml×3本    Blanc 330ml×3本

　　　　専用箱入り

価格　 7,200 円
内容量　 Rouge 330ml×6本    Blanc 330ml×6本

　　　　専用箱入り

Rouge Blanc

※日本では酒税法上「発泡酒」に分類されますが、麦芽比率や製法、税率もビールと同一であり、一般の発
　泡酒とは趣旨が異なっています。生産地ベルギーをはじめ、多くの国ではビールとして販売されています。

KAGUA 6 本セット　(KA－001）

KAGUA 12 本セット　(KA－002）

※全て税別表示です

カグア

カグア
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「本物志向」をコンセプトに、バーテンダー監修のもと開発された

n.e.o プレミアムプロフェッショナルのシリーズ。カクテルは勿論、

紅茶やお湯割りなど幅広く使えるジンジャーシロップと、カクテル

だけではなくノンアルコール飲料としてもお楽しみ頂けるトニック

ウォーターをセットでお届け。

n.e.o プレミアム　プロフェッショナルセット　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（NON－004）

価格　 2,400 円
内容量　n.e.o プレミアム　プロフェッショナル　ジンジャーシロップ　200ml×2

　　　　n.e.o プレミアム　プロフェッショナル　トニックウォーター　200ml×2

　　　　専用箱入り

価格　 2,506 円
内容量　梅炭酸水　BENI サイダー　250ml×10 本

　　　　専用箱入り

リキッドアイスコーヒーギフト （NON－002）

オリジナルドリップコーヒーギフト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（NON－003）

福井市の人気珈琲店「cafe  notes」。お店

の味わいをお家でもお手軽に飲めるギフト

が登場。アイスでもホットでも、お好みで

お楽しみ下さいませ。

価格　　2,000 円
内容量　　ドリップコーヒー　10g×16袋

　　　　　専用箱入り　

価格　　2,000 円
内容量　　アイスコーヒー　1,000ml ×3 本

　　　　　専用箱入り

濃厚なコクとスッキリとした後味。自家焙煎した珈琲豆を

使用し、しっかりと冷やしたときに一番美味しく飲んで頂

けるように深めに煎り上げています。

折り曲げてカップに乗せ、お湯を注ぐだけの簡単ドリップ

コーヒー。ドリッパーやサーバーが必要ないので気軽に美

味しいコーヒーを楽しめます。

cafe  notes
カフェ　ノーツ

 

福井で栽培される梅の希少品種「紅さし梅」使用した、紅

さし梅の炭酸水。 香料・酸味料を使用しない ナチュラルテ

イストで、毎日でも安全安心にお飲み頂けます。子供から

ご年配の方まで飲みやすい微炭酸。暑い日にシュワッと爽

やかな梅のジュースです。

ノンアルコール

梅炭酸水　「BENI サイダー」
　　　　　　　　　　　（NON－001）

べに

※写真はイメージです。

※全て税別表示です
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山形代表

素朴でみずみずしい、山形を代表する果物たち。旬の美味しさをギュッと搾った、
ストレート果汁 100％ジュース。お子様にも安心してお飲み頂けます。

山形代表　詰め合わせ 7缶セット （YA－001）

山形代表　詰め合わせ 21缶セット （YA－003）

山形代表　詰め合わせ 16缶セット （YA－002）

りんご　　　　　輝やくような甘さの「ふじ」に甘酸っぱい「紅玉」を絶妙にブレンド。

もも　　　　　　白桃の、柔らかな甘さと香りをギュッと閉じ込めた旨みたっぷりジュース。

ら・ふらんす　　ラフランスを贅沢に搾った、優雅な香りと甘くとろける芳醇な味わい。

かき　　　　　　庄内柿の、控えめで上品な甘さ。柿が含む様々な栄養素もそのまま抽出。

ぶどう ( 白 )　　 「ナイヤガラ」と、「デラウェア」をブレンドした爽やかな味わい。

ぶどう（赤 )　　「デラウェア」主体に「コンコード」などを数種ブレンド。深い味わいが楽しめる。　

とまと　　       真っ赤なトマトを完熟状態で搾り、食塩は加えずトマト本来の味を追求した傑作。

価格    1,189 円
内容量　山形代表ストレートジュース

　　　　各 7種×1本

　　　　専用箱入り

価格　 2,472 円
内容量　山形代表ストレートジュース

　　　　各 7種×2本

　　　　※ラフランスのみ 4本入り

　　　　専用箱入り

価格　 3,185 円
内容量　山形代表ストレートジュース

　　　　各 7種×3本

　　　　専用箱入り

※全て税別表示です
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松徳硝子

松徳硝子

　松徳硝子は 1922 年、村松庄太郎が電球用の硝子の生産工場として

　創業しました。その後、ワイングラス、ビールグラスなどの硝子食

　器を中心に、熟練した職人の手造りによって一つひとつ丹念に生産

　しています。松徳硝子の製品は東京都の伝統工芸品「江戸硝子」に

　指定されています。

＊一部お取り寄せ商品となります

うすはり　鼓ピルスナ―　　（2941001)

口径 6.7cm × 高さ 17cm　 容量　約 355cc

価格　 5,000 円
内容量　鼓ピルスナー×２個

　　　　木箱入り　

鼓（つづみ）をモチーフに設計された、流れる様な曲線が

美しいフォルムにより、ビールがグラスから口元へと、緩

やかに注がれる為、ビールをより美味しく飲むことが出来

ます。女性の方にも持ち易く、指先が美しく見えます。硝

子職人歴 五十余年「現代の名工」片桐久夫監修のもと、一

点一点手仕事で作り上げられた極上の逸品です。 

ショットグラス   (1701002)

回－ＫＡＩ－　角出し　桐箱入り （1711001)

口径 5.7cm × 高さ 5.1cm　 容量　約 80cc 　

材質　無鉛クリスタルガラス

口径 4.6cm   高さ 8.1cm　 容量　約 70cc 　材質　無鉛クリスタルガラス

薄吹き技術による繊細な飲み口、ウイスキーの持つ琥珀色の美しさを

最大限引き出すグラスの透明度、重厚な味わいと香りを受け止めるベ

ストな重量。職人が一点一点手仕事で作り上げた至極のショットグラ

ス。GRAPH 北川一成氏アートディレクション・デザインによる特製

パッケージ仕様。

価格　 3,800 円
内容量　回　角出し×１個

　　　　桐箱入り

大正 11年創業の手作り硝子工場「松徳硝子」と、大正 10年から三代に渡り、

江戸切子職人のDNAを受け継ぐ堀口徹（堀口切子）が手を組み作り上げた珠

玉の酒器「回 -KAI-」。

※全て税別表示です
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松徳硝子

酒注ぎ　　口径 4.0cm 　 高さ 19cm　 容量　約 280cc

うすはりタンブラーＳＳ　　口径 4.6cm　高さ 8cm　容量　約 85cc

酒器揃は、上質な冷酒をご堪能頂く為に作り上げた日本酒好きな方への

贈り物に最適なセット商品です。酒注ぎは、松徳硝子の中でも、限られ

た職人のみが吹くことが出来る逸品です。この洗練された形状に吹き上

げる為には、高難度の技術と長年の経験が求められます。

うすはり　酒器揃　　（2891020）

価格　 4,400 円
内容量　酒注ぎ×1個　タンブラー SS×2個

　　　　木箱入り

ＫＡＴＡＣＨＩ　格子

　　　　　             (6411001)
ＫＡＴＡＣＨＩ　千本

　　　　　             (6411002)
ＫＡＴＡＣＨＩ　斜紋

　　　　　             (6411003)

口径 8.3cm  　 高さ 9.0cm　　容量　約 265cc　　材　質：無鉛クリスタルガラス

価格　各 1,500 円
内容量　KATACHI 格子×１個　KAtACHI 千本×１個　KATACHI 斜紋×１個　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各 1個ずつ専用箱入り

代々受け継がれてきた技法と磨き上げた感性を駆使し、職人が手仕事で吹き上げたデイリーユースなグラスです。

好きなデザインのグラスを贈るのも良し、セットにして贈っても良し。キラリとセンスが光ります。

うすはり　オールド or タンブラー　木箱入り

多用途に使えることで人気のオールドＭサイズと、こだわり派の定番ビールグラス

として人気のタンブラーＬサイズを、それぞれ木箱入りのセットにしました。用途を

選ばないＭサイズ、ハイボールやカクテルにも最適のＬサイズ、どちらも贈り物に最

適です。

価格　 3,300 円
内容量　うすはりオールドＭ×２個

　　　　木箱入り

価格　 3,600 円
内容量　うすはりタンブラーＬ×２個

　　　　木箱入り

うすはり オールドＭ　木箱２Ｐセット  (2851020)
口径 7.7cm 　 高さ 9cm 　 容量　約 300cc

うすはり タンブラーＬ　木箱２Ｐセット  (2741020)
口径 7.0cm 　 高さ 13.5cm 　 容量　約 375cc
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能作

＊注文を受けてからの生産のため、納期に日数を頂いております。

　あらかじめご了承くださいませ。

富山県高岡市にある、錫物生産会社の「能作」。

昔から続く伝統の中で培われた高い技術力と、

自由で斬新な発想力で次々と新しい製品を生み

出しています。錫１００％にこだわり、硬いイ

メージの金属を一変させ、優しく味わいのある

逸品に仕上げるまさに職人の技。高い技術と丁

寧な仕事、そして職人の心が詰まった酒器で、

いつものお酒が更に美味しくなることでしょう。

片口ちょろりん （501240） 盃 - 喜器 -Ⅱ（501260）　　　角マドラー　ロング （501351）

　　　　　　　　　ショート （561352）　

価格　 5,000 円
内容量　片口ちょろりん×１個

　　　　専用箱入り

価格　 2,800 円
内容量　盃　喜器Ⅱ×１個

　　　　専用箱入り

価格　ロング　1,000 円　ショート　800円　
内容量　角マドラーロング×１本　ショート×１本

　　　　袋入り

　錫製の片口で美味しいお酒をどうぞ。

　高さ 10.6　直径 6.7　容量　約 170cc　　

祝いの席を彩る、喜びの器。

　高さ 3.5cm　直径 6.1　　

抗菌性に優れた本錫のマドラー。錫は柔らかく

自在に曲げて自分流の形をつくってみては―。

　　ロング　18cm　ショート　13.2cm　

価格　 3,300 円
内容量　ピッチャー×１個

　　　　専用箱入り

　　　　　　　

ピッチャー　　（50123）

錫製のピッチャーで食卓を演出。

ドレッシングやミルク入れとしてもおすすめのミニサイズ。

　　縦　8.2cm　横 5.3cm　高さ 4.5cm　容量　約 50cc
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※全て税別表示です

能作

価格　 6,000 円
内容量　NAJIMI タンブラー×１個

　　　　専用箱入り　　

　　　　　　　

価格　 10,000 円
内容量　黒龍　錫徳利　龍×１個

　　　　専用箱入り　　

　　　　　　　

ＮＡＪＩＭＩタンブラー　　（501341）

錫徳利　龍　　（NO-001）

親指の部分にくぼみを付けて、持ちやすくしたタンブラー。

手に合わせてくぼみを増やし、自分用にカスタマイズが

出来る、まさに世界で一つだけの錫タンブラーです。

　　高さ 8.2cm　直径 9cm　容量　約 350cc

価格　 L　13,000 円　Ｓ　9,000 円
内容量　ちろり－L×１個　ちろり－Ｓ×１個

　　　　専用箱入り

　　　　　　　

ちろり－L　（501242）

　　縦　7.7cm　横 13cm　高さ　14cm　容量　約 380cc　

ちろり－S　（501241）
　　　縦　6.4cm　横 11cm　高さ　12cm　容量　約 200cc　　　

　　
ちろりとは、お燗をつける為の酒道具です。

錫はイオン効果が高く、水を浄化し飲み物をまろやかにする

と言わています。湯煎につけて、是非お燗酒の素晴らしさを

体感していただくきっかけに。

「黒龍酒造」が能作に制作を依頼した錫製の徳利。単体でも

ご自宅でお燗が楽しめますが、黒龍アイテム「燗たのし」を

ご使用になると、更に簡単にお燗がつけられます。

容量　180ml

×
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ノースファームストック

北海道産の食材にこだわりを持ち続けるノース・ファーム

・ストックは、安価な海外などの原材料には目を向けません。

安心して皆様にご提供できる物。それは、やはり地元の食材

に限ります。牛肥や馬肥を使用してできた作物には限定商品

もございます。クオリティーの高い商品を目指すためには、

安心で安全な素材という大前提の基にものづくりを続けてい

きます。

NORTH FARM STOCK
ノース　ファーム　ストック

ミニトマト・キャロットミックス・

グレープ 10本セット　　　（TＮG－10）

価格　　2,900 円
内容量　　ミニトマト 80ml×２　キャロットミックス 80ml×２

　　　　　グレープボトル 3種 80ml×２

　　　　　専用箱入り　

価格　　1,900 円
内容量　　トマト　150ml×1　　　

　　　　　オニオン　150ml×1

　　　　　キャロット 150ml×1

　　　　　専用箱入り　

＊一部お取り寄せ商品となります

北海道ソースドレッシングセット

北海道でとれた新鮮な野菜をふんだんに使用し、ドレッシングを

作りました。サラダ以外にも多様に使えるドレッシング。さっぱ

りと召し上がれます。

（ND－03）

北海道産のフレッシュな野菜やフルーツの旨味をギュッと

閉じ込めた濃厚なジュースです。

※全て税別表示です
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ノースファームストック

彩り野菜ピクルス 3個セット　（TP－03）

価格　2,100 円
内容量　ミックス野菜ピクルス　230g×2個

　　　＊ミニトマトピクルス 　  230g×1個

               専用箱入り　　

価格　 3,500 円
内容量　トマト　180g×2個

　　　　ポテト　180g×2個

　　　　コーン　180g×2個

　　　　えだ豆　180g×2個

　　　　専用箱入り

価格　 3,000 円
内容量　マイルド　220ml×1個

　　　　ベーシックハニー　220ml×1個

　　　　ベーシックブラック　220ml×1個

　　　　専用箱入り　

価格　　3,100 円
内容量　　タリアテッレ（プレーン、トマト、ホウレン草）　90g×各 1ずつ　

　　　　　パスタソース（バジル・ アラビアータ・ オレガノ）　200g×各 1ずつ

3 種のタリアテッレとパスタソース　（PS－03）

北海道しょうがシロップ 3種セット （NS-03）

北海道野菜のスープセット

北海道産しょうがを余すところなくギュっとしぼった贅沢なジンジャーシロップ。

 温かいお湯でホットジンジャ－、炭酸水でジンジャーエール、お酒で割ってカク

テルに。どんなシーンにも体にスーッとなじみます。毎日取り入れて冷え知らず。

体に優しいしょうがのパワーを体の中から感じてください。

まるで野菜を食べているかのような北海道野菜のスープ。お野菜をギュっと

この一袋に詰め込みました。飲んだ瞬間広がる素材の香り。忙しい日常から

ほんの一時の幸せを感じてください。 冷製スープとして、また温かいスープ

としてその日の気分でお楽しみ頂けます。

（NSP－08）

野菜の栄養と疲労回復、血液サラサラ効果のあるお酢手軽に摂れます。

サラダ感覚でお楽しみいただける常備野菜としてもおすすめです。

 ＊ 季節によって多少種類がかわります

清廉な水と空気がいちばんの自慢の畑で育った小麦「キタノカオリ」( 北海道岩見沢産 ) 仕様の

タリアッテレ。もちもちした食感とコシのある歯ごたえに、ソースとの絡み具合が◎。

※全て税別表示です



カタログに掲載している商品は｢ほんの一部｣です。お客様のお好みやご予算ご希望に

出来る限り喜ばれる詰め合わせをお作り致します。どうぞお気軽にお問い合わせください。

E-mail　　info@sakenomise.com

本店 〒915-0827
福井県越前市平和町 12-13
Tel.0778-22-1281　Fax.0778-22-1301
営業時間
定休日 日・祝

AM10:00~ PM7:00

福井春山店 〒910-0019
福井県福井市春山 1丁目 1-18
Tel.0776-63-5120　Fax.0776-63-5130
営業時間
定休日 日・祝

AM10:00 ~ PM7:00

www.sakenomise.com


