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サッカス・ラッテ

税別表示です。

※ご用意でき次第、冷蔵でお届け致します。

※賞味期限は、製造より 7日～ 14日程度
   となっております。

＜サッカス＞とは、福井弁で「酒粕」のこと。福井の銘酒「黒龍」の酒粕を飼料に混ぜ

乳牛に食べさせました。良質な牛乳から出来上がったのは、ミルク感たっぷりのチーズ。

作り手は、熱い情熱を持った福井の若きチーズ職人。材料も作り手も全て福井県産のチ

ーズです。お好きなチーズを組み合わせて、または黒龍のお酒とチーズを合わせて、特

製のギフトボックスでお届け致します。

サッカス・ラッテ

サッカス・ラッテ　ギフトセット (TO-001)

「九頭龍　純米 」 冷やでも燗でも。食事に合わせやすく、温度帯によって様々な味を楽しめます。

「黒龍　吟のとびら」 スッキリとした飲み口と上品な香り。女性にもおすすめ。

「スカモルツァ」 モッツァレラを乾燥させ、小浜市のチップ材で燻ったスモークチーズ。

「モッツァレラ」 ミルク感たっぷりの優しい味わい。サッカス・ラッテを代表するチーズ。

「リコッタ」 口当たり柔らかくサッパリとしながらも、ミルク感はそのままの低脂肪チーズ。

※4,000 ～ 6,000 円程度までで、お好きな組み合わせが

お選び頂けます。詳細はスタッフまでお尋ねください。

価格　  4,595 円

　　　  4,775 円 （保冷バッグ入）

内容量　リコッタ　　      100g×1　

　　　　モッツァレラ　 110ｇ×1

　　　　スカモルツァ　  100g×1

　　　　九頭龍　純米　150ml×3
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ゲシュマック

税別表示です。

赤身が多くヘルシーなモモ肉。

きめが細かく適度な脂肪ある最上部位。

脂身の甘みが特徴のバラ肉。
あじ豚の良さを一番実感して頂ける部位。

赤身と脂身のバランスがよくコクのある味です。

価格     2,800 円
内容量　ももしゃぶ　500g×2

　　　　あじ豚しゃぶたれ　300ml×1

　　　　専用箱入り

価格　3,300 円
内容量　バラしゃぶ　500g×2

　　　　あじ豚しゃぶたれ　300ml×1

　　　　専用箱入り

価格　 3,300 円
内容量　カタロースしゃぶ　500g×2

　　　　あじ豚しゃぶたれ　300ml×1

　　　　専用箱入り

価格　 3,800 円
内容量　ロースしゃぶ　500g×2

　　　　あじ豚しゃぶたれ　300ml×1

　　　　専用箱入り

※宮崎県より、メーカー直送

東北エリア　1,482 円

北陸エリア　1,112 円

中部エリア　1,112 円

九州エリア　741円中国・四国エリア　1,019 円

関西エリア　1,019 円

関東エリア　1,297 円

信越エリア　1,297 円

1セット送料（税別）

東北エリア　1,852 円

北陸エリア　1,482 円

中部エリア　1,482 円

九州エリア　1,204 円中国・四国エリア　1,436 円

関西エリア　1,436 円

関東エリア　1,574 円

信越エリア　1,760 円

2セット送料（税別）

あじ豚　「ももしゃぶ」

あじ豚　「ロースしゃぶ」

あじ豚　「バラしゃぶ」

あじ豚　「肩ロースしゃぶ」

ゲシュマックの農場で育てるオリジナルブランド「あじ豚」。飼料に黒木本店の

特製焼酎もろみ生菌発酵飼料をブレンドしています。ビタミン Eが豊富でまろや

かでサッパリした脂の風味が特徴です。平成 21年度天皇杯受賞するなど、ふっ

くらと柔らかい極上のお肉をお届け致します。

夏はさっぱりと冷しゃぶがおススメです！

肥育期の飼料に、マイロ、大麦、キャッサバ、

黒木本店特製焼酎もろみ生菌発酵飼料をブレ

ンド。 美味しさの秘訣です。

（GE－001)

（GE－002)

（GE－003)

（GE－004)

その他エリアはスタッフまでお問い合わせ下さいませ。

※メーカー直送の為、着日・時間指定は出来かねます。
※生肉につき、賞味期限が大変短くなっております。
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黒木本店

税別表示です。

※写真はイメージです。

価格　 3,400 円
内容量　球　14°　720ml×1

　　　　謳歌　720ml×1

　　　　720ml×2本箱入り

黒木本店　
　　「玉茜　飲み比べセット」

原料に「玉茜」を使用した黒木本店の芋焼酎 2本飲み比べセット。

爽やかな飲み口の「球」と、スッキリとコクのある「謳歌」。同じ

芋でも違う味わいをお楽しみください。

（KU－003)

「黒木本店スペシャル！」 
                                                                       （KU－002)

「黒木本店セット 」
                                                                       （KU－001)

価格　 8,897 円
内容量　百年の孤独　720ml×1

　　　　たちばな原酒　720ml×1

　　　　野うさぎの走り　600ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り　　

焼酎好きが思わず唸る＜黒木本店＞の人気焼酎
｢百年の孤独」「たちばな原酒」「野うさぎの走り」
の豪華 3本セット。

黒木本店のスタンダードかつ一番人気の麦焼酎「中々」と
芋焼酎「きろく」。黒木本店の焼酎を飲むのにふさわしい
グラスを 2個セットで。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

価格　 3,700 円
内容量　中々　720ml×1

　　　　きろく　720ml×1

               黒木本店グラス×2

　　　　 720ml×2本化粧箱入り　　
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スペシャルギフト

税別表示です。

青森県の銘酒「田酒」と福島県の「冩樂」。全国でも名を馳せる

人気の 2種を「東北応援セット」としてご用意。全く違う味わい

の飲み比べが楽しいセットです。

価格　 2,400 円
内容量　平和クラフト　ホワイトエール　330ml×2

　　　　平和クラフト　ペールエール　330ml×2

　　　　平和クラフト　IPA　330ml×2

　　　　クラフトビール用箱入り

価格　 3,867 円
内容量　ちんぐ　白　25°720ml×1

　　        ちんぐ   黒    25°720ml×1

                村主　25°　　  720ml×1

                専用箱入り

※写真はイメージです。

日本酒の「紀土」でおなじみの平和酒造がクラフト

ビールにチャレンジ。透明感があり、飲みやすく仕

上がっています。

数量限定

日高見　中取り大吟醸 
　　「ベネチアンボトル」 
　　　　　　　　　　　　　　　　（SP－005）

「ちんぐ」飲み比べセット 
　　　　　　　　　　　　（SP－003）

価格　 4,800 円
内容量　日高見　ベネチアンボトル　720ml×１
　　　　専用箱入り　　

上品な香りと飲み口の、日高見限定酒。ボトル

デザインにもこだわった高貴な一本。気品ある

香りだちに飲み心地の良いお酒です。

 （SP－004）
「平和クラフト」　ビールセット

東北応援セット「田酒＆冩樂」

※写真はイメージです。

「而今」ギフトセット

価格　 5,700 円
内容量　而今　純米吟醸　八反錦　720ml×1

　　　　而今　Tシャツ Lサイズ　or　Mサイズ×1

　　　　SAKE グラス×1

　　　　720ml×2化粧箱入り　　

価格　 3,280 円
内容量　田酒　純米吟醸　白　生　720ml×1

　　　　冩樂　純米酒　720ml×1

　　　　720ml×2本化粧箱入り

　　　　※要冷蔵商品　　

全国からお問い合わせ殺到中の「而今」。季節の商品
＜八反錦」＞と、而今ファンにおススメの Tシャツ、
お酒をより一層美味しくお飲み頂けるグラスをセッ
トにしました。届いてすぐにお楽しみ頂けます。

※写真はイメージです。

※店頭ご来店またはお電話のみの受付とさせて頂きます。
※お一人様「2」セット限り。

　　　　　　　　　　　　　　　　（メール、FAX不可）

※店頭ご来店またはお電話のみの受付とさせて頂きます。
※お一人様「2」セット限り。

　　　　　　　　　　　　　　　　（メール、FAX不可）

九州北部の玄界灘に浮かぶ小さな島、壱岐は

＜麦焼酎＞の発祥の地です。豊かな風土に育

まれた麦焼酎の飲み比べセットです。

※Tシャツのサイズは LとMがございます。

ご希望のサイズをお申し付けくださいませ。

 （SP－001）

 （SP－002）
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スペシャルギフト

税別表示です。

※数量限定

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。

 （SP－008）

厳選焼酎セット 　
                                                                          （SP－006)

価格　 9,369 円
内容量　百年の孤独　720ml×1　　　　

　　　　爆弾ハナタレ　360ml×1

　　　　六代目百合　風に吹かれて　720ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り　　　　　　

｢百年の孤独」「爆弾ハナタレ」「風に吹かれて」。

度数が高い飲みごたえのある焼酎セット。風味も

味わいも段違いの美味しさです。暑い季節にロッ

クでお召し上がりください。

※店頭ご来店またはお電話のみの受付とさせて頂きます。
※お一人様「2」セット限り。

　　　　　　　　　　　　　　　　（メール、FAX不可）

価格　 5,544 円
内容量　新政　エクリュラベル　720ml×1

　　　　新政　天蛙　720ml×1

　　　　新政　ラピスラズリ　720ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り

　　　　※要冷蔵商品

価格　 5,400 円
内容量　早瀬浦　大吟醸雫酒　500ml×1

　　　　専用箱入り

早瀬浦「大吟醸　雫酒」

新政スペシャル！ （SP－007)

新政の＜カラーズシリーズ＞の中でも人気の高い

「エクリュラベル」「ラピスラズリ」に、季節限定

「天蛙」をセットに加えた贅沢なセット。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※店頭ご来店またはお電話のみの受付とさせて頂きます。
※お一人様「1」セット限り。

　　　　　　　　　　　　　　　　（メール、FAX不可）
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黒龍ギフト

税別表示です。

飲みきりサイズを専用の手提げの箱に入れてご用意。

ちょっとした手土産やご挨拶、プレゼントに最適な

セット。箱のお色はお好きな方をお選び頂けます。

数量限定

黒龍　「つるかめセット」　
                                   （KOG－003）

黒龍＆九頭龍　
　「夏のお酒飲み比べセット」（KOG－002）

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。

毎年大人気で問い合わせも多い、黒龍酒造の季節商品。

スッキリ軽やかな「黒龍　吟十八号」と、原酒であり

ながらも軽快な飲み口の「九頭龍　純米夏しぼり」。暑

い季節にふさわしい飲み比べのセットです。

価格　 4,072 円
内容量　黒龍　あどそ　大吟醸純米酒　720ml×1

　　　　黒龍グラスNEO×2

　　　　黒龍 720ml×2本箱入り

価格　 815 円
内容量　黒龍　吟のとびら　150ml×1

　　　　九頭龍　純米　150ml×1

　　　　専用箱入り（紺  or  水色）

価格　 2,750 円
内容量　黒龍　吟十八号　720ml×1

　　　　九頭龍　純米夏しぼり　720ml×1

　　　　720ml ×2 本箱入り

 

（KOG－004）
九頭龍＆黒龍　小瓶セット

「黒龍あどそ×黒龍酒グラス」スペシャルセット 

※写真はイメージです。

福井県大野市の阿難祖（あどそ）地方。この地で収穫された

五百万石を黒龍酒造が醸し、福井県内の酒販店へのみ蔵出し。

作り手、売り手も全てmade in＜福井＞。県外への蔵出しを

行っていない、福井県限定流通の日本酒です。今回は、シン

プルで家呑みでも使用しやすい黒龍のグラスを 2個セットで

ご用意。年に一度の蔵出し品、黒龍の純米大吟醸酒をお楽し

み

下さい。

(KOG－001)

お勧め！
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特撰ギフト

税別表示です。

価格　 2,958 円
内容量　SAKURAO GIN ORIGINAL47°　700ml×1

　　　　強炭酸水　500ml×1

　　　　サラ　タンブラー×1

　　　　専用紺箱 3本入り

価格　 5,500 円
内容量　SAKURAO GIN LIMITED 47°
　　　　　　　　　　　　700ml×1
　　　　専用箱入り

価格　 5,000 円
内容量　季の美　京都ドライジン 45°
　　　　　　　　　　　　　　700ml×1
　　　　専用箱入り

宝山「鹿児島ハイボール」

「SAKURAO GIN LIMITED」

「SAKURAO GIN ORIGINAL」セット

「季の美　京都ドライジン」

※写真はイメージです。

今、「ジャパニーズ・ジン」が日本のみならず世界で人気上昇中です。広島県の穏やかな気候と雄大な自然がもたらす豊かなアロマが

爽やかに心地良い「SAKURAO GIN」。お米からつくるライススピリッツとボタニカルに日本ならではの素材を取り入れ、英国と京都

の伝統を融合させた「京都　季の美ドライジン」。ロックはもちろん、炭酸割でシュワシュワッと爽やかに、ご自宅でオリジナルカク

テルを楽しんだりと、幅広くお飲み頂けます。

広島県産のフレッシュな柑橘類など９種類のボタニカルを使用。

柑橘の香りと伝統的なジンの風味が融合したアロマが特徴です。

流行中の強炭酸と、口当たりのよいグラスをセットでお届け。

山海の幸が豊富な広島の厳選した１７種類の

ボタニカルを原料に使用。創業の地の象徴、

桜香のアクセントと柑橘系の香りの余韻が印

象的です。

英国と京都の伝統を融合させたプレミアム

クラフトジン。ロンドンドライスタイルに

「和」のエッセンスを加えた唯一無二の味わ

いです。 

価格　 5,256 円
内容量　鹿児島ハイボール 350ml×24

　　　　1ケース箱入り

本格芋焼酎「宝山」の特別限定酒 99％を使用したハイボール。

いつでもどこでもプシュっと手軽に楽しめるのが魅力の缶入り

RTD（ready to drink：割る手間がいらず、蓋を開けるとすぐ

に飲めるアルコール飲料）。芋焼酎の香ばしい香り、ほのかに

甘く、さわやかですっきりとした風味、口当たりもまろやか。

お好みでレモンやかぼすをしぼってスッキリと。フルーツを

使えばオリジナルカクテルの出来あがり。糖質 0、プリン体 0、

健康に敏感な方にもピッタリです！

(TO－001)

(TO－002)

(TO－003) (TO－004)
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リキュール

税別表示です。

日本初の「地ヨーグルト」リキュール。

鳥海山の麓の牧場で採れた新鮮な生乳

からつくられたヨーグルトを使用。子

宝シリーズの他の商品と混ぜ合わせて

もお楽しみ頂けます。

価格　 2,830 円
内容量　子宝　鳥海山麓ヨーグルト 1.8ℓ×1

　　　　1.8ℓ×1本箱入り

価格　 2,500 円
内容量　ちえびじん　紅茶梅酒 1.8ℓ×1

　　　　1.8ℓ×1本箱入り

価格　 5,700 円
内容量　ちえびじん　

　　　　レモンティーリキュール　1.8ℓ×1

　　　　鶴梅　夏みかん　1.8ℓ×1

　　　　1.8ℓ×2本箱入り

マンゴーの王様と呼ばれて名高い

「アルフォンゾマンゴー」を使用。

とろりと濃厚な飲み口です。

価格　 3,230 円
内容量　子宝　番外編マンゴー 1.8ℓ×1

　　　　1.8ℓ×1本箱入り

価格　 4,500 円
内容量　白いライチ　720ml×1

　　　　白いラフランス　720ml×1

　　　　白いシャルドネ　720ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り

子宝「鳥海山麓ヨーグルト」ちえびじん「紅茶梅酒」

白いシリーズ 3本セット

子宝「番外編マンゴー」

ラ・フランスは山形県産で華やかな香り。

ライチはボディがあり香り立ち華やか。

シャルドネ（白ぶどう）は上品な飲み口。

（LI－003）

（LI－001）

（LI－002） （LI－004）

（LI－007）

価格　3,000 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」  （LI－006）
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。

価格　 3,000 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 （LI－005）

大分県杵築市の紅茶「べにふうき」を、3年

連続モンドセレクション最高金賞の深層地下

天然水で水出しし、地元産南高梅で仕込んだ

梅酒とブランデーをブレンド。店頭でも大人

気の商品です。

夏限定出荷のリキュールを飲み比べ。ちえびじんの

「レモンティーリキュール」は、本当にレモンティー

を飲んでいるかのような味わいです。ほんの少しの

の苦みが大人の紅茶を演出。日本酒の紀土でおなじ

み平和酒造の「鶴梅」シリーズからは、和歌山の太

陽をいっぱいに浴びた、甘い夏みかんのリキュール。

どちらも飲みやすく女性にもおススメです。

夏のリキュールセット

※写真はイメージです。
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ノンアルコール

税別表示です。

お勧め！

大地の砂金　（NO－004）

あわらの梨ジュース　
　　　　　　　　　　　　　 （NO－001）

みかみ家のりんごジュース　
　　　　　　　　　　　　　　　（NO－002）

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　　　

価格　 2,708 円
内容量　あわらの梨ジュース　720ml×2

　　　　専用箱入り

価格　 1,780 円
内容量　みかみ家のりんごジュース　

　　　　　　　　　　　　1000ml×2

　　　    720ml×2本化粧箱入り

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。

福井県あわら産の梨をギュッとしぼって、梨の

甘さを濃縮させました。すっきりと飲みやすく、

透き通ったシャンパンゴールドに輝く、こだわ

りの梨ジュースです。

価格　 2,520 円
内容量　梅炭酸水　BENI サイダー 250ml×10

　　　　専用箱入り

 福井で栽培される梅の希少品種「紅さし梅」を使用

した、紅さし梅の炭酸飲料。 香料・酸味料を使用しな

い ナチュラルテイストで、子供からご年配の方まで

飲みやすい微炭酸。

梅炭酸水　「BENI サイダー」
                                                                   （NO－003）

べに

リキッドアイスコーヒーギフト
　　　　　　　　　　　　　　　　（NO－006）

カフェオレベースセット
　　　　　　　　　　　　　　（NO－005）

価格　　2,100 円
内容量　　アイスコーヒー無糖　1,000ml ×3

　　　　　専用紺箱 3本入り

価格　　2,458 円
内容量　　リモナータ　マードレ　333ml×1

　　　　　強炭酸　500ml×1

　　　　　 サラ　タンブラー×1

　　　　　専用紺箱 3本入り

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。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。

価格　　3,300 円
内容量　　カフェオレベース　720ml×1

　　　　　カフェオレベース（無糖）720ml ×1

　　　　　専用紺箱 2本入り

牛乳と割るだけで本格的なカフェオレが自宅で

楽しめる「カフェオレベース」。加糖と無糖を

セットで。

青森県産のふじりんごを 100%使用した無添

加りんごジュース。りんごの甘みがギュッと

つまったストレートジュース。

イタリアのシチリアから届いた本場の「レモネードのもと」。原料のレモン、きび砂糖も

すべて完全無農薬、保存料の添加物も一切なし。健康な柑橘の風味が詰まった、レモンの

果肉さえ感じるクオリティ。基本の割合はリモナータ１：炭酸水３。原液にアルコールは

入ってないので、お子様もレモンソーダが楽しめます。アルコールを入れれば、現在若者

を中心に大流行中のレモンサワーがご自宅でも作れます。

レモンソーダセット （NO－007）
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勝沼醸造

税別表示です。

－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)

「イセハラ 2014」(AL－004) 「モンテ」(AL－005）

価格　 5,200 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　 4,650 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　4,200 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

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カ月発酵熟成の

果実味と樽香りが心地よい白。

価格　 5,700 円
内容量　アルガブランカ　イセハラ 2014　

　　　　　　　　　　　　　　　　750ml×1

　　　　アルガブランカ箱入り

価格　 3,200 円
内容量　アルガーノ　モンテ　750ml×1

　　　　アルガブランカ箱入り

伊勢原の単一畑から収穫された甲州種のみを原

料に醸造した白ワイン。華やかな香りに加え、

爽やかな酸味と微妙な甘さのバランスが良い。

完熟したマスカット・ベーリーＡ種をゆっくり

と発酵した後、フレンチオーク樽で熟成。ベリ

ー系の香りと豊かな果実味に加え、ほのかなタ

ンニンが優しい味わい。

お勧め！

かつて、三重県で開幕した G7伊勢志摩サ

ミットでこのアルガブランカ・ブリリャン

テが選ばれました。期間中のスパークリン

グワインは全体を通してブリリャンテが使

用され、世界中のVIP 達から称賛されまし

た。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です。
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馨和－KAGUA－

税別表示です。

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ります。和の馨るエール「馨和KAGUA」

＜クラフトビール＞

「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」 価格　 3,600 円
内容量　 Rouge 330ml or Blanc 330ml or

                Japanese Citrus Saison 330ml  or

                IPA 330ml

　　　　専用箱入り

価格　 1,420 円
内容量　 Rouge 330ml×1 or Blanc 330ml×1 or

                Japanese Citrus Saison 330ml×1 or

                IPA 330ml

　　　　専用箱入り

価格　 7,200 円
内容量　 Rouge 330ml or  Blanc 330ml or

                Japanese Citrus Saison 330ml or

                IPA 330ml

　　　　専用箱入り

Rouge Blanc IPAJapanese Citrus Saison

※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-002）

「KAGUA 　Japanese Citrus Saison」

「KAGUA 　Blanc」

「KAGUA 　IPA」
KAGUA 2 本セット　(KA-001）

KAGUA 12 本セット　(KA-003）

限定入荷 新登場

※お好きな組み合わせをお選びください。

※お好きな組み合わせをお選びください。

※お好きな組み合わせをお選びください。

ルージュ ブラン シトラスセゾン

ルージュ

ブラン

シトラスセゾン

カグア
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松徳硝子

税別表示です。

松徳硝子

KATACHI　格子
　　　  (6411001)

KATACHI　千本
　　　　(6411002)

KATACHI　斜紋
　　　   (6411003)

うすはりタンブラー L
              木箱 2Pセット (2741020)

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

　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。

価格　 各 1,500 円　※お好みで 2個セットも可能です
内容量　KATACHI 格子×１　KATACHI 千本×１　KATACHI 斜紋×１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各 1Pパッケージ入り

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。ハイボールやカクテルにも最適

の Lサイズを木箱入りでお届けします。

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。

＊一部お取り寄せ商品がございます。

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　酒器揃え　　（2891020）

価格　 5,000 円
内容量　酒注ぎ×1　タンブラー SS×2

　　　　木箱入り

口径 /7.0cm 　高さ /13.5cm　容量 /約 375cc

価格　 4,000 円
内容量　うすはりタンブラーＬ×２個

　　　　木箱入り

しょうとくがらす
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松徳硝子

税別表示です。

Choko 01

口径 /5.6cm 　高さ /6.0cm　容量 /約 75cc　材質 /無鉛クリスタルガラス

Choko 02

口径 5.4cm　  高さ 6.0cm　  容量  / 約 75cc   材質 / 無鉛クリスタルガラス

Tokkuri 01     口径 /3.6cm 　高さ /11cm　容量 /約 230cc　材質 /無鉛クリスタルガラス

Tokkuri 02     口径 /3.0cm     高さ /15cm　容量 /約 210cc　材質 /無鉛クリスタルガラス

格子柄のモールをいれた日本酒用酒器。

 手作りならではのあたたかみある器が食卓を彩ります。

Tokkuri 01 (6521001)

Choko 01 (6511001) Choko 02 (6511002) Choko 03 (6511003) Choko 04 (6511004)

Tokkuri  & Choko シリーズ

Tokkuri 02 (6521002)

価格　 4,800 円
内容量　Tokkuri 01×1　or   Tokkuri 02 ×1　　＆　　Choko 01   or   Choko 02   or   Choko 03   or   Choko 04 　×2

　　　　専用紺箱 2本入り　　※お好きな Tokkuri を 1 つ、choko を 2つお選びください。

Choko 03

口径 /4.6cm 　高さ /6.0cm　容量 /約 100cc　材質 /無鉛クリスタルガラス

Choko 04

口径 /4.4cm 　高さ 6/.0cm　容量 /約 90cc　  材質 / 無鉛クリスタルガラス

※Tokkuri と choko のセットです。

お好きな Tokkuri を 1 つ、choko を 2つお選びいただけます。

とっくり ちょこ

ロックグラス　　（1501001  ROCK#01）

口径 8.4cm 　 　高さ 8.8cm　　 容量　約 270cc

材質　無鉛クリスタルガラス

価格　 10,000 円
内容量　ロックグラス×1

　　　　桐箱入り

繊細な飲み口と、程良い重量感。シンプルであり上質。

 飽くまで、酒を引き立たせる道具でありたい。

こだわりに応える日本のロックグラス。
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黒龍　酒器

税別表示です。

価格　 10,000 円
内容量　黒龍　錫徳利　龍 ( 容量 180ml)×１個

　　　　専用箱入り　　　　　　　　　

価格　 3,500 円
内容量　黒龍　酒杯×１個　　専用箱入り

価格　 3,500 円
内容量　黒龍　平盃×各１個

　　　　専用箱入り　

               酒器袋付き　　　　　　　　

錫徳利　龍　　（KO-005）

黒龍「酒杯」　　（KO-004）

「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。×

創業文化元年。240年を超える歴史を持つ黒龍

酒造が醸す銘酒「黒龍」は、まさに福井を代表

する銘柄の一つです。その人気は県内にとどま

らず、日本全国、海外にまでその名を馳せるよ

うになりました。そんな黒龍のお酒と合わせて

飲みたい、蔵元こだわりの酒器をご紹介します。

深澤直人氏デザインによる、うすはりのグラス。深澤氏は「±0」や「無印良品」などで多彩な製品

デザインを手がけ、グッドデザイン賞審査委員長も務められている日本屈指のプロダクトデザイナー

です。うすはりグラスならではの極薄の飲み口と、手のひらに収まる小柄なサイズにより、手のぬく

もりで変化する冷酒の繊細な香味をお楽しみ頂けます。

日本六古窯（にほんろっこよう）のひとつである福井県丹生郡越前町の地で、

「竜仙窯」窯元の岩間竜仁氏の手により生まれました。「冷酒をゆっくりと、贅

沢に味わってほしい。」という思いを形にすべく何度も打合せを重ね、陶器では

困難とされる薄作りの平盃が実現。手仕事ならではのあたたかみを感じる逸品。

黒龍　「平盃」

黒龍　「平盃　青」　(KO-001) 黒龍　「平盃　黒」　(KO-002) 黒龍　「平盃　緑」　(KO-003)

ひらさかずき

さかずき

黒龍酒造

＊手作りの為、ご用意でき次第のお届けとなります。
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能作

税別表示です。

＊一部お取り寄せ商品がございます。

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。

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

　　　　専用箱入り　　　　　　

ちろり－L　（501242）　　　

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。

価格　 6,000 円
内容量　NAJIMI タンブラー×１

　　　　専用箱入り　　　

ＮＡＪＩＭＩタンブラー （501341）

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

片口ちょろりん （501240） 盃 - 喜器 -Ⅱ（501260）

価格　 5,000 円
内容量　片口ちょろりん×１

　　　　専用箱入り

価格　 2,800 円
内容量　盃　喜器Ⅱ×１

　　　　専用箱入り

　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 150cc　　

    祝いの席を彩る、喜びの器。

高さ 3.5cm　直径 6.1　容量 /約 40cc

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　　

なじみ
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ノースファームストック

税別表示です。

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

＊一部お取り寄せ商品となります

価格　　3,000 円
内容量　　北海道　焼肉ソース（マイルド）　200ml×1　　　

　　　　　北海道　山わさびソース　180ml×1

　　　　　ジンジャージュレピクルス    120ｇ×1

　　　　　北海道　  マスタード＆昆布　120g×1

　　　　　メルバトースト　12枚入り

　　　　　専用箱入り　

北海道素材のソースセット＆ジュレ

北海道でとれた材料をふんだんに使用し、ドレッシングを作りました。

お肉にかけてさっぱりと召し上がれる山わさびソースや、北海道函館

産の昆布をブレンドした特別なマスタードなど、サラダ以外にも多様

に使えるギフトセットになっています。

（YMG-05）

北海道　人気商品詰め合わせ　（NS-002）

価格　2,400 円
内容量　チーズのオイル漬け　140g×1

　　　　きのこのオイル漬け    160g×1

               バーニャカウダ　　　120g×1

               専用箱入り　　

当店で販売しているノースファームストック商品のうち、

すぐに完売してしまう人気商品ベスト 3をセットにしま

した。サラダにも、ちょとした付け合わせにもちょうど

いいサイズのセットです。
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ノースファームストック

税別表示です。

北海道のフレッシュジュース 10本セット　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（TCAP－10）

価格　　2,900 円
内容量　　ミニトマト 80ml×4　キャロットミックス 80ml×２

　　　　    ペリーラ 80ml×２       アップル 80ml×2

　　　　　専用箱入り　

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。

ワインにも、日本酒にも、焼酎にも。飲むお酒を選ば

ない、ちょっとしたおつまみに最適のセット。

価格　　2,360 円
内容量　　醤油こうじとニンニク生姜のアペタイザー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　      120ｇ×1

　　　　　甘こうじとパンプキンのジャム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  140ｇ×1

　　　　　塩こうじとトマトのディップ　  140ｇ×1

北海道 糀シリーズ 3種セット　（NS-003）

栄養が豊富で、健康や美容にいいといわれる「糀」を使用した北海道糀シリーズ。

お料理で活躍するアペタイザー、ラムレーズンの芳醇な香りがアクセントの大人

のパンプキンジャム、クラッカーやパンに乗せたり、パスタソースとしても使え

るディップ。様々な麹のバリエーションをお楽しみ頂けます。

価格　 3,100 円
内容量　北海道クラッカー　プレーン    70ｇ×1

　　　　北海道クラッカー　えび　    70ｇ×1

　　　　北海道クラッカー　オニオン　70ｇ×1

           　北海道クラッカー　チーズ　    70ｇ×1

　　　　ミックス野菜ピクルス             230ｇ×1

　　　　チーズのオイル漬け　　　　   140g×1

               専用箱入り

北海道クラッカー 4種と

　　　　ピクルス＆チーズセット （CCP-06）

こうじ



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合わせて

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~ PM6:00

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 ~ PM6:00

www.sakenomise.com


