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越前酒乃店はやしが厳選セレクト致します。
贈り先様のお好みや年齢層、食べ物のお好みなどをお伺いし、ご予算に合った
ギフトをおつくりさせていただきます。お気軽にご相談くださいませ。
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プレミアムコース

※税別表示です。3

兵庫県の特 A地区。約 3,000 俵が実る広大な生産地区一帯で作られる最

高級の山田錦の中でも、さらに最高の特上米を精米歩合 30％まで磨きあ

げた純米大吟醸酒。小林酒造の技術が詰まった蔵最高峰酒です。専用化粧

箱の中には、商品説明の冊子や会員カードが付属するなど、プレミアム感

満載。贈られた方も大満足のお酒です。

価格　20,000 円 （税別）

内容量　鳳凰美田　～ SUPREME～　750ml×1

　　　　商品説明冊子　会員カード付き

　　　　専用化粧箱入り

　　　　冷蔵便推奨商品

価格　9,259 円 （税別）

内容量　なかむら　謹醸　宇治野正

　　　　～米焼酎 20年貯蔵～ 36°原酒 720ml×1

　　　　専用木箱入り

鳳凰美田「～ SUPREME2017 ～」（PR－001）

なかむら　
「謹醸　宇治野正～米焼酎 20年貯蔵～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（PR－003）

20年前より、タンクひとつ分だけ残されていた限定秘蔵焼酎「なかむら

謹醸　宇治野正」。中村酒造場にとって最も大事な時期を支えた阿多杜氏

で、代表銘柄「なかむら」の生みの親でもある宇治野正氏が、20年前に

一度だけ米焼酎を造られたそうです。今回、20年の時を経て極上の味わ

いに仕上がったこの米焼酎が、満を持して蔵出し。もう二度と出荷され

ない、一度限りの限定品です。

シュプリーム

きんじょう うじのただし

獺祭「磨きその先へ」（PR－002）

常識的な純米大吟醸では踏み出せない酒質を目指しました。

美しい香りと両立する味の複雑性・重層性と長い余韻を持

っています。

価格　 30,000 円 (税別）

内容量　磨きその先へ　720ml×1

　　　　専用化粧箱入り

　　　　冷蔵便推奨商品

※数量限定

※数量限定

※数量限定



特撰ギフトコース

※税別表示です。4

東北地酒 6本セット
　　「日髙見」×「田酒」× 「新政」×
　　　　　　　　　　　　　　「南部美人」×「楯野川」×「冩樂」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JA－001）

価格　8,375 円 （税別）

内容量　日髙見　純米酒　720ml×1

　　　    田酒　特別純米　生　720ml×1

　　　　新政　NO.6 R-type 　740ml×1

　　　　南部美人　吟醸しぼりたて生原酒　

　　　　　　　　　　　　　　720ml×1

　　　　楯野川　純米大吟醸　中取り　

　　　　　　　　　　出羽燦々　720ml×1

　　　　 冩樂　純愛仕込　純米酒 　720ml×1

　　　　 6 本箱入り

               冷蔵便推奨商品

東日本大震災から早数年。復興の道は険しく、まだまだ

皆様の温かい支援を必要としています。遠くて現地に行

けなくても、飲んで東北を応援しませか？

12/1（土）　AM10：00より販売開始

※数量限定

「集中豪雨被災地応援」セット （JA－002）

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

価格    8,405 円 （税別）

内容量　東洋美人　壱番纏　720ml×1

　　　　獺祭　純米大吟醸　二割三分　720ml×1

　　　　専用化粧箱入り

今年の夏、西日本を襲った集中豪雨。山口県に蔵をかまえる

「獺祭」の＜旭酒造＞は、この集中豪雨で被災し、「東洋美人」

の＜澄川酒造場＞も、数年前に山口県に降り続いた豪雨で被災、

全てが流されてしまいました。今もまだ完全に復興されてはお

りません。皆様の応援をお願いします。

※ご注文は販売開始当日、店頭ご来店および電話のみ承ります。

ファックスやメール等ではキャンセルになりますのでご注意下さい。

また、事前のご予約は承りかねますので予めご了承下さいませ。



特撰ギフトコース

※税別表示です。5

毎年豪雨に襲われる九州。今年は火山の噴火もありました。

熊本地震の復興も道半ばです。応援の意味を込めて、九州

の焼酎飲み比べのセットです。

「九州」セット （JA－003）

福井県　新種新米「いちほまれ」

※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。

価格    9,909 円 （税別）

内容量　一尚　シルバー　720ml×1

　　　　黒木本店　球　14°  720ml×1

　　　　特蒸泰明　720ml×1

　　　　能作　くまモン箸置きセット×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り

価格    3,000 円 （税別）

内容量　いちほまれ　5キロ

　　　　専用箱入り

価格    5,800 円 （税別）

内容量　いちほまれ　5キロ×2

　　　　専用箱入り

いちほまれ　5キロ
　　　　　　　　（JA－005）

いちほまれ　10キロ
　　　　　　　　　　　　　　　（JA－006）

「こしひかり発祥の地」 福井県が持てる技術の粋を尽くし、およそ六年の歳月を掛けて
開発した次世代を担う全く新しいお米「いちほまれ」が発売されました。「日本一（い
ち）美味しい、誉れ（ほまれ）高きお米」となってほしいという思いが込められたこ
のお米の特徴は、絹のような白さと艶、口に広がる優しい甘さ、粒感と粘りです。こ
の特徴を生かすには、少しお水を少なめに炊くこと。新しく生まれた福井県産米「い
ちほまれ」を、これからも応援してください。

「酒乃店はやしセレクト」
　　　　　　　　　　（JA－004）

スタッフがおススメする、この季節の旬のお酒を

5,000 円～ 6,000 円前後でセレクト致します。そ

れぞれ違った味わいの季節のお酒をお楽しみ頂け

るセット内容でお届け致します。

※ご予算の希望によってセットを組むことも可能です。

　スタッフまでお申し付け下さいませ。

価格　5,000 円～ 6,000 円前後 （税別）

内容量 　スタッフおススメの旬のお酒 720ml×3

　　　　 720ml×3本化粧箱入り



10,000 円コース

※税別表示です。6

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

「鹿児島焼酎」飲み比べ 3本セット （A100－003）

新政飲み比べセット （A100－004）

冬の特撰セット　（A100－002）

価格 　9,219 円 （税別）

内容量　吉兆宝山　 1.8ℓ×1

　　　　萬膳　黒麹 　1.8ℓ×1

　　　　旭萬年　無濾過　1.8ℓ×1

　　　　1.8ℓ×3本箱入り　　　　　

価格　8,008 円 （税別）

内容量　新政NO.6　R-type　Essence　720ml×1

　　　　新政NO.6　S-type　Essence　720ml×1

　　　　新政　ヴィリジアンラベル　　720ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り　　　　　

鹿児島に蔵を構える＜西酒造＞＜万膳酒造＞＜渡邊酒造場＞。

同じ鹿児島でも味わいのニュアンスは全く異なり、それぞれ

の作り手の個性が光っています。各蔵自慢の逸品をじっくり

飲み比べて下さい。

人気爆発中の新政を飲み比べ。NO.6 シリーズ

でも貴重な Essence とヴィリジアンラベルです。

「黒木本店スペシャル！」 
                                        （A100－001)

価格　 8,897 円 （税別）

内容量　百年の孤独　40°720ml×1

　　　　たちばな原酒　35～ 37°720ml×1

　　　　野うさぎの走り　37°600ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り　　

価格　 10,285 円 （税別）

内容量　田酒　純米大吟醸　720ml×1

　　　　醸し人九平次　純米大吟醸　別誂　720ml×1

　　　　鳳凰美田　純米吟醸酒　720ml×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。

日本酒好きなら絶対飲みたい銘柄をセットにしました。香りも
味わいも全く違うタイプの 3銘柄です。日本酒好きにはたまら
ない「田酒」「醸し人九平次」「鳳凰美田」をぜひ飲み比べてみ
て下さい。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

「田酒」×「醸し人九平次」×「鳳凰美田」

※数量限定

12/1（土）　AM10：00より販売開始 ※ご注文は販売開始当日、店頭ご来店および電話のみ承ります。

ファックスやメール等ではキャンセルになりますのでご注意下さい。

また、事前のご予約は承りかねますので予めご了承下さいませ。お一人様 2セット限り。

※数量限定



10,000 円コース

※税別表示です。7

早瀬浦　「純米大吟醸」
　　　　　（A100－007)

兵庫県産特 A地区の山田錦で醸したお酒を、
透明のひょうたんボトルに瓶詰め。開けた瞬
間に感嘆の声が聞こえてきそうな、数量限定
プレミアム酒です。

価格    8,000 円 （税別）

内容量　日高見　純米大吟醸　弥助　

　　　　ひょうたんボトル　700ml×1

               専用化粧箱入り

日高見　純米大吟醸
「弥助　ひょうたんボトル」　
　　　　　　　　　　　　　（A100－008）

鳳凰美田　純米大吟醸
「White Phoenix」
　　　　　　　　（A100－006）

価格   10,000 円 （税別）

内容量　鳳凰美田　純米大吟醸

　　　　White Phoenix　1.5ℓ×1

　　　　専用化粧箱入り　

価格    8,800 円 （税別）

内容量　早瀬浦　純米大吟醸

　　　　1.8ℓ×1

　　　　専用化粧箱入り　

年末の限定酒として出荷される蔵元渾

身の 1本。華やかでゴージャス、年始

を迎えるのに相応しいお酒です。

上品な香り立ち、キレのある辛さ。爽やかで

ふくよかな味わい。悠然たる風格があり、重

厚な見た目も好評をいただいております。

12月発売予定

価格　9,127 円 （税別）

内容量　獺祭焼酎　39°720ml×1

　　　　なかむら原酒　醸    37° 720ml×1

　　　　爆弾ハナタレ　44°500ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り

25度を超える高アルコールの 3本セット。割っても

風味を損なう事なく楽しめるのは高アルコールならで

はこそ。ロックでも水割りでも、もちろんお湯割りも

おススメです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

「獺祭」×「なかむら原酒　醸」×「ハナタレ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A100－005）

「酒乃店はやしスペシャルギフト」（A100－009)

贈れば絶対に喜んでもらえる、酒乃店はやしが自信を持って

おすすめする 3銘柄。「而今大吟醸」「新政コスモスラベル」

「紀土　無量山」。どれを飲んでも美味しいですよ！

価格　11,641 円 （税別）

内容量　而今　大吟醸　720ml×1

　　　　新政　コスモスラベル　720ml×1

　　　　紀土　無量山　純米大吟醸　720ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り

12/1（土）　AM10：00より販売開始 ※ご注文は販売開始当日、店頭ご来店および電話のみ承ります。

ファックスやメール等ではキャンセルになりますのでご注意下さい。

また、事前のご予約は承りかねますので予めご了承下さいませ。
お一人様 2セット限り。

※数量限定



5,000 円コース

※税別表示です。8

国民的人気お菓子「キットカット」。日本酒＜紀土＞でお

なじみの平和酒造が手掛けるリキュール「鶴梅」シリー

ズの梅酒とコラボレーションしました。ホワイトチョコ

からふんわり広がる梅の香りがとっても爽やか。チョコ

と梅酒「すっぱい」、紀土の日本酒をセットで。

価格　 5,000 円 （税別）

内容量　白岳仙　純米大吟醸

　　　　スライトリースパークリング　720ml×1

　　　　専用箱入り

年に一度の蔵出し品。乾杯にピッタリの

微発泡スパークリングタイプ日本酒です。

極限まで磨いた山田錦を使用した最高の

純米大吟醸。上品で綺麗なお酒。飲めば

飲むほど味わい深い仕上がり。

「蒸撰シリーズ」　３本セット
　　　　　　　　　　　　　　　（B50－005）

獺祭　純米大吟醸「二割三分」
　　　　　　　　　　　　　　　（B50－006）

「キットカット×平和酒造セット」

　　　　　　　　　　　　　　（B50－001）

白岳仙　純米大吟醸
「スライトリースパークリング」
　　　　　　　　　　（B50－004）

価格　 4,800 円 （税別）

内容量　キットカット梅酒×1

　　　　 鶴梅　すっぱい　720ml×1

　　　　 紀土　無量山　純米吟醸　720ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り

価格     5,400 円 （税別）

内容量 　早瀬浦　大吟醸　雫酒　500ml×1

　　　　 専用箱入り

価格　 6,800 円 （税別）

内容量 　アルガーノ

　　　　 ヴェント　1.8ℓ×1

　　　　 フォーゴ　1.8ℓ×1

　　　　 1.8ℓ×2本箱入り

※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。

早瀬浦　「大吟醸　雫酒」（B50－002）

アルガーノ「ヴェント」「フォーゴ」（B50－003）

※チョコにはわずかにアルコールが入っております。

　お子様や妊婦の方はご注意下さいませ。

価格　 5,000 円 （税別）

内容量　獺祭　純米大吟醸　

　　　　二割三分　720ml×1

　　　　専用木箱入り　　

日本国内外から人気を集める山梨県「勝沼醸造」の赤ワインと
白ワインのセット。容量がワインでは珍しい 1.8ℓで、これか
らの宴会やパーティーに大活躍です。

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。

価格　 6,456 円 （税別）

内容量　蒸撰白豊　34°720ml×1

　　　　蒸撰紅東　34°720ml×1

　　　　蒸撰綾紫　34°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。「気合い度数 120％」とい

う情熱の焼酎をお楽しみ下さい。



5,000 円コース

※税別表示です。9

日高見　「純米大吟醸　中取り」
　　　　　　　　　　　　　　　　（B50－008）

九頭龍燗酒セット　（B50－009）

価格　 6,400 円 （税別）

内容量　九頭龍　大吟醸　720ml×1

　　　　燗たのし×1

　　　　源造徳利（容量　180ml）×1

　　　　専用箱入り

価格　 4,905 円 （税別）

内容量　獺祭　純米大吟醸

　　　　磨き二割三分　温め酒　720ml×1

　　　　専用箱入り

ご家庭で気軽にお燗酒が楽しめる「九頭龍お燗セット」。

寒い夜にはお燗でほっこりと。

獺祭　純米大吟醸　磨き二割三分「温め酒」　（B50－010）

50度を少し超える熱燗がおすすめです！高精白の贅沢な

お燗酒をお楽しみ下さい。

価格     5,000 円 （税別）

内容量 　日高見　純米大吟醸　中取り　720ml×1

　　　　 専用化粧箱入り

※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。

※写真はイメージです。

兵庫県産特 A地区の山田錦を贅沢に使用。最高品

質の山田錦の特性をフルに引き出した上品なお酒。

気品がありながらも、力強さを併せ持った逸品。

数量限定の特別なお酒です。

無数の円から浮かび上がる、おめでたい「松」。ゆく年の＜縁＞や＜宴＞を、

くる年の繁栄・円満・長寿の願いを形にしたラベルは、紋章上繪師、波戸場

承龍オリジナル家紋アート作品とのコラボレーションから生まれました。皆

様の今年一年の締めくくりに、また迎える新年が素晴らしいものになるよう

に願いを籠めた珠玉の 1本です。お世話になった方へ、また大切な方へ、願

いを込めて贈られてはいかがでしょうか。全国にわずか 500本限定出荷の貴

重なお酒です。

2

価格　5,000 円 （税別）

内容量　吉祥黒松　大吟醸　720ml×1

　　　　専用化粧箱入り

常山「吉祥黒松」（B50－007）
きっしょうくろまつ

※数量限定

新商品



3,000 円コース

※税別表示です。
10

「大地の砂金」　（C30－002）

価格　 3,100 円 （税別）

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。

「飲み比べ　小瓶詰め合わせ」

　　　　　　　　ギフト　 （C30－006）

※写真はイメージです。

価格　  3,645 円 （税別）

内容量　 梵　純粋　300ml×1

　　　　 早瀬浦　冷用酒 　300ml×1

                常山　生貯蔵酒　300ml×1

　　　　 黒龍　いっちょらい　300ml×1

　　　　 獺祭 　純米大吟醸 50　300ml×1

　　　　 白岳仙　五百万石　300ml×1

　　　　 6 本化粧箱入り

多くもなく、少なくもない「丁度いいサイズ」の

小瓶が詰まったギフトセット。福井県の地酒に県

外のお酒をプラスした、ちょっとずつ飲み比べが

出来るお手軽なギフトです。

価格　 3,177 円 （税別）

内容量　早瀬浦　純米吟醸　720ml×1

　　　　星の子亭　へしこスライス×1

　　　　化粧箱入り

福井県内でトップクラスの人気を誇る海の

お酒「早瀬浦」。その早瀬浦の酒粕を使用し

た福井名産「へしこ」のセット。おつまみに

も、シメのお茶づけにもピッタリです。

「早瀬浦」　鯖へしこセット
　　　　　　　　　　　　　　　　（C30－003）

×

※ご用意でき次第、冷蔵でお届け致します。

価格　 2,542 円 （税別）

内容量　田酒　特別純米酒　720ml×1

　　　　田酒　甘酒　750g×1

　　　　化粧箱入り　　

「田酒」飲み比べセット
　　　　　　　　　　　　　　　（C30－004)

飲み飽きしない、飲み疲れしない、どこか

ホッとする味わいの田酒の定番商品と、無

添加ノンアルコールの甘酒。

常山　「純米大吟醸　特別栽培米　越前美山錦」　（Ｃ30－001）

価格　 2,700 円 （税別）

内容量　常山　純米大吟醸　

　　　　特別栽培米　越前美山錦 720ml×1

               専用化粧箱入り

「KuraMaster」とは、フランス人によるフランス人のための、フランスの地で

行う日本酒のコンクール。審査員はフランスの＜食＞のプロフェッショナルた

ち。この大会で、見事連続受賞の快挙達成です。福井県の美山地区で栽培され

た酒米と福井のおいしい水で醸されたお酒が、海外にも認められた自慢の 1本。

KuraMaster 28BY プラチナ賞受賞。

KuraMaster  29BY ゴールド賞受賞。

価格　 3,867 円 （税別）

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

「ちんぐ」飲み比べセット （C30－005）

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。



馨和－KAGUA－

※税別表示です。
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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 （税別）

内容量　 Rouge 330ml or Blanc 330ml or

                Japanese Citrus Saison 330ml  or

                IPA 330ml

　　　　専用箱入り

　　　　※お好きな組み合わせをお選びください。

価格　 1,420 円 （税別）

内容量　 Rouge 330ml or Blanc 330ml or

                Japanese Citrus Saison 330ml or

                IPA 330ml

　　　　専用箱入り

　　　　※お好きな組み合わせをお選びください。

価格　 7,200 円 （税別）

内容量　 Rouge 330ml or  Blanc 330ml or

                Japanese Citrus Saison 330ml or

                IPA 330ml

　　　　専用箱入り

　　　　※お好きな組み合わせをお選びください。

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



自然派ワイン

※税別表示です。
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グラヴネル /リボッラ （WI－004）

ドメイヌソガ　第 5メルロ＆タナ　サンシミ 2014 （WI－005）

ドメイヌソガ　第 1－第 3　カベルネ　サンシミ 2015 （WI－006）

ドメイヌソガ　サンクセパージュ　サンシミ 2014 （WI－007）

ドメイヌソガ　クレレ　ヴォルプチュー　サンシミ 2014 （WI－008）

ラ・ビアンカーラ /マシェリ＆ロッソマシェリ （WI－003）

ダール　エ　リボ /
クローズ　エルミタージュ　ルージュ　セ　ル　プランタン （WI－002）

マルセル　ラピエール /レザン　ゴーロワ　バックインボックス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（WI－001）

昨今、人気の高まる「自然派ワイン」。有機栽培の葡萄、自然酵母による発酵、補糖・補酸などの味わいの調整を行わない、SO2

無添加等の結果、香りや味わいの個性が非常に際立ち、評価の分かれるワインも多々存在します。「有機栽培だから、自然酵母だ

から美味しい」ではなく、「そのワインの味わいが飲み手にとって美味しく魅力的なものであるか」という観点から、酒乃店はや

しがおすすめのワインをセレクトしました。その土地でのみ生みだすことが出来る純粋な味わいをお楽しみ下さい。

価格　 11,539 円 （税別）　　　
内容量　マルセル　ラピエール

　　　　レザン　ゴーロワ　5.0ℓ×1

　　　　専用箱入り

　　　　 冷蔵便推奨商品

価格　 3,893 円 （税別）　　　
内容量　クローズ　エルミタージュ

　　　　ルージュ　セ　ル　プランタン

　　　　750ml×1

　　　　コルク柄箱入り

　　　　冷蔵便推奨商品

価格　 5,600 円 （税別）　　　
内容量　ラ　ビアンカーラ

　　　　マシェリ＆ロッソマシェリ

　　　　750ml×各 1

　　　　化粧箱入り

　　　　冷蔵便推奨商品

価格　 9,200 円 （税別）　　　
内容量　グラヴネル　リボッラ

　　　　 750ml×1　

　　　　コルク柄箱入り
　　　　   冷蔵便推奨商品

※小布施ワインは他にも多数ございます。在庫、価格などスタッフまでお尋ねくださいませ。

フランス自然派ワインの父、マルセル ラピエール。「自然派」と呼ばれるワインの礎を築いた人物。

2010 年に逝去し、世界中が早すぎる死を惜しみました。ラベ

ルデザインは、ブラックユーモア溢れるイラストで有名なモー

リス シネ氏。イラストのような、ブドウをギュッと搾って造っ

たフレッシュな風味のワイン。大容量の 5Lです。

北ローヌの地で、自然派ワインを代表する生産者として知ら

れるダール エ リボ。メディアへの露出が極端に少ないため、

知る人ぞ知る存在です。凝縮した果実の、いきいきとしたフ

レーバーとピュアな果実味が楽しめます。

サッサイアで人気を博しているイタリアのラ・ビアンカーラ。

このマシェリも大変な人気で、輸入元のインポーターでもす

ぐに品切れ。ラ・ビアンカーラの中で最もスタンダードなキュ

ヴェの赤と白のセットです。コスパ抜群です。

「イタリア最高の白ワイン生産者」「白ワインの歴史を変えた」と讃えられ世界中の生産者達が尊敬

の念を抱く、イタリア自然派の歴史を造った重鎮、ヨスコ・グ

ラヴネル。まさにカリスマ。アンフォラで約半年間皮ごとの醗

酵&初期段階の熟成。ヨスコのワインらしいシリアスさの中に

も明るさを備えた白ワイン。 

※自然派ワインは非常にデリケートです。冷蔵便・冷蔵保管をお願い致します。



国産ワイン

※税別表示です。
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－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。

1923 年に創業して以来、＜グレイスワイン＞の名前で親しまれてきた中央葡萄酒。「世界に通用するワイン」「世界に誇れるワイ

ン」を目指し、出来るだけナチュラルなワインづくりを行っています。

－アルガーノ－

「ブリリャンテ」 
　　　　　　　（AL－001）

「ピッパ」
　　　(AL－002)

「イセハラ 2014」
　　　　　　(AL－003)

価格　 5,200 円 （税別）　
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　4,200 円 （税別）　
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

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。

「鳥居平畑」
                    (GR－004)

「グレイス　
      茅ケ岳」(GR－003)

「グレイス　
     メルロ」(GR－002)

「グレイス甲州」
　　　　　　　　　(GR－001)

価格　 5,700 円 （税別）　
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

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。

「クラレーザ」
　　　　　　(AL－004)

価格　 2,200 円 （税別）　
内容量　アルガブランカ　

　　　　クラレーザ　750ml×1

　　　　アルガブランカ箱入り

味噌・醤油・わさび

など和食にあう白。

三重県で開催された G7

伊勢志摩サミットで採用。

世界中から称賛された瓶

内二次発酵スパークリン

グ白ワイン。

価格　 2,700 円 （税別）　
内容量　グレイス甲州　750ml×1

　　　　コルク柄箱入り

価格　5,200 円 （税別）　
内容量　グレイス　メルロ

　　　　　　　　　750ml×1

　　　　コルク柄箱入り

果実本来の風味を

大切にした、力強

く骨格のある赤。

価格　 2,400 円 （税別）　
内容量　グレイス　茅ケ岳　750ml×1

　　　　コルク柄箱入り

価格　 3,700 円 （税別）　
内容量　グレイス甲州　

　　　　鳥居平畑　750ml×1

　　　　コルク柄箱入り

日本葡萄発祥の地と

言われる鳥居平地区

の甲州を使用。辛口

白ワイン。

グレイスワインの代表的

ワインのひとつ。フレッ

シュな味わいと凛とした

酸味が特徴。

清々しく爽快感のある

赤ワイン。酸がキレイな

ミディアムタイプ。

－グレイスワイン－

－キュヴェ三澤－

かやがだけ



能作 plus

※税別表示です。
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「錫徳利　龍」×「九頭龍　純米」セット （e－00238）　

「能作　酒器」×「おすすめの日本酒」セット （501621）　

昇り龍をイメージしたこだわりのデザインの錫徳利。「黒龍酒造株式会社」との

コラボレーションにより誕生しました。錫は古来より、お酒の雑味を除き、まろ

やかな味わいにするといわれています。熱伝導がよいため、燗が早くつき、冷酒

も涼やかにひきたちます。湯煎の際は、錫自体も高温になるので、籐を巻いてい

る箇所をお持ちください。錆びにくく・朽ちにくい金属である錫は、縁起がよい

とされ、贈答品としてもおすすめです。

価格　11,650 円 （税別）　
内容量　九頭龍　純米酒　720ml×1

　　　　能作　錫徳利　龍（容量　180ml）×1

　　　　化粧箱入り　　

価格　 10,000 ～ 12,000 円程度 （税別）　
内容量　おすすめの日本酒　720ml×1

　　　　能作　kuzushi Yure ミニ　2個セット×1

　　　　化粧箱入り　　

底が丸く、ゆらゆらと揺れる錫の器。錫 100％の器と内側に金箔を貼った

器をセットに、はやしがおすすめする旬のお酒をセットにしてお届け。わ

ずかに形をくずすことで錫の柔らかな特性を表現したKuzushi シリーズは、

金属でありながら、どこか素朴で温かみを感じさせる器です。酒器として、

あるいは前菜やデザート用の食器としてお好みに合わせてどうぞ。
（約40cc 入ります。）

「能作　カトラリーレスト」×「おすすめ国産ワイン」セット （501191）　

価格　 5,000 ～ 10,000 円程度 （税別）　
内容量　おすすめのワイン　750ml×1

　　　　能作　カトラリーレスト　ハーチ×1

　　　　コルク柄箱入り

　　　　※各個別包装になります。

縁起の良い数字の「８」の字をデザインした

カトラリーレストと、人気が高まりつつある

国産ワインをセットでお届け。錫は、抗菌性

に優れているため食器として安心してお使い

いただけます。また、やわらかい金属なので、

自由な発想でお好みの形状に変形させてご使

用いただけます。

能作 plus

伝統を継承し、常に革新を追い求めるものづくり。

高岡銅器の伝統を受け継ぐ錫物メーカー「能作」。

職人たちが手掛ける上質な品物の数々を、ぜひお酒

と一緒にお楽しみ下さい。

＊一部お取り寄せ商品がございます。

のうさく　プラス



松徳硝子

※税別表示です。
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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 （税別） ※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。

口径 /7.0cm 　高さ /13.5cm　容量 /約 375cc

価格　 4,000 円 （税別）　
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

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 （税別）　
内容量　ロックグラス

　　　　ROCK#01×1

　　　　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。



黒龍酒器

※税別表示です。
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価格　 10,000 円 （税別）　
内容量　黒龍　錫徳利　龍 ( 容量 180ml)×１個

　　　　専用箱入り　　　　　　　　　

価格　 3,500 円 （税別）　
内容量　黒龍　酒杯×１個　　専用箱入り

価格　 3,500 円 （税別）　
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

黒龍酒器

＊手作りの為、ご用意でき次第のお届けとなる場合があります。



サッカスラッテ

※税別表示です。
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※ご用意でき次第、冷蔵でお届け致します。

※賞味期限は、商品によって製造より 7日～
　もしくは 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 (SA－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 （税別）　

　　　  4,775 円 （保冷バッグ入）（税別）　
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



ゲシュマック

※税別表示です。
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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 （税別）　
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 （税別）　
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 （税別）　
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 （税別）　
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。

寒い日に温かいしゃぶしゃぶで。

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。



ノースファームストック

※税別表示です。
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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。

＊人気商品の為、メーカー完売の際はご用意出

　来かねますのであらかじめご了承下さいませ。

北海道のフレッシュジュースセット　（NTN－02）

価格　 3,220 円 （税別）　
内容量　ミニトマトボトル　720ml×1　

　　　　キャロットミックスボトル   720ml×1

　　　　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。

北海道の人気商品＆新商品詰め合わせ　（NS－001）

北海道のクラッカーギフトセット （CCP－06）

北海道のスープセット （NSP－08）

価格　2,160 円 (税別）　
内容量　チーズのオイル漬け　140g×1      トマトケチャップ    160g×1

               ハニーマスタード　　140g×1      専用箱入り　　

おつまみ、サラダにも使用できるチーズ、お肉料理やグリルした野菜にも合う辛さ控えめ

マスタードソース、トマトの品種や製造にこだわった究極のケチャップのセット。

価格　3,100 円 （税別）　
内容量　北海道クラッカー　プレーン・チーズ・

　　　　えび・オニオン×各 1

　　　　チーズのオイル漬け×1

　　　　ミックス野菜ピクルス×1

　　　　専用箱入り

価格　3,500 円 （税別）　
内容量　トマト×2

　　　　えだまめ×2

　　　　とうもろこし×2

　　　　じゃがいも×2

　　　　専用箱入り

ワインと一緒に楽しむために作られたクラッカーのセット。

北海道産の小麦と選び抜いた材料を使い一枚一枚丁寧に焼き

上げました。そのままでも、セットのチーズやピクルスをお

好みでトッピングしても楽しめるセットです。

新鮮な野菜を使用した、温かくても冷たくても美味しいスープ。ひとくち含んだ

瞬間に広がるうまみとコクは、まるで野菜を食べているかのよう。手軽に栄養補

給も出来、体にも優しいスープの飲み比べセットです。



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


