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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

有機農法の革命家的存在である藤田芳氏により手塩にかけて造られた酒米

 “富の香”。その特別な酒米を使用して造られた特別なお酒です。自然のエ

ネルギーを そのまま感じられる本当の贅沢を味わう限定品。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、贈られた方も大満

足間違いなしのプレミアム商品です。

価格　18,000 円 （税別）

内容量　鳳凰美田　～芳 PREMIUM～　720ml×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「～芳 PREMIUM～」（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。その 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。貴重な一本です。

かんばし　　　　プレミアム

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　8,739 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　特別純米酒　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？

12/2（月）　AM10：00より販売開始

※数量限定

オススメ！「純米大吟醸」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    8,550 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

山口県に蔵をかまえる＜旭酒造＞の「獺祭」と＜澄川酒造場＞の

「東洋美人」。同じ純米大吟醸でも、蔵によってその個性は様々。

綺麗で透明感のある上品な純米大吟醸の飲み比べセットです。

※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。

表記変更

箱の金額不明

獺祭価格変更

＠1,300 円 ＠1,400 円 ＠1,389 円

＠1,500 円 ＠1,570 円

＠1,380 円



10,000 円コース

※税別表示です。5

※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　8,934 円 （税別）

内容量　新政NO.6　R-type　Essence　750ml×1

　　　　新政NO.6　S-type　Essence　750ml×1

　　　　新政　ヴィリジアンラベルなかどり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　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の

なかどりです。

「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　 10,495 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

12/2（月）　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

田酒価格改正



10,000 円コース

※税別表示です。6

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　9,227 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　12,567 円 （税別）

内容量　而今　大吟醸　720ml×1

　　　　新政　コスモスラベルなかどり　720ml×1

　　　　紀土　無量山　純米大吟醸　720ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り

12/2（月）　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

獺祭価格改正



5,000 円コース

※税別表示です。7

ほのかな甘み、心地よい酸味と旨味が調和し、山廃らしい

力強さと上品さを併せ持つ深みのある味わいです。磨きの

違いによって香りと味わいにどんな変化があるのか、ぜひ

お試しいただきたい飲み比べセットです。

価格　 5,000 円 （税別）

内容量　南部美人　純米大吟醸

　　　　あわさけスパークリング　720ml×1

　　　　専用化粧箱入り

SAKE COMPETITION 発泡清酒部門 2年連続

第１位の実力派スパークリング。

厳選した兵庫県産山田錦を 30%まで磨き

あげました。贅沢さだけが生み出す透明感

と、研ぎ澄まされた味わい。贅沢な 1本。

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

美丈夫　純米大吟醸「夢許」
　　　　　　　　　　　　　　　（B50－006）

「天狗舞　白黒飲み比べセット」

　　　　　　　　　　　　　　（B50－001）

南部美人　純米大吟醸
「あわさけスパークリング」
　　　　　　　　　　（B50－004）

価格　 4,800 円 （税別）

内容量　天狗舞　山廃純米大吟醸　白　720ml×1

　　　　天狗舞　山廃仕込純米酒　黒　720ml×1

　　　　 720ml×2本化粧箱入り

価格     5,000 円 （税別）

内容量 　みむろ杉　純米大吟醸 35　720ml×1

　　　　 専用化粧箱入り

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。

みむろ杉　純米大吟醸 35「高橋活日命に捧ぐ」（B50－002）

アルガーノ「ヴェント」「フォーゴ」（B50－003）

価格　 5,000 円 （税別）

内容量　美丈夫　純米大吟醸　

　　　　夢許　720ml×1

　　　　専用化粧箱入り　　

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。

穏やかな香り、フレッシュでお米の旨み広がるキレイなお酒。高橋活日命とは、三輪の地に

祀られた酒造神であり実在する最古の杜氏。神様の宿る地で醸された味わい深い日本酒です。

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。

たかはしいくひのみこと



5,000 円コース

※税別表示です。8

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

　　　　専用化粧箱入り

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。

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。

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



3,000 円コース

※税別表示です。
9

「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　  3,876 円 （税別）

内容量　 梵　純粋　300ml×1

　　　　 早瀬浦　冷用酒 　300ml×1

                常山　純米超辛　300ml×1

　　　　 黒龍　いっちょらい　300ml×1

　　　　 獺祭 　純米大吟醸 45　300ml×1

　　　　 白岳仙　純米吟醸　白練　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

　　　　720ml×2本化粧箱入り

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　 2,710 円 （税別）

内容量　田酒　特別純米酒　720ml×1

　　　　田酒　甘酒　750g×1

　　　　720ml×2本化粧箱入り　　

「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

                専用化粧箱入り

「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。

常山・白岳仙変更

田酒価格改正



馨和－KAGUA－

※税別表示です。
10

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



アルガブランカ

※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。

－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。

アルガーノ

アルガブランカ

アルガブランカ

アルガーノ

アルガブランカ



グレイスワイン

※税別表示です。
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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。

「鳥居平畑」(GR－001) 「グレイス　メルロ」(GR－003)

「ブラン ド ブルバン
　エクストラブリュット」(GR－004)

「カベルネ・
              ソーヴィニヨン」(GR－006)

「キュヴェ三澤　

　　      明野甲州　白」(GR－005)

「グレイス甲州」(GR－002)

価格　 2,700 円
内容量　グレイス甲州　750ml×1

　　　　コルク柄箱入り

価格　 5,200 円
内容量　カベルネソーヴィニヨン　750ml×1

　　　　コルク柄箱入り

価格　5,200 円
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　 3,700 円
内容量   鳥居平畑　750ml×1

　　　　コルク柄箱入り

価格　 5,200 円
内容量　キュヴェ三澤

　　　　明野甲州　750ml×1

　　　　コルク柄箱入り

価格　 7,200 円
内容量　ブランドブルバン　

　　　　エクストラブリュット 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。

－グレイスワイン－

－キュヴェ三澤－

三澤茂計がブドウ栽培からこだわった

甲州の特別限定醸造フラグシップワイン。

成熟度の高いカベルネソーヴィニヨンを主体に

プティ・ヴェルドをブレンド。新樽 100％で

20カ月木樽熟成した力強いワイン。

3年間の瓶内熟成を経て手作業でルミアージュを

行った本格的なブランドブランスパークリング。

とりいびら

あけの



木村硝子

※税別表示です。
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 口元は薄く、ステムは細く、スラリと

長く。伝統的なワイングラスのデザイ

ンを基本に、食の現場で活躍している

ソムリエ、シェフ、支配人たちのリク

エストを取り入れながら作り上げたシ

リーズです。繊細なフォルムは、スロ

バキアの熟練したマイスターたちの技

術とセンスにより実現しました。

62987-390 62987-525

62987-600 62987-725 63224-1080 63224-1050

＜ピーボオーソドックスシリーズ＞

高さ   23.0cm　 口径   5.9cm

最大径 8.1cm　 容量     390cc

高さ   24.0cm　 口径   6.0cm　 

最大径 9.0cm　 容量    525cc

62987-245
高さ  24.8 ㎝　 口径 5.2cm 

容量  245cc

価格　 4,400 円
内容量　グラス×1

　　　　専用箱入り

価格　 5,100 円
内容量　エリプスロックグラス×1

　　　　専用箱入り

価格　 9,400 円
内容量　トラベルワイングラス×1

　　　　専用箱入り

62987-450
高さ  22.0cm　 口径  8.0cm

最大径 9.4cm　 容量     450cc

価格　 4,200 円
内容量　グラス×1

　　　　専用箱入り

価格　 3,500 円
内容量　グラス×1

　　　　専用箱入り

価格　 3,800 円
内容量　グラス×1

　　　　専用箱入り

価格　 4,300 円
内容量　グラス×1

　　　　専用箱入り

価格　 4,400 円
内容量　グラス×1

　　　　専用箱入り

価格　 8,500 円
内容量　グラス×1

　　　　専用箱入り

価格　 8,700 円
内容量　グラス×1

　　　　専用箱入り

高さ   25.1cm　 口径   6.6cm　

最大径   9.2cm　 容量  600cc

高さ  24.5cm　 口径   7.0cm　 

最大径  10.5cm　 容量   725cc

高さ   26.6cm　 口径   7.7cm　 

最大径   12.0cm　 容量  1080cc

高さ  28.5cm　 口径  7.4cm　 

最大径  11.0cm　 容量 1050cc

ガラス作家の大村俊二氏とインダストリアルデザイナーの中原俊三

郎氏とのコラボブランド「SHUNIT」によるデザイン。底面が楕円、

飲み口が正円というユニークな造形のウイスキーグラスです。飲み

口の箇所によって、ウイスキーが口に流れ込む速さと量が異なり、

様々なウイスキーの個性に合わせた繊細な味わいが楽しめます。

エリプス ellipse ロックグラスKOJITANI  TRAVEL WINE GLASS

高さ  9.0  口径  8.0cm　最大径  9.8cm　容量  350cc

フランス国政府より「シュヴァリエ勲章」を受賞。「無印良品」の創案に

参画、時代のライフスタイルを提案したクリエイターとしても知られて

いる麹谷宏氏による、旅行時に携帯するワイングラス。丈夫で軽い紙管

ケースに入れて、どこへでも持って行けます。

高さ  16.1cm　 口径  5.8cm　 容量   360cc

創業時より、プロが使うテーブルウェアーの分野で工場をもたないメーカーとして多くの職人や工場の協力のもと、数々の自社デザインの

グラスを作ってきた木村硝子店。海外からも優れたデザインの商品をセレクト。ごく細のステム ( グラスの足 ) をもつグラスなど、実用性は

もちろんデザイン性にも富んだ質の高い製品を多く取り扱っています。 ＊一部お取り寄せ商品がございます。

専用箱入り



松徳硝子

※税別表示です。
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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 8.4cm  　 高さ 9.0cm　　容量　約 280cc　　　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

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。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　 6,000 円
内容量　酒注ぎ×1　タンブラー SS×2

　　　　専用木箱入り

口径 /7.0cm 　高さ /13.5cm　容量 /約 375cc

価格　 5,000 円
内容量　うすはりタンブラーＬ×２個

　　　　木箱入り

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。

こうし せんぼん しゃもん

しゅきそろ



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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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。

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　3,500 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　 3,500 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　1,590 円北海道エリア　2,318 円

中部・北陸エリア　1,227 円 九州エリア　956円中国エリア　1,045 円四国・関西エリア　1,136 円

関東・信越エリア　1,409 円

1セット送料（税別）

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。

あじ豚　「ももしゃぶ」（GE－001)

あじ豚　「肩ロースしゃぶ」（GE－002)

あじ豚　「バラしゃぶ」（GE－003)

あじ豚　「ロースしゃぶ」（GE－004)

複数セットご希望の場合は、別途お箱代がかかります。
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。

追加送料価格改正

上代価格改正
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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


