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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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プレミアムギフト

梵　　「超吟」（PL－001）

価格　 10,000 円
内容量　梵 超吟 720ml×1

　　　　専用箱入り　

宮泉銘醸の吟醸系最高峰酒

全国新酒鑑評会　6年連続金賞受賞酒

マイナス 10℃で約 5年間熟成されたお酒を中心としてブレンドされた、

精米歩合 20％の究極の純米大吟醸酒です。素晴らしい香りと深い味は

感動を呼ぶ、まさに日本の酒文化を代表する珠玉の名酒。梵を代表する

究極の純米酒と言えるでしょう。

宮泉銘醸の吟醸系最高峰の日本酒。兵庫県産・山田錦

を用い、40％まで精白し厳寒期に仕込んだ特別なお酒

です。上品な香りと米の味わいが特徴。 価格　4,580 円
内容量　冩樂 大吟醸しずく取り 720ml×1

　　　　専用箱入り

価格　5,000 円
内容量　三諸杉 金賞受賞酒 720ml×1

　　　　専用木箱入り

冩樂「大吟醸　しずく取り」（PL－003）

三諸杉「袋搾り大吟醸　金賞受賞酒」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（PL－004）

白岳仙の新商品！

数量限定

濡烏とは、最も美しい黒髪の日本伝統色。福井県産の

特別栽培米＜吟のさと＞を使用し、穏やかな香りと、

艶やかで、まさに濡烏という表現にふさわしい、しと

やかな旨みがあります。日本美を追求し表現した高精

白純米大吟醸酒です。

価格　5,000 円
内容量　白岳仙 純米大吟醸 濡烏 720ml×1

　　　　専用箱入り

白岳仙
「純米大吟醸　濡烏」（PL－002）

新酒鑑評会において 6年連続金賞に輝いた今西酒造渾

身の 1本。華やかな香り高く、口に含むと米の上品な

甘みを十分に感じます。心地よい余韻が残る最高の一

杯です。

ちょうぎん

はくがくせん

ぬれがらす

しゃらく

みむろすぎ



税別表示です。
4

スペシャルギフト

東北応援セット　

価格　 5,682 円
内容量　田酒　純米吟醸　古城の錦 720ml×1

　　　　冩樂　純米酒　720ml×1

               新政　NO.6  S-type　720ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り
　　　　 ※要冷蔵商品

 （SP－002）

 （SP－001）

 （SP－003）

価格　 2,600 円
内容量　黒龍  あどそ  純米大吟醸  720ml×1

　　　　専用箱入り

価格　 5,350 円
内容量　裏ちえびじん おりがらみ生  720ml×1

　　　　田酒  純米吟醸  白  生  720ml×1

　　　　福田  純米吟醸活性うすにごり 720ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り
                ※要冷蔵商品

黒龍「あどそ　純米大吟醸」

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。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。

東北の人気銘柄「田酒」「冩樂」「新政」の応援セット。

どの銘柄とも、大変クオリティの高いお酒です。個性の

違いを感じてください。

お勧め！

夏の生酒飲み比べセット

「ちえびじん」　×「田酒」×「福田」

毎年店頭ですぐに完売してしまう人気の季節商品をセットにしました。

暑い日に飲む生酒は、フレッシュ感があって喉ごしも爽やかです。

※店頭ご来店またはお電話のみの受付とさせて頂きます。　　　　　　　　　　　　　　　　（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。　　　　　　　　　　　　　　　　（メール、FAX不可）

でんしゅ ふくだ

複数セットご希望の場合は、スタッフまでお問い合わせ下さいませ。

複数セットご希望の場合は、スタッフまでお問い合わせ下さいませ。



税別表示です。
5

スペシャルギフト

厳選焼酎「原酒」セット

「百年の孤独」×「爆弾ハナタレ」×「なかむら穣」 　

鹿児島焼酎飲み比べセット

「萬膳庵」×「一尚」

価格　 9,183 円
内容量　百年の孤独 40° 720ml×1

　　　　爆弾ハナタレ 44°  360ml×1

　　　　なかむら穣 37° 720ml×1

　　　　720ml×3本化粧箱入り

価格　 6,057 円
内容量　萬膳庵  黄麹 25°1.8ℓ×1　　　　

　　　　一尚シルバー黒麹 25°1.8ℓ×1

　　　　1.8ℓ×2本箱入り

｢百年の孤独」「爆弾ハナタレ」「なかむら穣」。

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。

全国的にも人気が高く、その味わいの虜になるファンも多い鹿児島の人気焼酎蔵

「万膳酒造」と「小牧醸造」。どちらも丁寧に醸されていて、それは焼酎の味わい

にもしっかり反映されています。柑橘系を思わせる爽やかな香りと柔らかな口当

たりの黄麹を使用した <萬膳庵＞、香ばしさのある芋の風味に、軽やかな飲み口

の中にもしっかりとしたコクのある黒麹を使用した＜一尚シルバー＞を、飲み比

の 2本セットでご用意しました。

※写真はイメージです。

 （SP－005）

 （SP－006）

 （SP－004）醸し人九平次セット

価格　 5,959 円
内容量　醸し人九平次　酒米、山田錦  2 ㎏×1

　　　　醸し人九平次　純米大吟醸 彼の地　720ml×1

　　　　化粧箱入り

お酒造りにかかせない酒米。その酒米を食べて、農家さんや醸造家さんを

応援する取り組みが全国で広がりを見せています。今回は愛知県の銘酒

「醸し人九平次」の酒米山田錦と、その山田錦で醸された日本酒をセット

にしました。酒米は、チャーハンやリゾット、おにぎりなどで美味しく召

し上がって頂けます。お酒を飲んだあと、〆のご飯としていかがですか？

※店頭ご来店またはお電話のみの受付とさせて頂きます。　　　　　　　　　　　　　　　　（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。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　（メール、FAX不可）

じょう

まんぜんあん いっしょう
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特選ギフト

※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。

契約栽培された最高の山田錦で醸された

「梵 超吟」と「梵 純米大吟醸酒」の酒粕

のみから生まれた、本格焼酎（単式蒸留

焼酎） です。素晴しい香りと、透明感のあ

る夢の味が特徴です。

 （T－005）

価格　 4,419 円
内容量　ちんぐ  白  25°720ml×1

　　        ちんぐ  黒  25°720ml×1

                村主   25°720ml×1

                720ml×3本化粧箱入り 

酒乃店はやしセレクト　
福井地酒　夏のおすすめセット
　　　　　　　　　　　　　　　　　（T－002）

「ちんぐ」飲み比べセット （T－003）

価格　 5,400 円
内容量　早瀬浦  大吟醸雫酒  500ml×1

　　　　専用箱入り

価格　 6,000 円前後
内容量　はやしセレクト福井地酒  720ml×3

　　　　720ml×3本化粧箱入り     

価格　5,000 円
内容量　梵 焼酎 40 度 720ml×1

　　　　専用箱入り

季節のお酒を中心に、酒乃店はやしおススメの

福井地酒 3本セット。ご予算、味わいのお好み

などご相談に応じてスタッフがセレクト致します。

早瀬浦「大吟醸　雫酒」

梵「焼酎　40度」」
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。

価格　 3,400 円
内容量　球　14°720ml×1

　　　　謳歌  25°720ml×1

　　　　720ml×2本箱入り

黒木本店　玉茜飲み比べセット

　　　　　　　　　　「球」×「謳歌」
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。

（T－006)

（T－007)

（T－008)

(T－001)

はやせうら しずくさけ

たまあかね

きゅう おうか

価格　 2,879 円
内容量　吉兆宝山　720ml×1または

　　　　富乃宝山    720ml×1

          　SPIRITS70　500ml×1

　　　　720ml×2本箱入り

芋焼酎と、高アルコール SPIRITS のセット。SPIRITS70 は高濃度

エタノール品につき飲料不可ですが、消毒液の代替品としてご使用

頂けます。吉兆宝山、または富乃宝山のセットよりお選び下さい。

※写真はイメージです。

西酒造セット 「吉兆宝山」「SPIRITS 70」

「富乃宝山」「SPIRITS 70」

※写真はイメージです。

常山　中取り純米大吟醸　「一螢」　（Ｔ－004）

価格　 5,000 円
内容量　常山 純米大吟醸 一螢  720ml×1

　　　　専用化粧箱入り　　

京都で 4年間の修業を積んだ京竹細工師・土井重毅氏作成による

オリジナル竹籠入りボトル。繊細な竹細工の外装に、山田錦で醸

した純米大吟醸の「中取り」をボトリングした贅沢な 1本。

いちほたる
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特選ギフト

クラフト ジン

サクラオ ジン オリジナル サクラオ ジン リミテッド

価格　 2,200 円
内容量　SAKURAO 

               GIN ORIGINAL47°700ml×1
　　　　720ml×1本入り箱

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

「SAKURAO GIN LIMITED」「SAKURAO GIN ORIGINAL」

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。人気芋焼酎＜宝山＞の蔵西酒造がその高い技術力でボタニカルの個性を尽きるまで引き

出した「尽」、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」。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。

価格　 4,200 円
内容量　CRAFT GIN 尽 47°720ml×1

　　　　720ml×1本入り

価格　 4,500 円
内容量　松井ピーテッド 48°

               700ml×1

　　　　専用箱入り

価格　 4,500 円
内容量　松井サクラカスク 48°

               700ml×1

　　　　専用箱入り

価格　 4,500 円
内容量　松井ミズナラカスク 48°

               700ml×1

　　　　専用箱入り

「CRAFT　GIN　尽
　　　～ Tsukusu ～　47° 」

「ピーテッド 48°」 「サクラカスク 48°」 「ミズナラカスク 48°」 

松井 
シングルモルトウイスキー　

ボタニカルの個性を尽きるまで引き出し

たジャパニーズ・クラフトジン。創業以

来170年培った麹の発酵・蒸留技術で、

爽やかで繊細なクラフトジンを作りまし

た。そのまま飲んでも、カクテルベール

としても美味しいジンです。

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。

(T－013) (T－014)

水と緑のまち、鳥取県の倉吉。大山を臨む
このまちには、ウィスキー造りに最も重要
な上質な水があります。「世界中の人に楽し
んでいただくために、お酒の製造を通じて
人々を幸せに」という経営理念のもと、世
界中にその美味しさと幸せを拡げる松井酒
造のジャパニーズウィスキーをお楽しみ下
さい。

鳥取県 /松井酒造

口当たりはまろやか。フルー

ティな甘さとスモーキーで上

品なピート香を心地よく感じ

ていただけます。

広大な大自然の中で蒸溜された

原酒を希少なミズナラ材の樽で

熟成しました。なめらかで濃厚

な余韻が続きます。

原酒のもつモルト香やビター風

味を活かしつつ、ほのかに薫る

甘くかぐわしいサクラの香りが

口いっぱいに広がります。

 （T－009）

 （T－012）

 （T－010）  （T－011）

※写真はイメージです。
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リキュール

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　 6,100 円
内容量　鶴梅 檸檬 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

「アルフォンソマンゴー」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　 2,500 円
内容量　鶴梅　すっぱい  720ml×1

　　　　鶴梅　完熟  720ml×1

　　　　720ml×2本箱入り

子宝「鳥海山麓ヨーグルト」ちえびじん「紅茶梅酒」

鶴梅「梅酒」セット

子宝「番外編マンゴー」

甘くて濃厚な完熟の梅酒と、少し酸味のある

梅酒のセット。どちらも梅の風味が良く出て

います。

（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本箱入り

　　　　※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本箱入り

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。日本酒の紀土で

おなじみ平和酒造の「鶴梅」シリーズ。和歌山の太陽

の光ををいっぱいに浴びた、甘い夏みかんのリキュー

ルと、暑い日にスッキリした味わいの檸檬リキュール。

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。

ちょうかいさんろく

ほうおうびでん ほうおうびでん
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ノンアルコール

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　 2,100 円
内容量　べびぃ鶴梅  720ml×2

　　　　720ml×2本箱入り　　　

価格　 2,708 円
内容量　あわらの梨ジュース  720ml×2

　　　　専用化粧箱入り

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。

アルコール 0%の梅酒。お子様にも

妊婦さんにも安心です。この時期、

炭酸で割っても美味しい！

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

　　　　専用化粧箱入り

 福井で栽培される梅の希少品種「紅さし梅」を使用。 

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）

べびぃ鶴梅　（NO－005）

価格　　2,244 円
内容量　　アイスコーヒー無糖  1000ml ×3

　　　　　専用紺 3本入り箱

価格　　3,000 円前後
内容量　　福田農場シロップ   500ml×2

　　　　　強炭酸　500ml×1

　　　　　720ml×2本化粧箱入り

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。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。

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。

熊本県最南部にある福田農場のフルーツシロップの特徴は、果汁率が高いこと。果物本来の風味を

大切にするため無香料・無着色。（びわのみ、香料使用）。天然果汁の良さそのままの保存料不使用

で安心してお飲み頂けます。炭酸で割ってジュースに、ウィスキーや焼酎で割ってハイボールやサ

ワーにと、子供から大人まで楽しめるシロップ 2本を炭酸とセットでお届け。お好きなシロップを

お選び下さい。

福田農場 シロップセット　 （NO－007）

「かぼす＆柚子」

850円 1,200 円 1,200 円 1,000 円 1,000 円 1,300 円 1,200 円 1,200 円

「博多あまおう」「日向夏」 「甘夏」「温州みかん」 「びわ」 「デコポン」「沖縄フルーツ
　　チャンプルー」
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国産ワイン

－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　
      甲州」(GR－003)

「グレイス　
     メルロ」(GR－002)

「グレイスシャルドネ」
　　　　　　　　　(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　 4,200 円 （税別）　
内容量　グレイスシャルドネ　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　 2,700 円 （税別）　
内容量　グレイス甲州　750ml×1

　　　　コルク柄箱入り

価格　 3,700 円 （税別）　
内容量　鳥居平畑プライベート

　　　　リザーヴ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。

畑にて選果後、全房を優し

く圧搾した果汁を、フレン

チオークの旧樽で 10 ヶ月

間、醗酵と貯蔵を行いまし

た。

透明感、清涼感をイメー

ジする、凛と澄んだ繊細

なスタイル。

－グレイスワイン－

－キュヴェ三澤－



税別表示です。
11

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　 1,450 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）

※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
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黒龍酒器

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

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

黒龍「酒杯」　　（KO-004）
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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木村硝子

 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
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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 8.4cm  　 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



税別表示です。
15

ゲシュマック

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。

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。

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)

※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。

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。



木村硝子

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


