
２０13年

お中元カタログ
   summer gift



農業の延長線上にあるお酒たち。
土や風を感じ取れる事が出来る手造りにより醸されるお酒を取り揃えました。

大切な方への贈り物に自信を持ってお薦め致します。



越前酒乃店はやしが厳選セレクト。
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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夏のスペシャルギフト

特選　福井の夏酒セット　（SP－001)

日高見　夏吟　（SP－002)

優雅なワインセット　（SP－003)

暑い夏に、冷やして美味しいお酒をセレクトしました。福井
県内でも屈指の人気を誇る「白岳仙」「早瀬浦」「常山」から、
それぞれの蔵の個性が光る夏のお酒をお楽しみ下さい。ロッ
クで飲むのもおススメです。

ほんのり琥珀色をした、爽快で上品な味わい。透明なボトル
に、ラベルは白地にシルバーの文字という、夏らしいクール
なデザインは見た目にも涼しげです。飲み口がサッパリとし
た飽きのこない吟醸酒は、どんなお料理にも合います。

やさしい口当たりでバランスが良く、上品な泡立ちとフレッ
シュな味わいが特徴のフランスのスパークリングワインと、
ワインに良く合うおつまみをセットにしました。

価格　　5,145 円

内容量　白岳仙　吟生　720ml

　　　　早瀬浦　極辛純米酒　720ml

　　　　常山　　純米吟醸　ひとつ火　蛍　720ml　

価格　　3,248 円

内容量　日高見　吟醸酒　夏吟　1800ml

価格　　3,241 円

内容量　バロン・ド・ブルバン　ブリュット　750ml

　　　　ノースファームストック　ミックス野菜ピクルス

　　　　ノースファームストック　チーズのオイル漬け
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夏のスペシャルギフト

+
爽やか芋焼酎セット　（SP－005)

限定入荷の希少な芋焼酎「杜氏潤平　黄金まさり」と、
ファンの多い黒木本店の「たちばな」に、同じく黒木
本店の焼酎カップを２個プラスした芋焼酎セット。
ロック、水割りで爽やかな味わいをお楽しみいただけ
ます。

価格　　3,275 円

内容量　杜氏潤平　黄金まさり　20°　720ml

　　　　黒木本店　たちばな　25°　　720ml

　　　　陶器ロックグラス　　　　　　２個

東洋美人限定酒セット　（SP－004)

全国でもファンが多い「東洋美人」。香りに特徴があり、
すっきりとした飲み口の『亀治』と、東洋美人らしい透
明感のある喉ごしの『羽州誉』を、セットにしました。
どちらも限定酒という貴重なお酒です。飲み比べて、酒
米による味の違いが楽しめます。

価格　　4,740 円

内容量　東洋美人　純米吟醸　亀治　720ml

　　　　東洋美人　純米吟醸　羽州誉 720ml

ゴルフの聖地　気品の BEER
　　セントアンドリュース　エールビール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（SP－006）

価格　　　9,100 円

内容量　　セントアンドリュース 355ml×24　

全ゴルファーの憧れの聖地〝セントアンドリュース〟

格式ある聖地のクラブハウスで楽しめるビールをあの方へ―。　
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10,000 円コース

数量限定

黒龍　つるかめセット　（A100－001）

価格　　10,500 円

内容量　つる　　720ml×1

　　　　かめ　　720ml×１　　

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。

至高の焼酎セット　　　（A100－002）

本格芋焼酎の人気銘柄と当店オリジナル「ユタカ」と

織り交ぜました。焼酎好きのあの人へお贈りすれば喜

ばれること間違いなしです。

価格　　　9,340 円

内容量　　ユタカ甕貯蔵　　720ml　　　　

　　　　　天使の誘惑　　　720ml

　　　　　万暦　　　　　　720ml　　　

梵　「夢は正夢」~yumewamasayume~　　
                       　　　　　　　　　　　　（A100－003）

価格　　10,500 円

内容量　夢は正夢　　1,000ml　　　　

　　　　　　

21世紀に夢が実現する。想い続ければいつか叶うであろうと命名

された究極の純米大吟醸です。

大地の砂金と福井の大吟醸セット　　　（A100－004）

価格　　10,395 円

内容量　大地の砂金　6袋入×４個　　　　

　　　　梵　純米大吟醸　吉平　　720ml

　　　　黒龍大吟醸　龍　　　　　720ml　　　

越前市で栽培した無農薬のウコンと、絶大な人気を誇る福井の地酒

「黒龍」「梵」の大吟醸をセットにしました。



7

10,000 円コース

数量限定

黒木本店スペシャルギフト 

価格　　8,680 円

内容量　百年の孤独　720ml　　　　

　　　　野うさぎの走り　600ml

　　　　たちばな原酒　　720ml　　　

｢百年の孤独」「野うさぎの走り」「たちばな原酒」が

入った大人気のセットです。黒木本店の焼酎の世界を

日頃の感謝を込めて贈ってみてはいかがでしょうか。

（A100－005）

宝山スペシャルセット　（A100－007）

価格　　10,085 円

内容量　宝山　芋麹全量　　1.8ℓ　　

　　　　富乃宝山　　　　　1.8ℓ

　　　　吉兆宝山　　　　　1.8ℓ　

西酒造の限定品「芋麹全量」を含む渾身の銘柄が揃う特別な詰め合

わせ。贈る方、贈られる方も『ありがとう』を添えて。感謝の気持

ちを綴ったメッセージがラベルのどこかに隠されています。

モエ・エ・シャンドン紅白セット　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A100－006）

世界で一番愛飲されているシャンパン「モエ・エ・シャンドン」の

おめでたい紅白のセット。おめでたい「ハレ」の日をよりお楽しみ

いただけます。

価格　　10,789 円

内容量　モエ・エ・シャンドン　　　750ml

　　　　モエ・エ・シャンドンロゼ　750ml
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5,000 円コース

印シリーズ

720ml　３本セット （B50－001）

価格　　5,070 円

内容量　紅東印　　　720ml　　　　

　　　　白豊印　　　720ml

　　　　綾紫印　　　720ml　　　

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をです。

２０１１年モンドセレクションにお

いて金賞と銀賞に輝いた実力派焼酎

をセットにしました。

尾鈴山スペシャルセット　（B50－004）

梵 純米大吟醸「日本の翼」
　　　　　　　　　　　　　（B50－002）

価格　　　5,250 円

内容量　　梵　日本の翼　　720ml

黒龍　大吟醸　　
                       （B50－003）

価格　　　5,250 円

内容量　　黒龍大吟醸　1.8ℓ　　　

厳選した酒造好適米を丁寧に仕込ん

だ大吟醸一年ものです。ふくよかな

香り、透明な喉ごし、爽やかな飲み

心地をお楽しみ下さい。

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を味わってください。

価格　　4,230 円

内容量　山ねこ ( 芋焼酎 )　　720ml　　　　

　　　　山猿 ( 麦焼酎 )　　　720ml

　　　　山翡翠 ( 米焼酎 )　　720ml　　　

“ウィング　オブ　ジャパン”

その名の通り、政府公式専用機の機

内酒として永く愛されている一本で

す。

美丈夫　柑橘系さわやかお酒トリオ　（B50－005）

価格　　5,450 円

内容量　美丈夫レモン　　　　　720ml　　　　

　　　　美丈夫ぽんかん　　　　720ml

　　　　美丈夫ゆず　　　　　　720ml　　　

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。
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5,000 円コース

養老サイダーギフトセット　　　
                                （B50－009）

大人の梅酒セット　　　
                       （B50－006）

キリン　ハートランドビール
　　　１２本セット （B50－008）

価格　　4,032 円

内容量　養老山麓サイダー 360ml×24 本

価格　　3,880 円

内容量　ハートランドビール 500ml×12 本

価格　　4,725 円

内容量　甘くない男の梅酒 ( 無糖）　38°720ml

　　　　甘くない女の梅酒（微糖）20°720ml　

果実リキュールセット　
　　　　　　　　　　　　　　（B50－007）

『食べるフルーツリキュール』子宝から、3種類を

セレクト。果汁たっぷりのリキュールを、フルー

ツを食べる様な感覚で楽しんで下さい。

麦芽 100％、アロマホップ 100％の澄んだ

香味と素直な味わい。エメラルドグリーン

のエンボスボトルが洒落ています。

福井県産の梅を使用した、今までになかった高アルコールの

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。

ドライなので脂っこい料理に良く合い、お口をリセットして

くれます。また、ウィスキーの様に楽しむ事もできます。

「男の梅酒」は無糖でポリフェノールたっぷり。「女の梅酒」

は甘ったるくない刺激的な酸味が特徴です。

価格　　5,310 円

内容量　子宝　山ぶどう　　　　720ml　　　　

　　　　子宝　ヨーグルト　　　720ml

　　　　子宝　番外編マンゴー　720ml　　　

名水百選に選ばれるほどの良質な水で

つくられた岐阜県養老の地サイダー。

夏にピッタリのセットです。

早瀬浦　大吟醸　「雫酒」　
                      　　　　 （B50－010）

価格　　5,040 円

内容量　早瀬浦　大吟醸雫酒　500ml

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。

　　※お酒ではありません。
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3,000 円コース

お勧め！

大地の砂金　（C30－001）

価格　　3,255 円

内容量　大地の砂金　24袋セット　

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。

紅白ワイン２本セット　（C30－005）

価格　　2,500 ～ 3,000 円

内容量　ワイン　　750ml×２　

子宝　赤ぶどう     
　　　　　　　　　　　　（C30－002）

価格　　3,369 円

内容量　子宝　赤ぶどう　1.8ℓ　　　

山形県天童市にて収穫された葡萄を

ブレンド致しました。上品な酸味と

甘みが喉を潤し、大人のジュースを

飲んでいるかの様な味わいです。

子宝　鳥海山麓ヨーグルト　　　
                        （C30－003）

価格　　2,949 円

内容量　子宝　鳥海山麓ヨーグルト　1.8ℓ

　　　　

鳥海山の牧場で育てられた乳牛のミ

ルクから産まれた超濃厚なヨーグル

ト。トロトロの飲み口で、その他の

リキュールと割っても新しい美味し

さが広がります。

夏の冷酒セット　（C30－004）

良質でリーズナブルなワインと、

夏にピッタリのおススメ冷酒を

セレクト致します。

価格　　2,500 ～ 3,000 円

内容量　夏の冷酒　　720ml×２
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3,000 円コース

天狗舞　グランリュクス
　　　　　　　　　　　　（C30－007）

価格　　3,780 円

内容量　天狗舞グランリュクス　720ml（木箱入）　　

車多酒造の人気銘酒「天狗舞」の、限定高級

梅酒。ブランデー樽で貯蔵した自家製本格焼

酎に南高梅を漬け込み、更に長期熟成させま

した。

価格　　3,129 円

内容量　鳳凰美田ゆず酒　1.8ℓ

価格　　3,255 円

内容量　紗利　五割諸白純米吟醸　720ml

　　　　紗利　燗左紫　純米酒　　720ml

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
                                           （C30－008）

冷凍焼酎　万暦　　
                       （C30－010）

鳳凰美田　完熟もも　　
                       （C30－011）

価格　　3,150 円

内容量　万暦　初留取り　360ml　　　　

　　　　　　

価格　　3,129 円

内容量　鳳凰美田　完熟もも　1.8ℓ　　　　

　　　※要冷蔵商品　　　　　

トロッとした濃醇さ・重厚な味で、
大地の恵みが清冽な水・新鮮な空気
と一緒になり、強烈な個性を持った
純粋無比を極めた液体です。

「天満天神梅酒大会 2013」のリキュール
部門で優勝！日本一の証「天下御免」の
称号を獲得した桃のリキュール。抜群に
フレッシュでジューシー、完熟した桃を
丸ごと食べたかのような今までにないお
酒です。

プレミアム
　　　ジンジャーエールセット　　　
                       　　　（C30－009）

価格　　3,792 円

内容量　プレミアムジンジャエール 95ml×24 本

　　　　　　　　　　　　※お酒ではありません。

プロのバーテンダーが商品開発に取り組んだ濃

厚な味の超本格ジンジャエール。そのまま飲ん

だり、オリジナルカクテル、日本酒ジンジャー

ハイボールを作ったりと楽しみが広がります。

スッキリ辛口　紗利セット 　(Ｃ－006)

福井に新しく誕生した新ブランド「紗利」。「さり」とは、サンスクリット語で米を

意味し、お寿司の酢飯を表す「シャリ」の語源と言われています。レモン水の様な

特有の酸は、口の中を爽やかに洗い流す極上の食中酒としてもおススメです。お寿

司や酢の物、和の柑橘類といった食材にも良く合うお酒です。｢五割諸白」はキュッ

と冷やして、「燗左紫」は冷やして飲むのはもちろん、常温やお燗でも楽しめます。

２本セットで楽しみの幅が広がります。

さり
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1,500 ～ 2,000 円コース

養老山麓サイダー 10本セット　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（D20－001）

Ｃａｆｅ　ｎｏｔｅｓ　コーヒー２本セット　（D20－005）

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

価格　　2,400 円

内容量　養老山麓サイダー 360ml×10

価格　　2,100 円

内容量　梵　地球（ほし）　　500ml

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）

キリン　ハートランドビール
　　　  ６本セット （D20－004）

価格　　1,890 円

内容量　舞香　　720ml

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　ハートランドビール 500ml×6本

福井市内で人気のカフェ「Cafe　notes　カフェ　ノーツ」から、

香ばしくコクのある無糖コーヒーを２本セットで。

価格　　1,625 円

内容量　カフェ　ノーツ　コーヒー　1000ml

　　　　　　　　　　※お酒ではありません。　　　　

　　　　　　

杜氏潤平　720ml　ギフトボックス   (D－006)

その酒造年度に造られた原酒のみを瓶詰め

する杜氏潤平の大人気芋焼酎です。優しく

なめらかでフルーティな芋の味わいと柑橘

系の香りが口の中で広がります。
価格　　1,877 円

内容量　杜氏潤平手造り　　720ml　

名水百選に選ばれるほどの良質な水で

つくられた岐阜県養老の地サイダー。

夏にピッタリのセットです。

麦芽 100％、アロマホップ 100％の澄んだ

香味と素直な味わい。エメラルドグリーン

のエンボスボトルが洒落ています。

※お酒ではありません。
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1,500 ～ 2,000 円コース

Kawaii  白いライチ　　　
                       (D20－010）
Kawaii  白いラフランス　　
                       (D20－011）

価格　　各 1,512 円

内容量　Kawaii 白いライチ　　　720ml

　　　　Kawaii 白いラフランス　720ml

ミルク系リキュールでありながら、溢れんばかり

の果汁感。かの楊貴妃も愛したと言われる台湾産

ライチと、素晴らしい品質管理のもと生産された

山形県産のラフランスを使用しました。キュート

な印象のライチと華やかで社交的なラフランス、

どちらも飲みやすくおすすめです。

陶眠中々　（D20－009）

価格　　2,400 円

内容量　陶眠中々　　720ml

「中々」を熟成させ、陶器の器に入れた、ライトなタイプの麦焼酎

です。デザインが一新され、より洗練されたボトルとスタイリッシ

ュな箱になりました。

ダルマ　コーヒーリキュール （D20－008）

コレージ　　ビールセット　（D20－007）

とろりと甘くて香ばしい、コーヒーミルクのリキュールです。口当たりの優しいミルクと

コク深いコーヒーのテイストをお楽しみいただけます .。

ワインのようなクールなルックスに、ワインのような豊かなアロマが楽しめる

北イタリア生まれのビール。世界中のセレブが集うリゾート地、ポルトフィー

ノの一流レストランや高級ホテルで大人気です。アンバーエールは、琥珀色で

カラメル香をともなう味わいとバランスの良さが魅力。キアーラエールは、き

め細かくリッチな泡と喉ごしにトロピカルフルーツのフレッシュな香りが特徴

です。ワイングラスで優雅に、食事とともにゆっくりと味わいながら飲んでほ

しい、まさにハイクオリティ（高級）なビール。

価格　　1,505 円

内容量　ダルマ　コーヒーリキュール　720ml

価格　　2,149 円

内容量　コレージ　アンバーエール　500ml

　　　　コレージ　キアーラエール　500ml　

ワイングラスで
楽しむビール。

コレージ

一流レストランでも大人気

世界中のセレブが集うリゾート地、北イタリ

アのポルトフィーノで人気のコレージ。その

実力は一流レストランをはじめ、数々のラグ

ジュアリーホテルでハウスビールに選ばれる

ほど。今日もセレブ達を魅了しています。
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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　　　（Ｎ－001）

価格　　　3,000 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×２　

ミックス野菜＆季節のピクルス 4個セット　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎ－002）

価格　　2,850 円

内容量　ミックス野菜・コルニッション

　　　　ミニトマト・長いもピクルス ＊

彩り野菜ピクルス 3個セット　
　　　　　　　　　　　 　　　　（Ｎ－003）

価格　　2,200 円

内容量　ミックス野菜・コルニッション

　　　　ミニトマトピクルス ＊　　

 ＊ 季節によって多少種類がかわります
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ノースファームストック

ソース・ケチャップソース３個セット　
                           　　　　　　　（Ｎ－005）

価格　　2,200 円

内容量　トマトソース×１

　　　　トマトケチャップ×2種　　

　　　　　　

ミニトマト＆アップル
　　ジュースセット （Ｎ－004）

価格　　3,150 円

内容量　ミニトマト 720ml×1

　　　　アップル 720ml×1　　

パスタソース

( トマト＆オニオンペペロンチーノ )

パスタ

( スパゲッティ＆ペンネ )

　　　　　　　　　　　（Ｎ－006）
価格　　3,000 円

内容量　パスタソース 2種×３　　

　　　　スパゲッティ×２

　　　　ペンネ×１

価格　　　3,300 円

内容量　　タリアテッレ

　　　　　（プレーン、トマト、ホウレン草）　　

　　　　　パスタソース

　　　　　（バジル・

　　　　　 アラビアータ

　　　　　 オレガノ）

タリアテッレ
     　＆パスタソース （Ｎ－007）

価格　　2,200 円

内容量　タリアテッレ（プレーン・トマト）　　　

　　　　パスタソース 2種　

3 種のタリアテッレとパスタソース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎ－008）



16

松徳硝子

松徳硝子

うすはり　鼓ピルスナ―　　（2941001)

ショットグラス   (1701002)

回－ＫＡＩ－　角出し　桐箱入り （1711001)

口径 6.7cm × 高さ 17cm　 容量　約 355cc

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。

　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　　5,250 円

内容量　鼓ピルスナー×２個　

　　　　　　　

価格　　3,990 円

内容量　回　角出し×１個

　　　　桐箱入り

価格　　5,250 円　内容量　Malt Shot Glass×１個　パッケージ入り　

　　　　　　　

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。 

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-」。

＊一部お取り寄せ商品となります
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松徳硝子

うすはり　オールド or タンブラー　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

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。

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　　各 1,575 円

内容量　KATACHI 格子×１個　KAtACHI 千本×１個　KATACHI 斜紋×１個　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各 1Pパッケージ入り

うすはり　酒器揃　　（2891020）

価格　　3,465 円

内容量　うすはりオールドＭ×２個

　　　　木箱入り

価格　　3,780 円

内容量　うすはりタンブラーＬ×２個

　　　　木箱入り

価格　　4,620 円

内容量　酒注ぎ×1個　タンブラー SS×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

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。
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能作

＊一部お取り寄せ商品となります

片口ちょろりん （50124） 盃 - 喜器 -Ⅱ（50124）　　　角マドラー　ロング （501351）

　　　　　　　　　ショート （561352）　

価格　　5,250 円

内容量　片口ちょろりん×１個　　

　　　　　　　

価格　　6,300 円

内容量　NAJIMI タンブラー×１個　　

　　　　　　　

価格　　2,940 円

内容量　盃　喜器Ⅱ×１個　　

　　　　　　　

価格　ロング　1,050 円　ショート　840 円　

内容量　角マドラーロング×１本　ショート×１本

　　　　　　　

　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　

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、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

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。
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能作

価格　　5,880 円

内容量　ビアカップ　Ｓ×１個

価格　　8,085 円　

内容量　ビアカップ　L×１個

価格　　3,465 円

内容量　ピッチャー×１個

　　　　　　　

価格　　4,620 円

内容量　ぐい呑－竹×１個

　　　　　　　

価格　　5,880 円

内容量　ぐい呑－竹　金箔×１個

ピッチャー　　（50123）

ぐい呑－竹　（50128）

ぐい呑－竹　金箔　（51128）

ビアカップ　Ｌ　（501331）  　

　　　　　　　　　高さ　16cm　直径　7.2cm　容量　約 380cc 　　

　　

ビアカップ　Ｓ　（50133）　　
　　　　　　　　　高さ　11.5cm　直径　6.1cm　容量　約 200cc

錫 100％のビアカップです。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。ビールだけではなく、アイスコーヒーやソフトドリンクにもおスス

メです。冷蔵庫でカップを冷やして冷たいお飲み物をお楽しみ下さい。

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

お酒が楽しくなる本錫のぐい呑。竹をモチーフにした「和」のデザインが、

より一層お酒を美味しく感じさせます。

　　

　　　　　　　　高さ　5cm　直径　4.8cm

石川県金沢市の伝統である、金箔とのコラボ商品。内側に貼られた金箔が

上品に輝き、見た目にも楽しめるぐい呑です。

　　

　　　　　　　　高さ　5cm　直径　4.8cm



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


