
※表⽰価格は税抜き価格です

15 株式会社加越

加賀ノ月 満月
純米吟醸 720ml

加賀ノ月 百万石乃白
純米大吟醸 720ml

加賀ノ月 月光
純米大吟醸 720ml

担当者 尾西 洋輔

〒923-0964
小松市今江町9-605
TEL:0761-22-5321
FAX:0761-23-1444
www.kanpaku.co.jp

1,250円 常温 1,800円 常温 1,500円 常温 OEM あり

多くの方に親しんでもらえるよう
飲みやすく綺麗なお酒を
飾り気のない優しい香りとスーッ
と流れ込む飲み口、キレの良い
辛口が後味として残ります。お酒
に不慣れな方からお酒好きな方
まで幅広い人たちに支持されて
います。

石川県オリジナル酒米「百万石
乃白」と「金沢酵母」で造ったお
酒。全てが石川県生まれ。
ほのかに香るバナナ香、舌の上
で感じるフルーティーな旨味、原
酒ならではのジワジワ広がる辛
みを帯びた余韻に心も身体も温
まります。

「全国燗酒コンテスト2016」プ
レミアム燗酒部門最高金賞
冷や～ぬる燗まで幅広く楽しめ
ます。
大吟醸の割にはおしとやかな香
り、滑らかな口当たりから広がる
旨味が余韻として長く残ります。

16 Ten riverside

金棒茶「SHUN」
スタンダード 箱タイプ

金棒茶「SHUN」
スタンダード茶葉タイプ

金棒茶「SHUN」
スタンダード粉末タイプ

担当者 井川 貴光

〒920-0337
金沢市金石西1-2-10
TEL:076-267-1161
FAX:076-267-1164
https://shun-
tenriverside.jp/

556円 常温 371円 常温 発注規模につき要相談 常温 OEM あり

全国的に注目を集めている棒ほ
うじ茶。原料や焙煎方法にこだ
わり、苦みの少ないスッキリとし
た味わいと芳醇な香りを持つ
『金棒茶 ＳＨＵＮ』を製造してい
ます。国産の生姜・玄米・ミント
をブレンドした商品もご用意致し
ております。

『金棒茶 ＳＨＵＮ』のスタンダー
ド・玄米入りはティーバッグタイ
プのほか、茶葉タイプがございま
す。お客様のお好みの濃さに調
整して淹れることができます。濃
く煮出し、氷で薄めるとアイス
ティーとしてもお楽しみいただけ
ます。

『金棒茶 ＳＨＵＮ』はオーガニッ
ク商品であることから誰もが安
心して飲んでいただけます。環境
や身体に良い棒ほうじ茶を原料
として、お菓子やドリンクにも
使っていただけるよう粉末タイプ
をご用意しております。

14 アイ・ミルク北陸株式会社

のとそだち
（1000ml）

のとそだちのむ
ヨーグルト（500ml）

のとそだちのむ
ヨーグルト（150ml）

担当者 芝田 隆志

〒923-1123
能美市吉光町ハ-5
TEL:0761-57-2231
FAX:0761-57-2232
https://i-milk.co.jp/

280円 冷蔵 400円 冷蔵 160円 冷蔵 OEM あり（要相談）

能登の厳選した酪農家6軒の生乳だ
けを使用した「鮮度重視」にこだわっ
た牛乳です。・酪農家から毎日集乳
した生乳は、翌日までにすべて製品
処理する「生乳鮮度」にこだわってい
ます。牧草地は自家製堆肥をすべて
投入し、健全な牧草づくりに努めて
います。

生乳は、能登の厳選した酪農家6軒
の生乳だけをふんだんに使用し、ビ
フィズス菌「BB-12TM」・アシド
フィラス菌・サーモフィラス菌と3つの
乳酸菌で健康をサポート、安定剤や
香料を一切使用していない安心・安
全でおいしいドリンクタイプのヨーグ
ルトです。

生乳は、能登の厳選した酪農家6軒
の生乳だけをふんだんに使用し、ビ
フィズス菌「BB-12TM」・アシド
フィラス菌・サーモフィラス菌と3つの
乳酸菌で健康をサポート、安定剤や
香料を一切使用していない安心・安
全でおいしいドリンクタイプのヨーグ
ルトです。
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17 株式会社茶のみ仲間

加賀棒茶香る
オートミールクッキー

加賀棒茶香る
ソフトクッキー

袋茶棒ほうじ
（加賀棒茶）

担当者 西上 寛

〒920-0362
金沢市古府2-5
TEL:076-220-7422
FAX:076-220-7424
https://www.cha-
nomi.com/

500円 常温 500円 常温 500円 常温 OEM あり

自家焙煎の加賀棒茶（ほうじ
茶）を練り込み、ほんのり優しい
風味のオートミールクッキー。
食物繊維入り。香料・添加物不
使用。

自家焙煎の加賀棒茶（ほうじ
茶）を練り込み、ほんのり優しい
風味のソフトクッキー。香料・添
加物不使用。

「急須を持っていない方にも、お
いしいお茶を味わってもらいた
い」その思いが原点の袋茶です。
・加賀地方で焙じ茶は、「棒茶」
「加賀棒茶」と呼ばれ、日常的に
広く飲まれているお茶です。・袋
茶（ティーバッグ）ですので、お
手軽です。水出しもできます。

19 株式会社福光屋

天然成分100％
エナジードリンク「VATEN」

発酵ライスミルク
1,000ml

酒蔵仕込み 純米
糀あまざけ

担当者 廣井 拓也

〒920-8638
金沢市石引2丁目8-3
TEL:076-232-6686
FAX:076-207-3305
https://www.fukumitsuya
.co.jp/

400円 常温 500円 常温 500円 常温 OEM なし

細胞の生命を司るといわれるミ
トコンドリアに着目し、酒蔵の米
醗酵技術を応用して身体機能に
有用な栄養素を可能な限り高め
た天然成分100％のエナジード
リンクです。

内容量：100ml

「おいしい」を第一に研究を重ね、
自然の甘味とコク、さらりとした
のどごしを実現しました。料理や
お菓子づくりにも安心してご使
用いただけます。

１６２５年創業の金沢で最も長い
歴史と伝統を誇る酒蔵、福光屋
が米と麹のみでつくるこだわり
の甘酒です。 自然のやさしい甘
味と、さらりとした後味が特長で
す。アミノ酸やブドウ糖などの栄
養素を含み、毎日の健康習慣に
お役立ていただけます。

18 NTG

のとジン
100ml

担当者 松田 行正

〒927-1215
珠洲市上戸町北方2字152-
1道下ビル3階
TEL:090-1525-8111
https://www.notogin.com

2,045円（税抜） 2,250円（税込） 常温 OEM なし

のとジンの特徴は、石川県産材料を用いたスッキリとした爽快感です。ゆずの爽やかな甘味、かやの柑橘
系の香り、黒文字、月桂樹の爽やかさが特徴です。藻塩を活用することで香り成分を多く抽出でき、味わ
いに柔らかな塩味を感じることができより一層の甘さを感じます。ジンが苦手な方や初心者でも飲みやす
く、特に、炭酸水で割ったソーダ割は大人気です。現在は100mlボトルだけの入荷ですが、500mlボト
ルの製作も予定しています。
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21 農業法人わくわく手づくりファーム川北

金沢百万石ビール
ペールエール350ml缶

金沢百万石ビール
コシヒカリエール350ml缶

金沢百万石ビール
ヴァイツェン330ml瓶

担当者 大髙

〒923-1277
能美郡川北町字橘新イ54-
1
TEL:076-278-8989
FAX:076-278-7271
https://wkwkfarm.com/

362円 常温 362円 常温 480円 常温 OEM あり

手づくり麦芽のうま味がダイレ
クトに味わえる、１番人気のペー
ルエール。自社栽培の六条大麦
の美味しさが詰まった、泡まで美
味しいビールです。
香ばしい香りもありつつ後味は
キレがあるので、合わせる料理
やシーンによって楽しむことがで
きます。

石川県産のコシヒカリと六条大
麦を使用しており、黄金色に輝く
ビールです。
スッキリとした喉越しと、ほのか
にお米の優しい香りが感じられ、
女性やビールが苦手な方にも飲
みやすいと好評です。

石川県川北町産六条大麦と小
松市産小麦を自社で麦芽にして
造られるヴァイツェン。淡い金色
でバナナを思わせるフルー
ティーな香りとかすかに感じるク
ローブの香りがゆったりとしたく
つろぎを演出してくれます。また
とてもシルキーな喉越しなので、
ついつい飲み過ぎてしまうくらい
飲みやすくなっています。

20 やちや酒造株式会社

加賀鶴
純米大吟醸６８号

加賀鶴
梅酒 日本酒仕込

加賀鶴
加賀紅茶のお酒

担当者 神谷 昌利

〒920-0818
金沢市大樋町8-32
TEL:076-252-7077
FAX:076-252-7449
http://www.yachiya-
sake.co.jp

2,200円 常温 1,400円 常温 1,500円 常温 OEM あり

石川県独自の酒米「百万石乃白
（石川酒６８号）」を使用し、金沢
酵母で醸したフルーティーな香
味と酒米の旨味が調和した、ま
ろやかな口当たりのお酒です。
フランスで行われました「Kura 
Master 2020」金賞受賞。

フレッシュな梅の香りとフレッ
シュな梅の酸味が日本酒の旨味
と調和した、さっぱりとした甘さ
の梅酒です。
フランスで行われました「第15
回ﾌｪﾐﾅﾘｰｽﾞ世界ﾜｲﾝｺﾝｸｰﾙ
2021」金賞受賞。

紅茶の香味が純米酒の旨味と
調和したほろ酔いスイーツです。
特にミルク割が美味しいです。
フランスで行われました「第15
回ﾌｪﾐﾅﾘｰｽﾞ世界ﾜｲﾝｺﾝｸｰﾙ
2021」金賞受賞。


