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作り方

ハニーバタートースト

HONEY COOKING

はちみつの結晶について

金市商店の蜂蜜の分類

コールドフィルタリングハニー
（COLD FILTERING HONEY・低温濾過蜂蜜） ローハニー（RAW HONEY・生蜂蜜）

蜂蜜は温度変化や時間経過によって、白く固まったり容器の底に白い粒々ができることがありますが、それは「はちみつの

結晶」です。カビのように見えることから心配される方も多いですが品質には全く問題ありません。特にシングルオリジン

ハニーは、蜜源・採蜜地・採蜜時期などで異なる個性をそのまま瓶詰した蜂蜜という性質上、中には結晶しやすい蜂蜜、結

晶しにくい蜂蜜がございます。結晶も個性の一つとして楽しんでください。結晶を溶かす際は、鍋に45度～ 50 度位のお湯

を用意して、蜂蜜容器を浸しながら木製スプーンなどでかき混ぜながらゆっくりと湯煎してください。

京都市中京区三条通富小路西入中之町 21

TEL 075-221-6639 ／ FAX 075-221-3879 ／ info@kaneichi.kyoto

発行元

オンラインショップ

・三条本店
・京都高島屋店
・阪急うめだ店

・三条店
・伊勢丹京都店

　蜂蜜を低温で加熱することで、蜂蜜に含まれるビタミンやミネラル
を損ないません。
　低温なので蜂蜜の風味をしっかりと残します。
　フィルターの網目が細かいので濾過工程にて不純物をしっかりと　
取り除くことができます。

　気温が低くなる冬季や、蜂蜜が結晶してしまうとローハニーの生産
は難しいため、春から夏にかけて採れる蜂蜜を養蜂家から仕入れし、
そのまま瓶詰します。
　フレッシュな蜂蜜の風味や香りを感じることができます。
　蜂蜜内の黒い点は花粉です。そのまま召し上がっても問題ございません。
　花粉が核となり、蜂蜜が結晶しやすい可能性があります。

45～50度

@mielmieKYOTO

@mielmie_

@mielmie_shop

@025bqifx

公式サイト

@kiniro_kyoto

・シングルオリジンハニー 0259
  和歌山県有田市産みかん蜂蜜

・厚切りトースト

・バター

みかん蜂蜜

と食べる

2022.06
① 食パンに切り込みを入れトーストする。

② 熱々のトーストにバターを乗せる。

③ みかん蜂蜜をたっぷりとかける。

 

バターの塩味とみかん蜂蜜の相性は抜群！

簡単美味しい贅沢モーニングを楽しんで♪

低温（約 50度以下）で加熱、
不純物を取り除く濾過工程を経て、瓶詰充填した蜂蜜

養蜂家の元で蜂蜜が採蜜された後、一度も加熱を行わず、
大きな不純物だけを取り除くために粗濾過し、瓶詰充填した蜂蜜

青森県で 6月初旬に採蜜。今年

は開花が非常に早く、りんごの

花と開花時期が重なり、少しフ

ルーティな味わいに。

長野県で 5 月下旬に採

蜜。長野では近年、不

作が続いていたが、今

年は天候に恵まれ豊作

に。非常にクセがなく、

クリアな味。

奈良県で 5月上旬に採蜜。開花時期に

天候にも恵まれ、クセがなく、純度の

高いあかしあ蜂蜜が採れた。

大阪府で 5月初旬に採蜜。

ハンガリーやウクライナなどの東欧や、韓国、中国などアジアでも

アカシア蜂蜜は採られています。

６月下旬～７月採蜜予定

６月下旬頃採蜜予定

青森県弘前市産

長野県松本市産

奈良県生駒市産

大阪府柏原市産

海外からも

北海道産

秋田県産

日本で人気NO.1のあかしあ蜂蜜。地域によって味わいが異なります。

今年の春採れたてのあかしあ蜂蜜を地域ごとに食べ比べしてみて。

ひんやり冷た～いひんやり冷た～い

　自家製蜂蜜漬けのかき氷　自家製蜂蜜漬けのかき氷

シングルオリジンハニーで日本全国の地域ごとの蜂蜜を食べ比べ！！
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ハニー
ハンター のHONEY TALK

ミツバチが蜂蜜を作るため、花から
蜜を集めます。四季のある日本は蜜
源の宝庫ですが、世界には熱帯や寒
冷などの気候から日本には無い個性
的な蜂蜜も数多く存在します。
各地から取り揃えた約 50種におよ
ぶ蜜源の蜂蜜をお楽しみください。

同じ蜜源の蜂蜜で
あっても、採れる地
域によって微妙に味
わいが異なります。
例えば、あかしあ蜂
蜜においては、国内
外 10カ所以上の採蜜
地別をラインナップ。
採蜜地によって違う
味わいを感じていた
だけます。

蜂蜜は同じ蜜源、同じ地域
であっても年度による気
候や環境の変化によって味
わいが変わります。ワイン
のヴィンテージと同じよう
に、年度によって、蜂蜜の
違った個性を見つけること
ができます。

4 ケタの
ハニーナンバーが
その蜂蜜の銘柄

ハニーハンターと出張グルメ

世 界 中 に あ る
ま だ 見 ぬ 蜂 蜜 を
探 し 求 め て

ハニーハンター

KANEICHI NEWS TOPICS

　蜂蜜の仕入れは、金市商店・三代目社長

である“ハニーハンター市川拓三郎”が

自ら行う。日本中、世界中の養蜂家を訪

ね、蜂蜜を仕入れるのがハニーハンターの

仕事だ。1年間に食べる蜂蜜は 300種類以

上、移動距離は地球 1.3 周分に当たる約

52,000km を超える。養蜂家を直接訪ねる

ことで、蜂蜜がどのような環境で、どのよ

うに採られているかを、自らの目と舌で確

かめ、そうして仕入れた「安心・安全で高

品質な蜂蜜」だけをお客様にお届けします。

ハニーナンバー

採蜜した時期

蜜源となる花

採蜜した場所

あかしあ

日本Japan

Simple

2019.6.11

Acacia

青森県弘前市

蜜源
Flowers

タイプ
Type

国
Country

採蜜
Date

0001

　蜂蜜は「蜜源」「採蜜地」だ

けでなく、「採蜜時期」などに

よっても味わいが異なります。

それら個性の違う蜂蜜をそれ

ぞれの銘柄と捉え、風味を 5

つのタイプで表現した『シン

グルオリジンハニー』。

　ハニーハンター市川拓三郎

が、世界20か国以上、国内 20

都道府県以上から集めた蜂蜜

は 100 種類以上に渡り、50 近

い蜜源から採れた蜂蜜を、自

らの目と舌で確かめました。

これからも新しい蜂蜜との出

会いがあるたびに、4ケタのハ

ニーナンバーは増え続けてい

きます。

蒸し暑い京都の夏。今年はすでに最高気温が 30 度を超える

日も出てきています。そんな時は、すっきり、爽やかな蜂蜜かき氷を食べ

て元気に過ごしましょう。 夏のダントツ人気メニューは、スペイン産レモ

ン蜂蜜に檸檬を漬け込んだシロップのハニーレモンかき氷。爽やかな酸味

と優しい甘さが火照った体を癒してくれま

す。リピーター続出なのは、ハンガリー産ア

カシア蜂蜜に新生姜を漬け込んだシロップの

ハニージンジャーかき氷。アカシア蜂蜜の優

しい甘さの中に生姜の辛みがピリリと効いた

癖になる味わいです。

販売場所：ミールミィ三条本店ハニーカフェ

  日程：7月 16・17 日（前祭）、7月 23・24 日（後祭）

  場所：ミールミィ三条本店

今年は 3年ぶりに山鉾巡行が実施されますね。ミール

ミィ三条本店では、祇園祭の前祭・後祭の山鉾巡行当日と宵

山にハニーレモンドリンクを提供予定。京都産蜂蜜のセット

を購入すると「蜂蜜のあめさん」つかみ取りもできますよ。

8月 3日は「はちみつの日」。毎年恒例のはちみつをおもいっきり楽しめる

企画が満載です。期間中は、お得な「はちみつお楽しみ袋」や限定アイテ

ムの販売の他、3年ぶりに復活の「はちみつしぼり体験」や「はちみつセ

ミナー」、「ミードイベント」も開催予定！情報はＳＮＳでも要チェック♪

　　　8月はミールミィ・キンイロ各店に是非お越しください。

予約はこちらから：

（7月 1日予約スタート）

自家製蜂蜜漬け のかき氷

祇園祭 ミールミィ三条本店 へは

後半～６月初旬にかけて、ミツバチが大量に集める黄色味の強い蜂蜜がはぜの蜂蜜。

甘みが強めだけど、クセは少なめ。毎日食べても飽きがこない美味しい蜂蜜です。

実はここ数年はぜの蜂蜜の不作が続いていました。同じ時期にクセの強い花が咲い

て、美味しいはぜ蜂蜜が採れなかったり、梅雨に当たって不作だったり。でも、今

年は近年まれにみる上質なはぜの蜂蜜が採れました！しかも豊作なので量もたくさ

ん。ハニーハンター的にはぜ蜂蜜のいいところはコスパの良さ。品質のいい蜂蜜な

のに、あかしあなどに比べるとお値段もお手頃。今年みたいな豊作の年は、はぜの

蜂蜜をまとめ買いするのも賢いですね！

「はぜ」ってみなさんご存知ですか？魚

の「ハゼ」の方が有名かもしれませんが、

蜂蜜業界では、ウルシ科ウルシ属のハゼ

ノキのことを指します。あまりなじみが

ない名前ですが、西日本では春の蜜源と

してとっても有名なんです。和歌山など

でみかんの蜂蜜を採り終わった後の 5月

和歌
山県

みな
べ町

和歌山県みなべ町産 　 はぜ蜂蜜

From the ORIGIN "NO.0264"
2022/6/1 採蜜

ハニーハンターは蜂蜜を探して全国を飛びまわっています。その大半が

春に集中しているので、花が開花する春から夏にかけては出張ばっかり

で家にいる時間も少なくなります。息子に「お父さん次はいつ帰ってく

るの？」なんて言われながら、南へ北へ飛行機で飛んで行ったり、トラッ

クを借りて何百キロも走ったり。１日で 400km ぐらい運転して、蜂蜜

を 5t 以上買い付ける日なんかもあります。（ちなみに蜂蜜は手作業で運

びます）そんな忙しい出張の楽しみはご当地ごはん。鹿児島のそうめん

流し、長崎のトルコライス、和歌山ラー

メンに、秋田の比内地鶏の親子丼。青

森の味噌バター牛乳カレーラーメン ( 写

真 ) なんて B級グルメも。北海道はジン

ギスカンにスープカレー、豚丼に、新鮮

な海鮮料理！出張中は毎日汗だくで買い

付けて蜂蜜をゲットしつつ、着々と体重

もゲットしているのでした。

８種類の
蜂蜜が

かけ放題！

爽やか＆刺激的
爽やか＆刺激的

GO！GO！

はち
みつ

はち
みつのの

日イベント日イベント

今年も登場

Balance
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い蜜源から採れた蜂蜜を、自

らの目と舌で確かめました。

これからも新しい蜂蜜との出

会いがあるたびに、4ケタのハ

ニーナンバーは増え続けてい

きます。

蒸し暑い京都の夏。今年はすでに最高気温が 30 度を超える

日も出てきています。そんな時は、すっきり、爽やかな蜂蜜かき氷を食べ

て元気に過ごしましょう。 夏のダントツ人気メニューは、スペイン産レモ

ン蜂蜜に檸檬を漬け込んだシロップのハニーレモンかき氷。爽やかな酸味

と優しい甘さが火照った体を癒してくれま

す。リピーター続出なのは、ハンガリー産ア

カシア蜂蜜に新生姜を漬け込んだシロップの

ハニージンジャーかき氷。アカシア蜂蜜の優

しい甘さの中に生姜の辛みがピリリと効いた

癖になる味わいです。

販売場所：ミールミィ三条本店ハニーカフェ

  日程：7月 16・17 日（前祭）、7月 23・24 日（後祭）

  場所：ミールミィ三条本店

今年は 3年ぶりに山鉾巡行が実施されますね。ミール

ミィ三条本店では、祇園祭の前祭・後祭の山鉾巡行当日と宵

山にハニーレモンドリンクを提供予定。京都産蜂蜜のセット

を購入すると「蜂蜜のあめさん」つかみ取りもできますよ。

8月 3日は「はちみつの日」。毎年恒例のはちみつをおもいっきり楽しめる

企画が満載です。期間中は、お得な「はちみつお楽しみ袋」や限定アイテ

ムの販売の他、3年ぶりに復活の「はちみつしぼり体験」や「はちみつセ

ミナー」、「ミードイベント」も開催予定！情報はＳＮＳでも要チェック♪

　　　8月はミールミィ・キンイロ各店に是非お越しください。

予約はこちらから：

（7月 1日予約スタート）

自家製蜂蜜漬け のかき氷

祇園祭 ミールミィ三条本店 へは

後半～６月初旬にかけて、ミツバチが大量に集める黄色味の強い蜂蜜がはぜの蜂蜜。

甘みが強めだけど、クセは少なめ。毎日食べても飽きがこない美味しい蜂蜜です。

実はここ数年はぜの蜂蜜の不作が続いていました。同じ時期にクセの強い花が咲い

て、美味しいはぜ蜂蜜が採れなかったり、梅雨に当たって不作だったり。でも、今

年は近年まれにみる上質なはぜの蜂蜜が採れました！しかも豊作なので量もたくさ

ん。ハニーハンター的にはぜ蜂蜜のいいところはコスパの良さ。品質のいい蜂蜜な

のに、あかしあなどに比べるとお値段もお手頃。今年みたいな豊作の年は、はぜの

蜂蜜をまとめ買いするのも賢いですね！

「はぜ」ってみなさんご存知ですか？魚

の「ハゼ」の方が有名かもしれませんが、

蜂蜜業界では、ウルシ科ウルシ属のハゼ

ノキのことを指します。あまりなじみが

ない名前ですが、西日本では春の蜜源と

してとっても有名なんです。和歌山など

でみかんの蜂蜜を採り終わった後の 5月

和歌
山県

みな
べ町

和歌山県みなべ町産 　 はぜ蜂蜜

From the ORIGIN "NO.0264"
2022/6/1 採蜜

ハニーハンターは蜂蜜を探して全国を飛びまわっています。その大半が

春に集中しているので、花が開花する春から夏にかけては出張ばっかり

で家にいる時間も少なくなります。息子に「お父さん次はいつ帰ってく

るの？」なんて言われながら、南へ北へ飛行機で飛んで行ったり、トラッ

クを借りて何百キロも走ったり。１日で 400km ぐらい運転して、蜂蜜

を 5t 以上買い付ける日なんかもあります。（ちなみに蜂蜜は手作業で運

びます）そんな忙しい出張の楽しみはご当地ごはん。鹿児島のそうめん

流し、長崎のトルコライス、和歌山ラー

メンに、秋田の比内地鶏の親子丼。青

森の味噌バター牛乳カレーラーメン ( 写

真 ) なんて B級グルメも。北海道はジン

ギスカンにスープカレー、豚丼に、新鮮

な海鮮料理！出張中は毎日汗だくで買い

付けて蜂蜜をゲットしつつ、着々と体重

もゲットしているのでした。

８種類の
蜂蜜が

かけ放題！

爽やか＆刺激的
爽やか＆刺激的

GO！GO！
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今年も登場

Balance



ハニー
ハンター のHONEY TALK

ミツバチが蜂蜜を作るため、花から
蜜を集めます。四季のある日本は蜜
源の宝庫ですが、世界には熱帯や寒
冷などの気候から日本には無い個性
的な蜂蜜も数多く存在します。
各地から取り揃えた約 50種におよ
ぶ蜜源の蜂蜜をお楽しみください。

同じ蜜源の蜂蜜で
あっても、採れる地
域によって微妙に味
わいが異なります。
例えば、あかしあ蜂
蜜においては、国内
外 10カ所以上の採蜜
地別をラインナップ。
採蜜地によって違う
味わいを感じていた
だけます。

蜂蜜は同じ蜜源、同じ地域
であっても年度による気
候や環境の変化によって味
わいが変わります。ワイン
のヴィンテージと同じよう
に、年度によって、蜂蜜の
違った個性を見つけること
ができます。

4 ケタの
ハニーナンバーが
その蜂蜜の銘柄

ハニーハンターと出張グルメ

世 界 中 に あ る
ま だ 見 ぬ 蜂 蜜 を
探 し 求 め て

ハニーハンター

KANEICHI NEWS TOPICS
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52,000km を超える。養蜂家を直接訪ねる

ことで、蜂蜜がどのような環境で、どのよ

うに採られているかを、自らの目と舌で確
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No.25
TAKE FREE

材　料

作り方

ハニーバタートースト

HONEY COOKING

はちみつの結晶について

金市商店の蜂蜜の分類

コールドフィルタリングハニー
（COLD FILTERING HONEY・低温濾過蜂蜜） ローハニー（RAW HONEY・生蜂蜜）

蜂蜜は温度変化や時間経過によって、白く固まったり容器の底に白い粒々ができることがありますが、それは「はちみつの

結晶」です。カビのように見えることから心配される方も多いですが品質には全く問題ありません。特にシングルオリジン

ハニーは、蜜源・採蜜地・採蜜時期などで異なる個性をそのまま瓶詰した蜂蜜という性質上、中には結晶しやすい蜂蜜、結

晶しにくい蜂蜜がございます。結晶も個性の一つとして楽しんでください。結晶を溶かす際は、鍋に45度～ 50 度位のお湯

を用意して、蜂蜜容器を浸しながら木製スプーンなどでかき混ぜながらゆっくりと湯煎してください。

京都市中京区三条通富小路西入中之町 21

TEL 075-221-6639 ／ FAX 075-221-3879 ／ info@kaneichi.kyoto

発行元

オンラインショップ

・三条本店
・京都高島屋店
・阪急うめだ店

・三条店
・伊勢丹京都店

　蜂蜜を低温で加熱することで、蜂蜜に含まれるビタミンやミネラル
を損ないません。
　低温なので蜂蜜の風味をしっかりと残します。
　フィルターの網目が細かいので濾過工程にて不純物をしっかりと　
取り除くことができます。

　気温が低くなる冬季や、蜂蜜が結晶してしまうとローハニーの生産
は難しいため、春から夏にかけて採れる蜂蜜を養蜂家から仕入れし、
そのまま瓶詰します。
　フレッシュな蜂蜜の風味や香りを感じることができます。
　蜂蜜内の黒い点は花粉です。そのまま召し上がっても問題ございません。
　花粉が核となり、蜂蜜が結晶しやすい可能性があります。

45～50度

@mielmieKYOTO

@mielmie_

@mielmie_shop

@025bqifx

公式サイト

@kiniro_kyoto

・シングルオリジンハニー 0259
  和歌山県有田市産みかん蜂蜜

・厚切りトースト

・バター

みかん蜂蜜

と食べる

2022.06
① 食パンに切り込みを入れトーストする。

② 熱々のトーストにバターを乗せる。

③ みかん蜂蜜をたっぷりとかける。

 

バターの塩味とみかん蜂蜜の相性は抜群！

簡単美味しい贅沢モーニングを楽しんで♪

低温（約 50度以下）で加熱、
不純物を取り除く濾過工程を経て、瓶詰充填した蜂蜜

養蜂家の元で蜂蜜が採蜜された後、一度も加熱を行わず、
大きな不純物だけを取り除くために粗濾過し、瓶詰充填した蜂蜜

青森県で 6月初旬に採蜜。今年

は開花が非常に早く、りんごの

花と開花時期が重なり、少しフ

ルーティな味わいに。

長野県で 5 月下旬に採

蜜。長野では近年、不

作が続いていたが、今

年は天候に恵まれ豊作

に。非常にクセがなく、

クリアな味。

奈良県で 5月上旬に採蜜。開花時期に

天候にも恵まれ、クセがなく、純度の

高いあかしあ蜂蜜が採れた。

大阪府で 5月初旬に採蜜。

ハンガリーやウクライナなどの東欧や、韓国、中国などアジアでも

アカシア蜂蜜は採られています。

６月下旬～７月採蜜予定

６月下旬頃採蜜予定

青森県弘前市産

長野県松本市産

奈良県生駒市産

大阪府柏原市産

海外からも

北海道産

秋田県産

日本で人気NO.1のあかしあ蜂蜜。地域によって味わいが異なります。

今年の春採れたてのあかしあ蜂蜜を地域ごとに食べ比べしてみて。

ひんやり冷た～いひんやり冷た～い

　自家製蜂蜜漬けのかき氷　自家製蜂蜜漬けのかき氷

シングルオリジンハニーで日本全国の地域ごとの蜂蜜を食べ比べ！！


