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株式会社金市商店

11 月 30 日は「いいミード（蜂蜜酒）」の日
オリジナルミード発売 5 周年を記念した感謝祭開催！
～蜂蜜専門店ならでは！ミード（蜂蜜酒）と蜂蜜、どちらも楽しもう！～

株式会社金市商店（本社：京都市中京区三条通富小路西入中之町 21）は、自社が運営する「蜂蜜専門店
ミールミィ」各店にて、
『ミード感謝祭』を 11 月 3 日（木・祝）～30 日（水）の期間限定で開催しま
す。
蜂蜜にこだわって造った自社初のオリジナルミードの発売開始から 5 年。日頃のご愛顧に感謝するとと
もに、使用する蜂蜜ごとに味わいの違うミードと、その原料である蜂蜜を楽しんで頂きたいとの思いか
ら、両方を存分に楽しめる特別な 1 ヶ月をお届けします。期間中は、ミードと蜂蜜の特別セットや世界
に同じものがない陶器ボトル入りのポーランドミードなど様々な商品がお得な価格で登場。また、ミー
ルミィ三条本店に併設するハニーカフェでは、ミードと蜂蜜の味比べセットを楽しめるほか、1 夜限定
のミードナイトも初開催。ぜひこの機会に蜂蜜から造ったお酒「ミード」をお楽しみください。

【ミード感謝祭概要】
開催期間：2022 年 11 月 3 日（木・祝）～11 月 30 日（水）
今年の 11 月 30 日で、金市商店は自社初の蜂蜜にこだわったオリジナルミードの発売から 5 年を迎えま
す。皆様の日頃のご愛顧に感謝するとともに、使用する蜂蜜ごとに味わいの違うミードと、その原料とな
った蜂蜜を楽しんで頂きたいとの思いから、両方を存分に楽しめる「ミード感謝祭」を開催いたします。
11 月 30 日は「いい（11）ミード（30）の日」。蜂蜜屋のミードと蜂蜜をたっぷりお楽しみください。

① 【感謝祭だけの特別価格！】ミードをお得に楽しもう


国産ミードと原料となった蜂蜜飲み比べセット
原料となる蜂蜜が違えば醸造後のミードの味わいもそれぞれ個性ある味わいに。ミードも蜂蜜も
それぞれの個性が光るオリジナルミード 3 種類と蜂蜜を飲み比べ。

・商品名：
「はちみつのお酒 大地」と「北海道産菩提樹蜂蜜」のセット
価

格：2,500 円（税込）

内

容：ハーブのようなさわやかな香りが特徴の菩提樹の蜂蜜と、その芳醇な香りが心地よい、
穏やかな甘みのセミドライテイストミードのセット。

・商品名：
「はちみつのお酒 恋紅」と「山形県産さくらんぼ蜂蜜」のセット
価

格：2,700 円（税込）

内

容：濃厚な甘さが特徴のさくらんぼの蜂蜜と、甘くて少しすっぱい恋の味わいをイメージ
して造ったやや甘口のミードのセット。

・商品名：
「はちみつのお酒 蜜栗」と「佐賀県産くり蜂蜜」のセット
価

格：2,700 円（税込）

内

容：コクのある味わいと香ばしさが特徴のくりの蜂蜜と、くり蜂蜜らしい香りや、やや酸
味とビターさが感じられる大人の味わいのセミドライテイストミードのセット。



国産ミード飲み比べセット
商品名：国産ミード 3 種の飲み比べセット
価 格：6,000 円（税込）
内 容：人気のオリジナルミードが 3 本入ったお得な飲み比べセッ
ト。
*はちみつのお酒 大地、はちみつのお酒 恋紅、はちみつ
のお酒 蜜栗 各 250ml×1 本ずつ



≪ネット限定≫ミードグラス付き飲み比べセット
商品名：自宅で楽しむ 3 種のミードと 3 種の蜂蜜の飲み比べセット
価 格：10,000 円（税込・送料込）
内 容：ミードも蜂蜜も自宅でじっくり飲み比べが楽しめる、オシャ
レなグラス付きのセット。
*はちみつのお酒 大地、はちみつのお酒 恋紅、はちみつの
お酒 蜜栗 各 250ml×1 本ずつ
*国産菩提樹蜂蜜、国産さくらんぼ蜂蜜、国産くり蜂蜜
各 30g×1 個ずつ
*ミードグラス 3 個



クリスマスギフトにおススメ！世界にひとつだけのオリジナルボトルミード
商品名：ポーランドミード・アピス

ヤドヴィガ オリジナル陶器ボトル 500ml

価 格：16,500 円（税込）→13,200 円（税込）
内 容：ミールミィで人気の濃厚ミード「ヤドヴィガ」をポーリッシュ
ポタリーの花柄陶器に入れたオリジナル特注品。ポーリッシュ
ポタリーとは、ポーランド南西部の街ボレスワヴィエツでつく
られた陶器のこと。職人の手でひとつひとつ丁寧に手作りされ
ているので、同じ商品でも少しづつ形が違い、世界に一つだけ
のボトルです。

② 【週替わり！】おすすめミードが 15％OFF でお買い得価格に
・11/3-11/9

ロゼ（インターミエル社）
4,400 円→3,740 円（税込）

・11/10-11/16

はちみつのお酒 赤蜜月 250ml（金市商店）
1,980 円→1,683 円（税込）

・11/17-11/23

メープルリキュール ジェリノット（インターミエル社）
3,850 円→3,273 円（税込）

・11/24-11/30

はちみつのお酒 蜜月 250ml （金市商店）1,518 円→1,290 円（税込）
はちみつのお酒 蜜月フルボトル 720ml（金市商店） 3,300 円→2,805 円（税込）

③ 【11/30 限定！】いいミードの日限定のお得なミード福袋
・商品名：いいミードセット
価 格：4,000 円（税込）＜5,800 円相当＞
内 容：250ml のミードが 3 本入った飲み比べセット
・商品名：素敵なミードセット
価 格：8,000 円（税込）＜11,000 円相当＞
内 容：スタッフおすすめのミードが 4 本入った飲み比べセット

④ 【カフェ限定メニュー！】ミードと蜂蜜をハニーカフェで手軽に楽しむ


ミードと蜂蜜の飲み比べメニューが登場
蜂蜜屋が蜂蜜にこだわって造ったミードを、原料の蜂蜜と共に楽し
んで頂くためのカフェメニューが登場。ボトルでの購入はハードル
が高い方も、気軽に店内で飲み比べを楽しんで頂けます。
商品名：3 種のミードと 3 種の蜂蜜の食べ比べセット
価

格：1,500 円（税込）

販売期間：2022 年 11 月 3 日（木・祝）～11 月 30 日（水）
販売場所：蜂蜜専門店ミールミィ三条本店ハニーカフェ

【1 夜限定＆初開催！】ワンコインで楽しむミードな夜
1 夜限定、ワンコインでオリジナルミードカクテルを楽しめる
ミードナイトを開催。
イベント名:ホリデイミードナイト
日 時：11 月 5 日（土）18：00-21：00
場 所：蜂蜜専門店ミールミィ三条本店ハニーカフェ

【ミード感謝祭実施店舗】※一部セール等除外店舗あり
※新型コロナウイルス拡大防止のため営業時間の変更や休業をする場合がございます。
詳細につきましては、随時弊社及び各百貨店の HP をご参照ください。
・ミールミィ 三条本店
〒604-8083 京都市中京区三条通富小路西入中之町 21
・ミールミィ 京都高島屋店
〒600-8520 京都市下京区四条通河原町西入真町 52 番地京都高島屋 B1F
・ミールミィ オンラインショップ https://miel-mie.com/
○蜂蜜酒（ミード）とは
はちみつに酵母と水だけを加え、発酵させた醸造酒。ヨーロッパなどでは古くから親しまれ、日本でも愛
好者が増えています。はちみつらしい甘い味わいが特徴で、アルコール度数は 10～16％程度。
食前や食後に飲みたい濃厚な極甘口のものから、食事とも合わせられるすっきりテイストまで様々な種類
があり、使用するはちみつの種類や水、熟成期間や国によって味わいが異なる、知れば知るほど奥の深い
お酒です。
○蜂蜜専門店ミールミィ
1930 年創業の金市商店が運営する蜂蜜専門店。1998 年にミールミィの屋号でお店をスタートし、豊富な
蜂蜜の種類とかわいらしいパッケージで、地元だけでなく遠方のお客様にも支持される。取扱品目は純
粋蜂蜜だけでなく、蜂蜜加工品、蜂蜜のお菓子や蜂蜜酒（ミード）など。中でも国産蜂蜜は、養蜂家の
元を直接訪ね、採蜜を一緒に行うことで、安心安全で高品質な蜂蜜のみを仕入れ、南は鹿児島から北は
北海道まで、多種多様な蜂蜜をお客様に提供しております。
【会社概要】
株式会社 金市商店 資本金 1000 万円
1930 年創業で、国内外の養蜂家から蜂蜜を直接仕入れ、商
品開発、製造を行う。「蜂蜜専門店ミールミィ」の運営のほ
か、全国のスーパー、百貨店に蜂蜜製品を卸売りしている。蜂蜜酒は 10
年以上前から全国で先駆けて輸入し、取扱い国、種類は国内随一。
2020 年 6 月で創業 90 周年を迎えた。
【直営店舗】
蜂蜜専門店ミールミィ 3 店舗（三条本店、高島屋京都店、阪急うめだ店）
クリームパン専門店キンイロ 2 店舗（三条店、伊勢丹京都店）
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