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TAKE FREE

材　料

作り方

カフェ・ジェリノット

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

・メープルリキュール ジェリノット　15ml

・カフェベース（無糖）　20ml

・牛乳　140ml

・ビターチョコ（あれば）

カクテル 1杯あたりメープ
ルの

お酒で作る

2022.11
① 耐熱容器に牛乳を注ぎレンジで温める

② コップにジェリノットとカフェベースを注ぐ

③ 温めた牛乳をミルクフォーマーを使って泡立てる

④ ②に③をそっと注ぐ

⑤ ④にチョコを削ってトッピングし完成

*今回は蜂蜜酒（ミード）ではなく、メープルのお酒をご紹介。

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

ハニーハン
ター

市川拓三郎
が

全国の養蜂
家を訪ねて

直接仕入れ
た

「安心・安
全な国産蜂

蜜」

スティックハニー プラス

12/8

NEW

1回使い切りなので、使いたいときに手間なく使える便利な蜂蜜。外出先
やカフェなどでもサッと鞄から取り出せるスティック入りが新登場！お気
に入りの蜂蜜をいつでもどこでも楽しめます。カフェタイムや朝食に。

✓８ｇ入りだから
　トーストやヨーグルトに
　ちょうどよいサイズ
✓個包装で使いやすい！

Ｑ．使い切り容器は
　　エコじゃない？
Ａ．いいえ、とってもエコです。
　　軽いので輸送時のCO2の
　　軽減や食べ残しも防げる
　　ので食品ロス削減にも！

10種類の蜂蜜から気分に合わせてセレクトしよう

たっ
ぷりのはちみつで
　　　　　甘～い幸せ

蜂
蜜
が
も
っ
と
好
き
に
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ー
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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

もっと

出会いは突然に　Vtuber とハニーハンター

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。

先日、ふらっとミードを置いてくれているバーのカウンターに座って飲んでいたところ、

となりのお客さんと仲良くなりました。どうやら推しの Vtuber がいる模様。私はそのへん

疎かったので、推しへの熱い思いを聞きながら、フォローボタンをポチっとな。帰り路に

配信を聞いたりしながら、ほー、こんな世界があるんやなぁ。と考えていました。

その３日後ぐらいにツイッターで違うVtuberさんがはちみつ愛を垂れ流していました。フォ

ローして、リプして、DMして、あれよあれよのうちに来店いただき、お話して、「コラボ

することになりました」。というわけで 12 月上旬にミールミィ

初めての Vtuber さんコラボをやることになります！ SNS などで

告知をするので、興味がある方も、Vtuber ってなんぞや？って人

もぜひ聞いてみてください。溢れるはちみつ愛が止まらない配信

が聞けると思います。きっかけから約１週間でコラボまで進んだ

Vtuber さんとのこのご縁、面白い方向に転がっていく気しかしま

せんね。楽しみです。

びにおいで」と言ってくれるのにまだ行けてません。コロナが終わったら行こうと、養蜂家さんが

送ってくれたりんごをかじりながら毎年思っています。そんなりんご蜂蜜ですが、アップルパイに

したり、デザートに使ったり、アレンジしても美味しいのが特徴です。紅茶やヨーグルトも合うけ

ど、さすがにコーヒーには合わない。そんな風に考えてた時期が俺にもありました。しかし、先日

紹介していただいたコーヒーにりんご蜂蜜を入れて飲んだら、めっちゃ美味しい！苦みが少なめで

甘みが感じられるコーヒーに、りんご蜂蜜はぴったり！蜂蜜に関しては自信がありますが、コーヒー

はコーヒーのプロに聞くのがいいですね。勉強になりました。

りんごといえば青森県！弘前市にはアップルロードという道路が

あり、一面のりんご畑で上質な蜂蜜が採れます。そんな日本一の

りんごの里をハニーハンターが訪ねるのは、毎年５月頃。気温も

ちょうどよく過ごしやすいのですが、実は１度もりんごの木にり

んごの実がなっているのをいるのを見たことがないのです。地元

の養蜂家さんも「秋に来ると、ちょうどりんごがなってるから遊

青森
県

弘前
市

青森県弘前市    りんご蜂蜜

From the ORIGIN "No.0276"
2022/5/15 採蜜はちみつ福袋の予約販売中

ハニーチーズトーストが再登場！

Amazonで 手軽にHoney Life

Fruity

ミールミィでは、毎年恒例はちみつ福袋の予約販売がスタート。毎年ご

好評いただいている国産蜂蜜のセレクトセットはもちろん、蜂蜜好きに

はたまらない大容量セットなどお得な「はちみつ福袋」3 種類と、今話

題の国内外の蜂蜜酒（ミード）を、様々なバリエーションで堪能できる

「ミード福袋」3種類の、計 6種類。2023 年はたっぷりの蜂蜜や蜂蜜酒

と一緒に、あま～い素敵な 1 年にしましょう！

＊その他店舗でも、各百貨店に準じて販売中

外はサクッと中はふわふわの自家製

トーストに、熱々とろとろの 2 種類の

チーズをたっぷりとかけて食べる至福

の時間。ハニーコンシェルジュが厳選

したチーズとの相性抜群の 3 種類の蜂

蜜をかけると極上のハニーチーズトー

ストに。カフェで使用できる 8種類の

蜂蜜かけ放題と合わせて 11種類の蜂蜜の食べ比べをお楽しみください。

今月からミールミィオリジナルミードが Amazon 公式サイト

で購入可能に！プライム会員ならよりお得に購入できます。

さらに、ミールミィオンラインショップでも AmazonPay を

利用してお買い物が可能になりました。イベントの多い年末

年始、Amazon を利用して蜂蜜やミードを気軽に楽しんでく

ださいね！ 商品ページ

予約販売期間：2022 年 11 月 15 日（火）～ 12月 20 日（火）

店頭引渡期間：（三条本店）2023 年 1月 2日（月）13時から

　　　　　　　（ネットショップ）2023 年 1月 6日（金）より順次発送

販売場所：ミールミィ三条本店

販売期間：2022 年 12 月 1日（木）～
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することになりました」。というわけで 12 月上旬にミールミィ

初めての Vtuber さんコラボをやることになります！ SNS などで

告知をするので、興味がある方も、Vtuber ってなんぞや？って人

もぜひ聞いてみてください。溢れるはちみつ愛が止まらない配信

が聞けると思います。きっかけから約１週間でコラボまで進んだ

Vtuber さんとのこのご縁、面白い方向に転がっていく気しかしま

せんね。楽しみです。

びにおいで」と言ってくれるのにまだ行けてません。コロナが終わったら行こうと、養蜂家さんが

送ってくれたりんごをかじりながら毎年思っています。そんなりんご蜂蜜ですが、アップルパイに

したり、デザートに使ったり、アレンジしても美味しいのが特徴です。紅茶やヨーグルトも合うけ

ど、さすがにコーヒーには合わない。そんな風に考えてた時期が俺にもありました。しかし、先日

紹介していただいたコーヒーにりんご蜂蜜を入れて飲んだら、めっちゃ美味しい！苦みが少なめで

甘みが感じられるコーヒーに、りんご蜂蜜はぴったり！蜂蜜に関しては自信がありますが、コーヒー

はコーヒーのプロに聞くのがいいですね。勉強になりました。

りんごといえば青森県！弘前市にはアップルロードという道路が

あり、一面のりんご畑で上質な蜂蜜が採れます。そんな日本一の

りんごの里をハニーハンターが訪ねるのは、毎年５月頃。気温も

ちょうどよく過ごしやすいのですが、実は１度もりんごの木にり

んごの実がなっているのをいるのを見たことがないのです。地元

の養蜂家さんも「秋に来ると、ちょうどりんごがなってるから遊
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青森県弘前市    りんご蜂蜜

From the ORIGIN "No.0276"
2022/5/15 採蜜はちみつ福袋の予約販売中

ハニーチーズトーストが再登場！

Amazonで 手軽にHoney Life

Fruity

ミールミィでは、毎年恒例はちみつ福袋の予約販売がスタート。毎年ご

好評いただいている国産蜂蜜のセレクトセットはもちろん、蜂蜜好きに

はたまらない大容量セットなどお得な「はちみつ福袋」3 種類と、今話

題の国内外の蜂蜜酒（ミード）を、様々なバリエーションで堪能できる

「ミード福袋」3種類の、計 6種類。2023 年はたっぷりの蜂蜜や蜂蜜酒

と一緒に、あま～い素敵な 1 年にしましょう！

＊その他店舗でも、各百貨店に準じて販売中

外はサクッと中はふわふわの自家製

トーストに、熱々とろとろの 2 種類の

チーズをたっぷりとかけて食べる至福

の時間。ハニーコンシェルジュが厳選

したチーズとの相性抜群の 3 種類の蜂

蜜をかけると極上のハニーチーズトー

ストに。カフェで使用できる 8種類の

蜂蜜かけ放題と合わせて 11種類の蜂蜜の食べ比べをお楽しみください。

今月からミールミィオリジナルミードが Amazon 公式サイト

で購入可能に！プライム会員ならよりお得に購入できます。

さらに、ミールミィオンラインショップでも AmazonPay を

利用してお買い物が可能になりました。イベントの多い年末

年始、Amazon を利用して蜂蜜やミードを気軽に楽しんでく

ださいね！ 商品ページ

予約販売期間：2022 年 11 月 15 日（火）～ 12月 20 日（火）

店頭引渡期間：（三条本店）2023 年 1月 2日（月）13時から

　　　　　　　（ネットショップ）2023 年 1月 6日（金）より順次発送

販売場所：ミールミィ三条本店

販売期間：2022 年 12 月 1日（木）～



ハニー
ハンター のHONEY TALK
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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。
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候や環境の変化によって味
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違った個性を見つけること
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4 ケタの
ハニーナンバーが
その蜂蜜の銘柄

もっと

出会いは突然に　Vtuber とハニーハンター

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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No.30
TAKE FREE

材　料

作り方

カフェ・ジェリノット

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

・メープルリキュール ジェリノット　15ml

・カフェベース（無糖）　20ml

・牛乳　140ml

・ビターチョコ（あれば）

カクテル 1杯あたりメープ
ルの

お酒で作る

2022.11
① 耐熱容器に牛乳を注ぎレンジで温める

② コップにジェリノットとカフェベースを注ぐ

③ 温めた牛乳をミルクフォーマーを使って泡立てる

④ ②に③をそっと注ぐ

⑤ ④にチョコを削ってトッピングし完成

*今回は蜂蜜酒（ミード）ではなく、メープルのお酒をご紹介。

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

ハニーハン
ター

市川拓三郎
が

全国の養蜂
家を訪ねて

直接仕入れ
た

「安心・安
全な国産蜂

蜜」

スティックハニー プラス

12/8

NEW

1回使い切りなので、使いたいときに手間なく使える便利な蜂蜜。外出先
やカフェなどでもサッと鞄から取り出せるスティック入りが新登場！お気
に入りの蜂蜜をいつでもどこでも楽しめます。カフェタイムや朝食に。

✓８ｇ入りだから
　トーストやヨーグルトに
　ちょうどよいサイズ
✓個包装で使いやすい！

Ｑ．使い切り容器は
　　エコじゃない？
Ａ．いいえ、とってもエコです。
　　軽いので輸送時のCO2の
　　軽減や食べ残しも防げる
　　ので食品ロス削減にも！

10種類の蜂蜜から気分に合わせてセレクトしよう

たっ
ぷりのはちみつで
　　　　　甘～い幸せ

蜂
蜜
が
も
っ
と
好
き
に
な
る
ハ
ニ
ー
ラ
イ
フ
マ
ガ
ジ
ン


