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TAKE FREETAKE FREE

材　料

作り方

はちみつ生チョコ

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

・国産りんご蜂蜜 シールアップパウチ入り 50g

・ダークチョコレート 100g　・生クリーム　50g
はちみつとチ

ョコ
の

あま～
い関係

2023.2023.11

① チョコを包丁で細かく刻みボウルにいれる
② 生クリームを沸騰直前まで温め、①のボウルにい
れチョコが溶けるまでよく混ぜる

　　※溶けにくい場合、ボウルを湯煎しながら混ぜ溶かす

③ ②に蜂蜜を入れ、混ぜる。
④ なめらかになったらクッキングシートを敷いた
バットに流し入れ、均一になるよう平らにし冷蔵
庫で冷やし固める

⑤ 固まったらカットし、ココアパウダーをまぶして
完成。

　　※丸めても可愛い！

さくら蜂蜜、ミント蜂蜜や、はちみつのお酒で作っ
ても美味しい♪

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

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

「スティックハニープラス」に、
優しい香りがふわっと広がる「さ
くら蜂蜜」食べ比べセットが新
登場！奈良・千葉・福岡のさく
ら蜂蜜、あな
たはどこのさ
くら蜂蜜がお
気に入り？

国産さくら蜂蜜と水、酵母のみ
を使用。口当たりのよ
い甘さと、口に含んだ
時に広がる「さくら蜂
蜜」特有のやさしい
花の香りが漂います。
人工甘味料、着色料、
香料無添加。

暖かな春を一足先に感じられる
花びら入り蜂蜜が今年も登場。
可愛らしいこの蜂蜜は、桜の花
びらを蜂蜜に漬
け込んだ人気の
アイテム。

ヤマザクラの花から採れた蜂蜜
をリップグロスの容
器に入れました。華
やかな香りと芳醇な
甘み。満開の桜を
思わせる味わいは、
勉強中の気分転換
にもピッタリ。

スティックハニープラス さくら

はちみつのお酒 桜花

桜花びら入り蜂蜜

LIP HONEY LAB. サクラ、サク

さくら蜂蜜を産地別で食べ比べ！

さくらの香りがふわっと漂うお酒

ピンクの花びらが可愛い！

受験生の合格祈願や御祝に！

#桜フェア
#開催
2
1

3
15

ふんわり優しい香りと
甘さ

「さ
くら蜂蜜」がいっぱい

♪
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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、マヌカハニーの聖地・ニュージーランドへ！

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。

行ってきました！ニュージーランド。1月は南半球の夏に当たるということで、半袖短

パンまで準備していたんですが、南島はまさかの最高気温は 20 度以下。寒くてずっと

長袖でした。そんな気温の話も含めて、行ってみないとわからないのが海外事情。ニュー

ジーランドは国土は日本の 3/4なんですが、人口はわずか 500万人程なんですね。な

ので都市部を離れると自然しかないわけです。広大な平原と牛と羊。そして内陸に広

がる山間部にマヌカの花が咲いています。私が視察に行ったのはマウントハットって

いう2000ｍ級の山なんですが、その斜面にマヌカの花が咲いています。ミツバチは麓

の巣箱から山を登ってマヌカハニーを集めるんですって！現地の担当者は５kmぐらい

飛んでいくんだぜ！って言ってたけど、ちょっと盛って

ますね（笑 )。冬場はスキーで有名な山らしく結構過酷な

環境でミツバチたちは頑張って蜂蜜を採っているんです

ね。ニュージーランドは南半球なので、北島から花が咲き、

南島は遅れて花が咲きます。マヌカのシーズンはせいぜ

い今月いっぱいとのこと。ギリギリのタイミングでした

が、採蜜時期に行くことができてよかったです。

期に蜂蜜を採れるように準備を整え、天気や気温など

のタイミングが合えば上質な蜂蜜を採ることができま

す。花の開花時期やミツバチの仕上がりは地域によっ

ても微妙な誤差がでます。日本全国で咲く桜の花から

採れる蜂蜜も、毎年変わる地域ごとの味わいの変化も

楽しんでくださいね。

奈良と大阪の県境にある生駒山。毎年春になると、山中の

道路沿いに、ピンクのトンネルのように桜の花が咲き乱れ

ます。そんな奈良の桜の名所で採れたさくらの蜂蜜は香り

高く上品な味わいです。

桜の花は２月以降の最高気温の積算が 600 度を超えると開

花すると言われています。養蜂家もミツバチのその開花時

奈良
県

生駒
市

奈良県生駒市産    さくら蜂蜜

From the ORIGIN "No.0270"
2022/4/19 採蜜

マヌカハニーマヌカハニー
開催開催セールセール

お得なまとめ買いセットも登場し、

　マヌカハニーがたっぷり楽しめる 1か月間！

マヌカハニーを

お買い上げの方全員に

3月から使える

お得なクーポン券を

プレゼント！

開催期間：2023 年 1月 25 日（水）～ 2月 28 日（火）

実施店舗：ミールミィ各店、キンイロ伊勢丹京都店

マヌカハニーとは、ニュージーランドの自然豊かな地に咲くマヌカの

花から採れる蜂蜜です。抗菌効果があるとされる「メチルグリオキサー

ル」が他の蜂蜜と比べ多く含まれることからその高い抗菌作用に関心

が寄せられ、幅広い年代で健康への意識が増す中、注目度が高まって

います。そんなマヌカハニーをお得に楽しんで頂けるマヌカハニーフェ

アを開催！

まとめ

買いが

お得！

Floral
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ニーナンバーは増え続けてい

きます。

行ってきました！ニュージーランド。1月は南半球の夏に当たるということで、半袖短

パンまで準備していたんですが、南島はまさかの最高気温は 20 度以下。寒くてずっと

長袖でした。そんな気温の話も含めて、行ってみないとわからないのが海外事情。ニュー

ジーランドは国土は日本の 3/4なんですが、人口はわずか 500万人程なんですね。な

ので都市部を離れると自然しかないわけです。広大な平原と牛と羊。そして内陸に広

がる山間部にマヌカの花が咲いています。私が視察に行ったのはマウントハットって

いう2000ｍ級の山なんですが、その斜面にマヌカの花が咲いています。ミツバチは麓

の巣箱から山を登ってマヌカハニーを集めるんですって！現地の担当者は５kmぐらい

飛んでいくんだぜ！って言ってたけど、ちょっと盛って

ますね（笑 )。冬場はスキーで有名な山らしく結構過酷な

環境でミツバチたちは頑張って蜂蜜を採っているんです

ね。ニュージーランドは南半球なので、北島から花が咲き、

南島は遅れて花が咲きます。マヌカのシーズンはせいぜ

い今月いっぱいとのこと。ギリギリのタイミングでした

が、採蜜時期に行くことができてよかったです。

期に蜂蜜を採れるように準備を整え、天気や気温など

のタイミングが合えば上質な蜂蜜を採ることができま

す。花の開花時期やミツバチの仕上がりは地域によっ

ても微妙な誤差がでます。日本全国で咲く桜の花から

採れる蜂蜜も、毎年変わる地域ごとの味わいの変化も

楽しんでくださいね。

奈良と大阪の県境にある生駒山。毎年春になると、山中の

道路沿いに、ピンクのトンネルのように桜の花が咲き乱れ

ます。そんな奈良の桜の名所で採れたさくらの蜂蜜は香り

高く上品な味わいです。

桜の花は２月以降の最高気温の積算が 600 度を超えると開

花すると言われています。養蜂家もミツバチのその開花時
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マヌカハニーマヌカハニー
開催開催セールセール

お得なまとめ買いセットも登場し、

　マヌカハニーがたっぷり楽しめる 1か月間！

マヌカハニーを

お買い上げの方全員に

3月から使える

お得なクーポン券を

プレゼント！

開催期間：2023 年 1月 25 日（水）～ 2月 28 日（火）

実施店舗：ミールミィ各店、キンイロ伊勢丹京都店

マヌカハニーとは、ニュージーランドの自然豊かな地に咲くマヌカの

花から採れる蜂蜜です。抗菌効果があるとされる「メチルグリオキサー

ル」が他の蜂蜜と比べ多く含まれることからその高い抗菌作用に関心

が寄せられ、幅広い年代で健康への意識が増す中、注目度が高まって

います。そんなマヌカハニーをお得に楽しんで頂けるマヌカハニーフェ

アを開催！

まとめ

買いが

お得！

Floral



ハニー
ハンター のHONEY TALK
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あっても、採れる地
域によって微妙に味
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その蜂蜜の銘柄
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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.32No.32
TAKE FREETAKE FREE

材　料

作り方

はちみつ生チョコ

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

・国産りんご蜂蜜 シールアップパウチ入り 50g

・ダークチョコレート 100g　・生クリーム　50g
はちみつとチ

ョコ
の

あま～
い関係

2023.2023.11

① チョコを包丁で細かく刻みボウルにいれる
② 生クリームを沸騰直前まで温め、①のボウルにい
れチョコが溶けるまでよく混ぜる

　　※溶けにくい場合、ボウルを湯煎しながら混ぜ溶かす

③ ②に蜂蜜を入れ、混ぜる。
④ なめらかになったらクッキングシートを敷いた
バットに流し入れ、均一になるよう平らにし冷蔵
庫で冷やし固める

⑤ 固まったらカットし、ココアパウダーをまぶして
完成。

　　※丸めても可愛い！

さくら蜂蜜、ミント蜂蜜や、はちみつのお酒で作っ
ても美味しい♪

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

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

「スティックハニープラス」に、
優しい香りがふわっと広がる「さ
くら蜂蜜」食べ比べセットが新
登場！奈良・千葉・福岡のさく
ら蜂蜜、あな
たはどこのさ
くら蜂蜜がお
気に入り？

国産さくら蜂蜜と水、酵母のみ
を使用。口当たりのよ
い甘さと、口に含んだ
時に広がる「さくら蜂
蜜」特有のやさしい
花の香りが漂います。
人工甘味料、着色料、
香料無添加。

暖かな春を一足先に感じられる
花びら入り蜂蜜が今年も登場。
可愛らしいこの蜂蜜は、桜の花
びらを蜂蜜に漬
け込んだ人気の
アイテム。

ヤマザクラの花から採れた蜂蜜
をリップグロスの容
器に入れました。華
やかな香りと芳醇な
甘み。満開の桜を
思わせる味わいは、
勉強中の気分転換
にもピッタリ。

スティックハニープラス さくら

はちみつのお酒 桜花

桜花びら入り蜂蜜

LIP HONEY LAB. サクラ、サク

さくら蜂蜜を産地別で食べ比べ！

さくらの香りがふわっと漂うお酒

ピンクの花びらが可愛い！

受験生の合格祈願や御祝に！

#桜フェア
#開催
2
1

3
15

ふんわり優しい香りと
甘さ

「さ
くら蜂蜜」がいっぱい

♪


