
MEAD
蜂蜜酒「ミード」 

ミール・ミィがご提案する古くて新しいはちみつの世界 
ハチミツ屋さんがご提案する 

人類が初めて巡り会った最古のお酒 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

★ハイドラン・スパークリング・ミード from California, U.S.A. 

Napa Valley Wildflower (12.5%) 
ナパバレー・ワイルドフラワー  

カリフォルニアワインの発祥の地として有名なナパバレーの豊かな自然で採れたハチミツを醸造して作った泡立

ちの良いアイテム。ローストチキンやローズマリーやセージでシーズニングした鶏肉料理などにお奨めです。 

California Orange Blossom (12.5%) 
カリフォルニアオレンジ 

春のカリフォルニアオレンジ畑で、一面に咲く真っ白な花から採れたハチミツを醸造して仕上げたスッキリし

た仕上がりのアイテム。かすかに感じるオレンジの苦みは個性の象徴です。フルーツサラダなど、サッパリし

たお料理にお奨めです。 

Nevada Alfalfa Blossom (12.5%) 
ネバダ・アルファルファ  

ネバダの高原に咲くアルファルファの花畑。クローバーの次にメジャーなこの蜂蜜をロッキー山脈から流れ出る

ピュアな水と合わせて醸造されたスパークリング・ミードです。男っぽい苦みはネバダを駆け抜ける爽快な風と

思わせます。合わす食事のメニューは選びません。舌の芯とどくような感触は新しい発見となるでしょう。 

California Eucalyptus Blossom (12.5%) 
カリフォルニアユーカリ 

春USカリフォルニアにもユーカリが群生しています。ユーカリの花はとても芳醇な蜜を吹かせます。

意外なビターテイストに驚かれると思います。あっさりメニューか油っぽいメニューどちらかお好

みに合うと思います。ミード職人ゴードン氏がパーティーなどでチョイスするアイテム。ミードの

つくり手もうならせるテイストです。 

California Sage Blossom (12.5%) 
カリフォルニアセージ 

可憐な紫の花のセージは食欲をそそるハーブとしても有名。その蜂蜜もしっかり自己主張しております。意

外とビターなテイストにビックリです。お肉料理などとも合わせていただけます。 

 



★ バーソロミュー・ミード  

from Denmark, Western Australia （西オーストラリア・デンマーク） 

Bartholomews Medium Mead (12.5%) 
バーソロミュー・ミディアムミード   
500 種のユーカリを厳選し、その風味をほんのり漂わせて醸造されています。ワインにな

いコクと風味は、渋味やえぐ味がなく、多くの女性に人気です。オーナーがオランダから

移住し、ミード造りに対するこだわりと情熱が感じられる逸品です。お奨め料理は日本料

理や大陸料理等。これが持つカリスマ的風味はどんな料理をも引き立ててくれます。 

Bartholomews Citrus Mead (10.5%) 
バーソロミュー・シトラスミード   
ユーカリ蜂蜜とオーストラリア産オーガニックグレープ果汁と合わせて醸造したシトラスミ

ードです。すっきりと爽快なお味で、思いっきり冷やしていただくとサワーカクテルとしても

楽しんでいただけます。海鮮料理はもちろん、シーフードサラダにおすすめです。 

Bartholomews Forest Mead (12%) 
バーソロミュー・フォレストミード   
ハチミツの甘みを想像すると裏切られる、南極の風を思わせるクール＆ドライテイスト。 
厳選したユーカリ蜂蜜を新オーナージェームズ氏の手によって醸造。さらにすっきり洗練 
されたドライテイストに。料理を選ばず食事と一緒に楽しんでいただけますが、とくにカレ

ーやエスニック料理などスパイシーな料理にぴったりです。 

Bartholomews Forest Mead Sweet (10%) 
バーソロミュー・フォレストミード スウィート   
フルーティーな甘口は、ほどよい酸味が特徴。ユーカリの蜂蜜から造られたとは思えない

ほどスッキリした風味は南極からの爽やかさを伴っています。よく冷やしてお風呂上がり

や就寝前にデザートワインとしていかがでしょう。醸造季節のタイミングにより天然微発泡

タイプの場合がございます。スタッフまでお尋ねください。 



★ チョーサー・ミード  

from California, U.S.A.（アメリカ・カリフォルニア州産） 
アメリカ、カリフォルニア州の美しい中央海岸を望むサンタクルーズ山脈で手作りにこだわったワ

インを 1933 年より造り続ける歴史あるバーゴットワイナリー。当時新進気鋭の若手職人であったロ

ーレンス・バーゴット氏が地元の果物や蜂蜜を使用し、デザートワインを作りたいとの思いから 1964
年にセラーを設立しました。 
英文学を専攻していたローレンス氏は中世イギリスを舞台にしたカンタベリー物語に登場する蜂蜜

酒「ミード」に興味を持ち、中世イギリスのレシピを再現することに成功。手ごたえを感じた彼は

ミードとセラー名にカンタベリー物語の著者であるジェフリー・チョーサーの名前を冠しました。 

CCCHHHAAAUUUCCCEEERRR’’’SSS   MMMEEEAAADDD(10.5%)   
チョーサー・ミード  

2009 年北米ビール酒造組合主催のアワード金賞 

中世イギリスのレシピを再現したロマンを感じさせるミードで、アメリカ

で最初に流通したミードだといわれています。 
カリフォルニアの契約養蜂家から仕入れた、オレンジやセージ、アルファ

ルファの花から採れる純粋な蜂蜜を使用し、無着色・無香料で醸造。オレ

ンジの蜂蜜はフローラルな香りを、アルファルファの蜂蜜はミードに黄金

酒とも呼ばれる琥珀色を、セージの蜂蜜は味のバランスを整え蜂蜜の甘み

は感じられますが飲み口スムースな仕上がりになっております。 
ナッツやドライフルーツ、ブルーチーズとも相性がよいので冷やしてデザ

ートに。冬場ならオレンジやクローブ、カルダモンなどスパイスを加えて

体の芯からあたたまるホットでもお楽しみいただけます。 
 



 

SWEET（スウィート）:alc./Vol. 13.7% 
ムンロ・ミーダリーのオーナージョン氏が作り上げたすっきりアイテム。 
ヨーロッパのような濃厚な甘さではなくスムースな甘さが、人気です。女

性には絶大な人気でプレゼントにも最適。食前酒としてまたデザートとし

てもお楽しみ頂けます。     
ミードフェスティバル金賞受賞 

 

★ ムンロ・ミーダリーミード from Ontario, Canada（カナダ・オンタリオ州産） 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

カナダとの西端の国境ワシントン州、シアトルから北東へ進みロッキー山脈付近に 
サルタンという街があります。自然一杯にはぐくまれた地域でロッキー山脈から流

れ落ちるスカイリバーからの水と地元で採れるリンゴやメロンの蜂蜜で造ら

れます。コーネル大学に指導頂き、醸造期間の短縮だけでなく、爽やかでク

リアな製品を完成させました。ワシントン州のサルタンに咲くメロンや樹果

実の花から採れるハチミツを厳選し、熱などを加えない状態で慎重に造って

おります。 

★スカイリバー・ミード from Washington, U.S.A. 

 
 
 
 
 
Sweet (11.5%) 
スウィート  

りんごやメロンの蜂蜜を使用しているのでほのかな香りとフルーティーさが口に広がります。すいすい飲めてしま

うお味は女性にも人気。デザートワインとして、また冬場は温めてシナモンやナツメグ、ショウズ

クと併せて頂くと温まります。 
 

Dry (11.5%) 
ドライ  

ドライっといってもすっきりとした軽い甘みがのどごしをスムースにしてくれます。嫌みのな

いフルーティーなお味はプロをうならせる匠の味。良く冷やして、胡麻や生姜などの繊細なア

ジア料理やハーブの香りの地中海料理などとお召し上がり下さい。 
 
Raspberry (12%)  米国西海外ワインコンペティション銅メダル 
ラズベリー  

ラズベリー果汁を 10%加えたアレンジミード。ジャムのような果実の甘さとスッと抜けるよう

な後口の良さが秀逸です。辛い料理や焼き肉など味の濃い料理に意外とマッチします。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★ インターミエル・ミード  from Québec, Canada（カナダ・ケベック州産） 

ROSÉE MEAD ロゼミード (750ml / 12%) 
自家庭園のバラ花弁を漬け込みクランベリージュースで色づけしたカクテルのような 

ミード。高貴なバラの風味が口いっぱいに広がります。 

 

BOUQUET PRINTANIER MEAD (750ml / 13%) 
ブーケットプリンタニア  
自家りんご園で採れたりんごをメインにした蜂蜜を醸造してつくられています。ドライ

なテイストでお食事にも合わせていただけます。春の息吹を感じさせるほのかな苦みが

特長です。 
 

BENOÎTE MEAD ブノワ (750ml / 14%) 
インターミエルのある地区をセントブノワと云います。そこに咲くブノワの愛称で呼ば

れる花や夏に咲く野の花の蜂蜜を使った甘口のミード。食前酒としてもお奨めです。 

 

MÉDIÉVAL MEAD メディエヴァル (750ml / 16%) 
フランス中世騎士時代に飲まれたとされる「蕎麦蜂蜜」で仕上げられた古典派ミードで

す。蕎麦の蜂蜜を1年から2年以上かけて醸造し、カリフォルニアオーク樽で４年ほど熟

成。濃厚な甘味を持つ伝統テイストに仕上がっています。 

＊375ml ハーフサイズ 

ロゼ 

ブノア 



★ ポーランドミード・アピス from Lublin, Poland（ポーランド・ルブリン産） 

Półtorak Jadwiga プウトラク ヤドヴィガ (750ml / 16%) 
１リットルの水に対し、７１０グラムのハチミツが使われている贅沢なもっとも濃厚なタイプです。 
１０年以上かけて醸造されたお味はハーブとスパイスが効いた濃厚で奥行きのある甘さと華やか

な香りが特徴です。ラズベリーとローズヒップシロップを加えて熟成させた味は「女王」と呼ぶにふ

さわしい芳醇さです。ぜひ、ストレートや氷を浮かべたロックでお楽しみください。 
 
Dwójniak Kurpiowski ドゥヴイニャク クルピオフスキ (500ml / 16%) 

１リットルの水に対し、６１０グラムのハチミツが使われている中濃タイプ。 
３～５年の醸造年月をかけた濃厚な飲み口とポーランド名産の黒すぐりのシロップが生み出す、親

しみやすいすっきり感が絶妙です。蜂蜜の濃厚さを残しつつ飲みやすいアイテムなので入門編に

はぴったりです。飲み方はストレートでもロックでも。カクテルとしてもお楽しみいただけます。 
 

Dwójniak Staropolski ドゥヴイニャク スタロポルスキ (750ml / 16%) 
１リットルの水に対し、６１０グラムのハチミツが使われている中濃タイプ。 
甘酸っぱいラズベリーシロップを加え、4～6年の醸造年月をかけているのでほんのり赤みがかっ

た色が特徴。手作りの果実酒を思わせるその味はコクを残しつつ後味に酸味のある比較的ドライ

なテイスト。ポーランドの食卓に欠かせないお味を是非ご賞味ください。 

 

Dwójniak Klasztorny ドゥヴイニャク クラシュトルヌィ (500ml / 16%) 
１リットルの水に対し、６１０グラムのハチミツが使われている中濃タイプ。 
4～6年の年月をかけ、古来からの伝統的な手法を取り入れて醸造したお味は蜂蜜の芳醇な香り

と風味が生かされています。まろやかな飲み口が特徴で飲みやすい逸品。女性や初めて飲まれ

る方におすすめです。飲み方は小さなグラスでストレートが最適です。 

 

Trójniak Piastowski トゥルイニャック ピャストフスキ(500ml / 13%) 
１リットルの水に対し、４２０グラムの蜂蜜が使われているあっさりタイプ。 
コクのある蜂蜜と数種類のアルプス産ハーブを加えて醸造させたお味は爽やかな甘みの中にもス

パイスが利いたドライテイストです。濃厚な甘さが苦手な方や男性にもおすすめです。 
飲み方はホットミードが最適！体の芯から温めてくれますので冷え性の方のナイトキャップにも。 

 



★ 峰の雪酒造 会津ミード from Fukushima, Japan（日本・福島県産） 

美禄の森 （520ml / alc.11%） 
 
飯豊山系の伏流水と会津の標高 600m～800m に自然自生するトチの花の蜜つくった純国産

のミードです。蜂蜜は養蜂家の(有)ハニー松本さんが、朝絞りにこだわり、夜の間ミツバ

チが羽ばたいてハチミツを乾燥させるため、濃度の高い変質しにくい高品質の原料。 
それを峰の雪酒造さんが永年の日本酒造りの知識を生かし、酵母を加えて約 1 カ月ゆっく

りと発酵させて出来上がりました。 
 
まるで高級ワインのような、少しマスカットを思わせる味わいとほのかな香り。 
さわやかな甘みと後口のキレは海外ミードにもなかなかなく、国産のミードの中でもピカ

イチなのではないかとおすすめします。 
ぜひ、よく冷やして食前酒にどうぞ。 



 

ハチミツ屋がご提案する理由： 
1. もちろんハチミツを発酵させて造ったお酒だから、 
2. 人類が 14000年前に一番最初に出会ったお酒だから 
3. 「神の飲み物」(ネクター) 
4. 「ハネムーン」の語源にもなった縁起のよいお酒だから 
5. これを飲むと健康になると言われているから 
6. 飲み口がとても柔らかく親しんで頂けるテイストだから、 
7. そして、ソムリエはじめプロ酒家にも知られていないから 
8. なんと言っても、私たちはハチミツ屋だから、酒屋さんには
ございません 

＊＊法令に基づき、二〇歳以上であることの確認が取れない場合には、販売致し

ませんのでよろしくご理解とご協力をお願い致します 
 


