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今回のシーナズウォッチングはいつもとちょっと違う特番、「FOODEXプレビュー編」です ! きた産業は食品のためのキャップや容器を販売
していますが、食品を直接販売してはいません。「FOODEX( 国際食品工業展 )」は本来、食品を製造したり販売したりしている企業の展示会
ですが、きた産業も「飛び入り参加」(?) することになりました。展示会の性格上、中身の入ったパッケージ (すなわち、当社のびんやキャッ
プが使用された、お得意先様の商品 )の展示で、さまざまなパッケージ事例をごらんいただけます。新しい商品企画のインスピレーションを得
ていただけること請け合いです。期間は3月 8日から11日、幕張メッセでお会いしましょう !　ブースは、ホールNo.6　6S-238です。

Sienna’s Watching 　シーナズ・ウォッチング

（輸入びん）
葡萄華
　　（カタシモワイン、
　　　　　　　グラッパ）
日高見（平孝酒造、焼酎）
Dr 野口（末廣酒造、清酒）
ポレール貴酒 20年
　　（サッポロワイン）
ヴィラデスト
　　（シードルとワイン）
み猿/いわ猿/きか猿
　　（八戸酒類、清酒）

（シャトー 180）
さらさ（鳩正宗、清酒）
雄町米（宮下酒造、清酒）
鳳陽（内ケ崎酒造店、清酒）
大吟醸（宝山酒造、清酒）

（ドレス II）
紀州の梅酒（中田食品、梅酒）
北会津ワイン (ワイン）

（アート 150）
Smile for Me（亀齢酒造、清酒）
だいだい酢（柚子屋本店、酢）
三諸杉（今西酒造、清酒）
陶器調コート品サンプル

180ml以下のオリジナルびんのコーナー180ml以下のオリジナルびんのコーナー

（フラスク 180）
新製品（参考出品）

（シャレ 180）
銚子丸（岩瀬酒造、清酒）
誠鏡（中尾醸造、清酒）
獅子（比嘉酒造、泡盛）
菊泉（滝澤酒造、清酒）
あいのひめ（喜多屋、清酒）

（ドレス 180）
琉球の海 (新里酒造、泡盛）
越の華（清酒）
Wedding（奥利根ワイン）
美海（忠孝酒造、泡盛）
長瀞（藤崎摠兵衛商店、清酒）

Sienna’s Watching Special: FOODEX 2005 preview. We, Kita Sangyo, are not a food 
company, but a package suplier to food industry. FOODEX is a trade show for food 
industry, but we will have our booth at the show! We are exhibiting various packages 
at which our closures/bottles/cans are applied. Sure you can get a new inspiration. 
Looking forward to seeing you at Makuhari Messe, Tokyo.    (text. Sienna K. Emiri)

※商品紹介には敬称を省略させていただきました。

誌上プレビュー誌上プレビュー

輸入びん、輸入資材のコーナー輸入びん、輸入資材のコーナー
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（キャップシール、
　　ワックス、コルクなど）
アンフィニー
　　（本坊酒造、ワイン）
ルミエール（ワイン）
五一ワイン（林農園）
スズカレンジ
　　（ノエビア、リキュール）
Diana Mari 3000
　　（勝沼醸造、ワイン）
ロサ・アマリーヤ
　　（トゥージー、ワイン）
ロバの足音
　　（ココ・ファーム）
梨花一輪（トキワ、梨ワイン）
サンクゼール
　　（斑尾高原農場、ワイン）

（輸入びんのサンプル）
Borduno 0.35
Bord. Futura 0,375/0,5
Bellissima 0.5/0.375
Bord.Premiere 0.75
Sekt Premiere 0.75
Chorus 0.75
Heart / Horse / Stern
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（びん）
道後ビール
ヘリオス
モクモク
湘南ビール
　　（熊澤酒造）
ひでじビール
　　（ニシダ）
オゼノユキドケ
　　（龍神酒造） 
町家ビール
　　（キンシ正宗）
大沼ビール
川場ビール
博石館ビール
エチゴビール

（キャップ・王冠）
八海山（八海醸造）
月の桂にごり酒
　　（増田德兵衞商店）
サドヤ醸造場
白鹿・山田錦
　　（辰馬本家酒造）
いいちこ（三和酒類）
越州（朝日酒造）
吉兆雲海（雲海酒造）
黒霧島（霧島酒造）
菊水の辛口（菊水酒造）
菓子工房フラノデリス
　　（ゼリー）
モンラック（井筒ワイン）
月桂冠　キャップエース
菊正宗
福乃光（福光屋）
玉乃光
白鷹
松竹梅　天（宝酒造）
沢の鶴
日本盛

麒麟山（紫峰など 3本）
八海山（八海醸造）
フラクトオリゴ糖
　　（日本オリゴ）
福光屋（黒酢、赤酢）
桝一市村酒造場
　　（鴻山、碧漪軒）
麒麟山
浜福鶴　甕　

きた産業の「キャップ」や「PETボトル」が使用された商品きた産業の「キャップ」や「PETボトル」が使用された商品

特注びん（留め型）のコーナー特注びん（留め型）のコーナー
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地ビールのびんや缶など地ビールのびんや缶など

（キャップ・王冠）
立山
大七
東麒麟
　(ブラジルの清酒 )
黄桜　台場醸造所
ペリーラ
　　（チョーヤ梅酒）
川上酢店
檸檬酒（永昌源）
明治蔵謹製 （薩摩酒造）
吉乃川
小鼓（西山酒造）
賀茂鶴

（PETボトル）
森華ビール
　　（A1ブルワリー）
古里古里の国
　　（地ビール飛騨）
ハタ鉱泉（ラムネ）
大醤（しょうゆ）
盛田（みりん）
伊賀越（しょうゆ）
大醤（しょうゆ）
神戸宝ソース
日ノ出ソース

（缶、ボトル缶）
Miracle Spring
　（エイトノット、水）　
いきいき地ビール
しそう地麦酒
　　（飛石機械産業）
独歩（宮下酒造）
松島ビール
奥入瀬ビール
　（十和田湖町ふるさと
　　　　　　　活性公社）
北緯39°（長沼環境開発）
OH!LA!HO!
　（信州東御市振興公社）
大沼ビール 
飛騨高山麦酒
鬼伝説（わかさいも本舗）
エチゴビール
ビアへるん（島根ビール）

Sienna’s Watching - シーナズ・ウォッチング
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（アート 300）
アイル
　（池田町ブドウ・ブドウ酒研究所、リキュール）
紅酎
　　（湯布院ファーミング・パーク、リキュール）
1丁目 1番１号
　　（合同酒精、焼酎甲類）
キララ（八重泉酒造、泡盛）
さくらんぼワイン（モンデ酒造）
与那国（崎元酒造所、スピッツ）
和民（文楽、清酒）

（シャトル 300、BR360）
李梅酒（浜松酒造、リキュール）
旬亭（滝澤酒造、清酒）
蝦で鯛、ラクア泉（文楽、清酒）

360-500mlのびん360-500mlのびん

清酒・焼酎のアルミ缶、お燗機能付き容器清酒・焼酎のアルミ缶、お燗機能付き容器

（SHIZKU300）
仙巌園（小正醸造、焼酎）
海ほたる（菊之露、泡盛）
一反木綿（千代むすび、清酒）

（ドレス 300）
Wedding（讃岐ワイン）
ゆり（鶴乃江酒造、清酒）
古樽楽（小野富酒造、焼酎）

（アラジン 300）
木の実酒
　　（八戸酒類、リキュール）
感謝してま酒
　　（磐乃井酒造、清酒）
文楽（清酒）
天使も夢みる
　　（深野酒造本店、焼酎）
深雪重（山梨銘醸、清酒）

（きかく 300）
景浦安武（越の華酒造）
北雪　大吟醸

300-360mlのオリジナルびんのコーナー300-360mlのオリジナルびんのコーナー

（デカンタ 500）
十年仕込みウスターソース
　　（オリバーソース）
河内ワイン
くつろぎのおんぼらぁと
　　（福光屋、  リキュール）

（ドレス 500）
初花（金升酒造、清酒）
ロマンの大地
（八戸酒類、清酒）

（きかく 500）
冬雪花（高野酒造、清酒）
山あげ祭記念酒
　　（高野酒造、清酒）
黒帯秘蔵熟辛（福光屋、清酒）

（スリム 375）
烟波亭（安部勘酒造店、焼酎）
氷の妖精アイスエッセンス
　　（朝日町ワイン）
赤城（奥利根ワイン）
こだま（天橋立ワイン）
村主（重家酒造、焼酎）
愛子の夢（中勇酒造、清酒）
鏡花（福光屋、清酒）

（スリム 500）
白米久　天乳（白杉酒造、清酒）
鳳凰美田（小林酒造、清酒）
月日重ねて（長龍、清酒）
氷結しぼりデラウエア
　　（ぶどうの郷、ワイン）
じょっぱり華想い
　　（六花酒造、清酒）
瑞秀（福光屋、清酒）

（アルミ缶）
ふなぐち菊水
五郎八（菊水酒造）
蔵酒にごり（金升酒造）
吉乃川　生原酒
御代桜　生酒
杜氏の詩（杜の蔵）
白龍　吟醸
玉乃光
しぼりたて（福光屋）
銀盤　生
上善如水２種類（白瀧酒造）
白鹿　上撰、しぼりたて
越の誉　こいうま
初孫
雪っこ（酔仙酒造）
朱鷺（美の川酒造）
北国の春（王紋）
銀座のすずめ
　　（八鹿酒造、焼酎）

（加熱機能付き容器）
愛のミルク（セックコーポレーション）
ふぐひれ酒、いか酒（白龍酒造）
燗番娘、燗番娘梅酒
　　（富久娘酒造）
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誌上プレビュー誌上プレビュー

※商品紹介には敬称を省略させていただきました。
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720mlのびん720mlのびん

1800mlのびん1800mlのびん

店舗のためのご提案：量り売り、ドイツ製ビアグラス店舗のためのご提案：量り売り、ドイツ製ビアグラス

（きかく 720）
会津中将　温故知新
　　（鶴乃江酒造）
越乃景虎　名水源流
　　（諸橋酒造）
荒磯仕込（都錦酒造）
雪月美人（老松酒造）
北越雪譜（福井酒造）
ゆり（鶴乃江酒造）
麒麟山のかがやき
　　（麒麟山酒造）
川蝉の詩（越の誉酒造）

（斗びん 720）
限定原酒（目野酒造）
初しぼり　無濾過
　　（千寿酒造）
雫しぼり（藤平酒造）

（シャトル 720）
房の露（焼酎）
武甲正宗（武甲酒造）

（亀のこ 720）
貴醸酒（渡会本店）
手造り大盃秘蔵酒
　　（牧野酒造）

（角 1800）
天女（キンシ正宗）
武甲正宗（武甲酒造）
アサギ色見本

（カラー一升びん）
夢幻　慶酒（中勇酒造店）
るり色見本

（斗びん 1800）
元旦祝酒（嘉美心酒造）

5ℓグラスバルーン
ボルドー 5ℓ
シャンパン 4.5 ℓ
有田焼　甕サーバー
美濃焼　甕サーバー　 ドイツ製ビアグラス各種
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（BR720）
麦焼酎 25°
　　（白相酒造）
ゴールド秘酎
　　（栄川酒造）
飛騨の強者
　　（蒲酒造場）
en（高嶋酒造）

（とっくり 720）
広陵蔵（長龍酒造）
梅酒（多胡本家酒造場）
麒麟　（下越酒造）
天上夢幻（中勇酒造）

（角 720）
アサギコート、スモーク

（SK-720）
Bay Side 20°、Bay Side 25°
　　（酔仙酒造、焼酎）
金狼（王手門酒造、焼酎）

（サッカーボール 720）
金色コート、透明

期間は3月 8日から11日、
幕張メッセでお会いしましょう !

ブースはホールNo.6　6S-238です。
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