
BAR f leur-de-lis
Original Liqueur



Adum りんごとカリンのリキュール

"apple" は果物全般を指すほどの代表格

日本でのりんご栽培は明治時代から。
栃木県はりんごの南限と呼ばれる産地で、
矢板市やさくら市、宇都宮市などに広いりんご果樹園があり、
学校の遠足行事に引っ張りだこです。
栃木県での思い出の１ページに
果物狩りは欠かせません。

体に良い成分
ビタミン　カリウム
リンゴポリフェノール



Bossa イチジクのリキュール

アラビア半島で誕生し 6000年前にも栽培されていた

コツコツ熟す、「一熟いちじく」の由来があります。
「無花果」とも書きますが、花は果実の中の可食部にあります。
栃木県では茂木町に、農家のお母さんたちが栽培する
無添加イチジクがあります。

体に良い成分
ミネラル
カリウム
ペクチン
食物繊維



Citrus 柚子のリキュール

柚子のビタミンＣは、皮に 4倍含まれる

アジアの柑橘代表の柚子。
栃木県では茂木が有名ですが、

先祖の苗木は宇都宮から分けられました。
宇都宮の新里柚子は「幻の柚子」と

呼ばれています。

体に良い成分
ビタミンC
ペクチン



Dear カカオのリキュール

カカオの学名はギリシア語で「神様の食べ物」

日本のチョコレート製造のきっかけは、
1871年に岩倉具視一行が、パリのチョコレート工場を
視察したことに始まります。
それより先に、1617年頃、
スペインに渡った日本の視察団が
日本人初のチョコを食べたそうです。

体に良い成分
カカオポリフェノール
ミネラル　



E tude カモミールのリキュール

ヨーロッパで最も歴史のある民間薬

気軽に種が飛んでいき
野生化しやすい、丈夫なカモミール。

アンチエイジング作用のカマメロサイド
抗酸化作用のあるアピゲニン
炎症を抑えるアズレンを含む、

美容と健康に欠かせないハーブです。

体に良い成分
カマメロサイド

アピゲニン　アズレン



Fizz 金柑のリキュール

咳やのどの痛みに

中国が原産地の金柑が日本に来たのは、
鎌倉時代末から室町時代初期と言われています。
宮崎県が生産第１位、鹿児島県が第２位です。
体を若々しく保つ栄養素が豊富で、
特有の甘い香りと、柑橘の爽やかな香りを持っています。
栃木県でも栽培可能です。

体に良い成分
ヘスペリジン
ビタミンC ビタミン E



God 杏仁のリキュール

中国では紀元前から漢方薬に

もとは種の中にある杏仁（きょうにん）が薬とされていました。
いわゆる杏仁豆腐の原料にもなっています。
日本では明治時代に
酸味の控え目なヨーロッパ種のアンズの果肉を食べ始め
大正時代から栽培が始まりました。

体に良い成分
βカロテン (ビタミンA)
カリウム



Happy みかんのリキュール

栃木県にあり！国見のみかん

日本の柑橘は瀬戸内が有名ですが
ここ栃木でも山の斜面を生かしたみかん畑があります。

那須烏山市の国見は
那珂川流域の「八溝」と呼ばれる渓谷地域。

南に面した斜面を生かした
太陽の恵みたっぷりのみかんです。

体に良い成分
ビタミンＣ

クエン酸　フラボノイド



Idea ゴマのリキュール

栃木県にあり！希少なゴマ

99.9%を輸入に頼るゴマですが
栃木県岩船市で金ゴマを栽培しています。

生薬として使われるほど栄養豊富で
ゴマリグナンには抗酸化作用があります。

体に良い成分
ミネラル
ビタミン
食物繊維

　



Japon 桜のリキュール

日本を代表する姿

咲いては散る、
諸行無常の風情と、
レジャー日和を知らせてくれる桜。
甘い花の香りと、優しい色が特徴です。

香り成分　
β－フェニルエチルアルコール /甘く深い優雅な香り
アニスアルデヒド /マイルドな甘い香り
ベンズアルデヒド /杏仁の香り　クマリン /桜葉漬の香り



K ing きなこのリキュール

小さなマメにも毒がある？？

綺麗な薔薇にトゲがあるように、
生豆は消化阻害タンパクを含むので

茹でたり炒ったりします。
縄文時代から食されており、
栃木県でも栽培されています。

体に良い成分
たんぱく質

アントシアニン
　



Love 薔薇のリキュール

ナポレオン皇后が愛した薔薇

女性をうっとりさせる薔薇の姿と香り。
日本では「青い薔薇」の生産を
長年研究しています。
栃木県では真岡市に薔薇園があり、
5月下旬になると写真家が訪れます。

香り成分
フェニルエチルアルコール /甘く深い優雅な香り
ゲラニオール /薔薇の代表的な香り
シトロネロール /薔薇の代表的な香り
ネロール /レモングラスやホップにも含まれる甘い香り

ヨーロッパで最も歴史のある民間薬

気軽に種が飛んでいき
野生化しやすい、丈夫なカモミール。

アンチエイジング作用のカマメロサイド
抗酸化作用のあるアピゲニン
炎症を抑えるアズレンを含む、

美容と健康に欠かせないハーブです。

体に良い成分
カマメロサイド

アピゲニン　アズレン



Moon 柿のリキュール

幹は家具材、葉は茶葉に

柿には血液中のアルコールの排出作用があります。
また、酵素がアルコールの分解を促します。

日本の秋を感じさせる健康的な果物。
茂木町に広い柿畑があり
干し柿を加工しています。

体に良い成分
βカロテン (ビタミンA)

ビタミンC
タンニン



oteN 梨のリキュール

日本で栽培 2,000 年の歴史がある大御所

栃木県は梨の生産量全国第 4位！
ザラザラの斑点は
水分を果実に閉じこめておくための
コルクの役割をしています。
日持ちはしないため、
もぎたてに限る、贅沢な果実です。

体に良い成分
食物繊維
カリウム



Over ハッカのリキュール

ギリシア神話では美しき女神の化身

薄荷は地中海沿岸からシルクロードを経て
奈良時代に伝わったとされています。
「目草」という記述で民間薬として

使われていました。
かつて北海道が有名な和薄荷の産地でした。

栃木県でも人知れず田んぼの脇に自生しています。

香り成分
メントール



Piano 落花生のリキュール

紀元前 2500年前のペルーの遺跡からも出土

アルコールの分解を助けるだけでなく、
アセトアルデヒトの分解も助ける落花生は
二日酔い防止にぴったり。
国産：輸入の生産量は１：９。
千葉が国産の８割を占めていますが、
何気に栃木は全国第 4位です。

体に良い成分
レスベラトロール
オレイン酸、ビタミン E



Queen 苺とザクロのリキュール

子供に好かれる可愛い顔と裏の顔

品種改良でどんどん大きく甘くなり
愛され構われている苺ですが、
外側に種があるなんて無防備？
いいえ、意外にたくましい苺。
野生種も豊富で、
動物に食べられてこそ生きる、
捨て身の繁殖法を体現しています。

体に良い成分
アスコルビン酸（ビタミンC）　キシリトール



Rap 唐辛子のリキュール

紀元前 6000年からの香辛料

中南米の原産ですが、
1542年にポルトガルより日本へ伝来し
観賞用や、しもやけ止めに使われたそう。
カプサイシンには発汗作用があり、
胃液の分泌を促して食欲が増進します。
栃木県では、
大田原の三鷹や日光唐辛子が有名です。

体に良い成分
ビタミンA　ビタミンC



Song 紅茶と生姜のリキュール

体をポカポカに休めてくれる紅茶

美白効果のハイドロキノンや、テアニンのリラックス効果、
抗酸化作用など、体に嬉しい効果があります。
生姜と組み合わせることで、より抗菌効果が高まり、
体を温めて免疫力を高めます。

体に良い成分
ナイアシン
葉酸



Take5 山椒のリキュール

縄文土器から山椒果実

日本で育つのは、日本全域と朝鮮半島南部に分布する山椒。
中国の華北山椒とは全く香りが異なります。
辛味成分はサンショオールと
サンショアミドと呼ばれる独自のもの。
ゲラニオールなどの芳香を含むため、
養蜂と相性が良く、那須烏山市の
大木須地域では、セットで育てています。

香り成分
ゲラニオール　シトラール



Uni

飛鳥時代から栽培された蕎麦

栃木県の作付面積は近年減少傾向にありますが、
それでも、生産量は全国第６位。
栃木市の出流蕎麦、八溝地域の八溝蕎麦、
日光市の日光蕎麦が有名です。
特に日光は、全国的にも蕎麦屋さんの多い地域です。

体に良い成分
ルチン (ビタミンCの吸収促進 )

蕎麦の実のリキュール



Vinus

養蚕の盛んだった地域で見られる

古くロマンチックな神話にも登場し、
ほの甘くて色の濃い桑の実。
養蚕に欠かせない木ですが、
蚕産業の減退と共に伐採されていきました。
栃木では八溝地域や渡良瀬川周辺で、
のびのびと自生している桑の木が見られます。

体に良い成分
アントシアニン　ビタミン E　ビタミンC

桑の実のリキュール



Win

家紋にも使われる新春の花

酸っぱいイメージの梅ですが、杏や桃、アーモンドと同じ、
バラ科サクラ属に分類され、甘い香りが特徴です。
夏になる実は、クエン酸をはじめ有機酸を多く含み、
体の疲れを癒してくれます。
梅の花は、新春のイラストや歌にも詠まれ、
日本人にとって馴染み深いものです。

体に良い成分
クエン酸 (カルシウムの吸収を助ける )
アルカリ性食品 (肉食による酸化を中和する )

梅のリキュール



Xiss バニラとウコンのリキュール

熱帯各地で栽培されるバニラ

ラン科の花で、たった１日しか持たない、難しいバニラ。
つる性の植物で、何十メートルにも渡って伸びていきます。
種の入った鞘を発酵・乾燥させることで、香りを生みます

香りの成分バニリンは、
バーボンウイスキーの樽香に共通しています。

香り成分
バニリン



Yell

月の女神アルテミスの学名を持つ

民間薬として親しまれてきたよもぎ。
ヨモギを入れたお風呂は腰痛に効くと言われています。

また、温めた湯気は風邪に効き目があるそう。
栃木県では足利市で、

無農薬栽培されています。

　香り成分
シネオール /ユーカリのようなスッキリした香り

ツヨン /アブサンリキュールの香り
ボルネオール /ラベンダーのような安らぐ香り

よもぎのリキュール



Zen

心を鎮ませる茶道文化

奈良時代には緑茶が伝来し、
鎌倉時代に抹茶が伝わったと言われています。
抹茶はアイスクリームやお菓子など日常に使われています。
栄養素も豊富で、
心身ともに健やかにしてくれます。

体に良い成分
ビタミンC　カテキン
葉緑素

抹茶のリキュール
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県庁

宇都宮駅

東武ホテルグランデ
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宇都宮市本町 6-9 しいの実ビル 3F
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