2016 年 6 月 29 日

公式通販サイト「ななつ星 Gallery｣からのお知らせ
公式通販サイト「ななつ星 Gallery」では、九州の物語と逸品を紹介する「ななつ星セレクション」か
ら新たに 2 つの物語をお届けします。また、同サイトにて「ななつ星★夏のおくりもの」として、お中
元ギフト配送を開始しましたので、あわせてお知らせいたします。どうぞご利用ください。

１ 「ななつ星セレクション」がお届けする新たな物語と逸品 （※詳細は「別紙 1」にてご紹介します。）
ちんじゅかんがま

あいぞめかすりこうぼう

★沈壽官窯（鹿児島県）

★藍染 絣 工房（福岡県）

400 有余年、血脈とともに窯の火を守り続けてき 木綿がもつ柔らかな風合いと、安らぎを放つ落ち
た薩摩焼の名窯「沈壽官窯」の歩みや、現当主 十 着いた藍色が特徴的な久留米絣を、“藍染・手織
ちん じゅかん

やまむらたけし

五代沈壽官氏の作陶にかける想い等を紹介しま り”の伝統的な技法にこだわる職人・山村 健 さ
す。
んの絣にかける情熱を紹介します。
サイト公開日：2016 年 7 月 1 日（金）0 時から

サイト公開日：2016 年 7 月 8 日（金）0 時から

２ 「ななつ星★夏のおくりもの」
現在、一部商品をお中元ギフトとして送料無料にてご注文を承っています。日頃の感謝の気持ちを、
「ななつ星」が厳選した九州の逸品を添えて、お届けしてみてはいかがでしょうか。
（※対象商品は「別紙 2」にてご紹介します。
）

※写真 4 点は商品のイメージです。

受付期間：7 月 31 日(日)まで
※商品のお届けは 7 月 1 日(金)以降の日付で承ります。
https://nanatsuboshi-gallery.jp/user_data/201607gift.php
■ 「ななつ星セレクション」及び「ななつ星★夏のおくりもの」はこちらをご覧ください。
公式通販サイト「ななつ星 Gallery（オリジナルグッズ・セレクション）」
【インターネット】 URL： http://nanatsuboshi-gallery.jp
[年中無休 24 時間受付]
【フリーダイヤル】 TEL： 0120-772-962
[TEL 受付時間 10:00～18:00（火・木・金・土・日） 月・水・祝日は休業]

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25 番 21 号

別紙 1-1
★革新が堆積した景色

～沈家が歩んだ 400 有余年～【鹿児島】

“白い土に透明の釉薬をかける”という発想から「薩摩焼」を生み出し、400 有
余年、血脈とともに窯の火を守り抜いてきた沈壽官窯。歴代当主が築いた沈家の
伝統を、現当主の十五代沈壽官氏は「革新が堆積した景色」と表現する。今の時
代を任された十五代の“革新”とはいったいどのようなものだろうか。
【沈壽官窯】
■「ななつ星」厳選の逸品

【黄釉カップ】
径 8cm×高 9cm
3,240 円（税込）

【日月碗（大・小セット）】
大：径 12.8cm×高 7cm
小：径 11.7cm×高 6.5cm
8,424 円（税込）

【菊脚フリーカップ】
径 8.2cm×高 10cm
10,800 円（税込）

【カラカラセット】
本体：径 10cm×高 13cm
盃：径 6cm×高 4.5cm
7,344 円（税込）

【桜花皿】
径 25cm×高 4cm
10,800 円（税込）

別紙 1-2
★伝統技法で久留米絣の未来を拓く

【福岡】

200 年以上のときを経てもなお、見る者を惹きつける素朴で気品漂う織物、『久
留米絣』。約 30 工程の緻密な作業を手仕事にこだわる『藍染絣工房』の四代目当
主 山村健さんは、伝統的な“藍染・手織り”の技法を駆使し、唯一無二の幾何学
模様の反物を織り成す。山村さんが語る久留米絣の未来予想図とは。
【藍染絣工房】
■「ななつ星」厳選の逸品

【久留米絣 網代】
38cm×12m
486,000 円（税込）

【久留米絣ストール（雲間の光・さざ波・水玉）】
38cm×200cm
48,600 円～56,700 円（税込）

【久留米絣ポーチ（大）】 【久留米絣ポーチ（小）】
15cm×21cm×3cm
12cm×16cm×2.5cm
5,500 円（税込）
3,500 円（税込）

【藍染くくり糸】
100g
3,240 円（税込）

別紙 2-1
「ななつ星★夏のおくりもの」対象商品
■オリジナルグッズ

【ななつ星カレー
1 個 200g×4 個

4 個セット】

4,800 円（税込）
「ななつ星」車内のフレンチディナーで提供され
る「ななつ星カレー」の 4 個セットです。

【ななつ星オリジナルブレンドコーヒー・
ななつ星の紅茶】
コーヒー100g×2 袋、紅茶 50g×1 缶
5,500 円（税込）
「ななつ星」の車内でご好評いただいているオリ
ジナルの「コーヒー」と「紅茶」のセットです。

【ななつ星の八女茶(12 本セット)】
1 本 350ml×12 本
4,500 円（税込）
7 名の八女玉露・煎茶生産マイスターによる、
「なな
つ星」だけのオリジナルブレンド八女茶の 12 本セッ
トです。

別紙 2-2
■ななつ星セレクション
【うきは市 樹上完熟フルーツ】
※フルーツの種類や数量、品種等は季節によっ
て異なります。
8,800 円（税込）
フルーツ王国・うきはで大切に育てられた旬のフ
ルーツを詰め合わせます。［福岡県・うきは市］

【ななつ星 Selection セット】
330ml× 6 本（2 種 各 3 本）
4,100 円（税込）
ホテルオークラ福岡のブルワリーで丹精込めて
醸造されたクラフトビールです。
［福岡県・ホテルオークラ福岡］

【田島柑橘園

冷凍ジュース「ななつ星セット」】

（7 品種×各 2 本）
6,000 円（税込）

世界一のジュースを目指す田島柑橘園が手がけ
た、7 品種のみかんジュースを飲み比べできる嬉
しいセットです。
［佐賀県・田島柑橘園＆加工所］

【あさつゆ（2 袋）】
100ｇ×2 本入り
3,240 円（税込）
「農林水産祭天皇杯」を受賞した茶師・松尾政
敏さんが育てた、
「ななつ星」でも提供している
長崎玉緑茶です。［長崎県・茶友］

別紙 2-3

【星箱】
（星ピクルス、白ねぎ醤油、星のタオル）
4,200 円（税込）
「ななつ星」で料理をふるまう「方寸」で大人
気の「白ねぎ醤油」をギフト用にセットしまし
た。［大分県・方寸］

【肥後白椿デラウエア・肥後赤椿マスカット
ベリーA（2 本セット）】
3,086 円（税込）
熊本の人々が大切に醸造・熟成した、渾身のワ
インです。［熊本県・熊本ワイン］

【都農産ドレッシング（6 本セット）】
1 本 160ml×6 種
3,000 円（税込）
“農の都”ならではの、素材の味をお楽しみ
いただけるドレッシングです。
［宮崎県・都農町観光協会］

【卵たっぷりプリン（6 個セット）】
1 個 96g×6 個
3,550 円（税込）
たまごから手づくりした、霧島のプライベート
リゾート「天空の森」謹製のプリンです。
［鹿児島県・天空の森］

