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　2018 年、柘製作所は、初めての自社開
発によるシガレットを発売した。フレー
バーたばこ「ブラックスパイダー」である。
ふくよかな味と香りは、女性を含めた若い
世代からも多くの支持を集めている。開発
に取り組み、自信を持ってお勧めできるた
ばことして完成させるまでの経緯はどのよ
うなものだったのか？
　柘製作所では以前から扱ってきたフレー
バーたばこ。しかし品質のバラツキが目立
つようになり、「これ以上、皆さまに迷惑
をかけられない」という決断から新たなフ

レーバーたばこの開発に踏み切ることに
なった。
　代表取締役社長・三井弘司は「我々は職
方商人としてものづくりを最重視し、手巻
きたばこでは自社開発のノウハウも蓄積し
ていました。それで、シガレットも自分た
ちで開発しようじゃないかと考えたので
す」と当時を振り返る。
　準備には２年間をかけた。まずは「たば
こ葉」。オリジナルとして出すからには、
出来うる限りの贅沢をしたい。ドバイにあ
る原料メーカーで最上級バージニア葉数種
を選定。独自のブレンド率を決定した。
　一方、「香料」は世界的に知られるドイ
ツのメーカーに出向き、トップ調香師にイ

メージを伝えてはテイスティングし、設計
の修正を重ねた。
  「バニラひとつでも酸味や甘みなどさまざ
まな種類があります。ミルク感を強くとか、
甘みを弱くとか、我々が過去に培ったノウ
ハウを最大限に投入しました」　
　とはいえ、毎日40 ～ 50種もの香りを判
断していくのは、なかなかに苛酷な体験
だったという。
　製造はタンザニアの工場に依頼。香料の
噴霧量や攪拌時間、シガレット１本当たり
の葉の量など一つひとつの工程を現地に赴
いて確認していった。もちろん巻紙にもこ
だわった。煙が目にしみづらい高品質な紙
を選んでいる。

世界のトップ企業との
緻密なやりとりで開発

積み重ねたノウハウを
新たな製品へと生かす
　最初にリリースしたのは「チェリーコー
ラ」「ジンジャーエール」「アマゾンガラナ」
の３フレーバー。まずは世の中になかった
ものをと、ドリンクフレーバーに焦点を当
てた。４カ月後には「ココナッツミルク」「カ
フェバニラ」「アイスバニラ」「チョコレー
ト」も発売。
  「我々は、それをさらに洗練させました。
例えばカフェバニラでは、エスプレッソ寄
りのビター風味に仕上げています」
　意外に難しかったのがチョコレート。
  「苦・酸・甘・ミルク感など味わいの幅が

広く、調香師とイメージを共有するまで、
かなりの時間をかけました」
　2019年年末からは、自社内での香料設計
にも取り組んでいく予定だ。
  「本場で学んだ調香を基本に忠実に行って
いきます。サンプルデータをドイツに送り、
仕上がった香料を確認しながら、日本人好
みのテイストが目指すところ。我々にとっ
てこの自社開発はよい経験値に。今後の新
たな製品作りにも生かしていこうと考えて
います」と三井。
　世界を股にかけて生み出した「ブラック
スパイダー」7 種の味わい。味わい豊かな
たばこの楽しみを、より広く伝えていきた
い。それが、困難も多かった開発を支えた、

ただひとつの願いなのである。

 柘製作所 “初” のオリジナルシガレット

ブラックスパイ  ダー開発ストーリー
柘製作所の新たなフレーバーたばこ「ブラックスパイダー」。その開発への　　　道のりには、 世界を股にかけて試行を重ね、理想を追い求めた渾身のドラマがあった。

左上 /ドイツ・ハンブルグにある香料

メーカーで、イメージを言葉で伝え

つつ、サンプルを調香。左下 / たばこ

葉に吹き付け、１日寝かせてから喫し

て調整していく。着香には注射器を

使用。

上左 / 刻み幅は約1.0㎜のシガレットカット。単葉

での味を確認の上、さまざまな割合を試し、オリ

ジナルのブレンド率を決定した。上右 / 世界のた

ばこ葉が集まるドバイのメーカーで、優良なバー

ジニア葉から数種を厳選。

たばこ葉の着香
Tasting1.

上 /タンザニアには刻み葉、香料、巻紙も運ばれ

る。手仕事での着香後、吸い心地のよさを重視

して決めた太さ、葉量に従って巻き機で巻く。

左 / 出荷用の梱包箱はもちろんのこと、パッケー

ジやカートンも製作した。

巻いてシガレットに
Rolling3.

たばこ葉の刻み
Cut2.

試作品は社員全員でテイスティング。皆が納得し、
誇りを持って出せるたばこを目指した。

B.S.シガレットとシャグの違いは？
同時に開発されたブラックスパイダー・
シャグはシガレットと比べ、たばこ葉の着
香が強めで、刻み幅は細かい仕様に。これ
は、たばこの量や巻き加減が変えられる手
巻きたばこの特性を考慮しての配慮だ。

製作プロセス
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ピール・スプラッシュグレープ
#1614　￥490【10】
爽やかなグレープの風味と清涼感あるメンソール。
フィルター内のカプセルをつぶすと、メンソールの
刺激が UP。香料とたばこの味わいも充実。
タール 9mg。ニコチン 0.7mg

ブラックスパイダー・カフェバニラ
#1626　￥460【10】
バニラのクリーミーな甘さの中に、ほのかに感じる
コーヒーの苦味。タール 11mg/ ニコチン 0.9mg

ブラックスパイダー・チョコレート
#1621　￥460【10】
ほろ苦くも甘いビター系チョコレートの喫味は大人
の味。タール 11mg/ ニコチン 0.9mg

ブラックスパイダー・ココナッツミルク
#1620　￥460【10】
ココナッツミルクの甘い香りと喫味が南国を思わせ
るシガレット。タール 11mg/ ニコチン 0.9mg

ブラックスパイダー・アマゾンガラナ
#1628　￥460【10】
雄大な自然が育んだガラナ。そのフレーバーが効い
た濃密でさわやかな味わいはフレッシュなくつろぎを
誘う。タール11mg/ ニコチン 0.9mg

ブラックスパイダー・ジンジャーエール
#1627　￥460【10】
甘い喫味にジンジャーの刺激がマッチ。飽きの来な
い大人の香りが鼻腔を満たす。
タール 11mg/ ニコチン 0.9mg

コイーバ　オリジナル
#1280　￥570【10】
キューバシガーの名品「コイーバ」のシガレットバー
ジョン。ハバナで作られている逸品。葉巻喫煙の時間
が無い時のオルタネイティブ ( 代用 )としても使える。
タール 10mg/ ニコチン 0.7mg

ピール・スプラッシュオレンジ
#1613　￥490【10】
甘いオレンジの風味と爽やかなメンソール。フィル
ター内のカプセルをつぶすと、メンソールの刺激が
UP。
タール 9mg/ ニコチン 0.7mg

ブラックスパイダー・アイスバニラ
#1625　￥460【10】
強い甘さのバニラとメンソールの清涼感ある香喫
味。タール 11mg/ ニコチン 0.9mg

ブラックスパイダー・チェリーコーラ
#1629　￥460【10】
コーラの清涼感とチェリーの甘さが醸しだす、新鮮な
喫味。口にした瞬間から、あの、さわやかさが広がる。
タール11mg/ ニコチン 0.9mg

ディージェーミックス ラテ
#1401　￥490【10】
香り豊かなカフェラテのフレーバー。ロースト感も味
わえ、喫味も十分。
タール 7mg/ ニコチン 0.6mg

パ  イ  プ  た  ば  こ

      =TS ネットワーク株式会社
CAP 流通からもご注文いただけます。
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知っておきたい、    たばこ葉の個性

ラタキア
たばこの燻製。オリエント種のたばこ
を、室に入れ火力乾燥でいぶす。強い薫
香があり、パイプたばこのイングリッ
シュタイプでは定番たばこ。

オリエント
オリエント葉。ターキッシュともいわれ
ている。葉のサイズはたばこ葉の種類の
中で一番小さい。独特の高い香りが最
大の特徴。貴重で高価なたばこ葉のひ
とつ。

ブラックキャベンデッシュ
加工処理方法の名称。ブレンドしたたば
こを鉄製の枠の中に入れ、強圧加熱し、
ケーキ状にして、その後刻まれる。キャ
ベンディッシュは発見者の名前。

バーレー
香りをよく吸着するので、加香たばこに

ルの土壌で育成したたばこ葉。喫味は
強さがあり、独特な香気はアーシー感が
ある。

シガーリーフ
葉巻用に作られたたばこ葉。1990 年以
降、葉巻ブームが起こった時、パイプた
ばこや、シガレットにも使われるように
なった。

ケンタッキー
バーレー葉から枝分かれしたたばこ。製
造工程により、異なった性格を持つたば
こになる。強い喫味があり、葉巻にも使
われている。

はよく使われる。特にアメリカンブレン
ドの製品に使用されている。上質なバー
レーはキックが繊細。

バージニア
糖度があり、最も多く使われている一般
的なたばこ葉。オリジナルは勿論米国
バージニア。産地、加工方法で香喫味が
違ってくる。

ペリク
主にバーレー種のたばこをオーク樽に
詰め強圧で発酵過程を経て造られる。
たばこの漬物。甘酸っぱい喫味があり、
少々入っているだけで強い喫味になる。

メリーランド
アメリカ、メリーランド州で作られてい
るバージニア葉。

ブラジリアン・リーフ
ケンタッキー種のたばこの種を、ブラジ

①コースカット
ブロードカットもコースカットの範疇にな
る。不規則で粗々しい刻みが特徴。1970年
代以前はラフカットと呼ばれていた。

②リボンカット
幅が2～3mmで、長さが2～3cm程度の細い
リボン状になっている刻み方。バージニア
やキャベンディッシュで見られるカット。

③グラニュレイテッドカット
刻みが、細かい四角形の状態になってる。

④ブロークンフレイク
フレイクをある程度ばらして、ポーチや缶
に詰められる。喫煙する時には、フレイク
の状態のままで残っているものや、バラバ
ラになっているたばこをバランスよく取
り、よく揉みほぐしてから火皿に詰める。

⑤フレイク
葉たばこを板状に強圧した状態をケーキと

ほぐしてからパイプに詰める。

⑦キューブカット
たばこは、バーレーで一辺2～3mmのサイ
コロ状になっている。加香製品によく使わ
れるカット。香りの持続性がいい。

⑧クランブルケーキ
ブロック状にカットしたたばこ。コース
カット状のたばこを加圧しブロック状に形
成している。喫煙する時は、ブロックの角
からボロボロと崩すようにばらして火皿に
詰める。

⑨シャグ（ファインカット）
手巻き用シガレットのたばことして作られ
た刻みだが、パイプ喫煙も充分に楽しめ
る。使用するパイプは、クレーパイプなど
火皿の小さいボウルが適している。

ロングカット : リボンカットやファイン
カットのたばこで、刻みの長さが長いもの
をロングカットという。

いう。フレイクは、そのケーキをブロックに
切り、さらに厚さ2mm、幅3～4cm、長さ5
～8cm程度に薄くスライスした板状のたば
こ。1枚が2. 5g位で、小さめのパイプは1枚、
ミディアムボウルは1.5～2枚、ラージボウル
やジャイアンツなどは3～4枚が適量。火皿
に詰める前には、よく揉みほぐすこと。その
まま縦方向に詰めて喫煙するベテランス
モーカーもいるが、その場合は火皿の口径
が細いトッパー気味のパイプを使いたい。ま
た“READY RUBBED”（レディーラブド）と表
記されている製品には、すでに揉みほぐさ
れた葉が入っているが、より美味しく味わう
ために、さらに自分で揉みほぐしてからパイ
プに詰めることをおすすめする。

⑥ペブルカット
長さが12～13cmほどのフレイク。見た目が
砂利を敷き詰めた細い道に似ているので、
“ペブル”（砂利道）と呼ばれるようになっ
た。1回分の適当な長さにちぎり、よく揉み

　パイプたばこに使われる葉は、種類
も刻み方（カット）も多種多彩。刻み
は、パイプ喫煙の重要なポイントである

　パイプたばこには、刻みが同じ形状の
ものだけの製品もあれば、異なる形状
を混ぜ合わせた製品もある。細刻みの
たばこは燃焼が速く、ブロードカットの
ような粗い刻みは燃焼が遅いと思われ
がちだが、葉の厚さ、保湿の具合、オイ
ル分の有無、製造方法の違い、パイプの
構造の違い、火皿への詰め具合によっ
て燃焼速度は変わってくる。また、葉の
ブレンド加減によっても違いがでる。し
かし、製品化されているパイプたばこ
は、味や燃焼性を考えて作られている
ので、あまり神経質に考えることはな
い。また、缶やポーチに入ったパイプた
ばこの葉も様々。フレイク状や細長いリ
ボン状の葉は、火皿にそのまま詰めて喫
煙できる。一方で、ロープ状、板状、サ
イコロ状、ブロック状の葉は、詰める前
に切り刻んだり、揉みほぐしたり、ブ
ロックをばらしたり、ひと手間かけてス
モーキングを楽しむ。
　パイプたばこを購入するときは、風味
はもちろんのこと、その形状まで把握し
て、自分の好みに合うものを選びたい。

「香味と喫味の持続」と「順調な燃焼
性」が得られるよう、製品ごとに考慮し
て作られている。

①

④

⑦

⑧

⑨

⑤
⑥

② ③

刻み（カット）や形状の種類たばこ葉の種類

　パイプスモーカーはあまり湿度を気にしない人が多い。パイ
プたばこは、いくら加工されていると言えども植物でできてい
る。缶入りたばこ、密封ポーチ入りたばこでも、一度蓋を開け
たら乾燥が始まる。葉巻に比べて加工されている分、湿度の持
ちはいいが、やはりたばこジャーなどに入れて湿度を管理した
ほうがいい。

　特にイングリッシュミクスチャーには必要。その中でも、刻
み幅の細かいバージニア等は絶対に必要だ。ある程度の湿度
がないと、糖度の高いバージニアの喫味の特性が出てこない。
しかし、過度の加湿はいけない。過加湿されたたばこは火付き、
火持ちが悪いので過度のパッフィングをしてしまう。そうする
と水分が高温の水蒸気となって、口腔内に入ってきて喫味を落
とす。適度の湿度をもったたばこを、ゆったりと喫煙するのが
パイプ道の極意。

　これは、手巻きたばこ（シャグ）にもあてはまること。手巻
きたばこもしっかり加湿することが大切で、枯葉のような乾燥
した状態では本来の味は愉しめない。食パンのようなやや湿っ
た柔らかな感触がベストな状態。加湿器（右参照）を水に 5分
浸し、表面をよく拭いてからポーチ、ジャーに入れよう。

たばこの管理

美味しく愉しむには「加湿」が大事！ イースター・コレクション 
たばこジャー（100） 
￥1,700＋税
開口部が97ミリと広く、たばこが取り出しやすい。
パイプたばこがたっぷり100g入る。

ヒュミドール・ 
アルミ・ゴールド 
￥500＋税
ポーチに入れて使用。
他にシルバー、ブラックがある。

ウォーター・ピローズ 
￥100＋税
ポーチに入れるとオーバーウェット（過湿）
するため、ジャーで使用。

ミニ・ヒュミドール 
￥150＋税
サイズが小さいので、ポーチに入れるのに最適。
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※たばこのパッケージ及び商品名の変更が、法律に基づいて予告なく行われることがございます。※小売価格は税率変動により、改定される場合がありますのでご了承ください。 ※たばこのパッケージ及び商品名の変更が、法律に基づいて予告なく行われることがございます。※小売価格は税率変動により、改定される場合がありますのでご了承ください。

プランタ社が世に送る、加香パイプた
ばこの名品。ブラック・キャベンディッ
シュとバニラによる甘みを愉しみなが
ら、飽きずに常喫できる。優れた配
合を基に、手軽に喫える 40 ｇパウチ、
定番の 50 ｇ丸缶、フレイク、さらに
丸缶の詰替版である125 ｇと、ライ
ンナップも充実している。

DANISH 
BLACK VANILLA

スリービー・イングリッシュ ミクスチャー

イエス・コウノウィッチ T17

プレスビテリアン・ミクスチャー

ホルガーダンスケ・ロイヤルネイビー フレイク

ジャーマイン・スペシャルラタキア フレイクイルステッド オウン・ゴールデンフレイク

E.M.=Extremely Mild　V.M.=Very Mild
　 M . = M i l d 　 M . M . = M i l d  M e d i u m 　

MD.=Medium　M.S.=Medium Strong　
S.=Strong　V.S.=Very Strong

★         Extremely Mild
★★         Very Mild
★★★         Mild
★★★★         Mild Medium
★★★★★         Medium
★★★★★★        Medium Strong
★★★★★★★        Strong
★★★★★★★★        Very Strong

喫味の強さ

香  料

X.X.
アロマ香料付き

喫味喫味
配合配合

カットカット ミクスチャーリボンカット ★★★★★★
ブラックキャベンディッシュ + バージニアブラックキャベンディッシュ + バージニア

  V.M.

  V.M.

喫味喫味

喫味

喫味

喫味

配合配合

配合

配合

配合

カットカット

カット

カット

カット

フレイクフレイク

フレイク

コースカット

コースカット

★★★★★★★★★

★★★★

★★★★★

★★★★

ラタキア + オリエント + バージニアバージニア

バージニア

ラタキア + オリエント + バージニア

ラタキア + オリエント + バージニア

喫味 カット リボンカット★★★★★

配合 バーレー + ラタキア + メリーランド +
オリエント + バージニア

#3331　50g　￥2,130
本格的イングリッシュミクスチャー。上質な各種
バージニアの高い芳香と、キメの細かい味わいが

特徴。

#3122　50g　￥2,100
深いコクとたばこ自体の甘さを感じる。バージニア
に数種類のオリエント、ラタキアの配合比を多めに

ブレンドした典型的
なオリエンタルミク
スチャー。

#3696　50g　￥1,890
ある牧師のためにブレンドされたレシピ。1920 ～
30 年代の英国首相ボールドウィンが銘柄の名付け

親となる。その時
代のイングリッシュ
ミクスチャーの威厳
を残す落ち着いた
喫味。高品質のマケ
ドニア・オリエント
を使用。

#3656　50g　￥2,090
レッド、ブラウン、ゴールドの各種バージニアのフ
レイク。フルーティーな甘さがほのかに香る。穏や

かな燃焼は常喫タ
イプ。

#3398　50g　￥1,990
バージニア、メリーランドのキャベンディッシュ、ギ
リシャとトルコのオリエント、キプロスのラタキアと

クラシックなイン
グリッシュミクス
チャー。自然な甘
味とウッディーなア
ロマはベテランス
モーカー好み。

#3129　50g　￥2,350
バージニアのフレイク。デンマークの有名パイプ作
家ポール ･ イルステッドのオウンブレンド。上質な

ゴールデン ･バージ
ニアの糖度の高い
葉を使っているの
で香喫味感は満足
できる。

ダニッシュブラックバニラ
M.S.

喫味 カット ミクスチャー★★★

配合 ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

#3450　50g　￥1,790
最も甘いパイプたばこの一つ。複数のバージニアと
バーレーのベースにブラック・キャベンディッシュ

の酸 味による密
度の濃い味わい。
ブレンドのバニラ
はマダガスカル産
の最高級を使用。
蓋の凹みはパイ
プレストとして使
える。

P&S 34・ミクスチャー

スリービー・オリエンタル ミクスチャー スリービー・スコティッシュ ミクスチャー

喫味 カット リボンカット★★★★

配合 キャベンディッシュ + ラタキア +
バージニア

喫味 カット リボンカット★★★★

配合 ブラックキャベンディッシュ + オリエント +
バージニア

喫味 カット リボンカット★★★

配合 ケンタッキー + ラタキア + オリエント +
ペリク + バージニア

#3664　50g　￥1,840
典型的なイングリッシュミクスチャー。バージニア
にキャベンディッシュ、ラタキアのブレンド。刻み

の 状 態はリボン
カット。 燃 焼 性
が い い の で、 喫
煙中はタンパーで
抑え気 味にする
こと。

#3332　50g　￥2,130
バージニアと各地方産のオリエントのミクスチャー。
このブレンドの狙う力強さをよく表現。

#3333　50g　￥2,130
フルボディーなブレンド。バージニア、ラタキア、ル
イジアナ・ペリクがバランスよく配合され、かなりの

強さと荒々しさを
押し出した仕上が
り。

イエス・コウノウィッチ T15

喫味 カット ブロークンフレイク★★★★★

配合 バーレー + キャベンディッシュ + ラタキア+
オリエント + バージニア

#3120　50g　￥2,100
熟成されたバージニアとバーレー、ラタキア、キャ
ベンディッシュと少量のオリエントのブレンドたば

こ。 乾 燥 方 法、
製造方法の異な
る各種のバージニ
アだけで 作られ
た、マイルドなミ
クスチャー。

カロライナローズ ロバート マッコーネル・レッドローゼス パイプ 66

ダニッシュブラックバニラ（125）

 M. V.S. MD.

M.S.

喫味 カット ブロークンフレイク★★

配合 ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
オリエント + バージニア

喫味 カット ミクスチャー★★★

配合 ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

#3220　100g　￥3,770
「甘さ」に主眼を置いて作られたたばこ。マイルド。

#3935　100g　￥3,480
南国フルーツの酸味の強い香り。マイルド。

#3600　100g　￥3,770
クレーム・ド・カシスの魅惑的な香り。マイルド。

#3453　125g　￥3,700
定番のベストセラーである缶入りパイプたばこの詰
め替版で、最も甘いパイプたばこの一つ。12 種類

のバージニアとバー
レーが ベース。喫
味は酸味がある密
度 の 濃 い 味 わ い。
ブレンドのバニラは
マダガスカル産の
最高級。周囲にも
好印象。

喫味
配合

カット リボンカット★★★
ブラックキャベンディッシュ + バージニア

クルーズライン
MD.#3240　100g　￥3,770

缶のイラストはあのタイタニック号。20 世紀初頭
にこのレシピが考え出され、いまだに製造。当時の

雰 囲 気 を 大 い
に感じさせるた
ばこ。ブレンド
は バージニア、
バーレーのキャ
ベンディッシュ
で、バニラの甘
さを強調した仕
上がり。

喫味
配合

カット リボンカット★★★★★
バージニア

かがやき #3499　100g　￥4,690 柘製作所が初めてプロデュースする極上
のブライトバージニアのパイプたばこ。
インドのマイソール地方で丁寧に育てあ
げられ、入念な熟成工程を経たトップグ
レード。味わいは格調高くスムース。

ロバート マッコーネル・スコティッシュフレイク
#3936　50g　￥2,100
バージニアのフレイク。バージニアの甘さと心地よい酸
味が最後まで続く。着火当初はフラットだが、4 ～ 5 分

すると喫味は纏まり
甘さが引き立ってく
る。板状のフレイク
を折りたたむように
して火皿に詰める。
その上に着火用に
解したたばこを乗
せて着火。火種は
大きくせずゆっくり
喫煙。

V.M.

喫味
配合

カット フレイク★★★★★
ケンタッキー + ペリク + バージニア
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1972 年ドイツで創業。デンマーク
の作家パイプの通信販売からスタート
し、オリジナルのパイプたばこ製造で
大成功を収めた。常に最高のたばこ
と香料を使ったブレンドたばこは、ダ
ンならではの特徴がある。

DAN T0BACCO
パーフェクトブレンド ダビンチ

チューチュートレイン

ディスカバリー

デビルズホリデー

ミロンガ

テキーラサンライズブラックブレンド

M.

E.M.=Extremely Mild　V.M.=Very Mild
　 M . = M i l d 　 M . M . = M i l d  M e d i u m 　

MD.=Medium　M.S.=Medium Strong　
S.=Strong　V.S.=Very Strong

★         Extremely Mild
★★         Very Mild
★★★         Mild
★★★★         Mild Medium
★★★★★         Medium
★★★★★★        Medium Strong
★★★★★★★        Strong
★★★★★★★★        Very Strong

喫味の強さ

香  料

X.X.
アロマ香料付き

喫味

喫味 喫味

喫味

喫味
配合

配合 配合

配合

配合
カット

カット カット

カット

カットリボンカット

レディーラブド レディーラブド

ミクスチャー

コースカット★★★★★

★★★ ★★★★

★★★★

★★★
ラタキア + オリエント + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バージニア ブラックキャベンディッシュ + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バージニア

  M.S.

  M.M.

  M.S.

  MD.

 MD.

  M.M.   M.S.

  M D.

喫味 喫味

喫味

喫味 喫味
喫味

喫味

喫味喫味喫味

配合 配合

配合

配合 配合 配合

配合

配合配合配合

カット カット

カット

カット カット
カット

カット

カットカットカット

フレイク リボンカット

リボンカット

レディーラブド リボンカット
コースカット

リボンカット

ミクスチャーフレイクリボンカット

★★★★★ ★★★★★

★★★

★★★★ ★★★★
★★★

★★★

★★★★★★★★★★

ラタキア + バージニア バージニア +ブラックキャベンディッシュ

ブラックキャベンディッシュ + バージニア

バージニア バージニア
ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バージニアバージニアブラックキャベンディッシュ + バージニア

#3612　100g　￥4,080
ブラックキャベンディッシュとバージニアをベースと
したミクスチャー。バニラとハニーフレーバーが漂う、

リッチで贅沢な香
喫味は、パーフェ
クトな一日を讃え
るかのよう。

#3455　50g　￥2,250
バージニアとブラックキャベンディッシュのミクス
チャー。トスカーナの赤ワインで味付け、バニラと

蜂蜜を上品な「甘
さ」に表現。甘さ
の中にほのかな酸
味。香りの持続性
もよく、常喫可能。
ラフカット。少し
固く詰めての喫煙
がおすすめ。

#3475　50g　￥2,130
上質なバージニアを蜂蜜で漬け込んだユニークな加
香たばこ。甘いバニラの香りにスムースな喫味。ダ

ンタバコ 25 周年
記念たばこ。パッ
ケージの列車は険
しい山を克服しな
ければならなかっ
たダンタバコを象
徴している。

#3471　50g　￥1,950
バージニアのベースに、ラタキアのブレンド。ブロー
クンフレイク。適度な酸味と甘みが最後まで持続。

燃焼性がよいので
固詰めで小まめな
タンパーワークを。
食後の喫煙用とし
て最適。火皿に詰
める前によく揉む
こと。

#3472　100g　￥3,730
「悪魔の祝日」。コンセプトは 1930-40 年代のジャ
ズシーン。その時代の雰囲気と、「夜のタバコ」とも

言うべき妖しい香
りが官能的。バー
ジニアとバーレー、
そしてブラックキャ
ベンディッシュの酸
味のあるフルーツフ
レーバー。マイルド。

#3770　100g　￥3,830
レディーラブドのバージニアとやわらかなブラック
キャベンディッシュがベース。エグ味や雑味もなく、

軽くてクリーミー
なキャラメル 風
味。独 特な甘い
芳香は パーティ
のシャンパンと共
に。火持ちは良く
燃焼温度が上が
りやすいのでタン
パーは小まめに。

#3473　100g　￥4,130
テキーラの芳香。喫煙する前から盛り上がれる甘く
て楽しいたばこ。ブレンドにはチェリー、シナモン、

アーモンドのフレー
バ ーア マレットが
複雑に混ざり合い、
たばこのカクテル
といった様相を呈
してい る。 香りの
よいパーティ用の
たばこ。

#3688　50g　￥2,150
マラスキノ酒 ( ブラックチェリーで作る甘い酒 ) の味
付け。周囲にも好印象を与える優しく甘い香りは、

まるで舞踏会の着
飾った女性の色気
を感じさせる。パイ
プは大きめなボウル
で、豊かな煙 量で
愉しむ喫煙方がい
い。キャラクターは
フル。

アンタッチャブルス
M.M.#3005　50g　￥2,200

缶を開けると杉の木の香り。着火するとバラのよう
な風味が混ざる。クリーミーな甘さが口腔内に広が

る。ブラックキャ
ベンディッシュと
バージニアのブレ
ンド。しかし何と
言っても強烈な個
性の 喫 味 は、 忘
れがたい？

バルカンブレンド

スウィートバニラ・ハニーデュー マラード

喫味 カット リボンカット★★★★★

配合 ケンタッキー + ラタキア + オリエント +
ペリク + バージニア

#3613　50g　￥2,250
典型的フルイングリッシュミクスチャー。最高品質の
バージニア、ラタキア、オリエント、火力乾燥のケン

タッキー、ルイジ
アナ・ペリクでブ
レンドされた定番
中の定番。かなり
の 燻 香が立ち上
る。オイリーな食
事や肉料理の後
に最適。

#3385　50g　￥2,250
上質な各種のバージニアにバニラのほか蜂蜜を加
え、さっぱりとした甘さが最後まで持続。缶詰め前

に手 揉 みしてあ
り、すぐに喫煙で
きる状態だが、少
し揉んで柔らかく
して火皿に詰める
のがコツ。

#3765　50g　￥2,190
甘い本格的なバージニアが楽しめる。ザンビアの
バージニアをフレイクに仕上げ、パッキングする前に

ほぐしたレディー・
ラブド・フレイク。
喫味はリッチな熟
成感があり、スムー
スで柔らかな煙が
口 腔 内 に 響 き 渡
る。加香系の好き
なスモーカーでも
充分に楽しめる。

バースデーブレンド
#3611　50g　￥2,150
テーマは「ブルーキュラソー」。ブライト・バージニア、
異なった数種類のバージニア、ブラックキャベンディッ

シュがベース。オ
レンジリキュール
でキャベンディッ
シュが作られてい
る。ブルーキュラ
ソーの爽やかで甘
いカクテルの香り
が特徴。火持ちも
よくストレスを感じ
ない。

ヘレニズム

カロ・ミオ

ティム・ロンドンブレンド 1000

ブルー・カナリー

オールドアイロンサイド ティム・シティーライン・No.3

サンデーズ・ベスト

M.

S. M.S.

MD.

喫味 カット リボンカット★★

配合 ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

喫味 カット リボンカット★★★★★

配合 ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

喫味 カット フレイク★★★★★★

配合 ケンタッキー + ラタキア + オリエント +
バージニア

#3663　100g　￥5,200
缶を開けると、甘酸っぱい香りとバニラのような甘
さが複雑に交じり合い、最初の一服でドライフルー

ツのような酸味と
ナッティな味わい
に圧倒される。後
味はクリーミー。
喫味が比較的軽
めなので常喫用と
して愉しめる。

#3476　100g　￥4,080
スイーツがそのまま煙になったのではないか、と感
じてしまうくらい甘いパイプたばこ。キャラメルと

バ ニラのフレ ー
バー。再 現 率 の
高 い キャラメル
香が空間に広が
る。バージニアと
ブラックキャベン
ディッシュのブレ
ンド。

#3479　100g　￥4,080
バージニア、オリエント
に多めのラタキアを配
合。フルボディの重厚
な喫味は、夕食後のお
くつろぎにおすすめ。

#3684　100g　￥4,080
林檎（リンゴ）の酸味の効いた甘さが特徴のパイプ
たばこ。着火直後、林檎の酸味の効いた甘さ、後半

に僅 かなシ ナモ
ンの 香りを 感じ
る。しばらくする
と、 バ ニラ の ク
リーミーな味わい
とブラックキャベ
ンディッシュの甘
さが持続する。

#3095　50g　￥2,200
アメリカ海軍の古き戦艦に因んだ銘柄。バージニア
にラタキア、そしてケンタッキー、オリエントをブレ

ンド。ラベルのデ
ザインと共にクラ
シックな雰囲気に
浸れるバルカンタ
イプ。

#3478　50g　￥2,350
葡萄と蜂蜜というユニークなフレーバー。葡萄の甘
酸っぱい味と蜂蜜の甘さを高品質のブラックキャベ

ン ディッ シ ュ と
バージニアが支え
ている。加香系好
きだけでなくたば
こ本来の喫味がお
好きな方にもおす
すめしたい逸品。

#3319　100g　￥4,180
完熟したベリーとアプリ
コットのフレーバー。ブ
レンドはバージニアと僅
かなブラックキャベ ン
ディッシュ。バージニア
のたばこ本来の甘さとベ
リーの酸味を伴った甘さ
が幸せな気分にしてくれ
る。比較的マイルドなの
で普段使いに最適。
　

喫味

喫味

喫味
配合

配合

配合
カット

カット

カットリボンカット

リボンカット

リボンカット★★★

★★★★★

★★★★
ブラックキャベンディッシュ + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バージニア

ブルーノート テイクユア・タイム
M.S.

MD.

M.S.#3685　50g　￥2,200
上品さあふれる甘さにスムースな喫い心地。上質な
たばこと香味成分がとてもよく調和。充分に熟成さ

れ た バ ー ジニ
アと キ ャ ベ ン
ディッシュが深
みとコクを出し
ている。トロピ
カルフルーツと
バニラが強調さ
れた甘い喫味。
常喫用。

#3470　50g　￥2,200
野いちご、パッションフルーツ、それにココナッツを
加えた、かなり強い香り。ブレンド自体の強さは気軽

に常喫できるタイ
プ。あ る 程 度の
キック感もあり、
メリハリの効いた
製品。葉の刻み
はブロードカット
で火種は安定感
があり、ストレス
なく喫煙できる。
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1792 年イギリスのケンダルで創業。
スナッフの製造から始め、1800 年
代 初頭よりパイプたばこの製 造を
開始。現存するブレンドのほとんど
が、1900 年代初頭に完成したもの。
50g の四角い缶が特徴のひとつ。

Samuel Gawith's

サミュエル ガーウィズ・バルカンフレイク

サミュエル ガーウィズ・アイリッシュスプリングフレイクサミュエル ガーウィズ・サムズフレイク

サミュエル ガーウィズ・ボシーフレイク

E.M.=Extremely Mild　V.M.=Very Mild
　 M . = M i l d 　 M . M . = M i l d  M e d i u m 　

MD.=Medium　M.S.=Medium Strong　
S.=Strong　V.S.=Very Strong

★         Extremely Mild
★★         Very Mild
★★★         Mild
★★★★         Mild Medium
★★★★★         Medium
★★★★★★        Medium Strong
★★★★★★★        Strong
★★★★★★★★        Very Strong

喫味の強さ

香  料

X.X.
アロマ香料付き

喫味

喫味 喫味

喫味 喫味

喫味

配合

配合 配合

配合 配合

配合

カット

カット カット

カット カット

カット

ブロークンフレイク

フレイク フレイク

リボンカット フレイク

ミクスチャー

★★★★

★★★★★ ★★★★★

★★★★★ ★★★★★

★★★★★

バージニア

ペリク + バージニア バージニア

ラタキア + バージニア バージニア

ラタキア + オリエント + バージニア

  V.M.

  M.

  MD.

  M.

喫味喫味

喫味 喫味

喫味

喫味

喫味喫味

喫味 喫味

配合配合

配合 配合

配合

配合

配合配合

配合 配合

カットカット

カット カット

カット

カット

カットカット

カット カット

フレイクカーリーカット

フレイク フレイク

フレイク

フレイク

フレイクフレイク

フレイク フレイク

★★★★★★★★★★

★★★★★ ★★★★

★★★★

★★★★★

★★★★★★★★

★★★★ ★★★★★

ラタキア + バージニアペリク + バージニア

ラタキア + バージニア バージニア

オリエント + バージニア

ラタキア + バージニア

ペリク + バージニアバーレー + バージニア

バージニア バージニア

#3374　50g　￥1,990
サミュエル ガーウィズで一番歴史の古いブレンド。
爽やかなバージニアに甘味成分が加えられて、しか

もベッタリ感がなく
上品。ルームノート
も爽やか。重さを感
じさせず、朝から紅
茶をストレートで飲
みながらでも楽しめ
るタイプ。マイルド。

#3388　50g　￥1,990
バージニアとペリクをシェリー樽で長時間熟成させ
た葉が原料。再度圧縮加熱し、板状にしたものをフ

レイク状にした。
熟 成 感ある香 喫
味は上質なパイプ
喫煙を約束。

#3381　50g　￥1,990
オリエントと各種のバージニアによるブレンド。イン
グリッシュミクスチャーの王道をゆく、上品でまろや

かな甘さ。フル。

#3393　50g　￥1,990
スコットランドの荒野にぽつんと佇む小屋「ボシー」。
その灰色の景色を思わせる、渋い雰囲気のたばこ。

バージニアにわず
かなラタキア、そ
こにモルトウィス
キーを込めたフレ
イク。

サミュエル ガーウィズ・キャビーズミクスチャー

サミュエル ガーウィズ・ウインタータイムフレイク サミュエル ガーウィズ・ファイアーダンスフレイク

#3392　50g　￥2,250
19世紀のロンドンを走った辻馬車「キャビー」。こ
のたばこの構成はバージニアとペリクなのだが、古

き時代の雑 踏か
ら蘇ったような、
ビターな中に甘さ
とス パイシーさ
を含む喫味。キャ
ラクターはストロ
ング。

#3391　50g　￥1,990
ベテランスモーカー向きの古典的なイングリッシュ
ミクスチャー。糖度の高い熟成感あふれるバージニ

アにラタキアを配
合。燃 焼 速 度は
遅い方。よく揉み
解すことが肝要。

#3369　50g　￥1,990
米国在住のパイプ好きに捧げられたもの。最上級
のブラウンバージニアに、ブラックベリー、ブラン

デ ー、 バ ニラを
使った、マイルド
でフルーティーな
テイスト。ブラン
デーを片手に暖
炉の「ファイアー
ダンス」を眺めな
がら喫煙。珍しい
加香製品。

サミュエル ガーウィズ・ケンダルクリーム　
デラックスフレイク

サミュエル ガーウィズ・スコティッシュ
オータムフレイク

サミュエル ガーウィズ・イングリッシュ
サマーフレイク

#3366　50g　￥1,990 
「苦味」「渋み」「キック」を上手く取り込んだ珍しい
フレイク。ウッディな香りにジャスミンの芳香。ブレ

ンドはバージニア
と AAA クラスの
バーレー。強さと
重さ、コクも深い
ベテラン向け。食
後用のたばこに適
している。フル～
ストロング。

#3390　50g　￥1,990   マイルド な スト
レートバージニア
のフレイク。シリー
ズの中では一 番
軽い。他のたばこ
をブレンドして愉
しむ、ベースたば
ことして最適。ラ
タキアやペリクの
配 合比を変えて
愉しむといい。

#3389　50g　￥1,990   典型的なストレー
トバージニアのフ
レイク。長期間に
わたる熟 成 期間
を設け、深みのあ
る甘さの 香 喫 味
が 味 わえる。 燃
焼性は遅く、火種
を押さえてクール
スモーキング。

サミュエル ガーウィズ・フルバージニアフレイク

サミュエル ガーウィズ・ベストブラウンフレイクサミュエル ガーウィズ・スクワドロンリーダー

サミュエル ガーウィズ・ゴールデングロウ

サミュエル ガーウィズ・コモンウェルス

サミュエル ガーウィズ・セントジェームスフレイク

サミュエル ガーウィズ・パーフェクション

#3378　50g　￥1,990
同社の人気製品。色はダークブラウン。繊維質の密度
の高い選りすぐりのバージニアをブレンド。たばこ自

体の持つ自然な
芳香。スパイシー
で爽やか。フル
ボディー好みの
スモーカーはあ
まり揉みほぐさ
ずに詰めること。
キャラクターは
ストロング。

#3379　50g　￥1,990
ヘイタイプ。缶を開けた時、新鮮な干し草の芳香。バー
ジニアの純粋な甘み。よく揉み込み、手巻きシガレッ

トで喫煙しても充
分。イギリスの一
昔前のシガレット
の味 が 忘 れられ
な い 方 に。朝 か
ら喫煙できる。ま
さしく「たばこブ
レンダーの芸術」。
キャラクターはミ
ディアム～フル。

#3373　50g　￥1,990
「英国空軍少佐」という製品名。1914 年作。当時 ( 第
一次世界大戦 ) の英国航空兵に捧げられる。熟成し

たバージニアに
隠し味のラタキ
アが、ターキッ
シュの香味を絶
妙に引き出した
芳醇無比のミク
スチャー。固め
に詰めてゆっく
りと喫煙。

#3383　50g　￥1,990
ブロークン・バージニア・フレイク。バージニアの自
然の糖度を巧く引き出したストレート・バージニア。

上質な素材は火
持 ちもい い。 往
年の「富士」を思
い起こさせる香喫
味 があ る。 大 き
めのパイプでゆっ
たりと喫煙。火種
はおさえ目に。

#3372　50g　￥1,990
上質なブラウンバージニア、ラタキアの旨みを上手く
引き出した仕上がり。フルボディー。スムーズでエグ

味がなく、上品
な甘さが中盤か
ら鮮明に。「ジョ
ンコットン」「バ
ルカン・ソブラ
ニ」を愛好した
スモーカーにお
すすめ。常喫用。
ストロング。

#3382　50g　￥1,990
バージニアの甘さと柔かさを、微妙なペリクの心地
よい酸味が引き締める。独特の香り高いコクを持

ち、常喫というよ
りイングリッシュ
ミクスチャー好き
の ベテラン向き
で、フルに近い。
空腹時には喫煙
しない方がいい。
フル～ストロング。

#3367　50g　￥1,990
湖水地方のベテランスモーカーが「完璧だ！」と評価
しブランド名に。本格的な作りにバニラを加味した。

ミディアム～フル。

喫味

喫味喫味

配合

配合配合

カット

カットカット

リボンカット

リボンカットリボンカット

★★★★

★★★★★★★★

バージニア

ラタキア + オリエント + バージニアラタキア + オリエント + バージニア

サミュエル ガーウィズ・スキッフミクスチャー

サミュエル ガーウィズ・グラウスムーア

M.

MD.

#3368　50g　￥1,990
バージニア、オリエント、ラタキアによるイギリスの
古典的なレシピのオリエンタルブレンド。オリエント

の配合が多いの
でしっかりとし
た強さがある。
かなりボディー
のあるオイリー
な食事や肉料理
の後に最適。

#3371　50g　￥1,990
サミュエル ガーウィズで一番歴史の古いブレンド。
爽やかなバージニアにレモングラスのアロマが加え

られて上品に仕
上げられている。
喫味はややマイ
ルド。
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ロバート マッコーネルは、1848 年
発売以来、常に高品質のたばこを提
供し続けてきた。このたび、新商品「ヘ
リテージシリーズ」全 18 種類を発表。
熟練したブレンダーが古典的なレシピ
で新たに誕生させた。

Robert McConnell
ロバート マッコーネル・パディントン

M.

E.M.=Extremely Mild　V.M.=Very Mild
　 M . = M i l d 　 M . M . = M i l d  M e d i u m 　

MD.=Medium　M.S.=Medium Strong　
S.=Strong　V.S.=Very Strong

★         Extremely Mild
★★         Very Mild
★★★         Mild
★★★★         Mild Medium
★★★★★         Medium
★★★★★★        Medium Strong
★★★★★★★        Strong
★★★★★★★★        Very Strong

喫味の強さ

香  料

X.X.
アロマ香料付き

喫味

喫味 喫味

喫味

喫味 喫味

喫味 喫味 喫味 喫味

喫味

喫味 喫味

喫味 喫味 喫味 喫味

配合

配合 配合

配合

配合 配合

配合 配合 配合 配合

配合

配合 配合

配合 配合 配合 配合

カット

カット カット

カット

カット カット

カット カット カット カット

カット

カット カット

カット カット カット カット

リボンカット

リボンカット リボンカット

リボンカット

リボンカット フレイク

フレイク リボンカット リボンカット リボンカット

レディーラブド

リボンカット リボンカット

リボンカット リボンカット ブロークンフレイク フレイク

★★★★★

★★★★★ ★★★

★★★★

★★★★★ ★★★★★

★★★ ★★★★ ★★★★★★ ★★★★

★★

★★★★★ ★★★★

★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★

バージニア

ラタキア + オリエント + バージニア ラタキア + オリエント + バージニア

オリエント + バージニア

ラタキア + オリエント + バージニア バージニア

バージニア ラタキア + オリエント + バージニア バーレー + バージニア バージニア

オリエント + バージニア

ラタキア + オリエント + バージニア ペリク + バージニア

ラタキア + バージニア ラタキア + オリエント + バージニア ケンタッキー + ペリク + バージニア ケンタッキー + ペリク + バージニア

#4702　50g　￥2,090
伝統的なバージニアによるミクスチャー。レモンイ
エローのバージニアによる柔らかさと、濃茶のバー

ジニアの力強さが
ブレンドされ、風
味にはスパイシー
さも含まれている。

ロバート マッコーネル・メリルボーン
M.M.#4701　50g　￥2,090

これぞクラシックと言えるイングリッシュミクス
チャー。上質なバージニアが自然な甘さを与え、オリ

エントとラタキア
が力強さを保ちな
がらも落ち着いた
喫味を完成させて
いる。ナッツのよ
うな後味も格別。

喫味

喫味

カット

カット

リボンカット★★★★

★★★★★★

配合

配合

ブラックキャベンディッシュ + ラタキア +
オリエント + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + ラタキア +
オリエント + バージニア

ロバート マッコーネル・フレイク ロバート マッコーネル・バーキンロード

ロバート マッコーネル・レディラブド

ロバート マッコーネル・ノッティンヒル ロバート マッコーネル・ハイゲート

ロバート マッコーネル・ラタキアミクスチャー1848 ロバート マッコーネル・スコティッシュケーキ

ロバート マッコーネル・ブティックブレンド ロバート マッコーネル・シェイクスピア

ロバート マッコーネル・リージェントストリート

ロバート マッコーネル・オリエンタルスクエア ロバート マッコーネル・スコティッシュフレイク

ロバート マッコーネル・コベントガーデン ロバート マッコーネル・オックスフォードストリート

ロバート マッコーネル・5 イヤーマチュアード バージニア

ロバート マッコーネル・ピカデリーサーカス ロバート マッコーネル・ブラックフレイク

ロバート マッコーネル・セントジェームズパーク ロバート マッコーネル・オリジナルオリエンタル

#4704　50g　￥2,300
厳選された最上質のブラウンバージニアをプレスし、
伝統的な工程を経たのち、スライスしたたばこ。フレ

イクならではの変
化に富んだ喫味。

#4715　50g　￥2,090
火干され熟成したものを含む、数種のバージニア
によるミクスチャー。香ばしいアロマが印象的。”

Barking Road”
は、マッコーネル
にとってゆかりの
ある英国の地名。

#4713　50g　￥2,090
たばこの状態は既にほぐしてあるブロークン・フレイ
ク。熟成したバージニアにアフリカ産の最上級バー

レーが調和する、
非常に洗練された
ミクスチャー。底
流にはナッティー
な味わいが見える。

#4718　50g　￥2,600
缶を開けると、素晴らしい色合いのコインカットが
目を惹く。長い工程を経るこのたばこは、バージニ

アとルイジアナペ
リクを軽くプレス
し、薄い板状にし
た後、丸めて撚り
ロープ状にし、熟
成後スライスした
もの。最高級のた
ばことして納得す
る、深遠な味わい。

#4707　50g　￥2,090
この種のブレンドとしてスタンダードと言える、素直
でバランスのとれた配合だが、吟味されたバージニ

アと、高品質のラ
タキア、オリエン
トによるリッチで
スムースな喫味が
際立っている。

#4710　50g　￥2,090
レッド、ブラウン、ゴールドの３種のバージニアに、
濃厚な喫味を持つ高品質のラタキアをたっぷりとブ

レンド。豊満かつ
芳醇なラタキアの
魅力に浸れる。

#3950　50g　￥2,100
「ケーキ」とあるがレディラブドである。よく熟成
されたバージニアとケンタッキーにペリクのブレン

ド。ゆっくり喫
うと深みのある
味わいに魅了さ
れる。

#4705　50g　￥2,090
早朝から喫える軽やかさを持ちながらも、充分に愉
しめる喫味は秀逸。オリエントにバージニアをミッ

クスし、プレスを
掛けロースト。そ
こに少量のラタキ
アが絶妙に配合さ
れている。

#4716　50g　￥2,090
バージニアのピュアな味わいを愛するスモーカー
向け。異なる色を持つ数種類のバージニアのブレ

ンド。ゆったりと
喫 煙 す る と、 口
腔 内 に 奥 深 い 甘
さが広がる。

#4708　50g　￥2,090
長めにカットされたダークカラーのバージニアにル
イジアナ産ペリクをわずかにブレンドし、芳醇なアロ

マを創り上げてい
る。ソフトなテイ
ストに、胡椒のよ
うな余韻を持つ。

#4711　50g　￥2,090
ダークカラーの熟成バージニアやブライト・レモンバー
ジニア、オリエントとラタキアによる均整のとれた配

合。上品な味わい
に、フローラルな
香りとスモーキー
な感覚が加わる。

#3936　50g　￥2,100
バージニアのフレイク。バージニアの甘さと心地よい酸
味が最後まで続く。着火当初はフラットだが、4 ～ 5 分

すると喫味は纏まり
甘さが引き立ってく
る。板状のフレイク
を折りたたむように
して火皿に詰める。
その上に着火用に
解したたばこを乗
せて着火。火種は
大きくせずゆっくり
喫煙。

#4703　50g　￥2,090
夜の一服に向く重厚な喫味。バージニアをベースに、
スパイシーなラタキアと特有の芳香を持つオリエン

トがペリクによっ
て見事に調和。類
まれな喫味を味あ
わせてくれる。

#4714　50g　￥2,090
優しい喫味を持つ常喫用ミクスチャー。明るい色の
バージニアが多くを占めており、ラタキアとオリエ

ントは軽く加熱乾
燥してブレンドさ
れている。

#4712　50g　￥2,090
非常に長い熟成期間を経たバージニアを使用。オリ
エントとブレンドされ、一段と奥行きを持たせたこ

のミクスチャーは、
ひとクラス上の時
を与えてくれる。

#4717　50g　￥2,300
熟成させたダークバージニアのフレイク。ゆったりと
喫うと、調和のとれた甘さと、ドライフルーツを想

起させる複雑な香
りが、パイプスモー
キングの妙味を体
験させてくれる。

#4706　50g　￥2,090
ロンドンで昔から人々が集う広場、その名にふさわ
しく親しみやすいミクスチャー。バージニアにラタキ

アとオリエントの
巧みなブレンドに
よる、穏やかな喫
味と上品な香り。

#4709　50g　￥2,090
ゴールデンバージニアにラタキアをふんだんに使用。
しかし、フローラルなオリエントとブラックキャベン

ディッシュにより、
まとまりのある喫
味に仕上げられて
いる。スパイシー
かつスモーキーな、
深みのあるミクス
チャー。

#3951　50g　￥2,100
オリエント葉の、というよりオリエント地域のたばこ
をテーマとしたミクスチャー。バージニアに各地のオ

リエント、ラタ
キアをブレンド
し、ブラックキャ
ベンディッシュ
やわずかなペリ
クを入れて味を
整えている。

V.M.

リボンカット

喫味 カット カーリーカット★★★★

配合 ブラックキャベンディッシュ+ ペリク +
バージニア

喫味 カット リボンカット★★★★★

配合 ブラックキャベンディッシュ + オリエント +
ラタキア+ ペリク + バージニア
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1903年チャールズ・ラットレーがス
コットランドで創業。ハイエンドたばこ
として、14種類のミクスチャーが今な
お続く。現在は古典的なイングリッシュ
ミクスチャーに加え、上質な加香たば
こも製造。

RATTRAY’S
ラットレー・レッドラパリー ラットレー・スターリングフレイク

E.M.=Extremely Mild　V.M.=Very Mild
　 M . = M i l d 　 M . M . = M i l d  M e d i u m 　

MD.=Medium　M.S.=Medium Strong　
S.=Strong　V.S.=Very Strong

★         Extremely Mild
★★         Very Mild
★★★         Mild
★★★★         Mild Medium
★★★★★         Medium
★★★★★★        Medium Strong
★★★★★★★        Strong
★★★★★★★★        Very Strong

喫味の強さ

香  料

X.X.
アロマ香料付き

喫味

喫味

喫味

配合

配合

配合

カット

カット

カット

ブロークンフレイク

リボンカット

ブロークンフレイク

★★★★★

★★★

★★★★★★

ケンタッキー + ペリク + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バージニア

ケンタッキー + ペリク + バージニア

喫味喫味

喫味

配合配合

配合

カットカット

カット

フレイクレディーラブド

ブロークンフレイク

★★★★★★★★★

★★★★

バーレー + ケンタッキー + バージニアブラックキャベンディッシュ + ペリク

ケンタッキー + ペリク + バージニア

#3913　50g　￥2,350
各種のバージニアとラタキア。重みのあるたばこばか
りのフルボディーなブレンド。火持ちをよくするため

細かく短くした刻
み幅。最後に少々
濃いグレーの灰が
残るが、これは不
完全燃焼の結果で
はなく、このブレ
ンドの特性。

#4931　50g　￥2,350
無加香たばこフレイク状。古典的な作りのフレイク。
各種類のバージニアや熟成方法の違いなどの葉を使

い、ストロングテイ
ストを実現。フルボ
ディーなのでベテラ
ンスモーカー向け。

ラットレー・マーリンフレイク

ラットレー・ハイランドタージ

ラットレー・ダークフレグラント

ラットレー・ジャックスミクスチャー

ラットレー・ブラウンクルーニ

ラットレー・スリーノギンズ ラットレー・プロフェッショナルミクスチャー

ラットレー・ブラックバージニア

ラットレー・ハローザウインド ラットレー・アカウンタンツミクスチャー

#3912　50g　￥2,350
かなり香りに鋭さがありフルに近いキャラクター。ラ
タキアが入っていないミクスチャーで、バージニアで

これほど 芳香性
と強さを持つたば
こは珍しい。「バー
ジニア・フレイク
の王者」の風格を
持つ逸品。カット
はペブルカット。

充分な手応えのあるコ
ク。しかも重くなく喫い
やすい。ラットレー最
後のレシピと言われて
おり、ベテランスモー
カーに「シリーズ最高
のミクスチャー」の評
価。一部のラタキア党
で「名品中の名品」と
噂のオリエンタルミクス
チャー。

キャベンディシュにペ
リクを加えたブレンド。
ラットレーの製品の中
で は 比 較 的 マイルド。
充 足感のある味わい。
着火をしてしばらくする
と感じる甘さが特徴的。

ラタキア独特の燻香と、
香ばしい香りの中に甘
さを秘めた不思議な出
来。 燃 焼 速 度は 遅く、
ラタキアのタッチが最後
まで持続。見た目は濃
い色合いをしたブレンド
だが、マイルドでコクの
ある仕上り。

濃い色合いにかかわら
ず、それほどの強さを
感じない。おそらくか
なり後期に開発された
作品に違いない。ラッ
トレーはフルボディー
の追求者で、「マイルド」
という言葉を嫌っていた
様子があり、彼にとって
は異色な出来になって
いる。

コクを強調、フルボディー
の一歩手前。名品セブ
ンリザーブと同じバージ
ニアをベースに、ラタキ
アで味付け。充足感あ
る喫味を楽しめる。刻
みは比較的細かいので
手巻きにすると、よりダ
イレクトな喫味感あり。

ミ デ ィ アム ボ デ ィー
のオリエンタルミクス
チャー｡ バージニアが
ベースで、オリエント系
のたばこの配合比が多
く、ラタキアは他のブレ
ンドと比べ少なめ。しか
し、上質な喫味を味わ
える。

「マイルドと言う表現は
使いたくないが、これ
は成功作品だ」という
ラットレーの語った言葉
の通り、ブレンドは色も
濃くフルな感じを受ける
が、それほど強くないミ
ディアムボディー。

異なったバージニアのミ
クスチャー｡ W・スコッ
トの小説「パースの美
しい少女」の中で、「最
も非凡な力を持った男」
と表現された鍛冶屋の
イメージから付けられた
名称。充分な熟成感が
ある。強いコクを持った
フルボディーなたばこ。

「室外で喫煙のためのブ
レンド」。ラタキアのス
モーキーな香味は、男
性的で荒々しさがある。
微妙にナッティーな芳
香、クリーミーで上質感
ある味、力強い喫味も
フラットに持続する逸
品。食後の喫煙がおす
すめ。

喫味 喫味

喫味

喫味

喫味 喫味 喫味 喫味喫味

喫味

カット カット

カット

カット

カット カット カット カットカット

カット

フレイク ミクスチャー

リボンカット

リボンカット

リボンカット リボンカット リボンカット リボンカットリボンカット

リボンカット

★★★★★ ★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★

★★★★

配合 配合

配合

配合

配合 配合 配合 配合配合

配合

ブラックキャベンディッシュ + ペリク +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + ラタキア +
オリエント + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + ラタキア +
オリエント + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + ラタキア +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + ラタキア +
オリエント + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + ラタキア +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + ラタキア +
オリエント + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + ラタキア +
オリエント + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + ラタキア +
オリエント + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + ラタキア +
オリエント + バージニア

ラットレー・オールドゴーリー

ラットレー・レッドライオン

ラットレー・ブラックマロリー

ラットレー・セブンリザーブ

#3901　50g　￥2,350
各種バージニアのミクスチャー｡ ブロークンフレイク

（フレイクをある程度揉みほぐした状態）とラブド（よ
く揉みほぐした
状態）の混合で、
昔からバージニ
アの独特な風合
いに富んだ味を
出すために考え
られた手法。

#3915　50g　￥2,350
典型的なイングリッシュミクスチャー。上質なバージ
ニアにラタキアとブラックキャベンディッシュ。また

最上質のギリシャ
オリエントが入っ
ている。

#3910　50g　￥2,350
各種バージニアとオリエント、ラタキアのラットレー
定番のブレンド。キャラクターはストロングでフルボ

ディー。缶の蓋
を開けたときか
ら酸味の強い燻
香がある。ラタ
キアは、強めに
主張しているの
で飽きのこない
たばこ。

#3904　50g　￥2,350
四六時中喫っていても芳香が飛ぶことがなく、ボ
ディーのしっかりした主張が持続するミクスチャー。

常喫タイプ。ブ
レンドは、異なっ
たバージニアに
ラタキア｡ レッド
ラパリーと同じ
構成だが、配合
比が違うので多
少軽めになって
いる。

喫味
配合

カット リボンカット★★★★
バージニア + バーレー

ラットレー・マクベス
#3916　50g　￥2,350
常喫タイプのイングリッシュミクスチャー。各種バー
ジニアとバーレーを使っている。刻みはリボンカッ

トなので気軽に
詰めて喫煙でき
る。着火も火持
ちもいいので常
喫タイプとして
使える。

#3906　100g　￥4,690

#3905　100g　￥4,690

#3902　100g　￥4,690

#3908　100g　￥4,690

#3903　100g　￥4,690 #3911　100g　￥4,690

#3909　100g　￥4,690

#3907　100g　￥4,690 #3900　100g　￥4,690 COLUMN

ラタキア入りの製品
レッドラパリー、ブラックマロリー、

セブンリザーブ、アカウンタンツミクスチャー、
ハイランドタージ、スリーノギンズ、

プロフェッシナルミクスチャー、
ジャックスミックスチャー、レッドライオン

ラタキアが入っていない製品
マーリンフレイク、ブラックバージニア、
ブラウンクルーニ、オールドゴーリー、

ハローザウインド、ダークフレグランド、
マクベス、スターリングフレイク
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※たばこのパッケージ及び商品名の変更が、法律に基づいて予告なく行われることがございます。※小売価格は税率変動により、改定される場合がありますのでご了承ください。 ※たばこのパッケージ及び商品名の変更が、法律に基づいて予告なく行われることがございます。※小売価格は税率変動により、改定される場合がありますのでご了承ください。

ソラーニ・ゴールド 779

ソラーニ・ブルー 369ソラーニ・エイジドバーレーフレイク 656ソラーニ・スイートミステリー113

E.M.=Extremely Mild　V.M.=Very Mild
　 M . = M i l d 　 M . M . = M i l d  M e d i u m 　

MD.=Medium　M.S.=Medium Strong　
S.=Strong　V.S.=Very Strong

★         Extremely Mild
★★         Very Mild
★★★         Mild
★★★★         Mild Medium
★★★★★         Medium
★★★★★★        Medium Strong
★★★★★★★        Strong
★★★★★★★★        Very Strong

喫味の強さ

香  料

X.X.
アロマ香料付き

喫味 喫味
配合 配合

カット カットフレイク フレイク★★★★★ ★★★★★
バーレー + バージニア バーレー + ケンタッキー + バージニア

  M.S.

  MD.

  MD.

  S.

喫味

喫味 喫味

喫味 喫味

配合

配合 配合

配合 配合

カット

カット カット

カット カット

フレイク

リボンカット リボンカット

コースカット フレイク

★★★★★

★★★★★ ★★★

★★★ ★★★★★

ペリク + バージニア

ラタキア + オリエント + バージニア ブラックキャベンディッシュ + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バージニア ブラジリアンリーフ + バーレー + ケンタッキー

#3267　50g　￥2,150
ブレンダーのルドガーの解釈が理解できるイングリッ
シュミクスチャー。ラタキア入りであるが、ラタキアの

主張は強くない。喫
味 の上 品 な 纏まり
は、バージニア一辺
倒、香 料 系 の 軽 い
たばこを好むスモー
カーにも抵抗無く受
け入れられる。ソラー
ニシリーズの入門編。
ラタキアはシリア産
を使用。

#3264　50g　￥2,150
このブレンドの特徴は着火10分後位で喫味が変化。当
初の甘ったるさは、酸味を帯びた熟成感に大きく変わっ

てくる。ルドガーは
後半を吸わせるた
めに、前半のアプ
ローチを長くしたの
だろう。ペリク嫌い
な喫煙者でも前半
は序曲として流し、
本編は充分に楽し
める。

#3266　50g　￥2,150
極上なバーレーキックが最初からガツンとくる逸品。
暫くするとシャンペンシャワーの如く細かな刺激にな

り心地よい。後半
はウッディー感が
盛り上がる。ジュー
スが多いのでパイ
プは選んだほうが
いい。喫味はフル・
ストロングで食後
の 喫 煙をす すめ
る。フル。

#3261　50g　￥2,150
喫味は極めて上品。実に喫煙者を悩ませる出来でミステリ
アス。ルドガーが「どうだ判るか ?」と我々に問うているよ

うだ。構成はお決ま
りのバージニアとキャ
ベンディッシュだが、
この「甘さ」は何か、
パイプ喫煙者に宿題
を出しているようだ。 
この不思議なたばこ
はまさにスイートミス
テリー。

ソラーニ・バージニアフレイク 633

ソラーニ・グリーン 127 ソラーニ・レッド 131

喫味 カット ミクスチャー★★★★★

配合 ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

#3265　50g　￥2,150
煙はソフトで濃厚な喫味。実に深い奥行き感を与え
てくれる。フレイクだがそのまま火皿に詰めて喫煙す

るとい い。 火 持
ちがいいのでタン
パーを多用するこ
と。強い燻香があ
るので周囲に配慮
は必要。オイリー
な食後のたばこと
して最適。

#3262　50g　￥2,150
缶を開けた瞬間に熟成したフルーツの香り。たばこは
いたって上質。2 回も熟成工程を設けて作られたキャ

ベ ン ディッシュ
は、喫 味 の 奥 行
きを感じる。上品
な甘い香りは周囲
に与える印象もい
い。厭味のない喫
味は、喫煙する時
間を選ばない。デ
イスモーク用とし
てリストアップ。

#3263　50g　￥2,150
トロピカルフルーツの酸味ある熟成感が甘さの中に溶
け込んでいる。シングルモルトのウイスキーでケーシ

ング。口腔内でま
ろやかに纏まる煙
は格別。たばこの
名産地「オールド
ベルト」のバージ
ニアが使われてい
る。独特の性格を
持ったブレンドに
仕上がっている。

ラットレー・バッキンガム

ラットレー・ウエストミンスター・アビー

サビネリ・アロマ サビネリ・レオナルド

ラットレー・マルコムフレイクラットレー・ウォレスフレイク

ラットレー・ユニオンジャック

サビネリ・ブラックキャベンデッシュ

#4921　50g　￥2,350
加香たばこ。ヒッコリーナッツにバーボンバニラと
シナモン。素材はバージニア、バーレー、ブラックキャ

ベンディッシュ。
甘さの中にシナ
モンの爽やかさ
があり、常喫で
きるタイプのた
ばこ。

#4923　50g　￥2,350
加香たばこ。クリーミー感満載なキャラメルをトッピ
ング。バージニアはフレイクのハンドラブド。上質な

バーレー、ブラッ
クキャベンディッ
シュ。マイルドで
軽い。

#3306　50g　￥2,150
その名の通り、香喫味の妙が素晴らしい。バニラ、
バーボン、アーモンドなどの香りが複雑に絡み合

う。 ダー クバ ー
ジニア、ブラック
キャベ ン ディッ
シュ、そしてオリ
エントがしっかり
と充 足 感を与え
ている。

#3305　100g　￥4,180
渾身のミクスチャーであることをうかがわせる、繊
細かつ深みのある喫味。厳選された各種バージニア、

キャベ ン ディッ
シュ、バーレーに
よるブレンドは、
コーヒー、チョコ
そしてバニラの甘
くクリーミーな香
りと合わさり、名
前に 恥じない 作
品となっている。

#4930　50g　￥2,350
加香たばこフレイク状。素材のバージニアはブラジ
ルとアフリカ。バーレーは最上質なマラウイ。火力

乾燥のケンタッ
キーは香喫味に
丸みを付ける役
目をして い る。
味付はパイナッ
プル。

#4932　50g　￥2,350
加香たばこフレイク状。プラムがメインの香喫味を
有するパイプたばこ。酸味の中に甘さを感じる高級

感 あ ふ れ るブ
レンド。たばこ
の素材も、イン
ド の 日 干 乾 燥
のバージニアを
使っている。

#4922　50g　￥2,350
加香たばこ。アマレットは杏子の核から作られたリ
キュール。香りのオーバートーンとしてスモーカーは

アーモンドの香り
を 感じ る。 実 に
繊細な香喫味を
味わえる。

#3307　50g　￥2,150
シンプルな名称だが独自の主張がある。それは細め
にカットしたバージニア、ナッティーなバーレーへの

適 度なブラック
キャベ ン ディッ
シュの配 合の技
が光り、バニラや
チョコの香りづけ
に工 夫 がされて
いるからだろう。

ラットレー ・ロンドンアイ
#4920　50g　￥2,350
加香たばこ。ラム、ココナツにマケドニアナッツを
加え奥深い香喫味を醸し出している。素材は各種

バージニアにバー
レ ー と キ ャ ベ ン
ディッシュ。刻み
はリボ ン カット。
そのまま火皿に詰
めて喫煙。

ラットレー・サーウィリアムラットレー・ロイヤルアルバート
#3914　50g　￥2,350
各種バージニアにバーレー。ケンタッキーの火力乾
燥葉のミクスチャー。ケーシングに軽くウイスキーを

使っている。刻み
の状態はレディー
ラブド。火持ちが
いいのでストレス
なく喫煙。

#4924　50g　￥2,350
加香たばこ。オレンジ、蜂蜜にバニラが使われている。
高級感あふれる香喫味は、さすがラットレーの製品

だけある。煙のス
ムースさ、火持ち
の良さはストレス
を感じることなく
喫煙できる。

喫味喫味

喫味

喫味

喫味

喫味 喫味

喫味

喫味

喫味

カットカット

カット

カット

カット

カット カット

カット

カット

カット

レディーラブドリボンカット

リボンカット

リボンカット

リボンカット

リボンカット ミクスチャー

リボンカット

リボンカット

リボンカット

★★★★★★★

★★★★

★★★

★★★★

★★★ ★★★

★★★★

★★★★

★★★★

配合配合

配合

配合

配合

配合 配合

配合

配合

配合

バーレー + ケンタッキー + オリエンタル +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + オリエント +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

ペリク +ブラックキャベンディッシュ +
バーレー + バージニア

MD.

M.

MD.

M. M.S. M.

S. E.M.

MD. M.

V.M. M.S.

ラットレー・タワーブリッジ

喫味
配合

カット ミクスチャー★★★★
キャベンディッシュ + バージニア

#4925　50g　￥2,350
加香たばこ。カリブ海の熱い日差しの中、海岸でパ
イプ喫煙をイメージして作られた。フルーツにバニラ

とラムが使われて
いる。熟成感ある
重い煙が愉しめる
逸 品。 煙 量 豊 か
に喫煙がいい。

ソラーニを開発したドイツ人ルドガー･ウ
イルは、業界では伝説的な人物。1968
年、彼は北欧のたばこ会社から新製品
の開発の依頼を受け、パイプたばこに
ウイスキーブレンドを冠した製品を世
界で初めて開発した。作られた製品は
アメリカで大ヒット。1997年、そのル
ドガー･ウイルが練りに練って作った
のが、この「ソラーニ」ブランドの一連
の製品だ。

SOLANI

COLUMN

パイプたばこを手巻きで喫煙
パイプたばこをそのまま巻紙に巻いて喫煙することはすすめら
れない。ブロードカット等の場合、喫煙中に火種がこぼれ落ちて
しまうのでやらないでいただきたい。まずたばこミキサーで砕
き、ある程度細刻してから巻き上げる。パイプで喫煙する喫味と
手巻きにしたときの喫味が、ドラスティックに変わることがある。
ちょっと太巻きにして煙量豊かに喫煙すると充足感が得られる。
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ファウエン・イブニング アウエンラント

ベントレー・ザ クラシックワン

ベントレー・ロンドンカーマイン

ベントレー・ロイヤルゴールド

ベントレー・プランターズパープル

ベントレー・バージニアルビー

ベントレー・オリエンタルアンバー

M.S.

MD.

V.M.

M.M.

MD.

S.

M.

M.

E.M.=Extremely Mild　V.M.=Very Mild
　 M . = M i l d 　 M . M . = M i l d  M e d i u m 　

MD.=Medium　M.S.=Medium Strong　
S.=Strong　V.S.=Very Strong

★         Extremely Mild
★★         Very Mild
★★★         Mild
★★★★         Mild Medium
★★★★★         Medium
★★★★★★        Medium Strong
★★★★★★★        Strong
★★★★★★★★        Very Strong

喫味の強さ

香  料

X.X.
アロマ香料付き

喫味
配合

カット ミクスチャー★★★
ブラックキャベンディッシュ + バーレー

  M.

  MD.

喫味

喫味

喫味 喫味

喫味

配合

配合

配合 配合

配合

カット

カット

カット カット

カット

レディーラブド

ミクスチャー

ブロークンフレイク ブロークンフレイク

リボンカット

★★★★

★★★

★★★ ★★★★

★★★★★

バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バージニア

オリエント + バージニア ラタキア + ペリク + オリエント + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バージニア

#3671　50g　￥2,500
まずパイナップルの香り、さらにナッティー感が現
れる。それらが混ざり、まさに指輪物語の世界に誘

う、他にはない
喫味の「パイプ
草」となってい
る。ストロング
なので日中の喫
煙は食後に。
※「パイプ草」は
物語中で使われて
いる言葉。

#4600　50g　￥2,500
古典的なオリエンタルがブレンドされているバージ
ニアのフレイク。すでに揉み解されている状態で製

品化されているの
で、気軽に喫煙で
きる。

#4605　50g　￥2,500
シリーズ中一番ストロング。ベントレー最初のラタキ
アブレンド。強さの中に熟成感ある甘みが上質。バー

ジニアベースで火
力乾燥させたオリ
エントにケンタッ
キーをブレンド。

#4604　50g　￥2,500
マダガスカルのバニラに蜂蜜をケーシング。バージ
ニアベースにキャベンディッシュは２回行い、熟成感

ある仕上りになっ
ている。

#4602　50g　￥2,500
バージニアにブラックキャベンディッシュ。天然のフ
ルーツでケーシング。酸味ある甘さが最大の特徴。

奥深いテイスト。

#4603　50g　￥2,500
蜂蜜とバーボンでケーシング。バージニアベースに２
回熟成工程を経たキャベンディッシュ。熟成感溢れ

る香喫味は充足
感を得られる。

#4601　50g　￥2,500
バージニアベースのイングリッシュミクスチャー。ラ
タキアにペリク入りで、熟成感があるが軽く仕上がっ

て い る。 充 足 感
満点。

ファウエン・アウエンラント
MD.#3682　50g　￥2,500

各種のバージニアとカットのバージニアをベースに、
映画「ロード・オブ・ザ・リング」をイメージしたパッ

ケージ。オレン
ジとピーチの加
香。甘い香りと
熟成感。

4th・ジェネレーション 1855

4th・ジェネレーション 1982

4th・ジェネレーション 1957

4th・ジェネレーション 1897

喫味喫味

喫味 喫味

カットカット

カット カット

リボンカットカーリーカット

リボンカット リボンカット

★★★★★★★

★★★★ ★★★

配合配合

配合 配合

ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + ペリク +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

バーレー + キャベンディッシュ+メリーラン
ド + バージニア

#4655　40g　￥2,300
レディーラブドのバージニアブレンド。上質のバー
ジニアを味わうため、火種は小さく、ゆっくりと吸

うこと。

#4682　40g　￥2,300
ブラックベリーとバニラの加香たばこ。1982 年の
創業 100 年を記念して作られたブレンド。燃焼速

度は比較的遅い。
プラグ状の 葉も
入っているので、
喫煙前によく揉み
解すこと。

#4657　40g　￥2,300
甘いバニラの加香たばこ。上品この上ない香喫味は
さすが歴史あるストックビー家が作っただけある。

クリーミーな甘さ
は口腔内にベル
ベッティ―な煙と
ともに味わうこと
が出来る。

#4697　40g　￥2,300
蜂蜜とバニラを使った加香たばこ。たばこにはブロー
クンフレイクも少量混ざっているので、喫煙前にはよ

く揉み解してから
火皿に詰め込ん
でいただきたい。
火 持ちもいいの
で、ストレスなく
喫煙可能。

カスク・No.7

カスク・No.4

カスク・No.9

カスク・No.1

カスク・No.5

カスク・No.2

カスク・No.11

ファウエン・モーニング アウエンラント
#3107　100g　￥4,850
珍しいカーリーカット（スパンカットともいう）。ベー
スはバージニアのブレンドだがペリク入り。刻みは幅

広なので火皿の
大き目なパイプ
向き。

#3104　100g　￥4,850
フレイクたばこ。ストレートバージニアにペリクをブ
レンドした無加香たばこ。よく揉み解し、ホットスポッ

トを作らないで
喫煙すること。

#3109　100g　￥4,850
酸味が奥深い加香たばこ。ヌガー、チョコレート、
バニラの自然な甘さが加香されている。火皿の大き

さを選ばないで
喫煙できる。

#3101　100g　￥4,850
典型的なイングリッシュブレンド。バージニア、オリ
エントにラタキアの配合になっている。加香たばこ

はブレンドされ
ていない。

#3105　100g　￥4,850
バーボンをケーシングした加香ブラックキャベン
ディッシュ。リボンカットなのでそのまま詰め込んで

喫煙できる。火
持ちはいい。

#3102　100g　￥4,850
チョコレートとバニラのユニークな加香たばこ。
上質な素材のブレンドなのでパイプ喫煙の充足感を

得られる。

#3111　100g　￥4,850
伝統的なバルカンブレンド。オリエント葉が絶妙。
スムースでありながら充足感のある喫煙を愉しむこ

とができる。

#3672　50g　￥2,500
ライト - マイルドで常喫用。着火後は軽快だが、そ
の後は充足感ある喫味が出てくる。ブラックキャベ

ン ディッシュ、
ブライトバージ
ニアにバーレー
のブレンド。香
ばし い バ ニラ、
爽やかなプラム
とカプチーノの
風味が調和して
いる。

喫味 喫味喫味
配合 配合配合

カット カットカット フレイク リボンカットリボンカット ★★★★ ★★★★★★★
ペリク + バージニア ラタキア + オリエント + バージニアラタキア + オリエント + バージニア

ファウエン・オックスフォードブレンド
#3670　50g　￥2,500
優雅な香り漂うこのたばこは、ブラックキャベン
ディッシュや各種のバージニア、バーレーを使ってい

る。そこにベル
ガモットをミック
スさせ、アールグ
レイの高貴な気
分に浸る時間を
もたらしている。

喫味 喫味 喫味 喫味

喫味喫味

喫味

喫味

カット カット カット カット

カットカット

カット

カット

レディーラブド リボンカット ミクスチャー リボンカット

リボンカットコースカット

リボンカット

リボンカット

★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★

★★★★★★★★

★★

★★★★

配合 配合 配合 配合

配合配合

配合

配合

ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
キャベンディッシュ + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

ケンタッキー + ラタキア + オリエント +
バージニア

M.S.

M.S.

M. M.
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コーネルディール・バイユー モーニング

ブレンディングタバコ・バージニア1.6 ザイールブレンディングタバコ・ルイジアナペリク

E.M.=Extremely Mild　V.M.=Very Mild
　 M . = M i l d 　 M . M . = M i l d  M e d i u m 　

MD.=Medium　M.S.=Medium Strong　
S.=Strong　V.S.=Very Strong

★         Extremely Mild
★★         Very Mild
★★★         Mild
★★★★         Mild Medium
★★★★★         Medium
★★★★★★        Medium Strong
★★★★★★★        Strong
★★★★★★★★        Very Strong

喫味の強さ

香  料

X.X.
アロマ香料付き

喫味

喫味

喫味
配合

配合

配合
カット

カット

カットリボンカット

クランブルケーキ

リボンカット★★★★★★

★★★★★

★★★★★
バーレー + バージニア + ラタキア

ペリク + バーレー + バージニア

ペリク + バージニア

喫味 喫味
配合 配合

カット カットリボンカット リボンカット★★★★★★★ ★★★
ペリク バージニア

#3275　57g　￥2,920
25% ものペリクを使用。最初はスパイシーさに圧
倒されるが、その甘みがバージニアにより上手に引

き出されてくる。
あくまでマイル
ドに調整されて
おり、朝、エス
プレッソを片手
に愉しめる。夕
べにバーボンで
嗜むのも一興。

#3485　50g　￥2,040
アフリカはザイールの 1.6 ミリ幅の細刻みのバージ
ニア。糖度は 20％。バージニアの典型的な甘い香味。

#3487　50g　￥2,300
たばこの漬物。非常に強い香味。少量でブレンドの
喫味を引き締める。

コーネルディール・ダ ヴィンチ
#3274　57g　￥2,920
ラタキア 75% という強烈な配合比。しかし、この
ミクスチャーの本領はバランスにある。バージニア

がキプロス産の
ラタキアの味を
支 え、 微 量 の
バーレーがアク
セ ント と な り、
周到な計算を推
測させる。

ブレンディングタバコ・オリエント

ブレンディングタバコ・ラタキア キプロス

喫味喫味

喫味
喫味

喫味

喫味 喫味 喫味
喫味 喫味

カットカット

カット
カット

カット

カット カット カット
カット カット

コースカットコースカット

プラグカット
フレイク

リボンカット

リボンカット リボンカット リボンカット
リボンカット ブロークンフレイク

★★★★★★★★★★★★★

★★★★★
★★★★★

★★★★★★★

★★★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★★

配合配合

配合 配合

配合

配合 配合 配合配合 配合

ブラックキャベンディッシュ + ラタキア +
ペリク

バーレー + シガーリーフ + ラタキア +
バージニア

ラタキア + オリエント +
バージニア バージニア

ブラックキャベンディッシュ

ケンタッキー バーレー ラタキア + バージニア
ブラックキャベンディッシュ +
ケンタッキー + ペリク + バージニア

ケンタッキー + ラタキア +
オリエント + バージニア

#3480　50g　￥2,040
草丈が低く葉が小さいことが特徴のたばこ。独特の
香りを放つ。

#3481　50g　￥2,300
キプロス島のトルコ地域で作られたラタキア。 

コーネルディール・チェネッツ  ケーキ

ジーエル ピース・シックスペンスコーネルディール・バーボンブルー

ジーエル ピース・ガスライト ジーエル ピース・ユニオンスクエア ジーエル ピース・バージニアクリーム ブレンディングタバコ・バーレージーエル ピース・セクスタント

コーネルディール・ミシシッピ マッド

ジーエル ピース・アビンドン

コーネルディール・ビリー バッド
#3271　57g　￥2,920
チェネとは、ペリクを発明したフランス系の人物名。
製品はクランブルケーキで、缶を開けた瞬間に発散

される酸っぱい
薫香から愉しみ
が始まる。バー
レーのタッチと
バージニアの甘
さの間から滲む
ペリクの味わい
に、チェネを想
う。

#3338　57g　￥3,120
オールドロンドンシリーズの一つ。シルバーのシッ
クスペンスは 17 ～ 18 世紀に流通していた英国の

硬 貨。 そ の 時
代をイメージし
たこのブローク
ンフレ イク は、
バージニア、ペ
リクにラムと思
しき酒がブレン
ドされている。

#3273　57g　￥2,920
名の由来の一つは、有名なバーボン・ストリート。
もう一つは酒の「バーボン」。バージニアに少量の

ケンタッキーと
ロング カット・
ペリクを交えク
ランブル・ケー
キにする前に加
えている。アメ
リカパイプたば
この奥深さを愉
しめる。

#3335　57g　￥3,120
よくまとまった香喫味。煙はシルキー
で 19 世紀末のロンドンの夜を想わせ
る。喫煙中、葉が膨らむととオイリー
さが増す。クランブルケーキによる複

雑な喫味。小
さめのボウル
に薄くスライ
ス して 揉 み、
緩 め に 詰 め、
ゆっくりと喫
煙を。

#3483　50g　￥2,100
甘 味 成 分を 加 味して い な いブラックキャベ ン
ディッシュ。

#3482　50g　￥2,200
手間のかかる火力乾燥で作られた。強めのボディー
にしたい時に使用。

#3484　50g　￥2,150
ベースとして使用可能なラタキアとバージニアのブレ
ンド。

#3337　57g　￥3,120
缶には霧の町サンフランシスコの図
柄が。100％バージニアのブレンドで、
加香や加糖はしていない。自然な甘
さ、干し草の香りなど、ストレート・

バージニアな
らではの様々
な香喫味を愉
しめる。日中
時を選ばず常
喫できる。

#3336　57g　￥3,120
独創的なブレンド。バージニアに
微量のバニラとバーボンをミック
スしたクリーミーさが、シャンパンの
ような繊細なタッチのバーレーと自

然なまとまり
を 見 せ て い
る。銘柄の英
名 に は ”The 
…” と あ り、
ブレンダー渾
身の作。

#3492　50g　￥2,040
アメリカのバーレー。香料の浸透性がいいアロマ
ティックたばこを作る時に必要。

#3339　57g　￥3,120
名称は航海用の「六分儀」。イン
グリッシュミクスチャーとネイビーフ
レイクを融合させる試み。オリエント、
ケンタッキーに微量のダークラムを加

え、ラタキア
の良さを損な
わぬよう緩め
のプレスをか
けたブローク
ンフレイク。

#3272 　57g　￥2,920
ミシシッピ川は、ぺリクの地ルイジアナ州を流れて
ゆく。銘柄名からの期待どおり、ディープな深みに

惹きこま れ る。
ラ タ キ ア、 ブ
ラックキャベン
ディッシュは見
事なバランスで
配合。比較的強
めなので、食後
がおすすめ。

#3334　57g　￥3,120
クラシックコレクションの一つ。G.L. ピース流の解
釈によるフルバルカン。充分な量のラタキアは落ち

着きを保ち、多
めのオリエント
と調和し、ウッ
ディー感と土っ
ぽさがからんで
心地良い。硬詰
めにしなければ
火持ちも良い。

#3276　57g　￥2,920
「白鯨」の著者、メルヴィルの最後の作品が「ビリー・
バッド」。ラタキアと、缶にも赤文字で記されたラフ

カット・バーレー
が、シガーリー
フと優れたまと
まりを見せてい
る。ニコチンも
強く、フルな夕
食後の喫煙がお
すすめ。

喫味 喫味喫味
配合 配合配合

カット カットカット ブロークンフレイク リボンカットクランブルケーキ ★★★★★ ★★★★★★★★★★
ケンタッキー + ペリク + バージニア ラタキア + オリエント + バージニアケンタッキー + ペリク + バージニア

1990 年創業。斬新な配合を常に創
作するアメリカのたばこ会社。2000
年には、ジーエル ピースの考案する
レシピを製品化して、大きな話題と
なった。両ブランドがアメリカのパイ
プたばこをけん引する。

自分好みのブレンドを作ることができ
る。既成のたばこに各種たばこを加
え、強さ、香味を調整できる。また
手巻き用たばこにトッピングして愉し
める。この場合は、たばこミキサーを
使い細かく砕くのがポイント。

Cornel & Diehl
G.L.PEASE ブレンディング

たばこ 

E.M. V.M.

M. M.

M.S.

喫味

喫味

喫味 喫味

配合

配合

配合 配合

カット

カット

カット カット

リボンカット

リボンカット

リボンカット レディーラブド

★★★★★★★

★★★

★★ ★★★★

ラタキア

オリエント

ブラックキャベンディッシュ バージニア

ブレンディングタバコ
ブラックキャべンディッシュ スイートアロマ

ブレンディングタバコ
バージニアマイソールレディーラブド

#3490　50g　￥2,150　
甘味成分が加味されているブラックキャベンディッ
シュ。

#3486　50g　￥2,040　 
フレイクにしたバージニア･マイソールのレディーラブ
ド。どのブレンドのベースにも使える。

ブレンディングタバコ
ブラックキャベンディッシュ ピュア

ブレンディングタバコ
ケンタッキー USA

ブレンディングタバコ
レッドバージニア No.3
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#3657
50g　￥1,430【5】
奥深い甘い加香たばこ。葉
の原料工場での十分な熟
成工程。その原料葉をまた
製品化工場に持ち込んで
再度熟成工程をした贅沢
なパイプたばこ。ヌガー、
チョコレートの甘み。レー
ズンの酸味ある芳香が味
わえる。

ホルガーダンスケ・
ダブル・ファーメンテッド MD.

#3652
50g　￥1,430【5】
2 回の発酵熟成を経たブ
ラックキャベンディッシュ
にローストされたバーレー
のミクスチャー。バーボン
の甘さと香ばしいアロマ。
西部開拓時代の酒場で、拳
銃を腰にカードで遊ぶコー
ンパイプを咥えたカウボー
イがイメージ。

#3695
40g　￥1,130【5】
甘いバニラの香喫味。バニ
ラの味付けが得意なドイツ
のプランタ社の製品。世界
的に有名になった「ダニッ
シュブラックバニラ」の姉
妹品として作られた。爽や
かな喫味は初心者からベ
テランまで充分に楽しめる
ブレンドになっている。

ホルガーダンスケ・
ブラック＆バーボン

プランタ・
ゴールデンバニラMD. MD.

#3185
50g　¥1,380【5】
世界初の甘いオレンジの喫
味を持つパイプたばこ。酸
味が効いて爽やか。メリハ
リのある味わいは常喫タイ
プとしても使える。オレン
ジの香気は周りにも漂い、
雰囲気を盛り上げる効果が
ある。キャラクターはライ
ト・マイルド。

マックリントック・
オレンジドリーム M.S.

喫味
配合

カット リボンカット★★
ブラックキャベンディッシュ + バージニア

#3452
40g　¥1,060【5】
缶入りパイプたばこのポー
チ版。最も甘いパイプたば
この一つ。喫味は酸味があ
る密度の濃い味わい。ブレ
ンドのバニラはマダガスカ
ル産の最高級。
※仕様変更により、価格・ｇ
数等が変更になる可能性がご
ざいます。ご了承ください。

ダニッシュ
ブラックバニラ（40）M.S.

喫味
配合

カット リボンカット★★
バーレー + バージニア

#3614
50g　¥1,530【5】
軽くてマイルド。甘いバニ
ラのルームノート。朝から
喫煙でき、初心者からベテ
ランまで常喫可。ライト・
マイルド。

ゴールデンブレンド・
バニラ【5】 V.S.

#3200
50g　¥1,530【5】
アンズの酸味の効いた甘
いブレンド。着火直後の甘
酸っぱさが次第に洋酒アマ
レットのナッティーな香味
に変化。

ゴールデンブレンド・
アマレット MD.

喫味
配合

カット コースカット★★★
バーレー + バージニア

#3790
50g　￥1,790【5】
12 週間熟成期間
をたっぷり取り、
スコティッシュモ
ルトで作り上げた
ので 熟 成 感 があ
り、上品な甘さが
口腔内に広がる。
特に後半に盛り上
がりを見せる。

ザ モルトハウス
  M.

#3590
50g　￥1,790【5】
実にクリーミーな
コーヒー喫味のた
ばこ。刻みはブロー
ドカット。火種を
大きくし、煙量豊
かに喫煙すると香
りの盛り上がりが
いい。常喫タイプ
として使える製品。

NO.13　イタリ
アンスタイル   M.

#3071
40g　￥1,060【5】
柘 製 作 所 が プ ロ
デュースしたバニ
ラフレーバーのパ
イプタバコ。ブラッ
クキャベンディッ
シュとバニラとの
配合バランスに特
に神経を払い開発
された。

イムコ・
パイプ バニラ   M.

#3660
50g　¥1,380【5】
ピーチを中心としたフルー
ツフレーバーが効いたブレ
ンド。イタリアン・グラッ
パが喫味をマイルドにさせ
ている。刻み幅は比較的
細かく、小さめなボウルで
も喫煙可能。

ベリーニ・
トスカーナ V.S.

#3661
50g　¥1,380【5】
イタリアン・バローロ
ワインとフル ーツリ
キュールを使い、マイ
ルドで熟成感たっぷ
り。刻みはヴァリアン
トカットと呼ばれる。
刻みの状態が色々あ
り、燃焼性良くストレ
スなく喫煙。

ベリーニ・
トリノ   S.

喫味
喫味

喫味 喫味

喫味

カット
カット

カット カット

カット

コースカット
リボンカット

ミクスチャー リボンカット

コースカット

★★★
★★★

★★★★ ★

★★

配合 配合 配合 配合

配合

ブラックキャベンディッシュ +
バーレー + バージニア ブラックキャベンディッシュ

ブラックキャベンディッシュ +
バージニア

ブラックキャベンディッシュ +
バーレー + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

喫味 カット レディーラブド★★★

配合 ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

喫味 カット ミクスチャー★★

配合 ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

喫味 カット ミクスチャー★★★

配合 ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

#3683
50g　￥1,530【5】
ブラックチェリーのブレン
ド。酸味の効いた重みのあ
る甘さ。ブレンドはバージ
ニア、バーレー。マイルド。

ゴールデンブレンド・
ブラックチェリー M.M.

喫味 カット★★★

配合 ブラックキャベンディッシュ + バーレー +
バージニア

喫味
配合

カット リボンカット★★★
ブラックキャベンディッシュ + バージニア

リボンカット

      =TS ネットワーク株式会社 CAP 流通からもご注文いただけます。
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#3970
35g　￥920 【5】

〈ナチュラルテイスト〉柘
製作所プロデュース。高品
質のバージニアを選んだた
め、喫味がスムース。さら
にカット巾を約 0.8mm に
指定し、コク味を出した。
バージニアによる最高の喫
味を追及。

ワイルド・
バイソン 35

#3308
40g　¥1,270 【5】
バージニアの最高峰、イ
ンド産のマイソールをメイ
ンにバングラディシュ産
のバージニアを加えたスト
レート・バージニア・ブレ
ンド。原料葉自体に含まれ
る糖度も非常に高く、自然
な甘さを感じる。

ジグザグ・
ファインカット

ツゲ・ジャーマン バージニア

マニトウ・ゴールド 80

喫味

喫味

喫味

喫味

喫味

喫味

喫味

喫味 喫味 喫味

喫味 喫味

喫味

喫味

喫味

喫味

喫味

喫味喫味

配合

配合

配合

配合

配合

配合

配合

配合 配合 配合

配合 配合

配合

配合

配合

配合

配合

配合配合

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★ ★★★ ★★ ★★

★★★ ★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★★★★

バージニア

バージニア

バージニア

バージニア

バージニア

バージニア

ハーブ

バージニア + オリエント バージニア バージニア + オリエント

バージニア バージニア

バージニア

バージニア

バージニア

バージニア

バージニア

バージニアバージニア + オリエント

#3400　35g　￥1,270
原料は大変珍しいドイツ産 100％ストレート・バー
ジニアのたばこ。特長ある軽やかさ、甘さが舌に残

り充足感が得ら
れる。喫味はしっ
かりある逸品。

#4762　80g　￥2,230
各種バージニア 3 種のブレンドにギリシャ産オリエ
ントを加え喫味はマイルド。甘さと深みを愉しめる。

ワイルド・バイソン 150

ゴールデンかがやき

チーター・アフリカ

#3971　150g　￥3,980
〈ナチュラルテイスト〉柘製作所プロデュース。高品
質のバージニアを選んだため、喫味がスムース。さ

らにカット巾を
約 0.8mm に 指
定し、コク味を
出した。バージ
ニアによる最高
の喫味を追及。

#3498　100g　￥4,180
柘製作所がプロデュースする極上ブライトバージニ
ア。味わいは格調高くスムースに推移。手巻きたば

こでも愉しめる
ようファインカッ
トバージョンに
て登場。

#3443　30g　￥830 【5】
日光を十 分に浴 びて
育 ったア フリカ産 の
バージニアによる甘い
喫 味。 軽 めで 吸い や
す いが、 良 質 な 原 料
により充足感を与えて
くれる。

マニトウ・ブルー 30 マニトウ・ゴールド 30 マニトウ・オーガニック 25 マニトウ・ピンク 30

キャメロン バレー

#4760　30g　¥840 【5】
各種バージニア 3 種
のみを使用し、バー
ジニア本来の甘さと
コクのある旨さを追
求した。

#4761　30g　¥840【5】
各 種 バ ージニア 3
種のブレンドにギリ
シャ産オリエントを
加 え 喫 味 はマイル
ド。甘さと深みを愉
しめる。

#4763　25g　¥840【5】
オーガニック 100%
のバージニア。湿度
管 理は重 要。適 度
な湿 度保持が必要
な自然派たばこ。

#4764　30g　¥840 【5】
軽い喫味を実現する
ため、バージニアと
オリエントの素材を
厳選。

#3230　30g　￥850 【5】
実に爽やかなペパーミント系ハーブ

たばこ。ペパーミ
ント、ユーカリな
どの葉でブレンド。
たばこの葉は一切
入っていない。

なし

100％ニコチンフリー
ハーブたばこ

 チュービング対応：刻み幅が約0.6～0.8ミリでチュービング、手巻きの両方に使用可能。

#3520
30g　￥800 【5】
ココナッツミルクの甘い香
りと喫味が南国を思わせる
手巻きたばこ。

#3525
30g　￥800 【5】
強い甘さのバニラとメン
ソールの清涼感ある香喫
味。

#3528
30g　￥800 【5】
雄大な自然が育んだガラ
ナのフレーバーが効いた
濃密でさわやかな味わい
の手巻きたばこ。

#3521
30g　￥800 【5】
ほろ苦くも甘いビター系
チョコレートの喫味が大人
の味を思わせる手巻きた
ばこ。

#3526
30g　￥800 【5】
バニラのクリーミーな甘
さの中に、ほのかにコー
ヒーの苦味を感じる手巻
きたばこ。

#3529
30g　￥800 【5】
コ ー ラ の 清 涼 感 と チェ
リーの甘さと酸味が醸し
だす、新鮮な喫味の手巻
きたばこ。

#3527
30g　￥800 【5】
甘い喫味にジンジャーの
刺激がマッチ。飽きの来
ない大人の香りが鼻腔を
満たす手巻きたばこ。

ブラックスパイダー・
ココナッツ・シャグ

ブラックスパイダー・
アイスバニラ・シャグ

ブラックスパイダー・
アマゾンガラナ・シャグ

ブラックスパイダー・
チョコレート・シャグ

ブラックスパイダー・
カフェバニラ・シャグ

ブラックスパイダー・
チェリーコーラ・シャグ

ブラックスパイダー・
ジンジャエール・シャグ

S.

S.

S.

S.

S.

S.

S.

E.M.=Extremely Mild　V.M.=Very Mild
　 M . = M i l d 　 M . M . = M i l d  M e d i u m 　

MD.=Medium　M.S.=Medium Strong　
S.=Strong　V.S.=Very Strong

★         Extremely Mild
★★         Very Mild
★★★         Mild
★★★★         Mild Medium
★★★★★         Medium
★★★★★★        Medium Strong
★★★★★★★        Strong
★★★★★★★★        Very Strong

喫味の強さ

香  料

X.X.
アロマ香料付き

M.

カプチーノ

喫味
配合

★★★★
バージニア + バーレー

#3205　40g　￥1,180 【5】
コーヒー系のシャグ。イタリアンコーヒーのエッ
センスをケーシングに使って作られた手巻き用
たばこ。周りにもコーヒーの香りが漂う人気ブレンド。

      =TS ネットワーク株式会社 CAP 流通からもご注文いただけます。
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#4685
40g　¥1,370 【5】
パイプたばこの名品ブルー
ノートの手巻きバージョン。
上質感溢れるたばこにしっ
かりとした甘さが最後まで
感じられる逸品。パイプの
替わりに一服。

ブルーノート・
ファインカット　 MD.

#3937
40g　￥1,100 【5】
インドのバスマ産のバージ
ニアとスパイシーなバー
レーの絶妙な配合。強め
の青りんごの薫香。甘さが
あり今までにない味わい。

#3931
40g　￥1,100 【5】
バージニアベースのシャグ
たばこ。細刻みでも毛足が
長く、よくたばこ同士がか
らみついているので巻きや
すい。キャラクターはライ
ト。

#3934
40g　￥1,100 【5】
バージニアブレンドによる、
調和のとれたマイルドな甘
み。

#3938
40g　￥1,100 【5】
インドのバスマ産のバージ
ニアとスパイシーなバー
レーの絶妙な配合。ブルー
ベリーとミントのブレンド
はフルーティーかつ爽快な
味わい。

#3930
40g　￥1,100 【5】
毛足の長い刻みなのでよく
からみつき、巻きやすい。
HALF ZWARE（ハーフツ
アレ）はツアレがフルでハー
フが半分。この表示はド
イツ語でマイルドという意
味。

#3933
40g　￥1,100 【5】
ダークファイアード・ケン
タッキーによる、魅力的な
燻臭と、旨みをたっぷりと
含んだ喫味がたまらない。

#3932
40g　￥1,100 【5】
カシスリキュールでおなじ
みの「ブラックカラント」
カクテル系手巻きたばこ。
ルームノートもつづく甘い
香りが漂い好印象。

レッドブル・
ダブルアップル

レッドブル・ブロンド　

レッドブル・バージニア　

レッドブル・
ブルーベリーミント

レッドブル・
ハーフツアレ レッドブル・ツアレ

レッドブル・
ブラックカラント

V.M.  V.M.

 MD.

喫味

喫味

喫味

喫味

喫味 喫味

喫味喫味

配合

配合

配合

配合

配合 配合

配合配合

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★★★ ★★★★★★

★★★★★★★★

バーレー + バージニア

バーレー + バージニア

バージニア

バーレー + バージニア

バーレー + ケンタッキー + バージニア バーレー + ケンタッキー + バージニア

ブラックキャベンディッシュ + バージニアバージニア + バーレー

#3042
40g　￥1,060 【5】
フランス料理の食前に好ま
れているアペリティフ“キー
ルロワイヤル ”。シャンパン
にカシスリキュールのカク
テルをたばこで表現。

#3046
40g　￥1,060 【5】
葡萄の香りが際立つ加香
たばこ。

#3045
40g　￥1,010 【5】
プラムの甘い香りが上品。
キック感（刺激）がなく上
質な手巻きたばこ。

#3048
40g　￥1,060 【5】
チェリーフレーバーの手巻
きたばこ。気軽に酸味を感
じ、加香たばこを愉しめる。

#3044
40g　￥1,010 【5】
フレッシュ感満載なたば
こ。レモンの酸味が爽や
かに、ミントのスッキリし
た清涼感が口腔内に広が
る。

#3040
40g　￥1,010 【5】
林檎の香りを持つシャグた
ばこ。

#3047
40g　￥1,010 【5】
強いメンソール感が特長の
手巻きたばこ。刺激的清
涼。

#3041
40g　￥1,010 【5】
トロピカルフルーツのマン
ゴー。マンゴーの持つ甘く
て酸味のある喫味が愉し
める。

#3043
40g　￥1,010 【5】
加香たばこには珍しいパ
イナップルの喫味。ジュー
シーな甘さが新鮮。

#3049
40g　￥1,010 【5】
甘さがやみつきになるバニ
ラフレーバー。しっかりと
した甘く強い香りが鼻腔に
ぬける。

エクセレント・
キールロワイヤル

エクセレント・
グレープ

エクセレント・
スイートプラム

エクセレント・
チェリー

エクセレント・
レモンミント

エクセレント・
アップル

エクセレント・
メンソール

エクセレント・
マンゴー

エクセレント・
パイナップル

エクセレント・
バニラ

MD.

MD.

MD.

MD.

MD.

MD.

MD.

MD.

MD.

MD.

喫味

喫味

喫味

喫味

喫味

喫味

喫味

喫味

喫味

喫味

配合

配合

配合

配合

配合

配合

配合

配合

配合

配合

★★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

バージニア + バーレー

バージニア + バーレー

バージニア + バーレー

バージニア + バーレー

バージニア + バーレー

バージニア + バーレー

バージニア + バーレー

バージニア + バーレー

バージニア + バーレー

バージニア + バーレー

D&R・ウインドセイル プラチナムヴィンセント マニル・ファインカット

喫味喫味
配合配合

★★★★★★★★
バージニアバーレー

#3421　40g　￥2,180
ストレートバージニアの無添加たばこ。喫味は軽い
のでブレンド用としてもベースたばことして使える。

バージニアの自
然な甘みを堪能
できる製品。

#3038　100g　￥4,180
「葉巻のような香喫味」。ベルギー南東部アルデンヌ
地方のスモアで育ったたばこ。湿った土壌で作られ
たたばこは芳醇でダイナミックな味わい。たばこは

乾燥した状態
でパックされ
ている。加湿
してもいいし、
そのままの状
態 で 喫 煙 も
可。

加香たばこの代表的ブランド。充足
感のある強い香りが特徴。甘くて濃
厚なフルーツ系のフレーバーに定評が
あり、バリエーションも豊か。

※仕様変更により、価格・ｇ数等が変更になる
可能性がございます。ご了承ください。

EXCELLENT
E.M.=Extremely Mild　V.M.=Very Mild

　 M . = M i l d 　 M . M . = M i l d  M e d i u m 　
MD.=Medium　M.S.=Medium Strong　
S.=Strong　V.S.=Very Strong

★         Extremely Mild
★★         Very Mild
★★★         Mild
★★★★         Mild Medium
★★★★★         Medium
★★★★★★        Medium Strong
★★★★★★★        Strong
★★★★★★★★        Very Strong

喫味の強さ

香  料

X.X.
アロマ香料付き

      =TS ネットワーク株式会社 CAP 流通からもご注文いただけます。
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さや紙（円筒状）を使いシガレットを
作るたばこ。刻み幅は広く、長さは短
い。ボリュームたばこが人気。ボリュー
ムたばことは、たばこ葉内にガスを注
入し、葉自体を膨張させたもの。体積
に比べ重量が軽い。

日本の伝統的喫煙文化に寄与するた
め、柘製作所が企画開発した。パッ
ケージデザインにもこだわり、宝船シ
リーズには、意匠右之吉があしらわれ
ている。極めて細い刻みだが、手巻
きにも使用可能。

MYO 刻みたばこ
ブラックホーク・カプチーノ 宝船 宝船ゴールド

　 PL88・メンソール　 PL88・バージニアブレンド　 PL88・ジャストタバコ

　 PL88・レッド（450）

　 ピカユーン　 スリーセイルズ

バージニアブレンドの
製品。キャラクターは
ミディアムで喫煙しやす
い。手巻（RYO）、チュー
ビング（MYO）両方で
きる刻みになっている
ので、幅広い手作りの
シガレットが愉しめる。

少ない量でシガレットが
巻けるコスパに優れた

「ボリュームたばこ」に、
最新の技術により世界
で初めてフレーバーを
つけた超ハイテク手巻
きたばこ。コーヒーの
ロースト感も再現したカ
プチーノの喫味。

柘製作所が企画した煙
管用刻みたばこ。バー
ジニア、バーレーなど厳
選した原料で葉組され
た高級品で、刻み幅は
0.1ミリと髪の毛ほどの
細さ。手巻きたばこで
も楽しめる。

柘製作所が企画した煙
管用刻みたばこ。イン
ド、ブラジル、ジンバブ
エの黄色葉をブレンドし
た 100% バージニアブ
レンド。香料不使用。

メンソールタイプのバー
ジニアブレンド。手巻
用（RYO) として ま た
チュービング用 (MYO)
として使 えるた ば こ。
フィルターを使うのがお
薦め。

アメリカンブレン
ドのライトテイス
ト。バニラの香気
とバージニアの甘
みが見 事 に 調 和。
MYO の 初 心 者 か
ら常喫者まで幅広
い支持層に対応。

100 ％ナ チュラル 系。
たばこ以外に何も入っ
ていないのでジャストタ
バコのネーミングになっ
た。バージニア、バー
レー、オリエントのブレ
ンド。

ペ リ ク入り の フ ル ボ
ディーたばこ。タール
10 ミリ以上のシガレッ
トが好みのスモーカー
にお薦め。低タールシ
ガレットの 常 喫 者 は、
フィルターをダブルで使
うといい。湿度管理は
購入直後からすること。
空腹時の喫煙は避ける
こと。

昔風のバージニアブレン
ド。バージニアのトース
ト感ある甘みはエレガ
ントな喫味を提供してく
れる。シガレットにする
時は固詰めにして、ゆっ
くりと喫煙する方が充
足感を得られる。フル
に近いので空腹時の喫
煙は避けた方がいい。

D&R・アセイ
#3427　40g　￥2,180
加香系ストレートバージニア。糖蜜とリカー系のア
ルコールで香喫味を出す。レシピは公開されていな

いが、 喫 煙 の 充
足 感が 得られる
仕 上りに なって
いる。

D&R・ロンドン ドックD&R・ランバック
#3429　50g　￥2,860
1960 年代の名品ロンドンドックのオルタネイティ
ブを手巻きで愉しめる。2 度もローストしたバー

レーを使用。複
雑な甘さと強さ
がクラシックな
喫味。

#3428　40g　￥2,290
100% ターキッシュ。手巻きたばこにしては強い
香喫味。往年のドイツのオリエントシガレットを彷

彿させる。太目
に巻き上げると
より充足感が得
られる。

#3646　200g　￥4,800

#3640　100g　￥2,800 #3460　20g　￥580 【5】 #3461　20g　￥580 【5】

#3647　200g　￥4,800

#3649　450g　￥11,210

#3645　200g　￥4,950

#3424　100g　￥3,570#3423　100g　￥3,370

ヴィンセントマニル・ワイドカット
#3039　100g　￥4,180
手巻きでもいいがパイプ喫煙でも可。パイプ喫煙の
場合は、火皿の小さめなボウルがお薦め。過燃焼さ
せずゆっくり喫煙。

喫味 喫味 喫味

喫味喫味

喫味

喫味

配合 配合 配合

配合配合

配合

配合

★★ ★★★ ★★

★★★★★★★★★★

★★★★★

★★★★★

バーレー + バージニア バーレー + バージニア バージニア

バージニアオリエント + バーレー + バージニア

バーレー + オリエント + バージニア

バージニア

喫味

喫味
喫味

喫味

喫味

喫味
配合

配合 配合

配合

配合

配合

Extremely Strong

★★★★
★★★★★★

★★★★

★★★★★★

★★★★★ バーレー + オリエント + ペリク +
バージニア

バーレー + オリエント + ペリク +
バージニア バーレー

バージニア

オリエント

バージニア

MD.

M.

MD.MD.

COLUMN

COLUMN

恭三郎のひと言　煙管煙草「宝船」
どうしてもアメリカンブレンドで煙管用たばこを呑み
たくて、この刻みを作った経緯がある。日本で柘製作
所が製品たばこを法律上作れない。ならば外国でと
いうことで世界中の取引先に尋ねたが、条件の刻み
幅 0.1mm は製造上無理だった。しかし、食文化の王
国ベルギーのシャグ製造会社がその無理な注文を聞
いてくれた。完全な製品として出来上がるまでに 1 年
以上かかったが、製品として完成した時は嬉しかった。
思わず 3 本締めをして最初の一服をしたもんだ。

吸い方 手入れ

 チュービング対応：刻み幅が約0.6～0.8ミリでチュービング、手巻きの両方に使用可能。

煙管の吸い方と手入れ

　　手の平に雁首をトン 
     トンと軽く打ち付け、
     火皿の細かいカスを
     落とす。

今様こよりに脂取液をしみ込ませる。

煙管がまだ熱いうちに内部の残りカス
を吹出す。こよりを煙道内に押し込み、
ていねいに掃除する。

火皿は、こよりを 2 つに曲げ内側をキ
レイに掃除する。

汚れがひどい時は、楊枝やマッチなど
で火皿のタール分を搔き出し、本体の
煙道内の汚れを竹串などで落とす。そ
の後、こよりとパイプスクリーン液で
内部を掃除する。

（煙管関連用語集）
叺（かます）：煙管とたばこ入れが一緒になっている。
根付：提げ物を帯から提げて落ちない役目を持つ。
腰差し煙草入れ：煙管筒と煙草入れは紐で結ばれている。煙管筒は帯にはさ
み込む。
灰吹き：灰を落とす筒状の灰皿。吐月峰（とげっぽう）とも云う。その由来
は静岡県丸子の柴屋寺である。
火入れ：煙管喫煙専用の小型火鉢。陶器製が多い。
前金具：煙草入れ中央についている飾り金具。
女持ち（めもち）：女性用の煙管や道具類を指す。
緒〆：根付と煙草入れの間にある 2 本の紐を束ねる玉状のもの。根付は帯の
上、緒〆は帯の下に出す。

　　たばこを指先でつまみ、  
     指先で丸めて火皿に柔らか
     く詰める。

   　遠火で火を吸い込むように
      たばこに火をつける。

吸 い 終わっ      
たらマッチの
軸 など で火
皿の 中 のカ
スを捨てる。

   　3 ～ 4 服吸う。

   　1
   　1

   　3

   　4

   　3

   　5

   　2

   　2
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TABACALERA

DON JUAN　ドンファン

世界的に有名な葉巻の産地であるマニラを代表するのがタバカレラ。
製造最終段階での真空装置による、たばこビートルの除去法は非常にユニーク。

タバカレラ社が作る高級葉巻。ウッディー感と酸味が際立ち、
高級葉巻のテイストを醸し出している逸品。

タバカレラ・ハーフコロナ
#2405
25本入り ￥7,000　1本  ￥280

ドンファン・ハーフコロナ
#2451
25本入り ￥13,000　1本  ￥520

タバカレラ・パナテラ
#2404
25本入り ￥6,250　1本 ￥250

ドンファン・コロナ
#2450
25本入り ￥18,250　1本  ￥730

タバカレラ・ロブスト
#2407
10本入り ￥5,500　1本 ￥550

ドンファン・チャーチル
#2452
25本入り ￥24,750　1本  ￥990

タバカレラ・コルタドス
#2412
25本入り ￥9,500　1本  ￥380

タバカレラ・コロナ
#2400
10本入り ￥3,700　1本  ￥370

タバカレラ・ピラミッド
#2406
10本入り ￥6,900　1本  ￥690

タバカレラ・エルコンデ
#2411
25本入り ￥12,000　1本  ￥480

タバカレラ・ダブルコロナ
#2403
10本入り ￥7,000　1本  ￥700

105ｍｍ

105ｍｍ

125ｍｍ

140ｍｍ

130ｍｍ

178ｍｍ

134ｍｍ

140ｍｍ

160ｍｍ

174ｍｍ

215ｍｍ20ｍｍ

14ｍｍ

14ｍｍ

12ｍｍ

16ｍｍ

20ｍｍ

18ｍｍ

20ｍｍ

16ｍｍ

20ｍｍ

17ｍｍ

オリファント・ファンチェ

ブラジルトルレリエ・ミニ

アプリコットスナッフ

#2182　10 本入り　￥2,350
トルペドの小型。
●サイズ（約）：83mm×12mm 

#2607　10 本入り　￥2,060
●サイズ（約）:136mm×9mm

#2490　20 本入り　￥2,190 【5】
歴史あるブランドのシガリロ。ハバナを使っているので充足感
ある喫味は、長年にわたって人気が衰えない証拠。

#3996　￥400 【10】
世界で一番売れているスナッフ。たばこの
微粉末とメンソールがマッチして、爽快感
がある。ニコチン入り。

#2181　10 本入り　￥2,250
オランダとインドネシアの長いたばこの
歴史を象徴するブランド名。
●サイズ（約）：90mm×11mm

#2188　8 本入り　￥2,080
サイズはコロナの半分で、短時間に葉
巻を堪能したいスモーカーに最適。
●サイズ（約）：90mm×13mm

#2608　50 本入り　￥10,700
オランダとインドネシアの長いたばこ
の歴史を象徴するブランド名。
●サイズ（約）:108mm×13mm

#2263　50 本入り　￥4,710
本格的なスマトラを使った葉巻のテイスト。葉巻の喫味を短時
間で愉しめる。喫煙時間が限られている場合に最適。

#2183　10 本入り　￥3,110
オリファントの代表的なシェイプ。
●サイズ（約）：113mm×14mm

#2187　10 本入り　￥1,790
世界で一番小さな木箱に入った葉巻。
超ミニシガー。
●サイズ（約）：70mm×18mm

#2606　10 本入り　￥1,450
●サイズ（約）:90mm×9mm

#3995　￥400 【10】
珍しいあんずの香り。甘く清涼感がある。
ニコチン入り。

オリファント・クナキエ

ブラジルトルレリエ・エルドラド

ドンエステバン・シガリロ

グレッシャースナッフ

オリファント・V.O.C. オリファント・マーテリフ

ブラジルトルレリエ・バヤッツオ

キャンドルライト・セニョリタス・シガー・50

オリファント・コロナ

DE  OLIFANT

SNUFF

DON ESTEBAN CANDLE LIGHT

1832年、オランダはカンペン市で創業。現在でも創業当時のビルと生産設備
を使って、本格的なダッチシガーを作っている。

古き良きブラジル・シガーを追及したブランド。ラッパーはマタ・フィナ。
フィラーやバインダーはブラジル、キューバ。ビターな中に甘みを含んでいる。

喫煙する場所が限られている時は「嗅ぎたばこ
（スナッフ）」がたばこの代用として使える。

DE  OLIFANT

BENTLEY
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手巻きたばこを始めるなら

これだけは揃えよう！
シャグ（たばこ）は大きく分けてノンフレーバー、フレーバーの 2 タイプ。巻紙、フィルターにもそれぞれ種類があります。まずは、シャグ
選びからスタート。その後、巻紙＆フィルターも色々な組み合わせを試して、自分ならではの手巻きたばこスタイルを見つけましょう。

Let’s  start 

R.Y.O.！

シャグ
SHAG

巻紙
PAPER

フィルター
FILTER

ローラー
ROLLER

マニトウ・ゴールド30
30ｇ ￥840

　 ジグザグ・
レッドシングル
￥100＋税　　

ジグザグ・レギュラー
フィルター
￥400＋税　　

ジグザグ・レギュラーサイズローラー
￥600＋税　　

たばこ本来の味わいを愉しむなら、ノンフレーバーがおすすめ。「マニト
ウ・ゴールド30」「ジグザグ・ファインカット」などが、その代表格。「マニト
ウ」シリーズは乾燥した状態で販売されているので、加湿用具で1日ほど
湿らせてから使用しましょう。

香りを愉みたいなら、フレーバーたばこをセレクト。「ブラックスパイ
ダー」シリーズは、個性豊かな7種のフレーバーをご用意。甘い香りを
愉しむなら「カフェバニラ」、清涼感を味わいたいなら「ジンジャーエー
ル」など、気分で使い分けましょう。

巻紙は2種類。厚地の　「フリーバーニング」は、シガ
レットと同じ燃焼速度のため安定して喫煙できる他、巻
きやすい。薄地の　「スローバーニング」は、燃焼の速
度が遅く、長くじっくりと味わいたい人に。まずは同じ種
類のシャグを使って、両方の巻紙を試してみましょう。

フィルターは、大きく分けてレギュラーとスリムの２タイ
プ。たばこが口に入ったり、煙をダイレクトに吸ったりす
るのを防ぐ役割があり、マイルドな吸い心地になります。
スリムタイプはレギュラータイプよりひと回り細く、使用
するたばこも少なくなるため経済的。ナチュラル素材も
あるので、裏面をチェックしましょう。

ローラーも、大きく分けて標準サイズに巻けるレギュ
ラーと細身に巻けるスリムの２タイプ。均等においしく巻
けるのがローラーのメリットです。喫味が変わるので、お
好みで試してみよう。

ブラックスパイダー・
カフェバニラ シャグ　
30ｇ ￥800 

シグザグ・ファインカット
40ｇ ￥1,270

　 ジグザグ・
ブルーシングル 
￥100＋税　

ジグザグ・スリムロング
フィルター
￥400＋税　

OCB・スリムサイズ・クリスタルローラー
￥750＋税　

　 OCB・
アルティメイトシングル
￥120＋税

ジグザグ・ウルトラスリム
フィルター
￥400＋税

ブラックスパイダー・
ジンジャーエール シャグ
30ｇ ￥800

無着香（ノンフレーバー）

フリーバーニング

レギュラー

レギュラー

スローバーニング

スリム

スリム

着香（フレーバー）

持ち運びにもこだわろう！
手巻きたばこは自宅で作って持ち運ぶ場
合、シガレットケースを活用しましょう。

シャグは加湿が大事！
シャグは、枯葉のような乾いた状態では本
来の味は楽しめません。加湿が大切なの
です。葉を触って食パンのようなやや湿っ
た柔らかな感触がベストな状態。ヒュミ
ドールなどを水に5分浸し、表面をよく拭
いてからポーチ、ジャーに入れましょう。

ヒュミドール・
アルミ・ゴールド
￥500＋税　
※他にシルバー、ブラックあり。

ロールミーアップ・
シガレットケース・ゴールド
￥500＋税　

・カタログ掲載商品は、2020年1月1日から有効です。

・小売価格は素材価格変動及び消費税率変動などにより、改定される場合がありますので
　ご了承ください。

・本カタログの喫煙具の表示価格は、すべて税抜価格です。

・このカタログに掲載されている商品の標準仕様及びデザインは、改良のため予告なく変
　更されることがありますのでご了承ください。

・たばこのパッケージ及び商品名の変更が、法律に基づいて予告なく行われることがござ
　います。

・商品のカラーは印刷インクの性質上実際とは多少異なる場合がありますのでご了承くだ
　さい。

・カタログの商品及び修理に関するお問い合わせは、各販売店までお願いいたします。

〒111-0042東京都台東区寿4丁目3番6号
TEL.03-3845-1221（代表）FAX.03-3845-1225

tsugepipe.co.jp

株式会社


