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1 株式会社スティルダム・サガ/楠乃花蒸留所のご紹介

社 名：株式会社スティルダム・サガ

施設名：楠乃花蒸溜所（くすのはなじょうりゅうしょ）

所在地：佐賀市諸富町徳富７１－１

従業員：3名 資本金：3百万円

設 立：2019年5月

創 業：2020年4月（スピリッツ酒類製造免許取得）

概 要：2020年4月に開所した国内最小規模のスピリッツ蒸溜所。

オランダ製最新鋭蒸留器「iStill」を導入し、「佐賀の自然を蒸

留する、スロースピリッツ」をスローガンに、佐賀県産の素材

にこだわったクラフトジンを提供。



ジンはオランダ発祥の蒸留酒（ジュネヴァ）。
ジュニパーベリー（画像）と呼ばれる西洋ネズ（針葉樹）の実をはじめ
とした香草・薬草類を加え、再蒸溜して造られるお酒。因みにジンに使
用させる植物性原料をボタニカルと呼んでいる。
当時は利尿、解熱、健胃剤として薬としての利用された。名誉革命に
よって1689年、オランダからウイリアムⅢ世(オレンジ公ウイリアム)が
英国国王に迎えられ、ジュネヴァはロンドンで爆発的な人気を得て「ジ
ン」と短縮されて呼ばれるようになり、全世界に広まった。

「ジン」とはウォッカ、テキーラ、ラムと並ぶ、世界四大スピリッツのひとつ



明確な定義はないが、主に小規模な蒸留所で造られる個性の強いジンが

「クラフトジン」と呼ばれる。 通常のジンでは使われない蒸留所特有の

ボタニカルが使われていたり、伝統的な製法が採用されていたりと、こ

だわりを持って造られているのが特徴。

「クラフトジン」とは

日本では2016年の
京都蒸溜所が日本
第一号のクラフト
ジン蒸溜所。ウイ
スキー専門誌
「Galore」（左画
像）の2022年6月
号の調査では、82
か所の蒸溜所が確
認されている。



※抜粋 読売新聞オンライン 2022/3/30

輸出も堅調な「クラフトジン」



2 弊社の取り組み（１）

佐賀のクラフトジンとしてのブランディング戦略

佐賀の

クラフト
ジン

■ジンの発祥国である

オランダと佐賀藩の歴

史的背景

■オランダの技術や蒸

溜器を取り入れたオラ

ンダスタイルジン

■佐賀の豊かな農産

物を使った個性的な

ジン

■佐賀の清酒をベー

ススピリッツに使用

■佐賀の天然水を割

水に使用



2 弊社の取り組み（２）

優位性・独創性の確立

■地域では
バーテンダー
と協同し、い
ち早く市場へ
の導入を図る

■独自技術か
つスピード感
ある新商品開
発・商品化

■少量多品種
生産型の多様
でマクロな
ニーズに応え
る技術力

■佐賀の恵まれ
た原材料（ボタ
ニカル）による

独自化



2 弊社の取り組み（３）

商品のポジショニングマップ

風味の特徴や個性 多い

風味の特徴や個性 少な
い

付加価値（希少性）高い

付加価値（希少性）低
い

当
社

一般的
なジン

クラフトジン（ジュネバス
タイルジン）



2 弊社の取り組み（４）

販売チャネルの構築

特約店を通じた

限定流通を展

開

従来型

通販サイトやア

プリ、クラウド

ファンディング

などによる展開

IT活用型

既知ルートや展

示会や見本市で

の展開、公的機

関の輸出支援

策の利用

海外展開

他社の受託生

産及び供給、

ギフト商品

OEM受託

コロナの影響により低迷した従来型チャネルは徐々に回復。IT活用型は従
来型やOEM受託との連携に新しい販売チャネルとして増えている。OEM受
託は非常に好調であるが、一方で海外展開はコロナの障害が大きい。



スタンダード45％ 700㎖ リスボン45％ 700㎖ さがみかん45％ 700㎖

佐賀の清酒「純米吟醸」をベースに、佐賀ならでわのボタニカルを使った、
佐賀ではじめてのクラフトジンです。

上記容量以外にハーフサイズ375mlもございます。

スティダムジンのご紹介

2 弊社の取り組み（５）



スティダムジンのボタニカル（原材料）

【原材料】純米焼酎（佐賀県産純米吟醸酒を単式蒸留したもの）、ボタニカル全
14種(佐賀県・ボタニカル7種（レモングラス、カモミール、アップルミント、陳
皮、レモンピール、海苔、胡麻）、海外・ボタニカル7種（ジュニパーベリー、コ
リアンダーシード、アンゼリカ、アニスシード、カシア、リコリス、ラベン
ダー）)



2 弊社の取り組み（６）
開発商品のご紹介（2020年4月～）

品名又は商品名 区分 キーボタニカル（産地） 特徴

0 フレーバードスピリッツ75 当社数量限定 レモン（鹿島） アルコール消毒用

1 スタンダード 定番商品 ベーシックモデル
2 リスボン 定番商品 レモン（鹿島） レモンの香り
3 さがみかん 定番商品 さがみかん（佐賀） みかんの香り
4 五代目石橋果樹園 市内企業OEM 青みかん（佐賀） みかんの香り

5 1st アニバーサリー 当社数量限定 レモングラス（武雄）、ベルガモット（多久） レモングラスの香り

6 BAR CASK 佐賀市内BAR OEM 南高梅（七山） 梅の香り
7 梅ジン 当社数量限定 南高梅（七山） 梅の香り

8 レモングラス＆ベルガモット 市内企業OEM レモングラス（武雄）、ベルガモット（多久） シトラスの香り

9 ジニー 大牟田酒販店 OEM 上内みかん（大牟田） みかんの香り
10 カルダモンドライ 新宿BAR OEM カルダモン（インド） ジントニック専用ジン

11 ストゥームシップス 当社数量限定 ラプサンスーチョン（中国）、燻製ゴマ スモーキーな香り

12 ローズドライジン 市内企業OEM バラ（佐賀） バラの香り
13 広川町OEMぶどう 広川町OEM ぶどう（広川） ワインの香り
14 広川町OEMいちご 広川町OEM いちご（広川） ベリージャムの香り

15 シェアジン 全国BAR OEM レモングラス（武雄）、ベルガモット（多久） レモングラスの香り

16 ネグローニ専用ドライ 新宿BAR OEM コーヒー（ブラジル） ネグローニ専用ジン
17 ２nd アニバーサリー 当社数量限定 松葉（唐津） 松の香り
18 森林スピリッツ 東京企業OEM 間伐材（日本） 木の香り
19 りんごジン 北九州酒蔵未納税酒 りんご（福岡） アップルパイの香り
20 ホップジン 佐賀市内BAR OEM ホップ（京都） ホップの香りと苦み
21 カルダモンスパイシー 名古屋BAR OEM カルダモン（インド） スパイスーな香り

22 ユズ＆レモン 岐阜企業OEM ユズ（武雄）、レモン（鹿島） ユズの香り

23 フラワージン 岐阜企業OEM ラベンダー（フランス） 花の香り
24 文旦ジン 徳島BAR OEM 文旦（高知） 文旦の香り
25 キンモクセイ （11月予定）当社数量限定 キンモクセイ（中国） キンモクセイの香り
26 ゲンコウ （来年予定）当社数量限定 ゲンコウ（唐津） ゲンコウの香り
27 ローズジン （12月予定）当社数量限定 バラ（佐賀） バラの香り

28 金柑＆ゆず （来年）当社数量限定 キンカン（有田）、ゆず（武雄） キンカンとゆずの香り

29 葉ワサビジン 埼玉BAR OEM(来年） 葉ワサビ（埼玉） ワサビの香り

30 ソーダ割専用 新宿BAR OEM（12月） ローズマリーかレモングラス 試作中



ボタニカルは様々な地域の特産となる果実やハーブ、香草類であり、クラ

フトジンを個性づけるものとなります。その可能性はまさしく無限大です。

3 魅力的な佐賀県産素材

ハーブ系（レモングラス、カモミール、シソ、バジル、山椒、わさび、パセリ、
ローレル、 シナモン、ミント、ラベンダー、ローズマリー、甘草等）、柑橘系（ゲ
ンコウ、温州ミカン、 麗紅、マーコット、セトカ、津之輝 、スダチ、いよかん、ア
ンセイカン、キヨミ、キンカン、 デコポン、ハルカ、ハレヒメ、甘なつ、アマクサ、
レモン、ネーブルオレンジ、はっさく、 ユズ、ナツミ、ポンカン、キノス、グレー
プフルーツ）、果実系（梅、梨、巨峰、りんご、柿、 菱、びわ、キウイフルーツ、
イチジク、ブルーベリー、メロン、スイカ等）、草木系（緑茶、 紅茶、よもぎ、く
わ葉、びわ葉、えごま、ケツメイシ、かりん、マタタビ、ヒノキ、スギ、クロモジ、
アオモジ等）、野菜・その他 （佐賀のり、ごま、玉ねぎ、アスパラガス、れんこん、
しいたけ、トマト、ネギ、きゅうり、 しょうが、 ごぼう、にら、にんにく、唐辛子、
さとうきび等）

うれしの茶 レモングラス

金柑
甘夏

レモン ゆず さがんルビー

鍋島小紋

ゲンコウ









4 これからの取り組み

• 商品設計の自由度が大きく、多種多様な原材
料に対応できるジンはOEM受託素材としては
最適

• 弊社の特性を生かした商品開発力、提案力の
強化

OEM受託強化

• 佐賀ボタニカルの可能性のさらなる追求

• 樫樽貯蔵などの付加価値強化

• 輸出への取り組みへの着手

• バーテンダーアンバサダー制度によるブラン
ド浸透策

自社ブランド
の強化

• 地域企業や農家との連携強化

• SNS活用による情報発信強化

• 飲み方の提案など身近に感じられる動画配信
発信力強化



ご清聴ありがとうございました。


