


●納品日の３週間前までにお申込みください。　●ご注文は１セット（３本）から承ります。　

3連デザイン両家＆新郎新婦用

ギフトボックス入り
本格焼酎/麦

ギフトボックス入り
スパークリングワイン/マグナム

3連デザイン/エッチングボトル　※ラインストーン付き

3Designs for Parent & Bride/ Groom 
ご両家と新郎新婦それぞれ名前を配し、3本並べると絵柄が揃う、ご両家と新郎新婦をつなぐ記念品です。

ご両家ボトルには親御様のお名前・メッセージ・挙式日・新郎新婦名が、新郎新婦用には新郎新婦名・挙式日が入ります。

ウェルカムアイテムとしてもご利用できます。

今までありがとう。これからは二人
で頑張ります。見守っていてね

啓司様 ＆ 妙子様

Especially Thanks

2025.11.22

KEITA & MISAKI

HAPPY WEDDING

2025.11.22 お二人のような夫婦をめざして
二人で支えあいます。ありがとう！

直之様 ＆ 恭子様

Especially Thanks

啓司様 ＆ 妙子様

Especially Thanks

2025.11.22今までありがとう。これからは二人
で頑張ります。見守っていてね

啓太 & 美咲

HAPPY WEDDING

2025.11.22

直之様 ＆ 恭子様

Especially Thanks

お二人のような夫婦をめざして
二人で支えあいます。ありがとう！

新郎家用デザイン　　　　　　　　　　　　新郎新婦用デザイン　　　　　　　　　　　新婦家用デザイン

3連デザイン/スパークリングワイン・マグナムボトル
新郎家用デザイン　　　　　　　　　　　　新郎新婦用デザイン　　　　　　　　　　　新婦家用デザイン

新郎家親御様名・メッセージ・挙式日・新郎新婦名　　 　新郎新婦名・挙式日　　　　　　　　　　　　　　　　　新婦家親御様名・メッセージ・挙式日・新郎新婦名

新郎家親御様名・メッセージ・挙式日・新郎新婦名　　　 新郎新婦名・挙式日　　　　　　　　　　　　　　　　　新婦家親御様名・メッセージ・挙式日・新郎新婦名

佐賀県産の二条大麦にこだわり有田
黒髪山系の清冽な水で仕込んだすっ
きりした味わいの本格麦焼酎です。

3連デザイン/エッチング
レトロ本格麦焼酎-ブルー
￥ 33,000（税別価格¥30,000）

5575000商品番号

・佐賀産本格麦焼酎20°　
・720ml（8.4cm×31.5cm）×3本

フランス、ニュイサンジョルジュ産の
通常の倍サイズのスパークリングワイ
ンです。飲み飽きないさわやかな辛口
が魅力です。　　　　　　　　　　　

3連デザイン/マグナムボトル
ノエル・クレール
￥ 33,000（税別価格¥30,000）

5475000商品番号

・フランス産辛口　
・1500ml（11.0cm×39.5cm）×3本

ご両家
をつなぐ

ご両家
をつなぐ

KEITA & MISAKI

2025.11.22

KEITA & MISAKI

啓太 & 美咲

2025.11.22

啓太 & 美咲
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◆ご注文は１セットより承ります。　◆価格には商品代金・エッチング代金またはラベル作成代金・送料が含まれています。



佐賀県産の二条大麦にこだわり有田
黒髪山系の清冽な水で仕込んだすっ
きりした味わいの本格麦焼酎です。
　 　

エッチング
レトロ本格麦焼酎-白
￥ 11,000（税別価格¥10,000）

5571000商品番号

・佐賀産本格麦焼酎20°　
・720ml（8.4cm×31.5cm）

￥ 11,000（税別価格¥10,000）

エッチング
レトロ本格芋焼酎-黒

5572000商品番号

・佐賀産本格芋焼酎20°　
・720ml（8.4cm×31.5cm）

￥ 11,000（税別価格¥10,000）

ワインをまろやかにするメルロー種
を主体とし、力強いカベルネ種をブ
レンドした調和のとれた赤です。

エッチング
シャトー・レオタン赤

5573000商品番号

・フランス産 ミディアムボディ
・750ml（8.0cm×30.5cm）

￥ 11,000（税別価格¥10,000）

白桃やあんずの優しい香りを持ち、 
ほどよい酸味が魚料理に相性抜群で、
上品な酸味が心地よい白です。

エッチング
シャトー・レオタン白

5574000商品番号

・フランス産 　やや辛口
・750ml（8.0cm×30.5cm）

親御様贈呈用エッチングボトル

レザー調ボックス仕様

レザー調布張りギフトボックス入り

レザー調布張りギフトボックス入り
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本格焼酎/麦・芋

フランスワイン

Etching Bottle for Parent
親御様への感謝の気持ちを高級感あふれるエッチングボトルで。本格焼酎と本格派フランスワインをご用意しました。

ボトルには感謝のメッセージ・挙式日・おふたりのお名前がエッチングされます。

メッセージ

エッチングボトル

お二人の
お名前

挙式日

納品日の３週間前までにお申込みください。
●ご注文は１本から承ります。
・メッセージ
・お二人のお名前
・挙式日
が入ります

※メッセージは30字程度印刷できます。

0504

◆ご注文は1本より承ります。　◆価格には商品代金・エッチング代金・送料が含まれています。

芋の味わいを引き出す伝統の技　　
「常圧蒸留法」にこだわり、奥深く
まろやかな味わいの芋焼酎です。　
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商品番号

ラッピング仕様

ラッピング仕様

ラッピング仕様

Photo Label for Parent
とっておきの一枚を写真ラベルに。　婚礼の前撮り写真やお子様時代の写真もとっても素敵なプレゼントになります。

ボトルには写真と感謝のメッセージ・挙式日・おふたりのお名前が印刷されます。

親御様贈呈用写真ラベル

写真ラベル
レトロ本格麦焼酎-白
￥5,500（税別価格¥5,000）

￥1,650（税別価格¥1,500）

5471000

無料

佐賀県産の二条大麦にこだわり有田黒髪山系    
の清冽な水で仕込んだすっきりした味わいの      
本格麦焼酎です。　 　

・佐賀産本格麦焼酎20°　
・720ml（8.4cm×31.5cm）

ラベル加工料

２本以上のご注文

１本のご注文

芋の味わいを引き出す伝統の技「常圧蒸留法」
にこだわり、奥深くまろやかな味わいの　                                              
本格芋焼酎です。　　　　　　　　　　                                           

・佐賀産本格芋焼酎20°　
・720ml（8.4cm×31.5cm）

￥5,500（税別価格¥5,000）

￥1,650（税別価格¥1,500）

写真ラベル
レトロ本格芋焼酎-黒

5472000商品番号

無料

ラベル加工料

２本以上のご注文

１本のご注文

￥5,500（税別価格¥5,000）

￥1,650（税別価格¥1,500）
ワインをまろやかにするメルロー種を主体とし、
力強いカベルネ種をブレンドした調和のとれた　
赤ワインです。

・フランス産 ミディアムボディ
・750ml（8.0cm×30.5cm）

写真ラベル
シャトー・レオタン赤

5473000商品番号

無料

ラベル加工料

２本以上のご注文

１本のご注文

￥5,500（税別価格¥5,000）

￥1,650（税別価格¥1,500）
白桃やあんずの優しい香りを持ち、ほどよい酸
味が魚料理に相性抜群。上品な酸味が心地よい
白ワインです。

・フランス産 　やや辛口
・750ml（8.0cm×30.5cm）

写真ラベル
シャトー・レオタン白

5474000商品番号

無料

ラベル加工料

２本以上のご注文

１本のご注文

本格焼酎/麦・芋

フランスワイン

お二人の
お名前

挙式日 メッセージ

写真ボトル
●郵送の場合
　注文書を同封のうえ、下記宛に
　お送りください。　
　なお、写真が複数の場合はお申
　込みの商品が識別できるよう印
　をおつけください。
　納品日より３週間前までに届く
　ようご手配ください。

　〒823-0001
 　福岡県宮若市龍徳1114-5
　　株式会社アクルス
　　メモリアル事業部

●E-mailの場合
　事前にFAXにてお申し込み
　ください。
　申し込み後、写真データを下記
　まで送信してください。
　なお、データが複数の場合は
　お申込みの商品が識別できるよ
　うファイル名をおつけください。

　メールアドレス：
　memorial＠acls.co.jp

お父さん、お母さん、今日までの25年間本当に
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。

・メッセージ
・お二人のお名前
・挙式日
が入ります

※メッセージは50字程度印刷できます。

納品日の３週間前までにお申込みください。
●ご注文は2本から承ります。
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◆ご注文は２本より承ります。　◆価格には商品代金・写真加工料・送料が含まれています。
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