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ギネス ラベル 

アイルランド 

 

1756 年創業のビー

ル醸造会社。アイル

ランド ダブリン、セン

トジェームスゲート醸

造所に生まれたギネ

スはポーター(黒スタ

ウト)と呼ばれる。現

在では、ディアジオ社

の ビ ー ル 部 門 で あ

る。わが国ではキリン

ビールが販売権を持

つ。 

 

 

新製品 

ナチュラル  

アンセム 

(国歌)  

アイルランド 

  

 

1756 年創業のビー

ル醸造会社。アイルラ

ンンド ダブリン、セン

トジェームスゲート醸

造所に生まれたギネ

スはポーター(黒スタ

ウト)と呼ばれる。現

在では、ディアジオ社

のビール部門である。

わが国ではキリンビー

ルが販売権を持つ。 

 

 

 

新製品 

フレーム入り  

ラベル １ 

アイルランド 

 

1756 年創業のビール

醸造会社。アイルランン

ド ダブリン、セントジェ

ームスゲート醸造所に

生まれたギネスはポータ

ー(黒スタウト)と呼ばれ

る。現在では、ディアジ

オ社のビール部門であ

る。わが国ではキリンビ

ールが販売権を持つ。 

 

 

 

新製品 

フレーム入り  

ラベル ２  

アイルランド 

 

1756 年創業のビール

醸造会社。アイルラン

ンド ダブリン、セントジ

ェームスゲート醸造所

に生まれたギネスはポ

ーター(黒スタウト)と呼

ばれる。現在では、ディ

アジオ社のビール部門

である。わが国ではキリ

ンビールが販売権を持

つ。 

 

 

32-Ｇ８３９    Label     ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

34-Ｇ８９４ Natural Anthem ￥３，７８０

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

34-Ｇ８９２ Framed Label１ ￥３，７８０

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

34-Ｇ８９１ Frameｄ Label 2￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

 

新製品 ポートレート  アイルランド 

 

1756 年創業のビール醸造会社。アイルランンド ダブリ

ン、セントジェームスゲート醸造所に生まれたギネスはポー

ター(黒スタウト)と呼ばれる。現在では、ディアジオ社のビ

ール部門である。わが国ではキリンビールが販売権を持

つ。 

 

 

新製品 

２５０イヤーズ 

ギネス 250 年  

アイルランド 

 

1756 年創業のビール

醸造会社。アイルラン

ンド ダブリン、セントジ

ェームスゲート醸造所

に生まれたギネスはポ

ーター(黒スタウト)と

呼ばれる。現在では、

ディアジオ社のビール

部門である。わが国で

はキリンビールが販売

権を持つ。 

 

 

ギネス 

ツーカン 

アイルランド 

 

1756 年創業のビー

ル醸造会社。アイル

ランド ダブリン、セン

トジェームスゲート醸

造所に生まれたギネ

スはポーター(黒スタ

ウト)と呼ばれる。現

在では、ディアジオ社

の ビ ー ル 部 門 であ

る。わが国ではキリン

ビールが販売権を持

つ。 

 

 

ギネス   

サンドイッチをどう

ぞ 

アイルランド 

 

1756 年創業のビール

醸造会社。アイルランド 

ダブリン、セントジェーム

スゲート醸造所に生ま

れたギネスはポーター

(黒スタウト)と呼ばれ

る。現在では、ディアジ

オ社のビール部門であ

る。わが国ではキリンビ

ールが販売権を持つ。 

 

 

 

34-Ｇ９０１  Portrait   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

 

34-Ｇ９０２   250 years ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

 

32-Ｇ８１６   Toucan   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

33-Ｇ８５７  Have a Sandwich ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

  

ギネス   

ツーカン  

フットボール 

アイルランド 

 

1756年創業のビール

醸造会社。アイルラン

ド ダブリン、セントジェ

ームスゲート醸造所に

生まれたギネスはポー

ター(黒スタウト)と呼

ばれる。現在では、デ

ィアジオ社のビール部

門である。わが国では

キリンビールが販売権

を持つ。 

 

 

 

ギネス      

４ フライイング  

ツーカン 

アイルランド 

 

1756 年創業のビール

醸造会社。アイルランド 

ダブリン、セントジェーム

スゲート醸造所に生ま

れたギネスはポーター

(黒スタウト)と呼ばれ

る。現在では、ディアジ

オ社のビール部門であ

る。わが国ではキリンビ

ールが販売権を持つ。 

 

 

ギネス ダーツアイルランド 

 

1756 年創業のビール醸造会社。アイルランド ダブリン、セ

ントジェームスゲート醸造所に生まれたギネスはポーター(黒

スタウト)と呼ばれる。現在では、ディアジオ社のビール部門

である。キリンビールが日本販売権を持つ。 

 

 

ギネス 

エイムフォアギネス

アイルランド 

 

1756 年創業のビー

ル醸造会社。アイルラ

ンド ダブリン、セント

ジェームスゲート醸造

所に生まれたギネス

はポーター(黒スタウ

ト)と呼ばれる。現在

では、ディアジオ社の

ビール部門である。わ

が国ではキリンビール

が販売権を持つ。 

 

33-G８81 Toucan Football  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

32-Ｇ８４７ 4 Flying Toucan  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

32-Ｇ８４９   Dart   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

32-Ｇ８４５   Aim    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

新製品 

サースト  

プライズ  

アイルランド 

 

（渇きの報酬） 

 

1756 年創業のビール

醸造会社。アイルラン

ンド ダブリン、セントジ

ェームスゲート醸造所に

生まれたギネスはポータ

ー(黒スタウト)と呼ばれ

る。現在では、ディアジ

オ社のビール部門であ

る。わが国ではキリンビ

ールが販売権を持つ。 

 

 

 

新製品 プレゼンス オブ ビューティー 

 アイルランド 

1756 年創業のビール醸造会社。アイルランンド ダブリ

ン、セントジェームスゲート醸造所に生まれたギネスはポー

ター(黒スタウト)と呼ばれる。現在では、ディアジオ社のビ

ール部門である。 

 

 

 

 

 

ギネス  ブラック イズ ビューティフル 

アイルランド 

 

1756 年創業のビール醸造会社。アイルランド ダブリン、

セントジェームスゲート醸造所に生まれたギネスはポーター

(黒スタウト)と呼ばれる。現在では、ディアジオ社のビール

部門である。わが国ではキリンビールが販売権を持つ。 

 

 

ギネス  ドラフト ソルド ヒアー 

アイルランド 

 

1756 年創業のビール醸造会社。アイルランド ダブリン、

セントジェームスゲート醸造所に生まれたギネスはポーター

(黒スタウト)と呼ばれる。現在では、ディアジオ社のビール

部門である。わが国ではキリンビールが販売権を持つ。 

 

34-Ｇ９００  Thirst Prize￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

 

34-Ｇ８９０   Presence  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

 

33-G８79  Black is Beautiful ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

33-G８75 On Draught Sold Here ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ギネス 

スマイリング 

パイント 

アイルランド 

 

1756 年創業のビール

醸造会社。アイルラン

ド ダブリン、セントジェ

ームスゲート醸造所に

生まれたギネスはポー

ター(黒スタウト)と呼

ばれる。現在では、ディ

アジオ社のビール部門

である。わが国ではキリ

ンビールが販売権を持

つ。 

 

 

ギネス    

スムースネス 

アイルランド 

 

1756 年創業のビール醸

造会社。アイルランド ダ

ブリン、セントジェームスゲ

ート醸造所に生まれたギ

ネスはポーター(黒スタウ

ト)と呼ばれる。現在で

は、ディアジオ社のビール

部門である。わが国では

キリンビールが販売権を

持つ。 

 

 

  

新製品 

セブン パイント 

アイルランド 

 

1756 年創業のビール

醸造会社。アイルランン

ド ダブリン、セントジェー

ムスゲート醸造所に生ま

れたギネスはポーター

(黒スタウト)と呼ばれ

る。現在では、ディアジ

オ社のビール部門であ

る。わが国ではキリンビ

ールが販売権を持つ。 

 

 

32-Ｇ８２２ Smiling Pint  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

33-Ｇ８76   Smoothness  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

34-Ｇ８９５  Seven Pints ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 
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