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新製品 

テン トウ ワン 

アイルランド  

 

１時 10 分前  

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 ノー ビア 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   

フィストフル 

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。 

 

 

 

新製品 

アーマー 鎧） 

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。 

 

 

34-Ｇ８８８  Ten to one  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

 

34-Ｇ８８３ No Beer comes near  

￥３，７８０  ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル 

 

33-G８77   Fistfull   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

34-Ｇ８９３   Armour   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

ス光沢仕上げ 
 

ギネス 

タートル 

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 

コアラ  

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 

ギネスタイム 

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 

タップ  

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-Ｇ８２０   Turtle   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

34-Ｇ８８７  Koala  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

ス光沢仕上げ 

34-Ｇ８８５  Guinness Time ￥３，７８０

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

 

34-Ｇ８８９   On tap  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

ス光沢仕上げ 
 

ギネス 

ライオン 

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 

ビックバード 

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 

カンガルー 

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。 

 

 

ギネス  ウェルカム   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。 

 

32-Ｇ８１０  Lion   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

32-Ｇ８２９   Big Bird ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

32-Ｇ８３３  Kangaroo   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

33-G８６１   Welcome  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ギネス 

ボート 

アイルランド 

 

1756 年創業のビール

醸造会社。アイルラン

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 

ホース 

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 

セーラー  

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。わが国ではキリンビ

ールが販売権を持つ。 

 

 

 

新製品 

メモラブル （旧友

の思い  

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-Ｇ８１８    Boat   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

32-Ｇ８１５   Horse   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

34-Ｇ８９６   Sailor   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

ス光沢仕上げ 

34-Ｇ８９８  Memorable  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

  

新製品 スリッパ  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     

エンペラー 

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。 

 

 

 

ギネス 

アットホーム 

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。 

 

 

バークス ギネス スタウト  

アイルランド 

 

「食前に飲むと食欲を増し、消化も良い。」と書いてある通り、

おいしそうな図柄。 

 

 

 

 

 

34-Ｇ８９９   Slippers   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

 

33-G８80 Emperor  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

32-Ｇ８３８  At Home  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４０-Ｄ２９３  Burke’s Stout  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 


