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H 297 × W 210 mm

ＣＳ３
モルト・スコッチ

ビール

グレングラッサ
エボリューション
モルト・スコッチ

ハイランド

1875年創業、 20年以上の休止期間を経
て2008年より蒸溜を再開。テネシーウイ
スキーのファーストフィルのバレルで、

ウイスキー

6年以上熟成。選りすぐった樽をスモー
ルバッチ、アルコール度数50％でボトリ
ングしている。
生産者／ブラウン・フォーマン社
タイプ／ シングルモルト 度数／50度
700mL 5,770円

ブランデー

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

グレンゴイン21年
モルト・スコッチ

ハイランド

モルト・スコッチ

ハイランド

グレンドロナック 21年
モルト・スコッチ

ハイランド

スピリッツ

ピートを炊き込まない豊かな麦のアロ

1826年創業のスコットランドでも歴史あ

レンゴインの凛とした品格を物語る。豊

マ、オーク、りんごなどの芳香、なめらか

る蒸溜所の1つ。オロロソシェリー樽由

かな果実香、長い余韻が特徴。
生産者／イアン・マックロード社
タイプ／ シングルモルト

な味わいが特徴。
生産者／イアン・マックロード社
タイプ／ シングルモルト

度数／43度

度数／40度
700mL オープン価格

豊かで成熟した香りと樽の味わいは、グ

700mL オープン価格

im6

グレンゴイン10年

来のコクのある苦みと、ペドロヒメネス
シェリー樽由来の甘味が見事に調和し
た、フルボディなハイランドモルト。
生産者／ブラウン・フォーマン社
タイプ／ シングルモルト

リキュール

度数／48度
700mL 17,470円

チューハイ・カクテル

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

グレンドロナック 18年

グレンドロナック 12年

ロイヤルロッホナガー
12年

モルト・スコッチ

ハイランド

モルト・スコッチ

ハイランド

1826年創業のスコットランドでも歴史あ

1826年創業のスコットランドでも歴史あ

る蒸溜所の1つ。フルーツコンポートや
さくらんぼの砂糖漬けのような酸味と爽

る蒸溜所の1つ。厳選されたシェリー樽

モルト・スコッチ

ハイランド

ビクトリア女王、エドワード7世、ジョージ
5世の英国王室3代への御用達になった
ブランド。
生産者／ディアジオ社
タイプ／ シングルモルト

やかさを伴った複雑な甘い香りが共存
する奥深い香りである。
生産者／ブラウン・フォーマン社

による、甘く果実味のある風味とドライ
でナッツのような香りによる、芳醇なフ
レーバーが特徴。
生産者／ブラウン・フォーマン社

タイプ／ シングルモルト
度数／46度

タイプ／ シングルモルト
度数／43度

700mL 13,080円

700mL 5,770円

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

キリンビール
70120-111-560

グレン グラント12年

グレン グラント10年

グレンフィディック 12年
スペシャルリザーブ

モルト・スコッチ

スペイサイド

ノンピートの大麦麦芽だけを原料として
12年以上熟成された原酒を使用。スム
ースな飲み口と華やかな香りの中にも、
蜂蜜やバニラ、アーモンドなどの複雑な
香味も感じられる。
生産者／グレン グラント社
タイプ／ シングルモルト
度数／43度

モルト・スコッチ

スペイサイド

1840年創業。ライトでソフトな親しみや
すさの中に、果実のフルーティーさが加
わったシングルモルト。そのバランスの
良さから、国際的な数々の賞を受賞。
生産者／グレン グラント社
タイプ／ シングルモルト
度数／40度

度数／40度
700mL オープン価格

モルト・スコッチ

スペイサイド

伝統的な製造工程をそのままに、グレン
フィディックの特長を最大限に生かし
た、 12年スタンダードモルト。
生産者／ウィリアムグラント＆サンズ社
タイプ／ シングルモルト
度数／40度

700mL オープン価格

700mL 4,000円
350mL 2,500円

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

サントリーお客様センター
70120-139-310

ザ シングルトン
ダフタウン 12年

ザ シングルトン
ダフタウン 18年

ザ・マッカラン 12年

700mL オープン価格

モルト・スコッチ

スペイサイド

伝統的なウイスキー製法、何世代にも
受け継がれるクラフトマンシップそして
スペイ川の良質な水で丹念に作られて
いるシングルモルト。ナッツの香り、豊か
なフルーツのような味わい、そして長く
続く余韻が特長。
生産者／ディアジオ社
タイプ／ シングルモルト
度数／40度

モルト・スコッチ

スペイサイド

伝統的なウイスキー製法、何世代にも受
け継がれるクラフトマンシップそしてスペ
イ川の良質な水で丹念に作られているシ
ングルモルト。バニラの香りとほんのりと
したトフィの味わい、非常に長い余韻の
中にほのかなスパイシーさが感じられる。
生産者／ディアジオ社
タイプ／ シングルモルト
度数／40度

700mL オープン価格

700mL オープン価格

キリンビール 70120-111-560

キリンビール 70120-111-560

モルト・スコッチ

スペイサイド

シェリー樽による熟成が重厚な味わいと
香りを生み出す。
ドライフルーツやシェ
リーを思わせるフルボディーな味わい。
生産者／ザ・マッカラン蒸溜所
タイプ／ シングルモルト
度数／40度
700mL 7,000円

サントリーお客様センター
70120-139-310
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ＣＳ３

他のアイラよりなめらかでソフトにも関

シーウイ
レルで、

ピート香とフレッシュフルーツのような

し、自社フロアモルティングを行う希少

らず、熟成度やタンニンもしっかりと感じ

フルーティな甘みが絶妙なバランスの
ヘビーピートタイプのシングルモルトで

な蒸溜所。温かみのあるオークのスパイ
スが青りんごやドライアプリコットを通り

られる逸品。
生産者／ディスティル社

抜け、熟したピーチやバナナすら想わせ

タイプ／ シングルモルト
度数／46度

社
数／50度

イランド

タイプ／ シングルモルト
度数／46度

る味わいである。
生産者／ブラウン・フォーマン社

モルト・スコッチ

700mL オープン価格

700mL 5,330円

タイプ／ シングルモルト 度数／43度
700mL 5,190円

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

ブナハーブン12年

ボウモア 12年

ラフロイグ 10年

モルト・スコッチ

アイラ島

モルト・スコッチ

アイラ島

アイラ島

モルト・スコッチ

ブランデー

21年

ある。
生産者／ブラウン・フォーマン社

スペイサイド

アイラ島

ウイスキーづくりが盛んなアイラ島の蒸

ピート香とシェリー香がバランスよく調和

「ラフロイグ」とは「広い入り江の美しい

リー樽由

溜所から生み出されたシングルモルト。
スモーキーさを特色とするアイラモルト

した、重厚で力強い味わいが特長。海藻

窪地」の意味。力強いスモーキーフレー

ルト。

社

特徴。
生産者／ディスティル社

島のモルトの性格をよく反映している。
生産者／ボウモア蒸溜所

タイプ／ シングルモルト

タイプ／ シングルモルト

度数／46度

度数／40度

700mL オープン価格

700mL 4,400円

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

サントリーお客様センター 70120-139-310

350mL 2,600円

される。
生産者／ラフロイグ蒸溜所

サントリーお客様センター
70120-139-310

J＆Bレア

イランド

スコッチ

ジョージ
になった

スペイサイド地方のモルトを中心に多彩

12年

イサイド

に、グレン

に生かし

サンズ社

2年

な原酒をブレンド。スムースでバランス
のとれた味わい。
生産者／ディアジオ社
度数／40度
700mL オープン価格

キリンビール
70120-111-560

ジョニーウォーカー
１８年
スコッチ

ジョニーウォーカー
ゴールドラベル リザーブ

ジョニーウォーカー
ブラックラベル 12年

スコッチ

スコッチ

ジョニーウォーカーらしいスモーキーさ
を残しつつ、長期熟成による樽のウッデ
ィな香り、熟したフルーツやバニラを連
想させるリッチな味わい。
生産者／ディアジオ社
度数／40度

華やかな味わいと甘さが特長。果実や
蜂蜜のようなフルーティさと、ジョニー
ウォーカーらしいスモーキーさが感じら
れる。
生産者／ディアジオ社
度数／40度

多彩な原酒のブレンドによる、スモーキ
ーを筆頭とした複層的で豊かな味わい。
その品質は「ブレンドの傑作」と称され
高く評価されている。
生産者／ディアジオ社
度数／40度

700mL オープン価格

700mL オープン価格

1000mL オープン価格
700mL オープン価格
200mL オープン価格

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

ジョニーウォーカー
レッドラベル

ジョニーウォーカー
ダブルブラック

ジョニーウォーカー
グリーンラベル １５年

イサイド

スコッチ

味わいと
ツやシェ

様々な原酒をブレンドした、多彩かつ力
強い個性。スパイシーさの中にりんごの
様な甘みもある、バランスのとれた味わ
い。
生産者／ディアジオ社
度数／40度

ブラックラベルの特長的なスモーキーさ
を更に引き立てたブレンド。ジョニーウ
ォーカーのラインナップの中では最もピ
ーティでスモーキー。
生産者／ディアジオ社
度数／40度

1750mL オープン価格
1000mL オープン価格
700mL オープン価格
200mL オープン価格

700mL オープン価格

味わい。
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タイプ／ シングルモルト
度数／43度 750mL 5,600円

チューハイ・カクテル

ガー

バーはアイラ島職人手づくりのピートの
きいた麦芽から生まれたシングルモル
ト。強烈な味わいからアイラの王様と称

リキュール

の中では最も軽く、フレッシュな風味が

の香りが染み込んだピートの燻香が麦
芽に移り、特有の風味を生み出すアイラ

スピリッツ

も歴史あ

ヒメネス
に調和し

ウイスキー

1898年創業、スペイサイドの中心に位置

ビール

モルト・スコッチ

ヘビーピートモルトを使用。パワフルな

ブレンデッド・スコッチ

イランド

でボトリ

モルト・スコッチ

ブナハーブン25年

期間を経

をスモー

スペイサイド

ベンリアック 10年

モルト・スコッチ

ベンリアック 10年
キュオリアシタス

キリンビール 70120-111-560

スコッチ

スコッチ
キーモルトであるカリア・クラガンモア・
タリスカー・リンクウッドをはじめ、 15
年以上熟成のモルト原酒のみをブレン
ド。草のような爽やかな香りと奥深く芳
醇な味わい。
生産者／ディアジオ社
度数／43度
700mL オープン価格

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

※「価格」は、原則として「メーカー希望小売価格（消費税別）
」です。
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H 297 × W 210 mm

ＣＳ３
ブレンデッド・スコッチ

ビール

ティーチャーズ
ハイランド・クリーム

デュワーズ
ホワイト・ラベル

バランタイン
ファイネスト

アイリッシュ

ウイスキー

スコッチ

スコッチ

スコッチ

モルト原酒を中核とした名品。爽やかな

その華やかに広がる芳醇な香りとまろ

40数種におよぶモルト・グレーン原酒を

スモーキーさが特長で、まろやかで力強

やかでバランスのとれた味わいは、バ
ーテンダーから幅広く支持されており、

ブレンドしてつくり上げた、スタンダード

世界的なウイスキー品評会でも高い評
価を得ている。
生産者／ジョン・デュワー＆サンズ社

いが世界中で人気の理由。
生産者／ジョージ・バランタイン＆サン社
度数／40度

度数／40度

1750mL 3,200円 1000mL 2,100円

1750mL オープン価格

700mL 1,390円

いコクは、まさに「ハイランド・クリーム」
の名にふさわしい。
生産者／ビーム社
度数／40度
700mL 1,270円

スコッチの定番。バランスのとれた味わ

200mL 640円

700mL 1,574円

ブランデー

バカルディ ジャパン 103-5843-0660

フォートウィリアム

ホワイトホース 12年

サントリーお客様センター
70120-139-310

ホワイトホース
ファインオールド

スピリッツ

スコッチ

スコッチ

スコッチ

スコットランド最高峰ベン・ネヴィス山の麓に

日本市場専用に開発されたホワイトホ

スモーキーさ、ほのかに香る。花や蜂蜜を

位置するフォートウィリアムに設立された「ベ
ン・ネヴィス蒸溜所」でスコッチの伝統製法

ースのプレミアム品。長く豊かな余韻が

想わせるフレッシュな香り、まろやかさ、
ドライさのバランスがとれた上質な味わい。
生産者／ディアジオ社 度数／40度

で作られた原酒をニッカウヰスキー社ブレン
ダーにより日本人の繊細な味覚にかなう、甘
くやわらかでスムースな味わいに仕上げた。
生産者／ベン・ネヴィス社

im6

200mL オープン価格

サントリーお客様センター
70120-139-310

続く、華やかでフルーティな香りとまろ
やかな味わい。
生産者／ディアジオ社

2700mL オープン価格

700mL オープン価格

1750mL オープン価格
1000mL オープン価格
700mL オープン価格

リキュール

度数／40度
700mL オープン価格
アサヒビールお客様相談室
70120-019-993

4000mL オープン価格

度数／40度

キリンビール
70120-111-560

200mL オープン価格
キリンビール 70120-111-560

チューハイ・カクテル

カネマラ
アイリッシュ
アイルランドのクーリー蒸溜所で作られ
るピーティッドタイプのシングルモルト・
アイリッシュ・ウイスキー。ピートのアロ
マに加え、若草のような香りが際立ち、
原料由来の深いコクが魅力。
生産者／ビームサントリー社
タイプ／ シングルモルト
度数／40度
700mL 4,200円
サントリーお客様センター
70120-139-310

ブッシュミルズ
アイリッシュ

ブッシュミルズ
ブラックブッシュ
アイリッシュ

ブッシュミルズ
シングルモルト １０年
アイリッシュ

麦芽を100％使用し伝統の3回蒸溜を行
ったモルト原酒と軽やかなグレーン原酒
をブレンド。スムースな口当たりとフレッ
シュな果実の様な味わいが特徴。
生産者／ブッシュミルズ社
産地／北アイルランド
タイプ／ ブレンデッド
度数／40度

オロロソシェリー樽とバーボン樽で最長
７年熟成されたモルト原酒を80％以上
使用し少量生産のグレーンウイスキー
とブレンド。熟した果実の香りと重厚な
味わいが特徴。
生産者／ブッシュミルズ社
産地／北アイルランド
タイプ／ ブレンデッド 度数／40度

700mL オープン価格

700mL オープン価格

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

ブッシュミルズ
シングルモルト 12年

ブッシュミルズ
シングルモルト １６年

ブッシュミルズ
シングルモルト ２１年

アイリッシュ
伝統の3回蒸溜を経て、バーボン樽・オ
ロロソシェリー樽で熟成された原酒をヴ
ァッティング後、さらにマルサラワイン樽
で熟成。
生産者／ブッシュミルズ社
産地／北アイルランド
タイプ／ シングルモルト
度数／40度

アイリッシュ
オロロソシェリー樽とバーボン樽で長期
熟成した後、さらに数ヶ月ポートワイン
樽で熟成。甘いスパイスのような香り
と、ダークチョコレートを思わせる深く複
雑な味わい。
生産者／ブッシュミルズ社
産地／北アイルランド
タイプ／ シングルモルト 度数／40度

伝統の3回蒸溜を経て、主にバーボン樽
で最低10年以上熟成。蜂蜜やバニラな
どの甘い香りと複雑な味わい。
生産者／ブッシュミルズ社
産地／北アイルランド
タイプ／ シングルモルト
度数／40度
700mL オープン価格

アイリッシュ
オロロソシェリー樽とバーボン樽で19年
以上長期熟成した原酒をバッティング
し、さらに2年間マディラ樽で熟成したシ
ングルモルトウイスキー。重厚で芳醇な
味わい。
生産者／ブッシュミルズ社
産地／北アイルランド
タイプ／ シングルモルト 度数／40度

700mL オープン価格

700mL オープン価格

700mL オープン価格

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121
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ＣＳ３

名詞として世界中の人々に愛されてい
るロングセラー・バーボン。キレのある

00円

度数／40度
1750mL 1000mL

700mL

200mL

オープン価格

アーリータイムズ
ブラウンラベル

I.W.ハーパー 12年

I.W.ハーパー
ゴールドメダル

バーボン

バーボン

独特なデキャンタボトルに入った世界初

洗練された味わいのスタイリッシュバー

洗練された感覚を生かして生まれたバ

の12年熟成プレミアムバーボン。熟成さ

ボン。1877年に誕生し、その後、様々な

な味わい。
／40度

ーボン。骨太なバーボンらしい味わいを

れたスムースな味わい。
生産者／ディアジオ社
度数／43度

博覧会でメダルを受賞したことからゴー

750mL オープン価格

度数／40度
200mL オープン価格

バーボン

ウッドフォードリザーブ
ダブルオークド
バーボン

ケンタッキー州最古の蒸溜所のひとつ

ウッドフォードリザーブをオリジナ

ルモルト・
トのアロ
際立ち、

である、ウッドフォードリザーブ蒸溜所の
マスターディスティラーが創り出す、ア

ルのホワイトオーク樽でもう一度熟

１年

樽で19年
ティング

成したシ

で芳醇な

数／40度

ルコール度43度のスーパープレミアム
スモールバッチ（少量生産）バーボン。
生産者／ブラウン・フォーマン社
度数／43度
750mL オープン価格

成させた、まろやかで極めて深み
のある味わいのスモールバッチ（少
量生産）プレミアムバーボンであ
る。
生産者／ブラウン・フォーマン社
度数／43度

キリンビール
70120-111-560

チューハイ・カクテル

ウッドフォード
リザーブ

キリンビール
70120-111-560

im6
リキュール

700mL オープン価格

700mL オープン価格

で作られ

バニラな

ルドメダルと呼ばれる。
生産者／ディアジオ社

度数／40度

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

スピリッツ

バーボン
アーリータイムズの歴史と伝統の上に

ベースに、より豊かなコク、華やかな香
り、力強くまろやかな味わいが特徴。
生産者／ブラウン・フォーマン社

ブランデー

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

ろやかさ、

ーボン樽

ウイスキー

どこか素朴な味わいと、甘く華やかな香
りが特徴。
生産者／ブラウン・フォーマン社

ン＆サン社

０年

ビール

バーボン
1860年に誕生して以来、バーボンの代

ン原酒を
ンダード
れた味わ

や蜂蜜を

バーボン

アーリータイムズ
イエローラベル

ジム ビーム
バーボン
200年以上の歴史を誇る世界売上No.1
バーボン。高品質の原料を用い、秘伝の
製法によって作られるその味わいはどこ
までもなめらかでマイルド。
生産者／ビーム社 度数／40度
4000mL 6,200円 2700mL 4,850円
1750mL 3,500円 1000mL 2,100円
700mL 1,540円 200mL 440円

750mL オープン価格
アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

フォアローゼズ
プラチナ
バーボン
数量に限りのある長期熟成原酒のみを
使用したフォアローゼズのプレミアム
品。
生産者／フォアローゼズ・ディスティラ
リー社
度数／43度
750mL オープン価格

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

フォアローゼズ
シングルバレル
バーボン
「ハチミツやメイプルシロップを想わせ
る香りと、シナモンやナツメグを想わせ
るスパイシーで豊かな味わい」を持つ
特別な樽（バレル）を厳選。
生産者／フォアローゼズ・ディスティラ
リー社
度数／50度

サントリーお客様センター
70120-139-310

フォアローゼズ
ブラック
バーボン
個性あふれる香りを有した原酒を選び、
やや長めに熟成させたフォアローゼズ
の上級品。
生産者／フォアローゼズ・ディスティラ
リー社
度数／40度
700mL オープン価格

750mL オープン価格

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

フォアローゼズ

メーカーズマーク

バーボン
香りの異なる複数の原酒を絶妙のバラ
ンスでブレンドして生まれる華やかな香
りとまろやかな味わい
「薔薇のバーボン」
。
生産者／フォアローゼズ・ディスティラ
リー社
度数／40度
1000mL オープン価格
700mL オープン価格

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

バーボン
ボトルトップの赤いワックスが印象的な
プレミアム・バーボン。通常バーボンに
用いられるライ麦の代わりに上質の冬
小麦を用い、手間ひまを惜しまぬ独自製
法によってスイート＆スムースな味わい
に仕上がっている。
生産者／ビーム社 度数／45度
1000mL 4,000円 700mL 2,800円
375mL 1,850円 200mL 924円
50mL 540円
サントリーお客様センター 70120-139-310

※「価格」は、原則として「メーカー希望小売価格（消費税別）
」です。
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ＣＳ３

アメリカン

ビール

ジャック ダニエル
ブラック
アメリカン

テネシー

ジャック ダニエル ブラックは、「テネシ
ーウイスキー」としてバーボンとは別格

ウイスキー

カナディアン

にランクされる、アメリカを代表するプ
レミアムウイスキー。
生産者／ブラウン・フォーマン社
度数／40度
3000mL 1750mL 1000mL 700mL 350mL
200mL 50mL オープン価格

ブランデー

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

ジェントルマンジャック
アメリカン

テネシー

ジャック ダニエル
シングルバレル
アメリカン

テネシー

スピリッツ

ジェントルマンジャックは、 2度のチャコ

シングルバレルウイスキーのみが持つ

アメリカン

テネシー

2度の樽熟成、 2度のチャコールメロー

ールメローイングによって磨きぬかれ

コクと芳醇さに、ジャック ダニエルのみ

イングを施した極めてリッチでスムーズ

た、極めてスムースでやや甘さを感じさ
せる豊かな味わい。
生産者／ブラウン・フォーマン社

が持つスムースさを兼ねそなえた逸品。
生産者／ブラウン・フォーマン社
度数／47度

な味わいのプレミアムなジャック ダニエ

度数／40度

750mL オープン価格

リキュール
チューハイ・カクテル

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

ジム ビーム ライ

シーグラム
セブンクラウン

アメリカン

ル。
生産者／ブラウン・フォーマン社
度数／40度
700mL オープン価格

750mL オープン価格

im6

ジャック ダニエル
ゴールド

ライ

ライ麦由来のスパイシーでドライな香味
と切れのある軽やかな飲み口が特長の
ライ・ウイスキー。
生産者／ビーム社
度数／40度

アメリカン

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

ブレンデッド

ライトテイストなアメリカンウイスキー
の決定版。
生産者／ディアジオ社
度数／40度
750mL オープン価格

700mL 1,670円

サントリーお客様センター
70120-139-310

キリンビール
70120-111-560

カナディアンクラブ
カナディアン
貯蔵年数は6年以上。香り高くやわらか、
かつピュアな味わいで世界中に多くのフ
ァンを持つカナディアン・ウイスキーの
代表。特にジンジャー割りは「CCジンジ
ャー」の愛称で親しまれている。またマ
ンハッタンなどのカクテルにも最適。
生産者／ビーム社 度数／40度
1750mL 3,200円 1000mL 2,200円
700mL 1,390円
サントリーお客様センター
70120-139-310

クラウン ローヤル
カナディアン
英国王室の献上酒として生まれた
軽快な口当たりとまろやかな味わ
いのカナディアンウイスキー。
生産者／ディアジオ社
度数／40度
750mL オープン価格

キリンビール
70120-111-560
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ＣＳ３

国産ウイスキー

「テネシ
とは別格
表するプ

ニッカが誇る上質なモルトをバランスよく
重ねあわせた、香り豊かで飲みやすいピュ
アモルトウイスキー。甘くやわらかな香りと

社

らみのあるモルトのコク。穏やかな樽香や

L 350mL

ピート香を伴う、甘くほろ苦い余韻が特徴。
タイプ／ ピュアモルト 度数／43度

果実を思わせる華やかな香りの調和。ふく

シングルモルト
余市
よ

い ち

シングルモルト
宮城 峡
み や

ぎ きょう

ニッカ カフェモルト

国産ウイスキー

国産ウイスキー

重厚で力強く、複雑で深みのある味わ

華やかでフルーティー、なめらかな味わい。

伝統的な連続式蒸溜機「カフェスチル」

スムーズ

い。やわらかな樽熟成香と麦芽の甘さ、
豊かな果実香の調和。力強いピートの味
わいと香ばしさ。穏やかに持続するオー

甘く華やかな香りと樽由来のやわらかなバ
ニラ香が調和。
ドライフルーツのようなスイ

を使用し、モルトだけでつくられたウイ

ク ダニエ

ートさとなめらかな口当たり。モルトの甘みと

クの甘さとスモーキーな余韻が特徴。
タイプ／ シングルモルト 度数／45度

樽香が優しく広がるやわらかな余韻が特徴。
タイプ／ シングルモルト 度数／45度

なバニラの香りと軽快なモルト香が調
和。ふわりと広がるクリーミーな甘さ、す

700mL オープン価格

700mL オープン価格

っきりと爽やかな後味が特徴。
タイプ／ グレーンウイスキー

販売者／アサヒビール
製造場／ニッカウヰスキー
アサヒビールお客様相談室
70120-019-993

販売者／アサヒビール
製造場／ニッカウヰスキー
アサヒビールお客様相談室
70120-019-993

度数／45度 700mL オープン価格
販売者／アサヒビール
製造場／ニッカウヰスキー
アサヒビールお客様相談室
70120-019-993

ニッカ カフェグレーン

ザ・ニッカ

スキーの

CCジンジ

る。またマ

最適。
度

スーパーニッカ
国産ウイスキー

伝統的な連続式蒸溜機「カフェスチル」で
つくられたグレーンウイスキー。ウッディさ

熟成を重ねたバラエティ豊かな原酒を厳選して
ブレンドした、プレミアムブレンデッドウイスキ

華やかな香りと穏やかなピートの香り、ウッデ
ィで甘い樽熟成香。そして絶妙な調和から生

と甘いバニラ香、チョコレートを思わせるス
イートな香りが調和。蜂蜜のようななめらか

ー。豊かなモルト香と華やかな香り。甘い樽熟成
香。ふくらみのあるモルトのコクと、カフェグレー

まれるほのかな味わいとコク。カフェグレーン
とのブレンドによるスムースな口当たり、バラ

な口当たり、軽快なボディと爽やかでメロ
ウな味わい、すっきりとした後味が特徴。
タイプ／ グレーンウイスキー
度数／45度 700mL オープン価格
販売者／アサヒビール
製造場／ニッカウヰスキー
アサヒビールお客様相談室
70120-019-993

ンのやわらかな甘さが調和した、スムースで伸
びのある味わい。香ばしく豊かな余韻が、ほの

ンスの良いまろやかな味わいが特徴。
度数／43度

かなビター感をともない、心地よく続く。
度数／43度 700mL オープン価格
販売者／アサヒビール
製造場／ニッカウヰスキー
アサヒビールお客様相談室
70120-019-993

700mL 500mL 50mL
オープン価格
販売者／アサヒビール
製造場／ニッカウヰスキー
アサヒビールお客様相談室
70120-019-993

フロム・ザ・バレル

ブラックニッカ クリア

国産ウイスキー

国産ウイスキー

再貯蔵の後、割り水を最少限に留めボト
ルに詰められた、アルコール分51％の
個性豊かなウイスキー。重厚な味わいと
コク、豊かに広がる香りが特徴。
度数／51度

ピートを使用せず、乾燥させたノンピー
トモルトを使用。やわらかな香りとまろや
かな味わい。クセのないクリアな飲み心
地のウイスキー。
度数／37度

500mL オープン価格

販売者／アサヒビール
製造場／ニッカウヰスキー
アサヒビールお客様相談室
70120-019-993

4000mL 2700mL 1920mL
1800mL（ペットボトル、紙パック）
700mL 300mL 180mL オープン価格
販売者／アサヒビール
製造場／ニッカウヰスキー
アサヒビールお客様相談室
70120-019-993

ブラックニッカ
ディープブレンド

ブラックニッカ
スペシャル

00円

国産ウイスキー
ふくらみのある豊かなコクと甘さ、心地よい樽の余
韻が楽しめるウイスキー。新樽ならではのウッディ
な香りと、バニラを思わせる甘い香り。樽のコク深
さと、濃密なモルトの甘さが深くとけあい、豊かで
伸びのある味わいを実現した。ふくよかな味わい
が感じられた後、心地よいピー卜香と樽のほろ苦く
まろやかな余韻が口の中にゆっくりと広がる。
度数／45度 700mL オープン価格
販売者／アサヒビール
製造場／ニッカウヰスキー
アサヒビールお客様相談室
70120-019-993

国産ウイスキー
昭和40年発売。カフェグレーンをブレン
ド。伝統的で飲みごたえのある味わいが
特徴。ヒゲのブラックの愛称で親しまれ
ている。
度数／42度
1440mL 720mL
オープン価格
販売者／アサヒビール
製造場／ニッカウヰスキー
アサヒビールお客様相談室
70120-019-993

im6

チューハイ・カクテル

やわらか、
多くのフ

スキー。麦芽の甘さと香ばしさ、ほのか

リキュール

ブ

国産ウイスキー

スピリッツ

国産ウイスキー

ルメロー

国産ウイスキー

ブランデー

700mL オープン価格
販売者／アサヒビール
製造場／ニッカウヰスキー
アサヒビールお客様相談室
70120-019-993

テネシー

社

ウイスキー

テネシー

ブラックニッカ
リッチブレンド
国産ウイスキー
甘くやわらかい樽の香りと、フルーティーで華
やかな香りが広がる。シェリー樽原酒をキー
モルトとして、カフェグレーンを調和させた、
スムースな口当たりと、飲みやすさの中にも
コクがしっかりと感じられる味わいが特徴。
度数／40度
4000mL 2700mL 700mL
オープン価格
販売者／アサヒビール
製造場／ニッカウヰスキー
アサヒビールお客様相談室
70120-019-993

180mL

ハイニッカ
国産ウイスキー
やわらかなモルト香とカフェグレーンの
香ばしく軽やかな香りが調和。甘さとコ
ク、ほのかなピート、
しっかりと伸びのあ
る味わい。ほのかなビター感、すっきりと
したキレのよい後味が特徴。
度数／39度
720mL オープン価格
販売者／アサヒビール
製造場／ニッカウヰスキー
アサヒビールお客様相談室
70120-019-993

※「価格」は、原則として「メーカー希望小売価格（消費税別）
」です。
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ＣＳ３
国産ウイスキ ー

ビール

キリンウイスキー
富士山麓
Signature Blend
ふ

シ

じ

グ

さ ん ろ く

ニ

チ

ャ

ー

ブ

レ

ン

ド

オークマスター
樽薫る

オークマスター
森の風薫る

た る か お

か お

ウイスキー

国産ウイスキー

国産ウイスキー

国産ウイスキー

熟成のピークに達した原酒を厳選した

オーク樽の華やぎある「薫香」をトップノ

緑を思わせるすがすがしい香りのウイ

「富士山麓」ブランドのプレミアムウイ

ートに、すっきりとキレのある味わいの

スキー。フルーティで華やかな果実香
と、甘く芳ばしい風味が織り重なる、複

ウイスキー。
度数／40度

スキー原酒を、長い年月をかけて磨か
れた富士の伏流水で仕上げた。炭酸や

層的で円熟した味わいが特長。
度数／50度

4000mL オープン価格

レモンと相性が良く、ハイボールですっ
きりと楽しめるウイスキー。
度数／37度

ブランデー

700mL オープン価格

2700mL オープン価格
640mL オープン価格

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

チェリーウイスキー
EX

ブレンデッドウイスキー
山桜 黒ラベル

640mL オープン価格

キリンビール
70120-111-560

ピ

ヤ

ア

マ

モ

ザ

ル

ク

ト

ラ

スピリッツ

国産ウイスキー

国産ウイスキー

東北唯一の地ウイスキーとして製造し

厳選したモルトウイスキーとグレーン原

オーク樽で5年以上熟成されたモル

国産ウイスキー

ている。3年以上熟成させた原酒をブレ

酒をブレンドし、マイルドで口当たりが良

トとシェリー樽熟成モルト、ピーテッ

ンドしたウイスキー。お手頃サイズで、
風味豊かな本格的スコッチタイプの味

く、飲むほどに楽しい味わいに仕上げ
た。ロックはもちろん、やや濃い目の水

ドモルトをバランスよくブレンド。や
わらかい果実香、甘い滑らかな口

わいが楽しめる。
タイプ／ ブレンドウイスキー

割り、ハイボールでも楽しめる。カートン

当たり。
タイプ／ ピュアモルト

度数／40度

im6

ュ

PURE MALT
YAMAZAKURA

入り。
タイプ／ ブレンデッドウイスキー

リキュール

度数／48度
700mL 5,800円

500mL 1,300円

度数／40度
700mL 2,100円

笹の川酒造
1024-945-0261

笹の川酒造
1024-945-0261

サントリーウイスキー
響
JAPANESE HARMONY

サントリー シングルモルト
ウイスキー 山崎

チューハイ・カクテル

ひびき

国産ウイスキー

笹の川酒造
1024-945-0261

国産ウイスキー

サントリー シングルモルト
ウイスキー 白州
国産ウイスキー

日本の四季、日本人の繊細な感性、日本

サントリーが保有する多種多様な原酒

の匠の技を結集した「響」の新ラインナ
ップ。
「響」らしい品格を持ちながらも、

の中から「ワイン樽貯蔵モルト」を使用
し、「山崎」を語る上で欠かすことので

多彩な原酒のハーモニーによる華やか
で洗練された飲みやすい味わいが特

きない「ミズナラ樽貯蔵モルト｣など複
数の原酒とヴァッティングした。やわらか

長。
度数／43度

く華やかな香り、甘くなめらかな味わい
が特長。
タイプ／ シングルモルト 度数／43度

香り、さわやかで軽快なキレの良い味わ
いが特長。
タイプ／ シングルモルト
度数／43度

700mL 4,200円

700mL 4,200円

700mL 5,000円

サントリーお客様センター
70120-139-310

サントリーウイスキー
オールド
国産ウイスキー
深みのある味わい、心地よい飲み
応えを実現。シェリー樽モルト由来
の甘く華やかな香味と竹炭ろ過モ
ルトのまろやかな口あたりが特長。
度数／43度

180mL 1,140円

サントリーウイスキー
角瓶

サントリーウイスキー
トリス〈クラシック〉

か く び ん

国産ウイスキー

国産ウイスキー

甘やかな香り、厚みのあるまろやかなコ
クが特長。甘い香りがハイボール（ソー
ダ割り）
と相性抜群。
度数／40度

サントリーお客様センター
70120-139-310

サントリーお客様センター
70120-139-310

オ

国産ウイスキー
世界5大ウイスキーの自社蒸溜所でつく
られた原酒のみをブレンドした世界初の
ウイスキー。甘く華やかな香りとまろや
かな口当たりながら厚みのある味わい
で、後に心地よいスモーキーさが感じら
れる、さまざまな表情を持ったウイスキ
ー。数量限定販売。
度数／43度

180mL 1,140円

サントリーお客様センター
70120-139-310

4000mL 7,827円 2700mL 5,526円
1920mL 4,062円 700mL 1,590円
450mL 1,049円 180mL 526円

ア

原酒をヴァッティングした。フレッシュな

サントリーお客様センター
70120-139-310

700mL 1,880円

SUNTORY
WORLD WHISKY
「碧Ao」

ほのかなスモーキーフレーバーを備えた
「ライトリーピーテッドモルト」と、「白
州」らしい複雑さと奥行きを持つ様々な

セ

やさしく甘い香りと、丸みのあるなめら
かな味わいが特長。バランスのとれた味
わいは、ハイボールはもちろん、ロック
や水割りでも楽しめる。
度数／37度
4000mL 4,430円 2700mL 3,110円
1800mL 2,180円 700mL 900円
180mL 285円

サントリーお客様センター
70120-139-310

レ

ク

シ

ョ

ン

名もなき銘酒Selection
BLENDED WHISKY
ブ

レ

ン

デ

ッ

ド

ウ

イ

ス

キ

ー

ウ

国産ウイスキー
本場スコットランド産、 3年樽熟成スコ
ッチを使用。グレーンウイスキーとスピ
リッツを絶妙にブレンド、ほろ苦く本格
的な樽香と、上品な甘さを感じさせるバ
ニラ香が特徴。
生産者／南アルプスワイン＆ビバレッジ
産地／日本
度数／37度

700mL 5,000円

4000mL 4,044円

サントリーお客様センター
70120-139-310

眞露お客様相談室
70120-460-580
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ＣＳ３

ルですっ

ンソン タンサン」で割った、爽快なのど
ごしにこだわり抜いたハイボール。
度数／9度
350mL

250mL オープン価格

ウイスキー

ラックニッカ クリアを、研ぎ澄まされた
クリアな味わいの本格炭酸水「ウィルキ

ビール

やわらかな香りとまろやかな味わいのブ

ウイスキータイプの酒

ハイボール

りのウイ
けて磨か
。炭酸や

ハイボール・水 割 り

ブラックニッカ
クリアハイボール

T
RA
ラ

スーパーニッカ＆
ウォーター
水割りウイスキー

レンド。や
らかな口

ブラックニッカ クリアのおいしさをその

軽やかなウイスキーをベースに、瀬戸内

に、芳醇な水割りウイスキーに仕上げ

ままに、ほどよいウイスキー感とクセの

産のレモンエキスを加え、ソーダを炭酸

た。甘く芳醇で華やかな香りが楽しめ
る。
度数／12度

ないクリアな飲み心地で爽やかな余韻
が続く。
度数／10度 300mL（びん）

とキレのある後味を実現した。
度数／7度

「ウィルキンソン」・
ハイボール

を備えた

「ウィルキンソン タンサン」と、
「NIKKA

ハイボール
WHISKY」のウイスキー原酒を使用した、
本格的なハイボール。糖類を使用せず、

レッシュな

アルコール9％の飲み応えがありながら

良い味わ

も、強炭酸でスッキリとしたハイボールの
味わいを楽しめる。
「ウィルキンソン」
「WIL
KINSON」はアサヒ飲料
（株）
の登録商標。
度数／9度

円

500mL 191円
350mL 141円
アサヒビールお客様相談室 70120-019-993

ー

250mL（缶）
オープン価格

500mL 191円
350mL 141円

アサヒビールお客様相談室
70120-019-993

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

ホワイトホース
ハイボール

サントリー
角ハイボール 缶

ハイボール

か く

ハイボール

スモーキーさほのかに香る、まろやかで
上質な味わいのスコッチウイスキー「ホ

「角瓶」の高品質な香味をいっそう引き

ワイトホース」の香味がバランスよく味
わえる飲みやすいハイボール。
度数／6度

と口当たりの良い泡立ちを追求。レモン
スピリッツで風味付けすることでさらに
おいしく仕上げた。
度数／7度

500mL オープン価格

im6

チューハイ・カクテル

モルト

9度 350mL（缶）

強めに仕上げることで、爽快なのどごし

リキュール

販売者／アサヒビール
製造場／ニッカウヰスキー
アサヒビールお客様相談室
70120-019-993

と、「白

ハイボール

スーパーニッカのおいしさをそのまま

300mL
オープン価格

つ様々な

水割りウイスキー

ニッカ
淡麗辛口ハイボール

スピリッツ

れたモル
ピーテッ

ブラックニッカ
クリア＆ウォーター

ブランデー

アサヒビールお客様相談室
70120-019-993

立たせるため、ソーダの爽快なのど越し

350mL オープン価格

500mL 255円
350mL 189円

キリンビール
70120-111-560

サントリーお客様センター
70120-139-310

ジムビーム ハイボール
ハイボール

るなめら

とれた味

ん、ロック

0円

ジムビームを使用し、バーボンの味わい
を感じながらも、スッキリ爽快、キレのあ
る味わいが特長のハイボール缶。
度数／5度
500mL 217円
350mL 160円

円

サントリーお客様センター
70120-139-310

ウイスキータイプ
の酒
Others

ジャック ダニエル
テネシーハニー
ジャック ダニエルをベースに、ハニーの
豊かな風味を加えたハニーテイストのフ
レーバードウイスキー（酒税法上はリキ
ュール）。
生産者／ブラウン・フォーマン社
産地／アメリカ
度数／35度 香味／蜂蜜
700mL オープン価格
350mL オープン価格
アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

※「価格」は、原則として「メーカー希望小売価格（消費税別）
」です。
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H 297 × W 210 mm

ＣＳ３
博物館ガイド

ニッカウヰスキー／「ウイスキー博物館」
北海道工場内のウイスキー貯蔵庫を改装して平

像で紹介している。

成10年4月に開館。
「ウイスキー館」と
「ニッカ館」
で構成されている。
「ウイスキー館」
は、ウイスキーのルーツ、製法、
種類、楽しみ方、樽づくりの道具や樽材などを展
示。ウイスキーを試飲できる
「ウイスキー倶楽部」
もある
（有料）
。
通路を渡ったところにある
「ニッカ館」は、創業
者・竹鶴政孝氏とリタ夫人の生い立ちやロマンス、

所 在 地 北海道余市郡余市町黒川町7-6
（北海道工場内）
電話番号 0135（23）3131
交
通 JR余市駅より徒歩約2分、
小樽より車で約30分
休 館 日 年末年始（臨時休業あり）
開館時間 9:00〜16:30
余市蒸溜所の見学は9:00〜17:00
ウイスキー博物館の見学は16:30まで。
入 館 料 無料

ニッカウヰスキーの創業から現在までを商品や映

サントリー／「サントリー白州蒸溜所・ウイスキー博物館」
南アルプスの雄峰、甲斐駒ヶ岳のふもとにある蒸

り、見どころが多い。

溜所。ここでは、ウイスキー製造工程とウイスキー

また、併設しているサントリー天然水南アルプス

博物館の見学ができる。製造工程見学（有料）では、

白州工場でも、
「サントリー 南アルプスの天然水」の

木桶の発酵槽が並ぶ発酵室や原酒が詰まった貯蔵

製造工程が見られるガイドツアーを実施中。

庫などをガイドが案内してくれる。見学後は、シン
グルモルトウイスキー「白州」をはじめ、非売品の原
酒などがテイスティングできる（参加費1000円）。

im6

博物館ガイド

世界的にも珍しいウイスキー専門の博物館では、
ウイスキーの製法、日本と世界各国のウイスキーの
歴史、文化などを実物や模型を使って紹介してお

所 在 地 山梨県北杜市白州町鳥原2913-1
電話番号 0551（35）2211WEB・電話にて前日までに予約
交
通 中央自動車道・小淵沢ICより車で20分
JR小淵沢駅より車で15分
休 館 日 年末年始、その他臨時休業日あり
案内時間 白州蒸溜所ツアー／ 10:30〜最終回14:30（時期によリ変更あり）
ウイスキー博物館／9:30〜16:30（最終入館16:00）
入 館 料 無料（有料ツアーあり・要予約）
http://suntory.jp/HAKUSHU̲D/

サントリー／「サントリー山崎蒸溜所・ウイスキー館」
山崎周辺は古くは水生野（みなせの）と呼ばれ千
利休も茶室を構えた名水の地。その名水を仕込水

博物館ガイド

らではの希少なモルト原酒のテイスティングを体
感できる。

に使う、日本初のモルトウイスキー蒸溜所だ。
山崎ウイスキー館では、ジャパニーズウイスキ
ーの歴史、山崎蒸溜所のウイスキーづくりのこだ
わり、「山崎」ブランド誕生秘話などを様々な展示
を通じて体感できる。テイスティングカウンター
（有料）では市販されていないモルト原酒も楽し
め、ギフトショップも併設。山崎蒸溜所ツアー
（有
料）は臨場感ある製造工程見学に加え、蒸溜所な

キリンディスティラリー

所 在 地 大阪府三島郡島本町山崎5-2-1
電話番号 075（962）1423WEB・電話にて前日までに予約
交
通 JR山崎駅より徒歩10分
阪急大山崎駅より徒歩10分
休 館 日 年末年始、その他臨時休業日あり
案内時間 山崎蒸溜所ツアー 10:30 〜最終回14:50
（時期によリ変更あり）
ウイスキー館／10:00〜16:45（最終入場16:30）
入 館 料 無料
http://suntory.jp/YAMAZAKI̲D/

富士御殿場蒸溜所

工場見学

博物館ガイド

モルトウィスキーとグレーンウィスキーの両方

の中の蒸留の様子などをCG映像で視ることがで

を製造し、ウイスキーの仕込みからボトリングま

きる
「原酒を感じるコーナー」など、富士御殿場蒸

でを一貫して行う世界でも珍しい蒸溜所で、製造

溜所の魅力を楽しめる。インターネットまたは電

工程の見学と試飲もじっくりできる無料ツアーを

話で要予約。

実施。
「キリンウイスキー

富士山麓シグニチャー

ブレンド」のこだわりの製法やうまさの秘密をた
っぷり実感できる。プロジェクションマッピング
の迫力映像やウイスキーに含まれる様々な香りを
体感できる
「香りのブース」のほか、複数のグレー
ンウイスキー蒸留器、全長20mの連続式蒸留器

所 在 地 静岡県御殿場市柴怒田970番地
電話番号 0550（89）4909
交
通 JR御殿場駅から無料バス
休 館 日 月曜日（祝日の場合翌日）、年末年始
案内時間 9:00〜最終回15:20
入 館 料 無料
http://www.kirin.co.jp/entertainment/factory/gotemba/

モルトウイスキー原酒

グレーンウイスキー

モルト
ウイスキー

ブレンデッド
ウイスキー
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