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     ジョニーウォーカー イギリス 

 

 

1865 年ブレンドウイスキーを発売、現在では１億３千万本

を出荷する。１８７０年には有名な四角のボトルを発表。さ

らに有名なラベル、２４度の角度で張られているシールの

デザインが紹介された。 

 

 

 

ジョニー 

ウォーカー 

イギリス 

 

1865 年ブレンド ウイ

スキーを発売、現在で

は１億３千万本の出

荷を出荷、世界一の

座を占める。 

１８７０年には有名な

四角のボトルを発表。

さらに有名なラベル、

２４度の角度で張られ

ているシールのデザイ

ンが紹介された。 

 

ブラック ＆ 

ホワイト 

(カラー) イギリス 

 

ジェームス ブキャナン

のブレンドウイスキー

｢ハウスオブコモン｣は

1890 年代にスコッチ

テリアのラベルが使用

されたが、これがいつ

の間にかブランド名と

なった。ただし英国内

ではこのブランドは使

用されていない。 

 

ブラック ＆ 

ホワイト  イギリス 

 

ジェームス ブキャナンの

ブレンドウイスキー｢ハウ

ス オ ブ コ モ ン ズ ｣ は

1890 年代にスコッチテ

リアのラベルが使用され

たが、これがいつの間に

かブランド名となった。た

だし英国内ではこのブラ

ンドは使用されていな

い。 

３５-D294  Johnnie Walker ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ３Ｄ立体パネルニス光沢仕上

３５-A039  Jonie Walker  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル 光沢仕上

３５-Ｄ１６３ Ｂｌａｃｋ＆White (Colour 

￥３，７８０ ドイツ製 20x30cｍ ニス光沢仕上げ 

３５-Ｄ１７５ Ｂｌａｃｋ & White（B/W） 

￥３，７８０ ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル 

 

デュワース 

イギリス 

 

18４6 年、 ジョン デ

ュワーが作った、ブレ

ンドウイスキーは次男

のトーマス デュワーが

執筆するトラベル ジャ

ーナル 「ランブル ラ

ウンド ザ ワールド」誌

で精力的に広告、一

躍インターナショナル 

ブランドに成長した。 

 

デュワース 

ホワイトラベル 

イギリス 

 

1899 年、ジョン デュワ

ー＆サンズ社のブレン

ダーであったキャメロン

はシングル モルト 40

種のブレンドを行い、

｢ヒースとハニーの香

り｣が特徴とする製品を

生み出す。これは同社

の 100 年の歴史の中

で最も有名なウイスキ

ーとなった。現在バカル

ディーグループ。 

 

グレン 

フィディック 

蒸留所 イギリス 

 

ウイリアム・グラント＆

サン社が 1887 年のク

リスマスに創業。1906

年にシングル モルトを

世界に紹介し、一躍そ

の名を知らしめた。世

界シェア 30%と、最も

多く販売されているシ

ングル モルト ウイスキ

ーである。 

 

 

   グレンフィディック ロゴ イギリス 

 

 

ウイリアム・グラント＆サン社が 1887 年のクリスマスに創

業。1906年にシングル モルトを世界に紹介し、一躍その名

を知らしめた。世界シェア30%と、最も多く販売されているシ

ングル モルト ウイスキーである。 

 

３５-D211  Dewar’s Special   

￥３，７８０ ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル 

３５-D223  Dewar’s  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル 

     ３５-Ｄ２4３ Glenfeddich Ｆａｃｔｏｒｙ  

￥３，７８０ ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル 

３５-D２４４  Glenfiddich Logo   

￥３，７８０ ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル 

 

グランツ 

チェリー 

ウイスキー 

イギリス 

 

ウェラー氏とサムが、

ディッケンシアン イン

でチェリーウイスキー

の利点を論じ合ってい

るシーン。 

 

 

東ハイランド 

ロイアル 

ロホナガー 

イギリス 

 

1845 年創業。その 3

年後にすぐ近くのバル

モラル城を英国王室

が購入し夏の居城とし

た。蒸留所のオーナー

がヴィクトリア宛の招

待状を送ったところ、

その翌日女王一家が

蒸留所を訪れた。以

来、女王の夫アルバー

ト公の愛飲するところ

となり、王室御用達を

示す「ロイヤル」の称号

を得た。 

 

 

シックスアイル 

 

アイランドモルト 

イギリス 

 

スコットランドの 6 つの

島で作られるウイスキ

ーをバッティングしたモ

ルトウイスキー。近年

我が国でも人気上昇

中である。 

 

 

 

 

スコッチ 

ジェームス 

 

ブキャナン 

グラスゴー 

イギリス 

 

 

同社のスペシャル ス

コッチは英国下院ご御

用達であった。 

 

３５-D200  Grant’s Cheery Whisky 

￥３，７８０ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル 

３５-Ｄ１４８  Royal Lochnagar ￥３，７８０ 

 ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル 

３５-１６０８  The Six Isles ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕

３５-Ｄ２４５ Buchanan ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢

 

ローデリック 

イギリス 

 

ライト＆クレイグ社の

1899 年のカレンダー

に使われた。スコットラ

ンド歩哨の伝統衣装を

身に付けで同社のウイ

スキー広告の傍らを行

進する。同社の１８９９

年のポスター。制作は

トム・ブラウン。 

 

オールドスコッチ 

         フォーレス イギリス 

 

シェフィールド、 ヘイ＆サンズのスコッチ「フォーレス」の広

告。当時有名な競走馬トリオ、「サクセッサー号」「ラリノ号」

「ベロシティー号」である。 

 

 

グレンスペイ 

ピュアモルト 

イギリス 

 

１８８４年創業のシン

グル モルト ウイスキ

ーメーカー。ニッカウイ

スキーの竹鶴政孝が

修行したことで有名。

グレンリベット醸造所

はスペイサイドで最も

古い蒸留所である。 

 

ガリバー 

 

スコッチ & 

アイリッシュ  

ペッグ   

イギリス 

 

スコットランドとアイル

ランドの服装をした男

が握手している。スコ

ッチとアイリッシュ ウ

イスキーをブレンドした

ウイスキーを取り扱う

商社。 

３５-D１３５  Roderick Deu  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢

３５-D143  Forres  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢

３５-Ｄ１４４ ＧｌｅｎＳｐｅｙＰｕｒｅ Ｍａｌｔ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕

３５-D254  Gullivers  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢

 

ハイランド 

ウイスキー 

ローデリック 

デュー  

イギリス 

 

スコットランドの正装で

ボトルを持つ男が描か

れている。ローデリック 

デュー ウイスキーのポ

スター。 

 

 

                 

ブナハーベン 

シングルモルト 

イギリス 

 

エジンバラのスコッチ

ウィスキー ヘリテージ 

センターの土産物コー

ナーで最もよく売れる

ウィスキーだが、ブッシ

ュ大統領（父）が愛飲

しており、彼が大統領

であった頃は、ホワイト

ハウスのパーティでは

必ず飲まれたという。

カティーサークの原酒

の一つ。ポスターはフ

ランス向けに作成され

たもの。 

 ３５-D158 Roderick Dhu Highland ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢

３５-D224  Bunnahabhain ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕

    

スコッチ・ウイスキースコッチ・ウイスキースコッチ・ウイスキースコッチ・ウイスキー  

 

(英語：Scotch whisky) は、英国スコットランドで製造されるウイスキーである。中世にアイルランドより製法が伝え

られたとされ、スコットランドの法律では、「スコットランドの蒸留所内で、大麦麦芽の酵素によって糖化させた穀類の

糖化液を、酵母の添加のみによって発酵させて蒸留し、木製の樽で最低 3 年間保税倉庫にねかせて熟成させたも

の」と定義されている。 

 

蒸留所の地域別分布  
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██ ハイランド 

██ スペイサイド 

██ アイランズ 

██ アイラ 

██ キャンベルタウン 

██ ロウランド 

 


