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ジャック ダニエル   

グリーン  アメリカ 

 

ジャック ダニエル社は

1866 年、テネシー州リ

ンチバーグで創設され

た。砂糖カエデの炭で

濾過するリンカーン郡

製法（チャーコール メ

ローイング）でつくられ、

独特のフレーバーが人

気を集める。本社のあ

るムーア郡は禁酒法が

存在するが、観光客向

けの少量販売のみ認

められている。 

 

ジャック ダニエルズ ロデオ  アメリカ 

 

ジャック ダニエル社は 1866 年、テネシー州リンチバーグで

創設された。砂糖カエデの炭でろ過するリンカーン郡製法

（チャーコールメローイング）でつくられ、独特のフレーバーが

人気を集める。本社のあるムーア郡は禁酒法が存在する

が、観光客向けの少量販売のみが認められている。現在

世界一の販売数を誇る。 

 

ジャック ダニエルズ 

ドロップ  

アメリカ 

 

ジャック ダニエル社は

1866 年、テネシー州

リンチバーグで創設さ

れた。砂糖カエデの炭

でろ過するリンカーン

郡製法（チャーコールメ

ローイ ング） でつ くら

れ、独特のフレーバー

が人気を集める。本社

のあるムーア郡は禁酒

法が存在するが、観光

客向けの少量販売の

みが認められている。 

 

ジャック ダニエルズ  

万年カレンダー  

アメリカ 

ジャック ダニエル社は

1866年、テネシー州リン

チバーグで創設された。

砂糖カエデの炭でろ過す

るリンカーン郡製法（チャ

ーコールメローイング）で

つくられ、独特のフレー

バーが人気を集める。本

社のあるムーア郡は禁酒

法が存在するが、観光客

向けの少量販売のみが

認められている。1 億本

以上が売られており、こ

れは世界一である。 

36-Ｄ１３４ ＪａｃｋＤａｎｉｅｌｓＧｒｕｎ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

36-D273  Jack Daniels Bronko ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ  

36-D277 Jack Daniel’s Drop ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

36-D271  Jack Daniels Cal.   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ジ ャ ッ ク  ダ ニ エ ル  

オールドタイム 

アメリカ 

 

ジャック ダニエル社は

1866 年、テネシー州リ

ンチバーグで創設され

た。砂糖カエデの炭で

ろ過するリンカーン郡製

法（チャーコールメローイ

ング）でつくられ、独特

のフレーバーが人気を

集める。本社のあるム

ーア郡は禁酒法が存在

するが、観光客向けの

少量販売のみが認めら

れている。 

 

ジャック ダニエルズ 

オールド サワーマッシュ アメリカ 

 

ジャック ダニエル社は 1866 年、テネシー州リンチバーグ

で創設された。砂糖カエデの炭でろ過するリンカーン郡製

法（チャーコールメローイング）でつくられ、独特のフレーバ

ーが人気を集める。 

 

           

ジャックダニエルズ  

ポートレイト  

アメリカ 

 

ジャック ダニエル社

は 1866 年、テネシー

州リンチバーグで創設

された。砂糖カエデの

炭でろ過するリンカー

ン郡製法（チャーコー

ルメローイング）でつく

られ、独特のフレーバ

ーが人気を集める。本

社のあるムーア郡は

禁 酒 法 が 存 在 す る

が、観光客向けの少

量販売が認められて

いる。 

 

ジャックダニエル   

ブラック 

アメリカ 

 

ジ ャ ック  ダニエル社 は

1866 年、テネシー州リン

チバーグで創設され、砂糖

カエデの炭でろ過するリン

カーン郡製法でつくられ、

独特のフレーバーが人気

を集める。本社のあるムー

ア郡は禁酒法が存在する

が、観光客向けの少量販

売が認められる。 

36-D279 Jack Daniel’sOld Time￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

36-D278 J．Daniel‘sＯｌｄＳｏｕｒＭａｃｈ 

￥３，７８０ ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル  

36-D280  Jack Daniel’s ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

36-Ｄ０４２ Jack Daniel’s Black ￥３，７８０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

 

ジャック ダニエルズ テネシー アメリカ 

 

ジャック ダニエル社は 1866 年、テネシー州リンチバーグで

創設された。砂糖カエデの炭でろ過するリンカーン郡製法

（チャーコールメローイング）でつくられ、独特のフレーバーが

人気である。 

 

 

ジャック 

ダニエルズ  

ポートレイト 

アメリカ 

 

ジャック ダニエ

ル 社 は 1866

年、テネシー州リ

ンチバーグで創

設された。砂糖

カエデの炭でろ

過するリンカーン

郡製法（チャーコ

ー ル メロ ー イ ン

グ）でつくられ、

独特のフレーバ

ー が 人 気 で あ

る。 

 

 

 

ジャック 

ダニエルズ  

ナッシングライ

ク  アメリカ 

 

ジャック ダニエ

ル 社 は 1866

年、テネシー州リ

ンチバーグで創

設された。砂糖

カエデの炭でろ

過するリンカーン

郡製法でつくら

れ、独特のフレ

ーバーが人気を

集める。 

 

ジャック 

ダニエルズ  グ

リーン 

アメリカ 

 

ジャック ダニエル

社は 1866 年、テ

ネシー州リンチバ

ー グ で 創 設 され

た。砂糖カエデの

炭でろ過するリン

カーン郡製法（チ

ャーコールメローイ

ング）でつくられ、

独特のフレーバー

が人気を集める。 

36-FD59 J. Daniel‘s Tennessee ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

36-FD52 J. Daniel’s Portlait  ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

36-FD53 JackDaniel’s NothingLike.￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

36-FD54 J.Daniels Green  ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

 

ジャックダニエ

ル  プールバ

ー 

アメリカ 

 

ジャック ダニエ

ル 社 は 1866

年、テネシー州

リンチバーグで

創設された。砂

糖カエデの炭で

ろ過するリンカ

ーン郡製法でつ

くられ、独特の

フレーバーが人

気を集める。 

 

ジャック ダニエルズ  ブロンコ  アメリカ 

ジャック ダニエル社は1866年、テネシー州リンチバーグで

創設された。砂糖カエデの炭でろ過するリンカーン郡製法

（チャーコールメローイング）でつくられ、独特のフレーバーが

人気を集める。 

 

ジャック 

ダニエルズ   

チャーコール 

アメリカ 

 

ジャック ダニエル社は

1866 年、テネシー州リ

ンチバーグで創設され

た。砂糖カエデの炭でろ

過するリンカーン郡製法

（チャーコールメローイン

グ）でつくられ、独特のフ

レーバーが人気を集め

る。本社のあるムーア郡

は 禁 酒 法 が 存 在 す る

が、観光客向けの少量

販売のみが認められて

いる。 

 

ジャック ダニエルズ  ウイング  

アメリカ 

ジャック ダニエル社は 1866 年、テネシー州リンチバーグで創

設された。砂糖カエデの炭でろ過するリンカーン郡製法（チャ

ーコールメローイング）でつくられ、独特のフレーバーが人気を

集める。 

 

36-FD55 J Daniel’s ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ 台紙つき  

36-FD56 J. Daniel’s Bronco  ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ 台紙つき  

36-FD57  J. Daniel’s Charcoal ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ 台紙つき  

36-FD58 Jack Daniels Wings ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ 台紙つき 

  
 

カフェ ニューヨーク  アメリカ 

 

１６２４年、オランダ人によって築かれた町は、64 年イギリ

スが占領、ニューヨークと名前を変えた。（第 2 次英蘭戦

争） １７８５－９０年の間はアメリカの首都であり、フィラデ

ルフィアを抜いてアメリカ合衆国最大のとしに変貌する。１

９-２０世紀にかけて数百万の移民を迎え入れた。ちなみ

にニューヨークの地下鉄は 1904 年に完成。 

 

プライド オブ ケンタッキー アメリカ 

 

ケンタッキー州バーボン郡を中心に作られるウイスキーをバ

ーボンと呼ぶ。トウモロコシを主原料とし、内側を焼き焦が

した亜オーク樽で 2 年以上熟成させる。オハイオ州、クリー

ブランドのウエイデマンホームズ社はサワーマッシュ製法で

ウイスキーを作った。 

  

43-B036  Ｃａｆｅ New York ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

36-Ｄ１８２ Pride of Kentucky  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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