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アイリッシュウイスキー 

オールドブシュミルズ 

アイルランド 

 

16０1 年創設のブッシュ

ミルズの工場は北アイル

ランド､アントリム県にあ

り、毎年 10 万人以上が

訪れる。1740-1910

年にかけてアメリカに移

住した大量のアイルラン

ド移民によりブッシュミル

ズの名は一躍有名にな

る。1900 年代初頭の広

告。 

 

 

 

 

アイリッシュ ウイスキー 

オールド ブシュミルズ アイルランド 

 

16０1 年創設のブッシュミルズの工場は北アイルランド､ア

ン ト リ ム 県 に あ り 、 毎 年 10 万 人 以 上 が 訪 れ る 。

1740-1910 年にかけてアメリカに移住した大量のアイル

ランド移民によりブッシュミルズの名は一躍有名になる。 

 

  

アイリッシュ ウイスキー 

アイルランド 

 

オールド 

ブッシュミルズ 

テーブル 

 

16０1 年創設のブッシュ

ミルズの工場は北アイル

ランド､アントリム県にあ

り、毎年 10 万人以上が

訪 れ る 。 1740-1910

年にかけてアメリカに移

住した大量のアイルラン

ド移民によりブッシュミル

ズ の 名 は 一 躍 有 名             

になる。 

 

 

アイリッシュ 

ウイスキー 

 

パディー  

コーク蒸留所 

アイルランド 

 

1966 年、ジェームソ

ン、 パワーズとともに

アイリッシュ ディスティラ

ー グ ループを結 成し

た。それまでの別々の

蒸留所はミドルトンに集

結し、最新の施設が出

現した。 

 

 

 

37-Ｄ１０８ＯｌｄBushmills300Years￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

37-Ａ３１１   Old Bushmills ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

37-Ｄ１０９ Ｂｕｓｈｍｉｌｌ‘ｓ Ｔａｂｌｅ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

37-Ｄ０４３  Ｐａｄｄｙ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

アイリッシュウイスキー 

 

ジョン ジェームソン 

アイルランド 

 

1780 年、スコットランド

出身のジョン ジェームソ

ンに より ダブ リンに 創

業。19 世紀初頭、ウイ

スキーはラムに次ぐ生産

を誇ったが、同社はその

トップメーカーであった。

しかし､後の禁酒運動、

アイルランド独立戦争は

アイリッシュ ウイスキー

に打撃を与えた。 

 

アイリッシュウイスキー 

 

ベビー ジョン 

ジェームソン 

ポケットフラスク 

アイルランド 

 

1780 年、スコットランド出

身のジョン ジェームソンに

よりダブリンに創業。19 世

紀初頭、ウイスキーはラム

に次ぐ生産を誇ったが、同

社はそのトップメーカーであ

った。しかし､後の禁酒運

動、アイルランド独立戦争

はアイリッシュ ウイスキー 

に打撃を与えた。 

 

アイリッシュウイスキー 

 

ウイリアム 

ジェームソン 

アイルランド 

 

ダブリンのもっとも古い醸

造所の一つ。1700 年代

後期の創立。 

 

 

 

 

アイリッシュウイスキー 

 

ジョン 

ジェームソン 

アイルランド 

 

1780 年、スコットランド

出身のジョン ジェームソ

ン に より ダブ リ ンに 創

業。19 世紀初頭にはラ

ムに次ぐ生産を誇った

が、同社はそのトップメー

カーであった。しかし､後

の禁酒運動、アイルラン

ド独立戦争はアイリッシ

ュ ウイスキーの打撃を与

えた。 

37-Ｄ１９５ Ｊｏｈｎ Ｊａｍｅｓｏｎ‘ｓ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

37-Ｄ０６６ ＢａｂｙＪｏｈｎＪａｍｅｓｏｎ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

37-Ｄ２６０  William Jameson ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

37-Ｄ１３１   John Ｊａｍｅｓｏｎ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

アイリッシュ 

ウイスキー 

 

ティアコネル 

 

ブッシュミルズと並ぶシ

ングルモルトの名門。ピ

ュアポットスティル ウイ

スキーである。アンドリュ

ー ワット社は 1762 年

創業、アイルランド共和

国第二の都市ダンダル

ク市にある。 

 

 

アイリシュ ウイスキー カンパニー 

ベルファスト  イギリス 

 

アイリッシュ ウイスキー カンパニーのあるベルファストは英

国、北アイルランド最大の都市。人口は 27 万人。 

 

 

アイリッシュ 

ウイスキー 

 

マコーネルス 

ベルファスト  

イギリス 

 

ベルファストのマコーネ

ルスはポットスティルに

こだわるアイリッシュ ウ

イスキー。1976 年に創

立した蒸留所。 

ベルファストは英国、北

アイルランド最大の都

市。人口は 27 万人。 

ハワードデービー製作の

ポスター。 

 

 

アイリシュ 

ウイスキー 

ダンビルズ 

ベルファスト 

イギリス 

 

ベルファストに本拠を置

く、ロイヤル アイリッシュ 

ディスティラリー社の製

品。ベルファストは英国、

北アイルランド最大の都

市。人口は 27 万人であ

る。 

37-Ｄ２５９ Tyrconnell ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

37-Ｄ２６９ Ｉｒｉｓｈ Whiskey Co.  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

37-Ｄ１３６  Ｍｃ Ｃｏｎｎｅｌ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

37-Ｄ１７９  Ｄｕｎｖｉｌｌｅ‘ｓ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

  

アイリッシュウイスキー 

オールマンズ  アイルランド 

 

12 世紀から続くアイルランドのウイスキーはヨーロッパでも

っとも古い歴史を持っているが、アイルランド独立運動､飢

饉、禁酒運動など、諸々の政治的要因から、多くの醸造所

が消滅、合併の道をたどり、現在では 3 つになった。そのう

ち純粋なアイルランド資本は一つしかない。 

 

 

 

アイリッシュ ウイスキー 

バゴッツ ハットン  アイルランド 

 

アイリシュ ウイスキーはモルトの過程でピートを使用せず、

スコッチに比べるとなめらかで、甘口の仕上がりが特徴。ウ

イスキーはアイルランド語を起源とし、スペルは「ＷＨＩＳＫＥ

Ｙ」と「E」が入り、スコッチの[ＷＨＩＳＫＹ］と異なる。 

 

 

アイリッシュ 

ウイスキー 

ベルファスト 

コーワンズ 

イギリス 

 

1829 年設立のウイリ

アム コーワンは大学

医学部によって最も純

正なアイリッシュ ウイ

スキーとの検査結果を

獲 得 、 それ を 宣 伝 し

た。 

ベルファストは英国、北

アイルランド最大の都

市。人口は 27 万人。 

 

アイリッシュ 

ウイスキー 

 

シャムロック 

アイルランド 

 

シャムロックは三つ葉

のクローバーとこと。カ

トリックの三位一体を

表す、アイルランドの

国花。ベルファスト、カ

ーカーグリーア社のウ

イスキー。ビンテージ 

ポスターとしてコレクタ

ーの人気が高い。 

 

37-Ｄ１４７  Ａｌｌｍａｎ‘ｓ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

37-Ｄ０２９ Ｂａｇｏｔ‘ｓ Ｈｕｔｔｏｎ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

37-Ｄ１２３  Ｃｏｗａｎ‘ｓ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

37-Ｄ０６３  Ｓｈａｍｒｏｃｋ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

  

アイリッシュ ウイスキー 

ダブリン ゴールド  アイルランド 

 

１２世紀から続くアイルランドのウイスキーはヨーロッパでは

もっとも古い歴史を持っているが、アイルランド独立運動､

飢饉、禁酒運動の他諸々の政治的要因から、多くの醸造

所が消滅、合併の道をたどった。 

 

 

 

アイリッシュ ウイスキー 

コーク ディスティラリーズ （蒸留所） 

アイルランド 

 

１９６６年、ジェームソン、 パワーズとともにアイリッシュ 

ディスティラー グループを結成した。それまでの別々の蒸

留所はミドルトンに集結し、最新の施設が出現した。 

 

 

  
 
 
 
 

アイリッシュ ウイスキー 

コールレイン  アイルランド 

 

１２世紀から続くアイルランドのウイスキーはヨーロッパでも

っとも古い歴史を持っている ロバート テイラー醸造所は

1843 年以来英国下院の御用達のウイスキーであった。 

 

 

アイリッシュ ウイスキー 

イーガン ナンバー８  アイルランド 

 

アイリッシュ ウイスキーはモルトの過程でピートを使用せ

ず、スコッチに比べるとなめらかで、甘口の仕上がりが特

徴。ウイスキーはアイルランド語を起源とし、スペルは「ＷＨＩ

ＳＫＥＹ」でスコッチの「ＷＨＩＳＫＹ」と異なり、「E」が入る。 

37-Ｄ２７６ Ｄｕｂｌｉｎ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

37-Ｄ０６７ Cork Distilleries ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

37-Ｄ１３２ Ｃｏｌｅｒaｉｎｅ ＰｕｒｅMalt￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

37-Ｄ１０１  Ｅｇａｎ‘ｓ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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