
LOCH LOMOND
ロッホローモンド

全英オープンゴルフ公式ウイスキー
個性的で多彩なハイランド・シングルモルト
1966年にリトルミル蒸溜所の第2工場として、スコットランド最大の湖『ローモンド湖』の畔に誕生。
特殊なストレートネックのポットスチルが有名ですが、スワンネックのポットスチルや連続式蒸留器まで
保有しており、多彩な蒸留器から生まれる数々のユニークな原酒を使いわけています。またスコット
ランドでもごくわずかとなった、自社敷地内に樽工場を保有する蒸溜所のひとつであり、蒸留から
熟成まで一貫して管理することを可能にしています。

ストレートネックと、スワンネックから生まれ
た4種類の原酒をヴァッティング。ほのかなス
モーキーさと、豊かなコクをもつ完璧なバラ
ンスの12年熟成です。TWSCにて3年連続
金賞を獲得、殿堂入りを果たしました。

ロッホローモンド
12年

スコットランド
度数：46%

希望小売価格 ¥3,900
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512523
JANコード：5016840737216

ウイスキー

LOCH LOMOND
12 YEARS OLD

ストレートネックから生まれる原酒のみを
使用。その特徴といえる、桃や洋梨の華や
かな風味を存分にお愉しみいただける、ノ
ンピートモルトです。

希望小売価格 ¥4,500
容量：700ml
入数：6
弊社コード：510614
JANコード：5016840155218

ロッホローモンド
インチマリン12年

スコットランド
度数：46%

LOCH LOMOND
INCHMURRIN 12 YEARS OLD

ウイスキー

ストレートネックとスワンネックから生まれ
た、3種類のピーテッド原酒をヴァッティン
グして熟成。他にはない風味をもつ、ヘビリ
ピーテッドモルトです。

希望小売価格 ¥4,500
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512905
JANコード：5016840155300

ロッホローモンド
インチモーン12年
LOCH LOMOND
INCHMOAN 12YEARS OLD

スコットランド
度数：46%

ウイスキー

定番商品としては珍しくフレンチオーク
樽熟成の原酒を使用することで、特殊な
ストレートネックスチルの特徴であるキラキラ
としてフルーティな果実味が、非常によく
表現されたシングルモルトです。

希望小売価格 ¥8,000
容量：700ml
入数：6
弊社コード：514650
JANコード：5016840747819

ロッホローモンド
14年
LOCH LOMOND
14 YEARS OLD

スコットランド
46%

ウイスキー

原料にモルトを100%使用したシングルグ
レーン。世界でもわずかしか現存していな
い、カフェスチルで蒸留しています。
WWA2017ベストスコッチグレーン。

希望小売価格 ¥2,900
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512625
JANコード：5016840050216

ロッホローモンド
シングル・グレーン

スコットランド
度数：46%

ウイスキー

LOCH LOMOND
SINGLE GRAIN

原料にヘビリーピーテッドモルトを使用し、
連続式蒸留器で蒸留を行った、非常に珍しい
ピーテッドタイプのシングルグレーンウイス
キーです。

希望小売価格 ¥3,200
容量：700ml
入数：6
弊社コード：514593 
JANコード：5016840260219

ロッホローモンド
シングル・グレーン・ピーテッド

スコットランド
度数：46%

ウイスキー

LOCH LOMOND
SINGLE GRAIN PEATED

ストレートネックとスワンネックで蒸留した
原酒を、自社の樽工場で調整した最高級の
樽で熟成。華やかな風味をもつ、ノンヴィン
テージのシングルモルトです。

ロッホローモンド
クラシック

スコットランド
度数：40%

希望小売価格 ¥2,900
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512522
JANコード：5016840043218

ウイスキー

LOCH LOMOND
CLASSIC

5種の原酒を絶妙にヴァッティング、自社の
マスタークーパーが選んだ最上級の樽で熟
成した、複雑に絡み合う、円熟感あふれる
風味がお愉しみいただけます。

ロッホローモンド
18年
LOCH LOMOND
18 YEARS OLD

スコットランド
度数：46%

希望小売価格 ¥10,900
容量：700ml
入数：6
弊社コード：512524
JANコード：5016840239215

ウイスキー

アメリカンオーク樽、ヨーロピアンシェリー樽、そして
バーボン樽で熟成した原酒をマスターウイスキー
メーカーのもと丁寧にヴァッティング。「ザ・グレンタ
レット」が生み出すニューメイクスピリッツの甘く
フルーティな特徴を活かした、蒸溜所すべてのシン
グルモルトの原点ともいうべき味わいです。

ザ・グレンタレット
トリプルウッド

スコットランド
度数：43%

希望小売価格 ￥5,500
容量：700ml
入数：6
弊社コード：514921
JANコード：5060768210061

ウイスキー

THE GLENTURRET
TRIPLE WOOD 

「Ruadh Maor（ルーアックモア）」の別名でも有名な
「ザ・グレンタレット」のヘビリーピーテッドタイプ。
50%という高めのアルコール度数でボトリングする
ことにより、スモーキーでありながら甘くまろやかな
味わいを実現しています。

ザ・グレンタレット
10年 ピートスモークド

スコットランド
度数：50%

希望小売価格 ￥6,500
容量：700ml
入数：6
弊社コード：514922
JANコード：5060768210078

ウイスキー

THE GLENTURRET
10YEARS OLD PEAT SMOKED

「ザ・グレンタレット」の精神である「By Hand & 
Heart」を最も体現した1本です。スモールバッチ
かつ、手作業で樽詰めされたヨーロピアンオーク
樽熟成原酒を丁寧にヴァッティングしています。非常
に滋味深いまろやかさと、奥深く複雑な風味を兼ね
備えています。

ザ・グレンタレット
12年

スコットランド
度数：46%

希望小売価格 ￥7,500
容量：700ml
入数：6
弊社コード：514923
JANコード：5060768210085

ウイスキー

THE GLENTURRET
12YEARS OLD

「ザ・グレンタレット」はリフィル樽の重要性を非常に
理解しています。この15年熟成はリフィル樽熟成
原酒を使用することで樽の影響を抑え、ニューメイク
スピリッツ由来の華やかな柑橘の風味と柔らかな
バニラを最大限に両立させています。

ザ・グレンタレット
15年

スコットランド
度数：55%

希望小売価格 ￥15,000
容量：700ml
入数：6
弊社コード：514924
JANコード：5060768210092

ウイスキー

THE GLENTURRET
15YEARS OLD 

非常に繊細で洗練された、「ザ・グレンタレット」の
技術と忍耐が詰まった1本です。蒸溜所の特徴とも
言える「ゆっくりと時間をかけた蒸留」により生まれた
フルーティなニューメイクスピリッツとマスターウイス
キーメーカーのブレンド技術の結晶ともいえる、複雑
かつバランスの取れたエレガントなウイスキーです。

ザ・グレンタレット
25年

スコットランド
度数：44.5%

希望小売価格 ￥120,000
容量：700ml
入数：1

ウイスキー

THE GLENTURRET
25YEARS OLD

新たなオーナー、新たなマスターウイスキーメー
カー、新たな樽材、そして「ザ・グレンタレット」の
歴史が詰まった30年熟成原酒すべてが組み合わ
さった、まさに集大成ともいえる貴重なシングル
モルトです。

ザ・グレンタレット
30年

スコットランド
度数：45.7%

希望小売価格 ￥220,000
容量：700ml
入数：1
弊社コード：514925
JANコード：5060768210115

ウイスキー

THE GLENTURRET
30YEARS OLD

THE GLENTURR ET
ザ・グレンタレット

歴史と芸術が融合し、伝説の男が魔法を掛けた唯一無二の作品

最も古くは1763年の文書にその記録が残っており、約250年もの歴史を経て、2019年3月にフランスの高級クリス
タルメゾン「ラリック」のグループに合流。マスターウイスキーメーカーにはマッカランなど有名蒸溜所での確かな
実績を持つ「ボブ・ダルガーノ」氏を招聘し、ポートフォリオを一新しました。「By Hand & Heart」の精神を
掲げ、その長い蒸溜所の歴史と原酒たち、手作業かつ小バッチで行われる伝統的な製法、長い時間をかけ蒸留
することで生まれる甘くフルーティなニュメイクスピリッツを最大限活かしたボトリングを行っています。
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