Charity Auction Lineup Day 1, 14 May 2016
商品名
Product Name

出品企業
Exhibiting Company

Ichiro's Malt Double
Distilleries

株式会社ベンチャーウイスキー

VentureWhisky Ltd.

最低入札価格 本数
説明文
Minimum Bid Number Description
羽生蒸溜所と秩父蒸溜所の原酒をブレンド。大きさや材など個性の異なる様々な樽を使用し二つ
の蒸溜所の良さを最大限に引き出した、過去と現在、未来をつなぐブリッジブランドとなる商品で
す。肥土伊知郎氏のサイン入りです。
¥6,000
1
A blend of mashes from the Hanyu and Chichibu Distilleries. Casks of varying size and material
were used to bring out the best of these two distileries. A brand bridging past and present to
the future. Signed by Ichiro Akuto
カバラン蒸溜所のファーストボトルがクラシックであります。クラシックはカバランの品質が完璧な
ものであることを実証しています。マスターブレンダ―のイアン・チャン氏の技能と湿度の高い台
湾の気候があいまって多様なウイスキーが生み出されます。非常にまろやかで、トロピカルフルー
ツの特にマンゴーのほのかな風味をもっています。

カバラン クラシック シングル
雄山株式会社
モルトウイスキー
¥6,250

1

Kavalan Classic Single Malt
Whisky

THE OYAMA COMPANY,LTD

The first bottle to come out of Kavalan Distillery is Classic. It epitomizes the perfection of
quality at Kavalan. Many whiskies have come from the skilled hands of Master Blender Ian Chan
and the humid environment of Taiwan. An exceptionally smooth texture with hints of tropica
fruit, especially mango.

オールドプルトニー12年

三陽物産株式会社

スコットランド北部の港町ウイックにあるプルトニー蒸溜所。厳しい海風にさらされる立地にあ
り、「マリタイム・モルト」と自ら称する、海の香りが漂う
シングルモルトです。

Old Pulteney 12 years

SANYO CO., LTD.

¥1,000

チョーヤ ゴールド エディショ
チョーヤ梅酒株式会社
ン
CHOYA Gold Edition

1

紀州産南高梅をフランス産ブランデーで漬け込んだ最高級の梅酒。梅の花が舞う様子を表現した
金箱が見た目と華やかさに演出します。
¥5,000

1

CHOYA UMESHU CO., LTD.

¥2,000

1

Glen Dronach Cask Strength Whisk-e.ltd

本坊酒造株式会社

¥8,000

Single Malt KOMAGATAKE
Nature of Shinshu Rindo

1

HOMBO SHUZO CO.,LTD.

Highland veteran "Glen Dronach". A full-bodied whisky aged in a sherry cask and bottled at
cask strength. Signed by Stewart Buchanan, Brand Ambassador
澄んだ空気と深い霧、多様な野生植物が生息し豊かな自然が息づく日本アルプス山系“駒ケ
岳”。この雄大な自然と山々に囲まれた地にマルスウイスキー信州蒸溜所が在ります。 “シング
ルモルト駒ケ岳ネイチャ-オブ信州”は、若く躍動感のあるモルト原酒を主体に、信州の恵みに感
謝し、自然が織なす新旧モルトの調和をボトルに込めたシリーズです。 シリーズ1stリリースの
テーマは、青紫色の美しい花を咲かせる山野草の代表、長野県の県花「竜胆」。2012年蒸留のモ
ルト原酒に20年以上長期熟成された古酒をヴァッティングし、やわらかくモルティーでドライフ
ルーツのような熟した果実の香り、深みのある豊かな味わいが調和したシングルモルトウイス
キーです。
Located in the Japan Alps mountain range is Komagatake, home of clean air, dense mist, and a
plethora of wild animals. Surrounded by mountains and nestled in this grand wilderness is Mars
Whisky Shinshu Distillery. "Single Malt KOMAGATAKE Nature of Shinshu" is mainly comprised
of a malt mash. Charged with the energy of youth and in tribute to the bounty of Shinshu,
nature intertwines this bottled series of new and old malts.
The theme of the first release in the series is the Genetian, a purple that evokes the image of
Nagano's Prefectural Flower. Vatting an old mash aged over 20 years with a 2012 malt mash for
a soft malty, dried fruit bouquet for a singe malt whisky blend with a deep, rich flavor.
2002年7月5日蒸溜、2016年2月11日ボトリング、アルコール度数54％ボウモア蒸溜所以外では購
入する事が出来ない樽から直接ボトルに詰めたスペシャルボトル。ボトルナンバーと上記日付の
説明書付。Christine Logan（クリスティーヌ・ローガン）氏のサイン入りです。本商品の売り上げ
は、アイラ島の教育機関に寄付させて頂きます。
※この商品は現金のみのお支払となります。クレジットカードはご使用になれません。

ボウモア・ハンドフィールドボ
アンバサダー・オブ・アイラ
トル 13年 オロロソカスク

¥30,000

Bowmore Hand-Filled 13
years Oloroso Cask and
Charity Card Set

A premium plum liqueur umeshu with Nanko ume plums from Kishu infused in French brandy.
Contains gold flakes that emulate plum flower petals.
ハイランドの古豪「グレンドロナック」。シェリー樽のみで熟成し、カスクストレングスでボトリングし
たフルボディな1本。ブランド・アンバサダーのスチュアート・ブキャナン氏のサイン入りです。

グレンドロナック カスクストレ
株式会社ウィスク・イー
ングス

シングルモルト駒ヶ岳 ネイ
チャーオブ信州 竜胆

The Pulteney Distillery is located in the harbor town of Wick in northern Scotland. Pummeled by
severe sea winds, single malt "Maritime Malt" is aptly named and carries the scent of the sea.

10

Distilled July 5, 2002 and botted on February 11, 2016 comes a 54% alcohol whisky that you
can't get anywhere but Bowmore. Straight from cask to special bottle. Bottles are numbered
and come with a certificate. Signed by Christine Logan. All funds raised from the sale of these
bottles go an Islay educational organization.
*Cash only. You may not use credit cards.

Ambassadors of ISLAY

日本未発売!!世界でわずか581本のみ発売されたシングルヴィンテージコニャック。2004年は天候
に恵まれ、ボルドリーらしいすみれの花のアロマが際立った、優美なコニャックになりました。6月
新発売となるボルドリーVSOPにちなみ、この特別なボトルにグローバルアンバサダーFrederic
Dezauzier氏のサインを添えて出品します。

Camus Rarissimes Bcrderies
カミュ ワイン＆スピリッツ
2004
¥48,000

1

CAMUS Wines&Spirits

Not sold in Japan!! Only 581 bottles of this vintage cognac were sold worldwide. Blessed with
optimal weather in 2004 and with the sweet fragrance of violas befitting Bordeaulaise, this
became an exquisite cognac. In addition to a Bordeaulaise VSOP going on sale in June, this
special bottle is signed by Global Ambassador Frederic Dezauzier.

ロンサカパ

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株
式会社

既に発売が終了した、大きなサイズのグレンモーレンジィです。MHDシングルモルトアンバサ
ダー ロバート・ストックウェルのサイン入りです。

Glenmorangie Original 1.5L
bottle

MHD Moët Hennessy Diageo K.K.

ビーフィーター バローズリ
ザーブ

サントリースピリッツ株式会社, サ
ントリーアライド株式会社

¥4,000

¥8,900
Beefeater Burrough's
Reserve

Suntory Spirits Limited, Suntory A

Large sized Glenmorangie is no longer available for sale.Signed by Robert Stockwel, MHD
Single Malt Ambassador.

2

ビーフィータージンの創業者ジェームズ・バローが自分のためにジンを作ったらどのようなものに
なったろうか？
そんな空想のもと、現マスターディスティラー デズモンド・ペインが作る出したプレミアムジンで
す。
DESMOND PAYNE（デズモンド ペイン）氏のサイン入りです。
What kind of gin would Beefeater Gin founder James Harrow have made for himself? Current
Master Distiller Desmond Payne takes on that inspiration in creating a premium gin.
Signed by DESMOND PAYNE

Charity Auction Lineup Day 2, 15 May 2016
商品名
出品企業
Product Name
Exhibiting Company
チェイスウォッカ アードベッグ 株式会社ウィスク・イー
カスク
Chase Vodka Ardbeg Cask

Whisk-e.ltd

バーレイズジン

株式会社ePower

Burleighs Gin

ePower Co.Ltd.

パッカーズラム

株式会社ePower

Pussers Rum

ePower Co.Ltd.

オクトモア 07.3 アイラ・バー レミー コアントロー ジャパン株式
レイ
会社
OCTOMORE 07.3 ISLAY
BARLEY

RÉMY COINTREAU JAPAN株式
会社

シングルモルト余市

アサヒビール株式会社

Single Malt Yoichi

ASAHI BREWERIES,LTD

シングルモルト宮城峡

アサヒビール株式会社

Single Malt Miyagikyo

ASAHI BREWERIES,LTD

ボウモア・ハンドフィールドボ アンバサダー・オブ・アイラ
トル 13年 オロロソカスク

Bowmore Hand-Filled 13
years Oloroso Cask and
Charity Card Set

Ambassadors of ISLAY

Camus Bcrderies XO 1.5L

カミュ ワイン＆スピリッツ

最低入札価格 本数
説明文
Minimum Bid Number Description
1
自社農場で育てたジャガイモ100％で造ったウォッカをアイラ島のシングルモルトウイスキー「アードベッグ」の空
¥2,000
き樽で約7ヶ月熟成させたカスクエイジド・ウォッカ。エクスポート・ディレクターのサイモン・デービズ氏のサイン
入りです。
Vodka made from 100% home farm grown potatoes and aged seven months in an Ardbeg singe malt cask.
Signed by Simon Davis, Export Director
¥3,000

1

¥5,000

1 set

¥27,000

1

三陽物産株式会社

Ｈｅｎｄｒｉｃｋ'ｓ Gin

SANYO CO., LTD.

ラガヴーリン16年とラガヴーリ MHD モエ ヘネシー ディアジオ株
ン8年
式会社

Kilchoman 3 years Inaugural
Release

Whisk-e.ltd

スターオブボンベイ

バカルディ ジャパン 株式会社

Star of Bombay

BACARDI JAPAN LIMITED

サントリーウイスキー 知多

サントリースピリッツ株式会社, サ
ントリーアライド株式会社

Suntory Whisky Chita

Suntory Spirits Limited, Suntory A

オクトモアの中のオクトモア。アイラ島産の大麦100％から蒸留されたオクトモアアイラ・バーレイの第2弾。日本
国内未発売アイテムを先行して手に入れるチャンスです！
The Octomore of Octomores. Octomore Islay Barley is distilled from 100% Islay-grown barley. Not yet
available in Japan, it's your chance to get it before anyone else!

¥4,200

1

重厚な力強さ、ピートと潮の香り。凝縮された余市モルトの本質を堪能下さい。ニッカウイスキー チーフブレン
ダー佐久間 正氏のサイン入りです。
A dignified strength and scents of peat and the tide. Enjoy the robust essence of Yoichi Malt. Signed by
Masa Sakuma, Chief Blender, Nikka Whisky.

¥4,200

1

清冽までのさわやかさ、宮城峡モルトの真価が華やかに香ります。ニッカウイスキー チーフブレンダー佐久間
正氏のサイン入りです。
Smooth and crisp, Miyagikyo malt has an appreciative aroma. Signed by Masa Sakuma, Chief Blender, Nikka
Whisky.

¥30,000

10

2002年7月5日蒸溜、2016年2月11日ボトリング、アルコール度数54％ボウモア蒸溜所以外では購入する事が
出来ない樽から直接ボトルに詰めたスペシャルボトル。ボトルナンバーと上記日付の説明書付。Christine
Logan（クリスティーヌ・ローガン）氏のサイン入りです。本商品の売り上げは、アイラ島の教育機関に寄付させ
て頂きます。
※この商品は現金のみのお支払となります。クレジットカードはご使用になれません。

Distilled July 5, 2002 and botted on February 11, 2016 comes a 54% alcohol whisky that you can't get
anywhere but Bowmore. Straight from cask to special bottle. Bottles are numbered and come with a
certificate. Signed by Christine Logan. All funds raised from the sale of these bottles go an Islay educational
organization.
*Cash only. You may not use credit cards.
¥38,000

1

日本未発売!!1.5ℓサイズのボルドリーXOは、そのまま注ぐこともできる飾り台とセットです。独特な土壌と恵まれ
た日照により、すみれの花のアロマをもつ優美なコニャックを生むボルドリー地区は、カミュ家が代々暮らすカ
ミュのふるさと。6月新発売となるボルドリーVSOPにちなみ、この特別なボトルにグローバルアンバサダー
Frederic Dezauzier氏のサインをそえて出品します。
Not sold in Japan!! 1.5 liter size bottle of XO together with display so you can enjoy right away. The sweet
scent of violas raised in unique soil and ample sunlight wafts from this exquisite cognac of the Bordeaulaise
region, long-time home of the Camus family. In addition to a Bordeaulaise VSOP going on sale in June, this
special bottle is signed by Global Ambassador Frederic Dezauzier.

¥1,000

1

スコットランドで造られるハンドクラフトジン。他のジンには見られない「きゅうり」と「バラ」を使用しています。
Mr.ERIK ANDERSSON (ブランドアンバサダー・エリック アンダーソン）のサイン入りです。
Handcrafted gin from Scotland that contains cucumber and rose, not found in other gins. Signed by Mr. Erik
Andersson.

¥10,000

1 set

Lagavulin 16 years & 8 years MHD Moët Hennessy Diageo K.K.

キルホーマン3年イノーギュラ 株式会社ウィスク・イー
ルリリース

Burleighs Gin is made by gentle craft distilling. The one-year anniversary bottle is not available in Japan.
Signed by Jamie Baxtor, Chief Distiller
数々の賞を受賞しているパッカーズラムよりアメリカズカップの陶製デキャンタと中に入れるパッサーズ40％
を1ボトル。
Winner of numerous awards, one bottle of Pussers Rum 40% and an America's Cup ceramic decanter.

CAMUS Wines&Spirits

ヘンドリックス ジン

クラフトディステリーで丁寧に作られるバーレイズジン。1year アニバーサリーボトルで、日本にはありません。
Jamie Baxtor（ジェイミー バクスター チーフディスティラー）氏のサイン入りです。

¥2,000

1

今年、創立200周年をお迎えた、ラガヴーリン蒸留所。代表作である16年に蒸留所所長とブランドアンバサダー
のサインが入ったものと、ラガヴーリン200周年を記念してボトリングされた8年をセットにしました。8年は輸入数
量の問題で一般小売をしないので、この機会がチャンスです。ラガヴーリン蒸留所所長 ジョージィ・クロフォー
ド氏とディアジオグローバルシングルモルトアンバサダー ドナルド・コルヴィルのサイン入りです。
Lagavulin celebrates its 200th Anniversary this year. Representative of their whisky is a 16-year-old whisky
signed by the head distiller and brand ambassador paired with an 8-year-old bottle commemorating their
200th anniversary. Due to an issue with import numbers of the 8-year, this is not available for retail sale, so
this is a real opportunity. Signed by Lagavulin Head Distiller Georgie Crawford and Donald Colville, Diageo
Global Malt Ambassador.
2009年に発売された記念すべきファーストリリース。ヘビーピート麦芽（50ppm）を使用し、バーボンバレルとシェ
リーバットで熟成。セールス＆マーケティングマネージャーのピーター・ウィルズ氏のサイン入りです。
The celebrated first release was sold in 2009. Using heavy peat barley (50ppm), it was aged in bourbon
barrels and sherry butts. Signed by Sales & Marketing Manager Peter Wills

¥5,000

¥3,800

2

2

世界のジン市場とそのトレンドを知り尽くした、グローバルアンバサダー“ラジ・ナグラ”が昨年末に発売したば
かりのボンベイ史上最高峰の「スター・オブ・ボンベイ」にサインをいれた特別ボトルを2本ご用意させて頂きま
した。
Global Bombay Sapphire Brand Ambassador Raj Nagra knows all there is to know about the world's gin
market and trends His signature adorns these two special bottles of Star of Bombay, the pinnacle of the
Bombay brand just released at the end of last year.
サントリーのウイスキーづくりのたゆまぬ研鑽が生んだサントリーウイスキー「知多」。「クリーン原酒」「ミディア
ム原酒「ヘビー原酒」の3タイプにつくり分けられたグレーン原酒は、様々なタイプの樽に詰められ、熟成の時を
迎えます。ホワイトオーク樽で熟成した原酒を主体とし、スパニッシュオーク樽やワイン樽で熟成した原酒など、
様々なタイプの原酒をブレンドすることで完成する、軽やかでありながら複雑でバランスのとれた香味、味わい
が特長です。
第4代チーフブレンダーの福與伸二氏のサイン入りです。
From arduous study in the making of Suntory Whisky comes Chita. Three different types of grain mash clean, medium and heavy -poured into a variety of casks and aged to perfection. Mainly comprised of mash
aged in a white oak cask, Spanish oak, wine cask, and so on for a mash blend that while being light, has a
complex yet balanced flavor.
Signed by 4th Generation Chief Blender Shinji Fukuyo

