ペンダーリン蒸留所はイギリス本島南西部に位置するウェールズにあり、美しい自然
豊かな風土のもと造られています。ウェールズでは約100年もの間、歴史的背景により
ウイスキーの生産が行われていませんでしたが、2004年3月1日にチャールズ皇太子
同席のもとペンダーリン蒸留所により復活を遂げました。スコッチウイスキーやアイリッ
シュウイスキーにも使用していない、全く新しい蒸留器を使用し、芳醇なコクと樽の香り
が楽しめる唯一無二の逸品に仕上げております。

ユニークなスチル Our Nnique Still
ペンダーリンで使用されるスチルは、単式蒸留器と連続式蒸留器が組
み合わさったような特殊な構造で、スコットランドにもアイルランドにもな
いユニークなものです。一度の蒸留に必要な電力は、モルトウイスキー
を単式のポットスチルで2回蒸留するよりも少なく、エネルギー消費を抑
え、環境にも優しい最新技術を導入しています。この蒸留器を発明した
のはデイヴィッド・ファラデー博士で、19世紀英国の大科学者と称えら
れるマイケル・ファラデー※の子孫にあたります。現在、このタイプのス
チル２基と、従来からのポットスチル２基を使用し、92度の非常にクリー
ンなアルコールを製造しています。
※ファラデーの電磁誘導・電気分解の法則を確立

樽と水 Wood & Water
使用する水は、蒸留所の地下深い石灰系石灰岩層の純粋な水源から
引いています。生まれたウイスキーはアメリカ・ケンタッキー州のバッファ
ロートレース蒸留所のオーク樽からその命をスタートさせ、完璧なレベル
に達したら、次はマディラカスクでの熟成に入ります。また、シェリーウッ
ド、ピーティッドカスク、ポートウッドカスクを使用したウイスキーもあり、こ
れらは様々なプレミアムレンジの商品に使用されています。

DRAGON RANGE
PENDERYN LEGEND

PENDERYN MYTH

PENDERYN CELT

ペンダーリン レジェンド/700ml 41度

ペンダーリン ミス/700ml 41度

ペンダーリン ケルト/700ml 41度

新鮮なリンゴと柑橘類のア
ロマが心地よく、飲み口は
濃厚なドライフルーツにク
リームとレーズンのニュアン
スがプラスされます。食欲
をそそるほのかな苦味も存
在し、複雑な味わいの中に
爽やかさも加わったバラン
スの良いウイスキーです。

柑橘類にリンゴ、梨、トロピカ
ルフルーツ等の果物がはじ
け出る様な鮮烈さの中に、そ
れらフルーツの甘さが徐々
に清々しい苦味へと移行し
ます。様々なフレーバーが
ゆっくりと存在感を表し、活き
活きとしたライトタイプのウイ
スキーに仕上がっています。

バニラやオレンジの皮等の
ニュアンス、ピートが効いた
マイルドなアロマが楽しめま
す。口に含むと最初にコクの
ある甘さが、その後に少しの
苦味が合わさり、程よい余
韻を演出します。フレッシュ
でクリーンに仕上がった爽や
かなウイスキーです。

JANコード 5011594001415

JANコード 5011594001408

JANコード 5011594099382

GOLD RANGE
PENDERYN MADEIRA

PENDERYN PEATED

ペンダーリン マディラ/700ml 46度

ペンダーリン ピーティッド/700ml 46度

クリームやキャラメル、芳醇なフ
ルーツ、レーズン等の甘い香り。
さっぱり且つ上品な丸みを帯び
た味わいで、甘さとドライさのバ
ランスが良く、トロピカルフルーツ
やレーズン、バニラ等のニュアン
スの余韻が心地よく残ります。

スモーキーなアロマがはっきりと
主張されますが、その後にバニ
ラ、青リンゴ、爽やかな柑橘系
の香りが加わり、優しいフレー
バーに溢れます。ピートやバニラ
の風味が残るミディアム・フィ
ニッシュの仕上げで更に次の一
杯が欲しくなる逸品です。

JANコード 5011594010707
JANコード 5011594010721

PENDERYN PORTWOOD

PENDERYN SHERRYWOOD

ペンダーリン ポートウッド/700ml 46度

ペンダーリン シェリーウッド/700ml 46度

ペンダーリン リッチオーク/700ml 46度

豊潤なドライフルーツ、ダーク
チョコレート、クランベリーのア
ロマに、心地よいオークと焼い
たドライナッツの組み合わせ
が加わります。柔らかなオー
クとハニーの甘さの繊細で優
しいフィニッシュが長く続きま
す。

青リンゴやヘーゼルナッツ等
を混ぜた芳醇なキャラメル香、
黒果実の濃いシェリー由来の
アロマを持ったフレッシュなペ
ンダーリン・スタイル。黒糖を
思わせる甘さとシェリー樽熟
成によるドライさが巧くミックス
された味わいです。

ゴールドレンジでの最新アイテム。
バーボン樽熟成のあと、ワイン樽
でフィニッシュ。シナモン、胡椒
等のスパイスが入ったダークチョ
コレートのファッジや、青リンゴ、マ
ンゴー、バナナ等のフルーツの香
り。味わい豊かでバニラ、オーク、
シナモンやナッツ風味のタフィー
のニュアンスが楽しめます。

JANコード 5011594060658

JANコード 5011594010752

PENDERYN RICH OAK

JANコード 5011594000142

ICONS OF WALES
ICONS OF WALES
PENDERYN RED FLAG

PENDERYN INDEPENDENCE

PENDERYN DYLAN THOMASE

ペンダーリン レッドフラッグ/700ml 41度

ペンダーリン インディペンデンス/700ml 41度

ペンダーリン ディラントーマス/700ml 41度

The Icon of Walesシリーズの第
1弾。1831年『Red Flag』が社
会抗議の象徴として初めて提起
されたのを記念して製造。新鮮
なリンゴや柑橘類のアロマ、ク
リーム・ファッジとレーズンが混じ
り合あった複雑且つフレッシュな
味わい。信じられないほど滑ら
かで芳醇なドライフルーツの甘さ
も感じます。

The Icon of Walesシリーズの第
2弾。アメリカ独立宣言の立役
者「トーマス・ジェファーソン」は
ウェールズに所縁ある人物。新
鮮な柑橘類のアロマに、クリーム
やドライフルーツが混じり合った
香り、味わいはスムースでまろや
かな甘さを感じます。また、バニ
ラやレーズンの余韻が長く続き
ます。

The Icon of Walesシリーズの
第３弾。著名な詩人「ディラン・
トーマス」生誕100周年を祝い
製造。クリーミーなタフィーとバ
ニラの香りが漂う砂糖菓子や、
新鮮な青リンゴ、茹でたベリー
系果実の香りが感じられ、オロ
ロソシェリーと繊細な白すぐりや
ハネデューメロンのような甘さ
が印象的です。

JANコード 5011594001477

JANコード 5011594001491

JANコード 5011594010769

PENDERYN THAT TRY

PENDERYN BRYN TERFEL

PENDERYN ROYAL WELSH WHISKY

ペンダーリン ザットトライ/700ml 41度

ペンダーリン ブリン ターフェル/700ml 41度

ペンダーリン ロイヤルウェルシュウイスキー/700ml 43度

The Icon of Walesシリーズの第
4弾。SHガレス・エドワーズのトラ
イが「ラグビー史上最高」と称さ
れた事に由来。焼き立てのマー
マレードトーストのような柔らかく
スモーキーなアロマが感じられ、
口の中で甘く香ばしい香りが降り
注ぎます。その後微かなビター
感が余韻として続きます。
JANコード 5011594074341

The Icon of Walesシリーズの第5
弾。ウェールズ出身のオペラ歌手
ブリンターフェル氏に敬意を表し
た逸品。スムースでクリーミー、蜂
蜜やバニラアイスのアロマが感じ
られ、飲み口は芳醇で丸味があり、
完熟したリンゴやバナナの甘さが
存在。オロロソシェリーのような典
型的なペンダーリンの新鮮さも感
じられます。

The Icon of Walesシリーズの第6弾。
100年以上前に閉鎖されたベラ近郊
のフロンゴッホにあったオリジナルの
ウェールズウイスキー蒸留所を記念し
ています。2019年3月1日にリリースさ
れたピーティッド・ポートウッド・フィニッ
シュのウイスキー。バニラや赤系果実、
塩味のカラメル等が感じられる繊細で
スモーキーなピート香、黒胡椒やファッ
ジのやわらかい甘さが楽しめます。

JANコード 5011594074365

JANコード 5011594136735

Spirits & Liqueur
BRECON BOTANICALS GIN

FIVE VODKA

ブレコン ボタニカルズジン/700ml 43度

ﾌｧｲｳﾞ ｳｫｯｶ/700ml 43度

MERLYN CREAM
マーリン クリーム/700ml 17度

フレッシュなジュニパーベリーの濃厚
な複雑さに、コリアンダー等の様々な
フレーバーが加わります。トニック
ウォーターやレモン、氷等を加えると、
柑橘類やベモット、シナモン、クローヴ
等のニュアンスが更に心地よく堪能
できます。美しいボトルにも注目です。

その名の通り5回蒸留の最高にピュアな
ウォッカ。ブレコンビーコンズ山岳地帯を
源とする氷河に閉じ込められていた、純
粋できれいな水を使用して生産される
43度のプレミアムウォッカ。スムースでフ
ルーティーな味わいです。その純粋さ故
に、ろ過を必要としていません。

濃厚なクリームの質感とキャラメルを
思わせる芳醇な香りが、スピリッツの
刺激的なアロマと融合します。ゆっくり
とバニラやエキゾチックなフルーツ、
バラの香りをもたらし、喉を通る際は
新鮮なクリームと複雑なスピリッツの
味わいで、神秘的な奥行を感じます。

JANコード 5011594000340

JANコード 5011594010431

JANコード 5011594000401

アクサス株式会社 貿易事業本部
〒770-8054 徳島県徳島市山城西4-2
TEL：088-654-0077
FAX：088-654-0080

