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私たちはテロワールが大事だと信じている。

スピリッツはすべて、
ロッホ・インダールの
潮風に包まれて熟成する。

没個性で画一化されつつある世界には、
それに抗う力が必要だ。時に危うさ
もあるが、飽くなき挑戦の連続で、喜びとスリルが常に待ち受けている。
私たちは、信念を持ってテロワールに情熱を傾けている。信頼性、原産地、

私たちはアイラ島が重要だと信じている。

ブルックラディでは、
アイラ島リンズ地区の入り江、
ロッホ・インダール
近くの貯蔵庫にて、
すべてのスピリッツを全期間熟成させている。
海水を含んだハリケーン級の突風を受け続け、
蒸留所の壁という
壁には塩分が染み込んでいる。
だからこそ、
島の環境がウイスキー
の個性に大きな影響をもたらす。
その結果、爽やかな、柑橘を思わせる潮のフレーバーがブルック
ラディの重要なアクセントになっている。
これは誇大な宣伝文句
ではない。

私たちが
目指すのは、
最も示唆に富む
ウイスキー

私たちは、アイラ島 のウイスキーは、蒸 留 や 熟 成 の 場 所 、
そして蒸留を手掛けている人々の哲学を大事にするべきだと
信じている。
場所、土地について伝えてくれるテロワール、スピリッツ造り
に使われる大麦と水、
そして人々の魂を感じること。
これらが
重なってウイスキーに命を与えているのだ。

私たちは万が一島内での熟成を続けることができなくなったなら、
ウイスキー造りそのものをやめることを公言している。島内での
熟成こそが、
ブルックラディを造るのだ。
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最終的なトレーサビリティなどについて。私たちが造り出そうとしているの
は、可能な限り自然で、示唆に富み、知的な刺激を与えかつ楽しめるスピ
リッツだ。頑な過ぎるだろうか？そうかもしれない。
しかしただのウイスキー
なら、世界にはあふれるほどあるのだ。
私たちは
「常に品位と原産地にこだわり、
この素晴らしいアイラ島を雄弁に
語るスピリッツを造り続けていく」
という、
イノベーションと革新の力を信じ

私たちは信頼性が重要だと信じている。 すべてのウイスキーは、アイラ島内で

ボトリングされる。冷却濾過、着色料の
添加は決して行わない。

ている。
私たちは、革新的なヘブリディーズ諸島の蒸留所である。

ADAM HANNETT
HEAD DISTILLER

SIMON COUGHLIN
CHIEF EXECUTIVE
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冷却濾過は、ウイスキーに含まれる天然のオイルを取り除く。
このオイルはフレーバーの源だが、低温で貯蔵すると濁りやオリを
生じさせる可能性がある。
しかしこのオイルが複雑なフレーバーと
口当たりの重要な要素になっているため、私たちは濁りよりも、発酵
で作られ熟成で完成するフレーバーやテクスチャーを優先する。
E150
（着色料）
は、熟成年数、樽の種類や熟成方法にかかわらず、
一定の品質であるように見せることができるが、
ブルックラディで
は、決して使用しない。ウイスキーのカラーは、樽由来であるべき
なのだ。
ポートシャーロット村の高台に湧き出る水を農家のジェームズ・
ブラウン氏がトラクターで蒸留所へ運んでくる。
この水を割り水に
して、蒸留所内でボトリングする。豊かに湧き上がる水を使ったウイ
スキーは、魂に訴えるものがある。
これこそまさにブルックラディだ。

私たちは大麦が重要だと信じている。

スコットランド産大麦のみを100%使用。
それこそが本来の“スコッチ”。

私たちはつながりが重要だと信じている。

テロワール。特にワインが生育する環境のこと。何世紀にもわたる
農業の深い経験を背景としたコンセプトである。植物の生育に関する
土壌、地層、
日照量、方角、天候、気候の影響と相互作用を包含し
ている。

理想的な気候、高緯度と土壌のおかげで、スコットランドでは、
蒸留すると完璧なフレーバーを生み出す大麦が育つ。
これを裏付
ける数々の科学的な証拠がある。そのひとつに、スコットランド
産大麦は、世界中の大麦と比較して、窒素の含有量が比較的
少ないことがある。
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スコットランドはメキシコ湾流により、温暖で湿潤な、沿岸性の
気候だ。長く明るい夏があり、大麦栽培に適する時期は150日に
及ぶ。早春に大麦の種をまき、夏の終わりに収穫する独特の
サイクルで、世界で最も生育に時間がかかる大麦と考えられて
いる。
ブルックラディは、
その希少で質の高い大麦を100％使用する。

私たちは、大麦の品種、農家、農場の違いやテロワールについてまで
もパッケージに記載し、
トレーサビリティを確保する。麦の育った環境
の特徴は原酒に残ると考えているからだ。
私たちにとって大麦は生命そのものであり、土地、
そして大麦が育つ
テロワールはそれを純粋に表現している。農家の人々は、各農場の
土壌、風、水はけ、方角、気候についても教えてくれる。単なる原材料
のサプライヤーではなく、一人ひとりがパートナーなのだ。
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このような“詳細な原産地証明”は利益追求型のウイスキービジネス
にはなじまないだろうが、私たちは土地とテロワールのつながりが
重要だと信じている。

大麦の重要性を信じているからだ。

滴り落ちるようなゆっくりとした蒸留で、
究極のピュアなスピリッツを造り出す。

私たちは時間をかけることが重要だと信じている。

ほど前衛的だった。先見の明ある創設者たちが設置したヴィク

所は、2001年に新たなエネルギーと全く新しい哲学を宿して
甦ったのだ。

職人の感覚（視覚、聴覚、臭覚）
を駆使して行われている。コン

反対だったが、柔らかくエレガントでフローラルなウイスキーとして
ブルックラディの名が知られていった。
現在ではブレンデッド用として原酒を供給せず、
シングルモルト
のみ造る。だからこそ私たちは原 材 料や技 術 、哲 学に妥 協
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しないのだ。

新しいブルックラディは、
これまでの業界の慣習に挑戦し、独創的
なウイスキーを造るという評判が湧き上がった。
ヴァイキングがかつて育てたという大麦を育ててみようか？ ウイ
スキーの熟成地が重要じゃないというのは誰だ？くたびれた樽で
熟成した20年物と比べて、素晴らしい樽で熟成した5年物の
ウイスキーは優れているだろうか？
（答えは“イエス!”）
これは、信頼性と原産地についての物語であり、
このすばらしい
スピリッツ、ブルックラディ シングルモルトの真の複雑な姿を
求める、私たちの終わりなき探究心の賜物なのだ。

私たちは人が重要だと信じている。

人がウイスキーを育て、
ウイスキーが人を育てる。

そして現在のチーム・ラディが当初の志を引き継いでいる。プロダク
ション・ディレクターのアラン・ローガンはアイラ島でウイスキー造りに
携わるローガン家の4代目だが、最初は壁のペンキ塗りから始まり、
あらゆるポジションを経て自らの居場所を掴み取った。ヘッド・ディス
ティラーのアダム・ハネットは当初蒸留所見学のツアーガイドをして
いたが、
ジムに優れた才能を見いだされ、共に働きながらその全てを
受け継いだ。
そしてジェームズ・ブラウンを筆頭に、
アイラの農家の人々は、厳しい
環境の中で私たちの大麦を育ててくれている。
現在、蒸留所は85名というアイラの蒸留所一番の大家族だ。世界中
に私たちの独自の精神を誇りを持って示したい。
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私たちは職人の魂が重要だと信じている。

2001年、閉鎖していた蒸留所を復活させようという呼びかけに、
“バッジー”と妻アーリーン、“PG”マクエイグ とパートナーのティナらを
含めた多くの人々が集まった。
マスター・ディスティラー ジム・マッキュワン
が率いたこのチームは、奇跡の復活を遂げた。
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私たちは固定観念への挑戦が
重要だと信じている。

いるが、私たちはこれを受け入れない。1994年に閉鎖された蒸留

トリア朝時代の設備を現在でも使用し、今なお発酵、蒸留は、

そしてこの背が高く首の長いスチルは、創業当時の主流とは正

ありきたりのウイスキー造りで
成功は得られない。
業界の慣習では、
ウイスキーは熟成年数が長いほど良いとされて

ブルックラディ蒸留所は、1881年の設立当初は過激と言える

ピューターもなく白衣を着た技術者もいない。

農家それぞれの個性も反映するスピリッツ。
人と大地はウイスキーで結びついている。

ウイスキーは、機械やマニュアルではなく、
人の手、
目、味覚で造るものだ。
著名なボルドーワインのボトルをよく見てみると、
グラン・ヴァン
（Grand Vin＝偉大なワイン）
という言葉がラベルに書かれている
のに気づくだろう。これは様々なテロワールで品種を厳選して
造った
「小さなワイン」
をブレンドしたものである。
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醸造責任者の技で異なるキュヴェをセレクトしてブレンドすること
で、
その年の収穫されたブドウの魅力を最大限に引き出す。同じ
ボトルは2つと存在せず、シャトー、セラー・マスター、シャトー・
オーナーのテイストが表現されるのだ。
ブルックラディのスピリッツも同様に、最上級のバーボン樽の
ほか、
さまざまな原産地の樽も使用する独特の方法をとって
いる。ブレンディングの素材が多ければ多いほど、緻密に組み
合わされていればいるほど、結果として造られるキュヴェはより
複雑になり、
そして脳を刺激するフレーバーの層が多くなる。
ブルックラディで行っているのはこのようなことだ。

UNPEATED
ブルックラディ

ブルックラディ、3つの個性。
ブルックラディ
ポートシャーロット
オクトモア

ブルックラディ蒸留所の、
伝統的なノンピート、
フローラルで
複雑なスタイル。
スコットランド産の大麦を 100％使用し、
ヴィクトリア朝時代からそのままの設備を用いて、職人たち
による時間をかけた蒸留を行っている。
樽詰めした原酒はすべてロッホ・インダールの海岸沿いの
倉庫で熟成、
アイラ島の湧水を使用して蒸留所でボトリング
されるのだ。
これがナチュラルなウイスキー。
もちろんノン･チルフィルター
で着色料無添加である。
エリアごとに風味の特徴があるスコッチウイスキーの中で、
ブルックラディは例外的な存在である。
ラベル の
「アイラ」
という表記がそのまま味わいに結びつくと考えないで欲しい 。
真実はもっと複雑で面白いのだから。
1881 年に創業された当時、地元のピートの代わりに、
蒸気船用の石炭を入手し、使える技術を持っていた。
これにより、
ブルックラディ蒸留所で、
ノンピートでピュア
なスピリッツの生 産が可 能になったようだ。
偉大なるウイスキー著述家のアルフレッド・バーナードは 、
かすかな手がかりからこの説を発見した。1885 年にまとめ
られた彼の壮大な蒸留所の調査記録には、“ザ･ラディ” は
アイラ島の蒸留所で唯一、麦芽をピートで乾燥する記載が
なかった。
残念ながら 19 世紀の原酒はまったく残っていないが、
ヴィクトリア朝時代の設備はその後何世代にもわたり、
時間をかけた熟練の手作業での蒸留を続けて、
洗練された
アイラ・ウイスキーを生み出してきたのである。
私たちは、
創業者たちの先見の明に敬意を表する。
面白みの
ない画一的なものではなく、
ウイスキーの表現の可能性を
限りなく広げた、世の中で最も偉大なるスピリッツとともに。
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ポートシャーロット
ピートの力強さとブルックラディの蒸留器から生み出され
る特徴的なエレガントで複雑でフローラルなトップノート 。
うまく調和するだろうか？
4 0 P P M ものヘビリー・ピーテッドのシングルモルト
ポートシャーロットは、かつてピーテッド･ウイスキーを
造っていた偉大なる蒸留所に対する終わりなき探究を
表現したものである。
ブルックラディ蒸留所から南へ 2 マイル、
ロッホ･インダール
湾沿いのポートシャーロット村に、
1829 〜 1929 年の 100 年間
操業していた
「ロッホ・インダール蒸留所」の跡がある。
1885 年にかの地を訪れたアルフレッド・バーナードの
記述によると
「大麦麦芽の乾燥にはピートのみが用いら
れており…」
とあり、色褪せた数枚の写真には、
キルンに
くべられるために積まれている大量のピートが写っている。
私 たち の ヘ ビリー ・ ピーテッド の シング ル モ ルト
ポートシャーロットは、
この偉大なる、
しかし今は静かな
蒸留所で働いていた人々と、彼らが遺した技術や財産に
対するトリ ビュートなのだ 。
ピートを焚き込んだ大麦から、
大聖堂のようなブルックラディ
のスチル・ハウスでゆっくりと時間をかけて蒸留された
スピリッツは、
ポートシャーロットに成るべく、海沿いの古い
石造りの貯蔵庫で熟成される。
ピートがエレガンスを表現
することが可能であるという生ける証として 。

SUPER HEAVILY PEATED
オクトモア
きっかけは、数 杯 のグラスを空けた後 の 会 話だった。
「もし？」
。
人がつくり得る最もヘビリー・ピーテッドな大麦を、
ブルックラディの背の高く首の細いスチルで蒸留したら？
ポートシャーロット村の内陸寄りに位置するジェームズ・
ブラウン氏所有の農園から名付けられた、
伝説的なオクトモア。
このウイスキーは世界を嵐のごとく席巻したのだ。
この世界で最もヘビリー・ピーテッドなシングルモルトは、
「特別を自称する平凡なもの」
に囲まれた世の中に、多大
な影響を及ぼしたのである。
スコッチウイスキーの品質は
熟 成 年 数で決まるという思い込みに対し、桁 外れの
フェノール値の表記と、実験的で極少量の生産という
ミステリアスな表現が強烈な一撃を与えたのだ。
アイラのリンズ地区、ポートシャーロット村の高台にある
オクトモア･ファーム。
ここにもかつて蒸留所があったと
いう。
オクトモアはその美しいポートシャーロット村よりも
古い歴史をもち、粗野ではあったが独立してすべてが
自給自足だった。
かつて合法的な蒸留がまだ珍しかった
時代のことだ。
オクトモアで火の番をしていた男たちは、
この地で大麦を
育て、
ピートを切り出してもいたのだろう。
それはウイスキー
の蒸留が普及した 1816 年、蒸気船がグラスゴーから石炭
を運んでくる遙か昔のこと。
その輝きは僅か数年間では
あったが。
彼らが造っていたスピリッツは強くピートを焚き込んで
いて熟成期間も短く、
アイラ島生まれの独特なフレーバーを
求める人々に向けて販売されていたと考えられる。
私たちは、彼らが今日のオクトモアを称賛してくれると確信
している。
これはまさにベルベットの手袋に秘めた鉄の拳
である。

ザ・クラシック・ラディ

THE CLASSIC
LADDIE
UNPEATED
ISLAY SINGLE MALT
SCOTCH WHISKY

SCOTTISH BARLEY THE CLASSIC
LADDIE

ブルックラディの決定版の探究
到着地点ではなくまだ旅の過程

■ ブルックラディのフラッグシップ
■ 印象的なブルックラディ･ブルーのボトルと缶
■ ノンピートのアイラ･シングルモルト･スコッチウイスキー

このシングルモルト・スコッチ・ウイスキーは、伝説の男、ジム・マッキュワンにより、フローラルでエレガントという
ブルックラディのクラシックなスタイルを表現するために創り上げられた。
ノンピートで、ブランドを代表するまさにブルックラディのシグネチャーボトル。

■ スコットランド産の大麦を100％使用
■ アメリカンオーク樽での熟成
■ ヘッド・ディスティラーが丁寧につくりあげた
マルチ･ヴィンテージ･キュヴェ

ジムはすでに引退しているが、
このブルックラディの決定版ともいうべきウイスキーは、
今もスコットランドの大麦を
100％使用し、
ゆっくりとした蒸留を経て、
すべての熟成をロッホ・インダールの海岸沿いで行っている。
このクラシックスタイルのマルチ・ビンテージ・キュヴェは、
現在はヘッド・ディスティラーのアダム・ハネットにより、
慎重に厳選した樽からバッティングされている。

■ アイラ島の湧き水を使用
■ すべての期間アイラ島で熟成
■ アイラ島でボトリング
■ ノン･チルフィルター
■ 着色料無添加
■ 口当たりを最大限に楽しむためのアルコール度数 50%

®

特徴

色

凹凸のない滑らかさ。クリー
ンでフレッシュで活き活きと
している。オークと大麦の完
璧なハーモニー。

初夏の大麦畑に降り注ぐ太陽
の色。

香り

味わい

フィニッシュ

ムード

素 晴らしいブーケ。最初に、
大麦糖 と か す か な ミ ン ト の
香り、その後、キンポウゲやデ
イジー、シモツケソウ、ギンバ
イカ、
サクラソウ、桜の花など、
切ったばかりの野花が放つ至
高のノートが続く。こうした
スピリッツのクリーンなブー
ケは、本当に格別だ。一秒一秒
時間が過ぎていく中で、さら
に多くのアロマがグラスから
溢れ出し、そよ風のようなか
すかな波しぶきとハマカンザ
シの香りから、このスピリッ
ツが確かに海辺で熟成された
ことに気づかされる。
4､5分後、
ほんの少し水を注ぐとレモン
ドロップとハチミツ、橙、スコ
ティッシュ･タブレットなど、
カラメ ル にし たさ ま ざまな
フルーツのアロマが漂ってくる。

まず、口の中に非常に洗練さ
れた爽やかな味 わいが 広が
り、甘いオークと大麦の風味
が舌の上でひとつになって、
口の中を歓喜で満たす。蒸留
によって生まれたフルーツの
風味が、大西洋から吹く爽や
かなそよ風のように漂い、舌
の上でシャンパンの泡のよう
に弾けている。熟したグリー
ンフ ル ー ツとブ ラウンシュ
ガー、そしてモルトの甘さが
混じり合いながら、味わいは
いよいよフィナーレへ。やが
て、どのシングルモルトも必
ずしも同じ味わいではないと
気づかせてくれるような味わ
いが再び口の中に戻ってくる
のがわかる。
そして、
最高の味
わいを実現するためには、ス
コットランド産の大麦を使わ
なければならないという結論
に達するのだ。
このボトルは、
スコットランド各地の蒸留所
を巡り歩いて出会う他のすべ
てのスピリッツのベンチマー
クとなることだろう。

いつまでも記憶に残るフィ
ニッシュ！仲の良い友だちと
一緒に楽しむのに最適だ。そ
んな夜には、このまま時が止
まってしまえばいいのに、と
思うことだろう。心と魂が暖
かくなる、そんな余韻を楽し
むことができる。時間がゆっ
くりと感じられ、明日の心配
など、夜が明けぬうちに、どこ
かへ消えてなくなってしまっ
ているにちがいない。

陽気なお祭り気分にさせてく
れる！リラックスして、グラ
スの中のスピリッツを味わ
い、いつもの話しを聞き飽き
ることのなく心ゆくまで楽し
むことができる。

ADAM HANNETT
HEAD DISTILLER
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