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京都坊主BAR ウイスキーリスト

日本 ブレンデッド ハーフシングル

サントリーオールド ¥950

響 ジャパニーズハーモニー ¥1,150

響 ブレンダーズチョイス ¥1,900 ¥950

響 17年 ¥1,900 ¥950

響 12年 ¥2,400 ¥1,200

響 21年 ¥3,800 ¥1,900

スーパーニッカ ¥950

フロムザバレル ¥950

ブラックニッカ ¥950

スーパーニッカ 復刻版 ¥1,000

ブラックニッカ ブレンダーズスピリット第1弾 ¥1,000

ブラックニッカ ディープブレンド ¥1,050

ザ・ニッカ 12年 ¥1,100

富士山麓 ¥950

富士山麓 シグニチャーブレンド ¥1,100

北海道

厚岸 NEW BORN No.4 M & G Sprit 2017 ¥3,200 ¥1,600

埼玉県

イチローズモルト　リーフ モルト・グレーン ¥950

イチローズモルト　リーフ モルト・グレーン プレミアム ¥1,800 ¥950

長野県

マルス信州 ツインアルプス ¥950

岩井トラディショナル ¥950

マルス信州 ハエ HAAE by 南の風 ¥950

マルス信州 ラッキーキャット サン ¥950

マルス信州 ラッキーキャット ¥1,050

越百 モルテージ ¥1,050

マルス信州 ラッキーキャット アッシュ ¥1,100

岩井トラディショナル ワインカスクフィニッシュ ¥1,100

駒ケ岳　ネイチャーオブ信州 竜胆 ¥1,750 ¥950

駒ケ岳　ネイチャーオブ信州 小彼岸桜 ¥1,800 ¥950
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

日本 ブレンデッドモルト ハーフシングル

竹鶴 N.V. ¥950

竹鶴 17年 ¥1,600

竹鶴 21年 ¥3,200 ¥1,600

竹鶴 ノンチルフィルタード 17年 ¥3,600 ¥1,800

竹鶴 ポートウッドフィニッシュ 21年 ¥3,600 ¥1,800

竹鶴 25年 ¥9,500 ¥4,750

埼玉県

イチローズモルト　リーフ MWR(ミズナラ・ウッド・リザーブ） ¥1,600

イチローズモルト　リーフ WWR(ワイン・ウッド・リザーブ） ¥1,600

イチローズモルト　リーフ ダブル・ディスティラリィ ¥1,600
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

日本 シングルモルト ハーフシングル

北海道

余市 N.V. ¥1,000

余市 12年 ¥2,400 ¥1,200

余市 モスカテルカスク ¥3,800 ¥1,900

余市(123) アップルブランデーカスク ¥3,800 ¥1,900

余市 マンサリージャカスク ¥3,800 ¥1,900

余市 15年 ¥4,500 ¥2,250

余市 蒸留所限定 原酒 15年 ¥4,500 ¥2,250

余市 蒸留所限定 原酒 20年 ¥6,000 ¥3,000

余市 20年 ¥6,000 ¥3,000

厚岸 NEW BORN No.1 NON-PEATED 2017 ¥2,150 ¥1,100

厚岸 NEW BORN No.2 PEATED 2017 ¥2,350 ¥1,200

厚岸 NEW BORN No.3 みずなら 2017 ¥3,200 ¥1,600

宮城県

宮城峡 N.V. ¥1,000

宮城峡 12年 ¥2,400 ¥1,200

宮城峡 ニッカ80周年 シェリーカスク ¥3,500 ¥1,750

宮城峡 アップルブランデーカスク ¥3,800 ¥1,900

宮城峡 マンサリージャカスク ¥3,800 ¥1,900

埼玉県

秩父 ON THE WAY 2015 ¥2,300 ¥1,150

秩父 THE PEATED 2017 ¥2,500 ¥1,250

秩父 IPA ¥2,800 ¥1,400

秩父 CHIBIDARU ¥2,800 ¥1,400

羽生 ファイナルビンテージ 10年 ¥3,500 ¥1,750

羽生 ファイナル6080 10年 ¥4,000 ¥2,000

羽生 ファイナルヴィンテージ 15年 ¥6,000 ¥3,000

山梨県

白州 N.V. ¥1,150

白州 12年 ¥1,800 ¥950

白州 18年 ¥4,900 ¥2,450

富士山麓 18年 ¥4,900 ¥2,450
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

日本 シングルモルト ハーフシングル

山梨県

富士山麓 カスクストレングス　ワインカスクフィニッシュ 2004 ¥6,500 ¥3,250

長野県

マルス信州 津貫エイジング　寶常コレクション ¥1,600

駒ケ岳　ネイチャーオブ信州 信濃蒲公英 ¥1,700 ¥950

マルス信州 シェリー＆アメリカンオーク 2011 ¥1,750 ¥950

マルス信州 リバイバル2011 3年 2011 ¥1,950 ¥1,000

マルス信州 2013 ¥2,200 ¥1,100

マルス信州 駒ケ岳 No.557 1988 ¥3,300 ¥1,650

駒ケ岳 竹平サイン 1988 ¥4,500 ¥2,250

駒ケ岳 27年 ¥9,750 ¥4,400

駒ケ岳 30年 ¥12,000 ¥6,000

大阪府

山崎 N.V. ¥1,150

山崎 12年 ¥1,650 ¥950

山崎 18年 ¥4,900 ¥2,450

兵庫県

あかし シェリー 5年 ¥1,200

ホワイトオーク 日本酒カスク ¥1,800 ¥950

ホワイトオーク バーボン樽 5年 ¥1,850 ¥950

あかし　シングルモルト 12年 ¥2,100 ¥1,050

ホワイトオーク シェリー 10年 ¥3,600 ¥1,800

鹿児島県

嘉之助 NEW POT 2018 ¥1,900 ¥950

嘉之助 NEW BORN 10ヶ月熟成 2018 ¥1,900 ¥950
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

日本 モルト ハーフシングル

ニッカ カフェモルト ¥1,450
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

日本 グレーン ハーフシングル

知多グレーン ¥950

ニッカ カフェグレーン ¥1,100

宮城県

宮城峡 シングルカフェグレーン 12年 ¥3,000 ¥1,500
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

スコットランド ブレンデッド ハーフシングル

カティーサーク ¥950

ザ・フェイマス・グラウス ¥950

Ｊ＆Ｂ ¥950

ティーチャーズ ¥950

オールド・パー 12年 ¥1,000

ディンプル 12年 ¥950

ザ・フェイマスグラウス ブラックスモーク ¥950

インバーハウス グリーンブレイド ¥950

ブラックグラウス ¥950

シーバスリーガル みずなら 12年 ¥950

ブラックボトル ¥950

アイラミスト 12年 ¥1,000

マックフルッガ ¥1,200

シーバスリーガル みずなら 18年 ¥1,600

シーバスリーガル 18年 ¥1,600

カローデン 11年 2004 ¥1,650 ¥950

ジョニーウォーカー黒ラベル ¥950

ジョニーウォーカー ダブルブラック ¥950

オールド・パー ブレンデッド 18年 ¥1,750 ¥950

バランタイン ブルーボトル 12年 ¥950

バランタイン クリスマスリザーブ ¥950

バランタイン 17年 ¥1,300

バランタイン マスターズ ¥1,400

バランタイン トリビュートブレンド 17年 ¥1,750 ¥950

バランタイン 21年 ¥2,500 ¥1,250

デュワーズ ホワイトラベル ¥950

デュワーズ 12年 ¥950

デュワーズ 15年 ¥1,100

デュワーズ 18年 ¥1,600

デュワーズ 25年 ¥2,200 ¥1,100

グランツ ¥950
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

スコットランド ブレンデッドモルト ハーフシングル

ビッグピート 46% ¥1,100

ビッグピート　カスクストレングス 57.8% ¥1,450

コンパスボックス オーククロス ¥1,100

クランデニー アイラ　ヴァッテッド ¥1,100

コンパスボックス スパイスツリー ¥1,150

ビックピート カスクストレングス ¥1,450

ビッグスモーク 60% ¥2,050 ¥1,050

ザ・グラバー 14年 ¥2,500 ¥1,250

ジョニーウォーカー緑ラベル ¥1,200

オールド・パー ブレンデッド・モルト 18年 ¥1,750 ¥950

バランタイン ピュアモルト 12年 ¥1,100

ハイランド 北ハイランド

スペイサイド クランデニー ヴァッテッド ¥950
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

スコットランド シングルモルト ハーフシングル

燻酒 2016/2 ¥1,250

ハイランド 西ハイランド

ベンネヴィス スノーフレーク 19年 1996 ¥1,950 ¥1,000

ベンネヴィス 17年 1996 ¥2,150 ¥1,100

花と動物 ブレアアソール 12年 ¥1,500

クライヌリッシュ 14年 ¥1,150

クライヌリッシュ ウイスキーフェス大阪 16年 1996 ¥2,200 ¥1,100

ダルモア 15年 ¥1,750 ¥950

ダルウィニー 15年 ¥950

エドラダワー 10年 ¥950

フェッターケアン コニサーズチョイス 1997 ¥1,100

京都ボトル グレンカダム 11年 2004 ¥1,900 ¥950

グレンドロナック 12年 ¥950

グレンドロナック 15年 ¥1,200

グレンドロナック ピーテッド ¥1,200

グレンドロナック ソーテルヌ 12年 ¥1,400

グレンドロナック カスクストレングス ¥1,800 ¥950

グレンドロナック ウイスキーフープ オロロソシェリー 12年 2003 ¥2,100 ¥1,050

グレンドロナック シェリー樽 20年 ¥2,350 ¥1,200

グレンドロナック 21年 ¥2,700 ¥1,350

グレンドロナック マディラ 19年 1995 ¥3,100 ¥1,550

グレンドロナック 信濃屋 21年 1993 ¥3,700 ¥1,850

グレンギリー 12年 ¥950

グレンギリー 1993 ¥3,350 ¥1,700

グレングラッサ リバイバル ¥1,200

グレンモーレンジ オリジナル 10年 ¥950

グレンモーレンジ ラサンタ ¥1,150

グレンモーレンジ キンタルバン ¥1,200

グレンモーレンジ プライベートエディション アルテイン（石） ¥1,450
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

スコットランド シングルモルト ハーフシングル

ハイランド 西ハイランド

グレンモーレンジ ネクタドール ¥1,500

グレンモーレンジ バーガンディカスク ¥1,600

グレンモーレンジ 18年 ¥1,700 ¥950

グレンモーレンジ プライベートエディション フィナルタ ¥1,700 ¥950

グレンモーレンジ プライベートエディション トゥサイル ¥1,800 ¥950

グレンモーレンジ プライベートエディション バカルタ ¥1,900 ¥950

グレンモーレンジ デュタック ¥1,900 ¥950

グレンモーレンジ プライベートエディション スピオス ¥1,900 ¥950

グレンモーレンジ プライベートエディション ミルション ¥1,900 ¥950

グレンモーレンジ プライベートエディション コンパンタ ¥1,900 ¥950

グレンモーレンジ プライベートエディション アルタ ¥2,050 ¥1,050

グレンモーレンジ プライベートエディション エランタ 19年 ¥2,300 ¥1,150

グレンモーレンジ アスター ¥2,400 ¥1,200

グレンモーレンジ アスター 2017 ¥2,400 ¥1,200

グレンモーレンジ 19年 ¥2,450 ¥1,250

グレンオード 

グレンオード シングルトン（グレンオード） ¥950

グレンタレット トリプルウッド ¥1,100

グレンタレット シェリー ¥1,100

グレンタレット ピーテッド ¥1,100

グレンタレット 2000 ¥1,800 ¥950

ロッホローモンド モルト ¥950

マクダフ コニサーズチョイス 1997 ¥1,350

オーバン 14年 ¥1,200

ロイヤル・ロッホナガー 12年 ¥950

花と動物 ティーニニック 10年 ¥1,350

トマーチン 18年 ¥2,250 ¥1,150

ローランド

オーヘントッシャン 12年 ¥950

ブラッドノック シェリー 10年 ¥1,400
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

スコットランド シングルモルト ハーフシングル

ローランド

ブラッドノック 21年 ¥1,550

グレンキンチー 12年 ¥950

リトルミル ¥1,100

ローズバンク 19年 ¥1,800 ¥950

セント・マグデラン レアレストオブレア リンリスゴー 1982 ¥2,750 ¥1,400

セント・マグデラン 63.5% 21年 1982 ¥2,800 ¥1,400

ローランド 東ハイランド

アードモア 蒸留所ラベル ¥1,400

スペイサイド

京都ボトル モートラック 23年 1995 ¥3,000 ¥1,500

スペイサイド 南ハイランド

アバフェルティ 12年 ¥950

ケイデンヘッド アバフェルティ 1997 ¥1,800 ¥950

スペイサイド ローゼス

キャパドニック OMC 21年 1992 ¥2,350 ¥1,200

グレングラント 10年 ¥950

グレングラント 12年 ¥1,150

グレングラント 16年 ¥1,200

グレンロセス ¥950

グレンロセス ヴィンテージリザーブ ¥1,150

グレンロセス ADE 2007 ¥1,650 ¥950

グレンロセス 1995 ¥1,900 ¥950

グレンロセス 2004 ¥2,050 ¥1,050

スペイサイド エルギン

ベンリアック キュオリアシタス 10年 ¥1,150

ベンリアック シェリーウッド 12年 ¥1,150

ベンリアック ホライズン ¥1,450

ベンリアック 25年 ¥4,200 ¥2,100

ベンリアック 35年 ¥8,800 ¥4,400
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

スコットランド シングルモルト ハーフシングル

スペイサイド エルギン

グレンバーギ 1997

グレンバーギ 蒸留所ラベル 10年 ¥1,100

京都ボトル グレンバーギ 18年 1988 ¥2,450 ¥1,250

グレンエルギン コニサーズチョイス ¥1,150

グレンロッキー 10年 ¥1,250

リンクウッド 蒸留所ラベル 15年 ¥1,500

ロングモーン オフィシャル 16年 ¥1,750 ¥950

ロングモーン ゴールデンカスク 9年 ¥1,950 ¥1,000

ロングモーン 17年 1992 ¥2,250 ¥1,150

ロングモーン オクタブ 1996 18年 ¥2,450 ¥1,250

ロングモーン 25年 1985 ¥2,550 ¥1,300

ロングモーン 33年 1976 ¥3,150 ¥1,600

ロングモーン シェリー樽 44年 1965 ¥3,750 ¥1,900

ロングモーン シェリー樽 42年 1967 ¥3,900 ¥1,950

マノックモア 花と動物 12年 ¥1,350

花と動物 マノックモア 12年 ¥1,350

スペイサイド キース

花と動物 オスロスク 10年 ¥1,250

オルトモーア 12年 ¥1,150

オルトモーア DC 1992 ¥2,600 ¥1,300

グレンキース 1995 ¥1,800 ¥950

グレンキース アーティスト 20年 1993 ¥2,000 ¥1,000

花と動物 ストラスミル 12年 ¥1,350

スペイサイド ダフタウン

アルタベーン コニサーズチョイス ¥1,550

アルタベーン 京都ボトル 7年 ¥1,850 ¥950

バルヴィニー ダブルウッド 12年 ¥1,100

バルヴィニー シングルバレル 15年 ¥1,850 ¥950

コンバルモア コニサーズチョイス 24年 1984 ¥2,100 ¥1,050

12 ページ



京都坊主BAR ウイスキーリスト

スコットランド シングルモルト ハーフシングル

スペイサイド ダフタウン

コンバルモア コンバルモア オフィシャルボトル 28年 1977 ¥2,900 ¥1,450

グレンフィディック 12年 ¥950

グレンフィディック ソレラ 15年 ¥1,200

グレンフィディック スモールバッチ 18年 ¥1,750 ¥950

キニンヴィ 23年 1991 ¥5,100 ¥2,550

モートラック クーパーズチョイス 2000年 13年 ¥1,400

モートラック 蒸留所ラベル ¥1,500

スペイサイド リベット

ブレイヴァル 戦闘機 クランデニー ¥1,650 ¥950

ザ・グレンリベット 12年 ¥950

ザ・グレンリベット 18年 ¥1,600

スペイサイド スペイ川中・下流

花と動物 ベンリネス 12年 ¥1,100

ベンリネス 花と動物 15年 ¥1,100

ベンリネス ヘップバーンチョイス シェリー ¥1,400

クラガンモア 12年 ¥950

クレイゲラキ 13年 ¥1,100

クレイゲラキ ヘップバーンチョイス シェリー ¥1,300

花と動物 ダルユーイン 16年 ¥1,150

グレンアラヒー ヘップバーンショイス ¥1,250

グレンファークラス 12年 ¥1,100

グレンファークラス Pen シマジ ¥4,500 ¥2,250

インペリアル 18年 ¥1,100

インペリアル ¥2,300 ¥1,150

ノッカンドオ 12年 ¥950

1824シリーズ マッカラン ゴールド ¥1,150

マッカラン 12年 ¥1,350

マッカラン ファインオーク 12年 ¥1,350

マッカラン ダブルカスク 12年 ¥1,350
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

スコットランド シングルモルト ハーフシングル

スペイサイド スペイ川中・下流

1824シリーズ マッカラン アンバー ¥1,400

1824シリーズ マッカラン シエナ ¥1,950 ¥1,000

マッカラン 18年 ¥3,350 ¥1,700

スペイサイド バッキー

インチガワー 花と動物 14年 ¥1,150

アイランズ オークニー諸島

ハイランドパーク ウォーリア スヴェイン ¥1,000

ハイランドパーク 12年 ¥1,050

ハイランドパーク ウォーリア エイナー ¥1,150

ハイランドパーク ウォーリア ルラルド ¥1,350

ハイランドパーク ダークオリジンズ ¥1,600

ハイランドパーク ウォーリア シグルド ¥2,300 ¥1,150

ハイランドパーク ヴァルハラコレクション ソー ¥2,500 ¥1,250

スキャパ 16年 ¥1,200

アイランズ スカイ島

タリスカー 10年 ¥950

アイランズ マル島

ブラクアダー ローカスク レダイグ ¥1,750 ¥950

レダイグ アンティシェンエ20周年 1997 20年 ¥2,750 ¥1,400

アイランズ アラン島

アイル・オブ・アラン 10年 ¥1,000

アイル・オブ・アラン ポートカスク ¥1,250

アイル・オブ・アラン ソーテルヌカスク ¥1,250

アイル・オブ・アラン(77) マクリームーア ¥1,250

アイル・オブ・アラン アマローネカスク ¥1,250

アイル・オブ・アラン カスクストレングス 12年 ¥1,350

アイル・オブ・アラン ボッシー　クウォーターカスク ¥1,450

アイル・オブ・アラン 蒸留所１５周年記念 12年 ¥1,500

アイル・オブ・アラン プレミアム 1997 ¥1,800 ¥950

アイル・オブ・アラン プレミアム 1998 ¥1,800 ¥950

アイル・オブ・アラン プレミアム 1996 ¥1,800 ¥950
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

スコットランド シングルモルト ハーフシングル

アイランズ アラン島

アイル・オブ・アラン 17年 ¥2,050 ¥1,050

アイル・オブ・アラン エンジェルズリザーブ ¥2,300 ¥1,150

アイル・オブ・アラン スマグラー イリシットスティルズ ¥2,350 ¥1,200

アイル・オブ・アラン ２０周年記念 20年 1995 ¥3,750 ¥1,900

キャンベルタウン

グレンスコシア 12年 

キルケラン 12年 ¥1,150

キルケラン マルサラカスク 11年 ¥1,850 ¥950

スプリングバンク 10年 ¥1,100

スプリングバンク ロングロー レッド　ポートカスク ¥1,400

スプリングバンク ロングロー レッド　シラーズカスク ¥1,400

スプリングバンク ヘーゼルバーン バローロカスク 9年 ¥1,600

スプリングバンク ヘーゼルバーン 8年 ¥1,750 ¥950

スプリングバンク ロングロー ピノノワール ¥1,850 ¥950

アイラ

アードベッグ 10年 ¥1,050

アードベッグ アン・オー ¥1,250

アードベッグ ウーガダール ¥1,500

アードベッグ コリーヴレッカン ¥1,600

アードベッグ パーペチューム ¥1,800 ¥950

アードベッグ アリゲーター ¥1,800 ¥950

アードベッグ ケルピー ¥1,850 ¥950

アードベッグ ダークコーヴ ¥1,900 ¥950

アードベッグ グルーヴィス ¥1,950 ¥1,000

アードベッグ ガリレオ ¥1,950 ¥1,000

アードベッグ オーリヴェルデ ¥2,050 ¥1,050

ボウモア 12年 ¥950

ボウモア ダーケスト 15年 ¥1,550

ボウモア 18年 ¥1,800 ¥950

ボウモア テンペスト ¥1,900 ¥950

ボウモア 25年 1987 ¥2,600 ¥1,300

ボウモア 復刻ラベル 1987 ¥2,750 ¥1,400
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

スコットランド シングルモルト ハーフシングル

アイラ

ブルイックラディ スコティッシュバーレイ ¥1,100

ブルイックラディ ¥1,100

ブルイックラディ シャトー・ラトゥール・カスク　Ｂ 16年 ¥1,400

ブルイックラディ シャトー・ラフィット・カスク　Ａ 16年 ¥1,400

ブルイックラディ ロッホインダール 5年 ¥1,550

ブルイックラディ オクトモア　5_169 5年 ¥2,300 ¥1,150

ブルイックラディ オクトモア　07.01 5年 ¥2,700 ¥1,350

ブルイックラディ オクトモア 06.01 5年 ¥3,000 ¥1,500

ブルイックラディ ブラックアート 1990 ¥3,600 ¥1,800

ブルイックラディ オクトモア　07.04 ヴァージンオーク 5年 ¥4,000 ¥2,000

ブルイックラディ オクトモア　06.03 258ppm 5年 ¥4,000 ¥2,000

ブナハーブン 12年 ¥950

カリラ 12年 ¥1,050

カリラ 2003 ¥1,650 ¥950

カリラ プライベートボトル　SATO 8年 2007 ¥2,400 ¥1,200

カリラ ダンイーダン 21年 1992 ¥3,350 ¥1,700

ラガヴーリン 200周年 8年 ¥1,350

ラガヴーリン 16年 ¥1,400

ラガヴーリン CASK 57.7% 12年 ¥2,350 ¥1,200

ラフロイグ クウォーターカスク ¥1,100

ラフロイグ 10年 ¥1,150

ラフロイグ QAカスク ¥1,300

ラフロイグ PXカスク ¥1,400

京都ボトル ラフロイグ 2000-2013 13年 2000 ¥1,900 ¥950

京都ボトル ヘブリデイズ 6年 ¥2,050 ¥1,050

ラフロイグ 200周年 15年 ¥2,500 ¥1,250

ポートエレン ファイナルヴィンテージ 30年 1982 ¥3,750 ¥1,900

キルホーマン シェリーウッド ¥950

キルホーマン as マキヤーベイ ¥1,100

キルホーマン ビンテージ 2006 ¥1,400

キルホーマン ビンテージ 2007 ¥1,700 ¥950
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

スコットランド シングルモルト ハーフシングル

アイラ

キルホーマン ロッホゴルム ¥1,700 ¥950

キルホーマン ソーテルヌデュケム 5年 ¥1,800 ¥950

キルホーマン 100%アイラ 5年 ¥1,900 ¥950

キルホーマン マネージャーズチョイス ¥1,900 ¥950

キルホーマン 7年 2008 ¥1,950 ¥1,000

キルホーマン バーボンバレル 4年 2010 ¥2,200 ¥1,100
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

スコットランド グレーン ハーフシングル

ハイランド 南ハイランド

ロッホローモンド グレーン ¥950
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

アメリカン バーボン ハーフシングル

ケンタッキー

エヴァンウイリアムズ ¥900

エズラブルックス ¥900

アーリータイムズ ¥950

メーカーズマーク ¥950

オールドクロウ ¥950

フォアローゼズ ¥950

ファイティングコック ¥950

オールドエズラ ¥950

ジム・ビーム　チョイス ¥950

ジム・ビーム　 ¥950

オールドフォレスター ¥950

オールド・グランダット ¥950

IWハーパー 12年 ¥1,000

ブラントン ¥1,350

ワイルド・ターキー 13年 ¥1,400

フォアローゼズ　プラチナ ¥1,450

ブッカーズ ¥1,450

ベイカーズ 107プルーフ 7年 ¥950

バッファロートレース ¥950

ベイジルヘイデン 8年 ¥1,050

フォアローゼス ブラック ¥1,050

ミルウォーキーズクラブ 25周年 BEER & BOURBON ¥2,200 ¥1,100
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

アメリカン クラフト ハーフシングル

シカゴ

コーヴァル ミレット ¥1,450

コーヴァル ライ ¥1,450

コーヴァル バーボン ¥1,550

コーヴァル グレーン ¥1,550
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

アメリカン テネシー ハーフシングル

テネシー

ジャックダニエル　ブラック ¥950
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

アイリッシュ ブレンデッド ハーフシングル

ジェムソン ¥950

ブッシュミルズ ¥950

タラモア・デュー ¥950
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

カナディアン ブレンデッド ハーフシングル

カナディアン・クラブ ¥950
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

台湾 シングルモルト ハーフシングル

カバラン コンサートマスター ¥1,800 ¥950

カバラン クラッシック ¥1,900 ¥950

カバラン コンダクター ¥2,150 ¥1,100

カバラン ヴィーニョバリック（ワイン樽） ¥4,500 ¥2,250

24 ページ



京都坊主BAR ウイスキーリスト

インド シングルモルト ハーフシングル

アムルット フージョン ¥1,150

アムルット カスクストレングス ¥1,300

アムルット ピーテッド ¥2,150 ¥1,100
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

フランス ブレンデッド ハーフシングル

バスティーユ1789 ¥1,600
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

フランス シングルモルト ハーフシングル

グランアーモー ゴルノグ　バーボンカスク ¥1,800 ¥950

グランアーモー ゴルノグ　ＰＸカスク ¥1,900 ¥950

グランアーモー ゴルノグ　オロロソ ¥1,900 ¥950

ミッシェルクーヴレー クーヴレーズ　クリアラック ¥1,150

ミッシェルクーヴレー イントラガヴァンザ　クリアラック ¥1,400
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京都坊主BAR ウイスキーリスト

スエーデン シングルモルト ハーフシングル

マックミラ Uit Hund ¥950

マックミラ スペシャル08 ¥1,600

マックミラ スペシャル06 ¥1,600

マックミラ スペシャル05 ¥1,700 ¥950

マックミラ スペシャル07 ¥1,700 ¥950
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