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Ransom Whiskey  

ランサム・ワイン・アンド・スピリッツ社 

ランサム・スピリッツ社は1997年、タッド・シーステッドがわずかな貯蓄とクレジットカード数枚
を元手に設立しました。社名のランサム（身代金）は、タッドが事業を始めるにあたり背負った負
債にちなんでいます。自分の夢を叶えるために、タッドは自身の身代金を支払ったのでした。少量の
グラッパとブランデーの製造から始まり、1999年には多種の高級ワインを少量ずつ製造するようになります。 
そして2007年、穀物を主原料にしたスピリッツの製造を開始し、ジン、ウィスキー、ウォッカがライ
ンナップに加わりました。 

ランサム社のスピリッツはすべて手づくり。コンピューターや機械には頼らず、ポットスチル（単式
蒸留器）を使用し、味覚と嗅覚を駆使しながら製造しています。この昔ながらの労働集約型の蒸留法
では、選び抜いた原料からもたらされる豊かなアロマやボディを損なわずに蒸留することができます。
ランサム社では毎週、自社工場で麦汁を少量ずつマッシュ、発酵させており、原料は地元産の有機
栽培穀物をメインに、自社栽培の大麦を加えています。ジンには最高品質のボタニカル（植物）を使
用し、そのほとんどが地元オレゴン州で有機栽培されたものです。 

会社理念： 
ランサム社が最も大切にしている価値観。それは、伝統に忠実であること、職人魂そしてテロワール
です。製品自体がその成り立ちやルーツを物語るべきだ、との考えのもと、ランサム社は日々製品作
りに尽力しています。そして伝統的なスピリッツが持つ複雑なアロマや重みを大切にしながら、テロ
ワールを重視した力強いスピリッツを生み出しました。これは同時に、スピリッツの新たな原産地
の誕生、すなわちオレゴンカスケードの緑豊かな麓にスピリッツの新たな歴史が刻まれたことを雄
弁に物語ります。





ランサム社のオールドトム・ジンは、アメリカのカクテル史上、黄金期と言われる1800年代半
ばに流行ったジンを正確に再現しています。このレシピは、歴史家かつ著述家で、名バーテンダー
でもあるデヴィド・ワンドリッチの力添えを得て開発されました。オールドトムとは、禁酒法
時代以前からカクテルづくりに用いられていたジンです。ランサム・オールドトムは、大麦麦芽
のベース麦汁にボタニカルで香りづけしたことにより、ほのかな麦の風味を感じることができ
ます。蒸留の最終工程では、アロマや風味、ボディを最大限に引き出すため、ポットスチルを使
用しています。 

アメリカにおいてクラフトスピリッツの先駆けでもあるランサム・オールドトム・ジンは、アメ
リカ産樽で熟成された初めてのジンであり、また禁酒法以来、アメリカ国内で初めて製造・販
売された国産ジンです。 

オールドトム・ジンがカクテル史に登場したのは、18世紀。穀類の麦芽とボタニカルが原料で、
コクのある豊かな風味が特徴です。これはポットスチルを使用した蒸留法によるほか、ジンが
都市から都市へと樽に入れられて輸送されるうちに熟成していったことにもよります。 

テイスティングノート：口に含むと、ジュニパーベリーと海岸林の官能的な香りと共に、カルダ
モンやアンゼリカなど古くから薬にも使われてきたボタニカルのスパイシーな香りが広がります。
口当たりは濃厚でなめらか。麦芽の香りの中にも、さっぱりとした柑橘類の果皮とコリアンダー
やチークのエキゾチックな香りが感じられます。しなやかで力強い風味が、麦芽のもつ温かさ、
芳醇さと相まって、爽やかなボタニカルの風味を引き立て、上品なフィニッシュへと続きます。 

受賞歴・評価：5つ星★ ★ ★ ★ ★/非常におすすめ－F. ポール・パカルト氏の（F. Paul 
Pacult）ザ・スピリット・ジャーナル（ The Spirit Journal） 2014年3月号、 

2014年5つ星スピリッツ 上位75位－F.ポール・パカルト氏の（F. Paul Pacult）ザ・スピリット・
ジャーナル（ The Spirit Journal）、 2013年サンフランシスコ世界スピリッツ大会 金メダル、
サンディエゴ・スピリッツ・フェスティバル 金メダル、部門最高賞、93ポイント－ビバレッジ・
テスティング協会（Beverage Testing Institute） 

ランサム・オールドトム・ジン



ジンの元祖、オランダのモルトワイン「ジュネヴァ」を手本にしながら、ラン
サム・ドライジンは麦芽とホップの香りに、ボタニカルの存在感を加えました。

ボタニカルの選別にあたっては、伝統を重んじながらもオレゴン州特有のテロ
ワールのエッセンスを凝縮しようと、州の代表的なマリオンベリーと地元産の
ホップを合わせました。 

その結果、ジュネヴァとドライジンの両方の特性を持ち合わせた、香り高いジ
ンが完成しました。オランダの伝統とオレゴン州という新しい原産地の融合で
す。 

口に含むと、ホップと白い花々のエレガントな香りが広がります。ベースとな
る香りは、摘み立てのマリオンベリーとジュニパーベリー。濃厚でシルクのよ
うにやわらかで洗練された味わいに、柑橘類やカルダモン、コリアンダーといっ
たエキゾチックなスパイスがアクセントとなり、麦芽の香りが口に広がります。
フィニッシュは、しなやかで力強い口当たり。ボタニカルの爽やかな香りと、
芳醇でとろみのある麦芽の味わいです。 

ランサム・ドライジン



伝承によると、今日のアイリッシュウィスキーは19世紀当時のウィスキーと
はほぼ別物であることがわかっています。「エメラルド・アイル」との別名を
もつアイルランドの貴重な伝統的ウィスキーは長く失われており、ランサム社
の追い求める味を再現するには資料が足りませんでした。　 

ところが、ランサム社に2つの幸運が訪れます。1865年に英国の税務当局が、
アイルランドのマッシュビル（レシピ）を記録していたこと。そして、ランサ
ム社と旧知のデヴィド・ワンドリッチが、古い写真を収めたマイクロフィッシュ
の中にそのレシピを発見し、ランサム社のスピリッツ再現に生かされた、と
いうわけです。 

このマッシュビルを頼りに、ランサム社は伝統的なアイリッシュウィスキーに
独自の解釈を加え、自社農園で有機栽培された大麦を一定の割合使用。原料
となる穀類はすべて、オレゴン州シェリダンのエメラルド色に輝く丘に位置す
る自社蒸留所および農園で、少量ずつ製粉、マッシュ、発酵させており、ラ
ンサム社のポットスチルで五感を駆使しながら蒸留されます。 

フランス産オークとアメリカ産オークを合わせた樽で3年熟成させ、ボトリン
グやラベリングもすべて手作業。その結果、伝統的ウィスキーと同様の熟成さ
れたコクや奥深い味わいを兼ね備えた香り高いスピリッツが完成しました。 

受賞歴・評価：ダブルゴールド－2014年サンフランシスコ世界スピリッツ大
会－金メダル、部門最高賞－　第8回アメリカ蒸留協会審査（8th Annual 
American Distilling Institute Judging）－　90ポイント－ザ・ウィスキー・
ワォッシュ（The Whiskey Wash） 

エメラルド18 6 5－ストレートアメ
リカンウィスキー



イノベーションはアメリカの信条の基盤です。ランサム社はその精神を大切に、最良
の伝統的な蒸留方式で「ライ・大麦・ホィートウィスキー」を手作りで製造していま
す。手動のポットスチルで蒸留されるのは、原料のうちわずかな最高品質の部分のみ。

長年にわたるブレンディングの経験から、ランサム社の熟練蒸留職人は多様なマッシュ
ビルを組み合わせることで、より個性的なウィスキーができると確信しました。そこ
でランサム社は6種類の穀類をブレンドし、穀物の芳醇で複雑な味わいを出すことに
成功しました。こうした穀物のほのかな風味を味わっていただくため、ランサム社で
は従来の激しく炭化した未使用オーク樽ではなく、主にはピノノワールの熟成に使用
されたトースト香のあるフレンチオーク樽（60ギャロン）を再使用しています。そう
することで、穀類の特性を残したまま、コクと深みのあるウィスキーに仕上がります。
穀類の風味こそ、プレミアムウィスキーを特徴づけるものだとランサム社は考えてい
ます。 

その結果、類を見ない深み、奥深さ、ボディをもつウィスキーが誕生しました。最高
品質の原料と細心の注意を払った発酵工程、そしてこだわりの蒸留技術により、比類
なきアメリカンウィスキーの完成です。 

テイスティングノート：ヘーゼルナッツ入りショートブレッドとシュガークッキーの
濃厚なアロマが、ライ麦のもつ大地の香りと程よい対比を生み出しています。口に含
むと、まずはなめらかな口当たり。続いて、アモルーゾシェリーとブラウンバターの
風味が口の中に広がります。フィニッシュはハニーの甘い風味と上品なベーキングス
パイスの醸し出す芳醇な香りが長く残ります。 

受賞歴・評価：5つ星－　F.ポール・パカルト氏（F.Paul Pacult）のザ・スピリット・
ジャーナル（The Spirit Journal）-　2016年12月号； 
銀メダル－2017年サンフランシスコ世界スピリッツ大会； 
金メダル－2017年シアトル国際スピリッツアワード；91ポイント－究極のビバレッ
ジチャレンジ（Ultimate Beverage Challenge）

ランサムライ・大麦・ホイートウィスキー



ウィッパー・スナッパー 
オレゴン・スピリット・ウィスキー

ウィッパー・スナッパーは、高品質で香り豊かなウィスキーを愛する専任の職人がポットス
チルで蒸留させた、手作りウィスキーです。少量ずつ飲んだり、カクテルにミックスしたり、
またはそのまま味わっていただくにも適しています。ウィッパー・スナッパーは、最良のウィ
スキー製造法と、バーボンやスコッチ、アイリッシュウィスキー、オランダのコーレンヴィ
ンなどの製造技術を融合させて完成しました。両者の持ち味をよく表しています。 

ウィッパー・スナッパーをウィスキーの単一カテゴリーに分類することはできません。どの
ウィスキースタイルとも全く違っており、いくつかの特徴的な種類のウィスキーの最もよい
部分を持ち合わせています。ウィッパー・スナッパーのマッシュビルはバーボンの作り方に
最も近いと言えますが、大麦麦芽の風味が極めて濃厚なため、ピート（泥炭）を用いない
スコッチやアイリッシュウィスキーに似た香りに仕上がっています。 
原料および仕様：トウモロコシ中性スピリッツ63%、ライ麦21％、大麦16%（麦芽85%、
未製麦ランサム・エステート（自社農園）15%） 

熟成には、ピノノワールに使用したフレンチオーク樽、ウィスキー用の未使用および使用済
みアメリカンオーク樽など多様な種類の樽を用いています。 
熟成期間は1年から5年。最高のブレンドをつくるため、8つの樽を厳選してボトリングされ
ます。開栓前も開栓後も完璧を期するよう、細心の注意を払っています。　 

テイスティングノート：ヘーゼルナッツとライ麦パンの香ばしく温かみのある風味が、クリー
ミーな麦芽の香りとともに広がります。口当たりは活力あふれ包括感があり、穀物と樽の
絶妙なバランスの香りが特徴で、クリスタルモルト、デメララシュガー、スィートな大地の
風味も味わえます。フィニッシュはライ麦と麦芽の豊かで力強い風味で、上品なとろみを感
じます。　



ランサム  
ドライベルモット  

&  
スウィートベルモット

ベルエポック時代のカクテル文化全盛期を想起させるランサム・ドライベルモッ
トとスウィートベルモット。「生きる喜び」に満ちていた当時、最も人気を博
していたドリンク、マルティネス、マティーニ、マルガリータ、そして海を越え
てマンハッタンといったカクテルの主力として、ベルモットはその地位を確立
しました。 

ランサム・ドライベルモットは、ジンと他のスピリッツのミックスに理想的で
すが、トニックまたはソーダ割、オンザロックでも美味。舌をうならせるネグ
ローニづくりにも欠かせません。マティーニでも存在感を示します。元来ボタニ
カルの香りが強いジンを使ったドリンクに、さらにボタニカルの風味が加わり
ます。 

ランサム・スウィートベルモットは、斬新な要素をもったオリジナルレシピで
す。古典的な構成を基礎とし、ヨモギとキナ皮の風味が特徴。クラシックカク
テル、モダンカクテルを問わず、味わい深く、上品なカクテルに仕上げます。食
前酒として、ストレートまたはオンザロックどちらでもお楽しみいただけます。 

ランサム社のドライベルモットおよびスウィートベルモットは、現代のベルモッ
トの様式を支えつつも、ベルエポック時代に隆盛だった、伝統的な薬剤として
の特徴も併せ持っています。ボンサンテ！健康に乾杯！ 
メディア掲載： 
「アロマと風味に主張を感じる。独自のスタイルを作り出している原材料のボ
タニカルを全てラベルに表記していることは、消費者に配慮した姿勢といえ
る。」（三フランシスコ　エグザミナー（新聞）（SF Examiner） 
「クラシックカクテルをつくるのにお勧め。あるいは、そのままでチーズの盛
り合わせと楽しんでも。」ワイン・エンスージアスト・マガジン（雑誌）
（Wine Enthusiast Magazine）、94ポイント（2013年11月） 



ランサム社のワイン 毎日のささ
やかなお祝いに！  
ランサム社では、五感を駆使した
ワイン醸造法を取り入れています 

ワインを造るうえで、数字の羅列
や計算式、実験室でのテスト結果だけに頼るのではなく、
ワイン製造者としての本能、直感、味覚や嗅覚などの五感
を大切にした手法を実践しています。 赤ワイン用ブドウは
ゆっくりと低温浸漬した後、小ロットで発酵させ、1日2～
3回ほどピジャージュします。 

「ランサム（Ransom）」および「マシーン　ブレーカー
（Machine Breaker）」と銘打って瓶詰めされたワインは、
清澄化または濾過されていない100％フリーランジュース
から造られている証です。瓶詰め前に、18～20ヵ月間じっ
くりと樽育成されます。白ワインは少量ずつゆっくりと低
温発酵され、最小限の加工のみを施しています。 





2014年　ランサムセレクションピノノワール 

米国オレゴン州ウィラメット・バレー 

従来型・有機栽培のブドウ園 

アルコール度数　13.2％ 

瓶詰め：2017年9月 

ヴィンテージの中でも厳選された樽のみで造られた、エレガントかつテロワールの
特徴をよく表したピノノワールです。グラスの中で光沢のあるガーネット色が煌め
き、ブラックチェリー、スー・ボア、そしてベーキングスパイスの豊かな香りが、

落ち着いた第一印象を与えます。 

エルダーベリーと流木を思わせる魅惑的で辛口な風味が、パンチの効いた酸味とあっ
さりとしたタンニンと相まって、至福の味わいを生み出します。ブラッドオレンジ
とオニヒバの風味と共に、響き合うような長い余韻が残ります。 既に完成度の高

いワインですが、最低10年間は熟成し続ける特別な一本です。 

Ransom Select ion  P inot  Noir



2017年　サニーサイド　リースリング（Sunnyside Riesling） 

米国オレゴン州　ウィラメット・バレー 

持続可能農家L.I.V.E. 認定ブドウ園 

アルコール度数　13.3％　 

瓶詰め：2017年5月 

サウスセーラムヒルズのシングルヴィンヤード、オールドヴァインから生まれたリー
スリング。クラシックな味わいと、テロワールの特徴をよく表した贅沢なワインで
す。 レモンの果皮、エアルームアップル、そしてワイルドフラワーのすがすがしい
アロマと共に、ミネラル感の強い酸味としっかりとしたフルーティーな味わいが織

りなす絶妙な駆け引きが、陽気な口当たりを生み出しています。 

かすかなミネラル風味を含んだ、フレッシュでジューシーな余韻が長く残ります。 
もちろん、今すぐでもお楽しみ頂けますが、瓶熟成させる価値があるにふさわしい

一本です。 

Ransom Sunnys ide  R iesl ing



2017年　アルバリーニョ　（Albariño）  

 米国オレゴン州ウィラメット・バレー　 

有機栽培農家認定ブドウ園 

アルコール度数 11.8％ 

瓶詰め：2017年5月 

スペインの海岸から吹く風と、長い雨期によって冷やされた丘の斜面に
育ったアルバリーニョ（Albariño）。同品種を似た気候で知られる米国
オレゴン州のウィラメット・バレーでも最も涼しいエリアに植えました。

アルバリーニョの新たな産地の誕生です。 

2017年のアルバリーニョは、まずメイヤーレモンとワイルドフラワーハ
ニーのフレッシュで生命力に満ちたアロマが、口の中で広がります。 そ
して粒レモンとナシの酸味が、ミネラル感とクリーミーさの重なり合っ
た味わいをさらに引き立てます。 大胆さとバイタリティーが余韻として

残るワインです。 

Ransom Albar iño



2014年　ウィー・ザ・ピープル　ピノノワール　　 

米国オレゴン州ウィラメット・バレー  

アルコール度数：13.1％　　 

瓶詰め：2016年3月 

ブラックチェリーと秋の森の香りを思わせるアロマが、最初の一口で一気に広が
ります。そして、パイ用スパイスとマリオンベリージャムの濃厚な風味が、上品な
ミネラル感と合わさって巧みなバランスをもたらし、優雅な口当たりを生み出し

ます。 

ビロードのような舌触りのタンニンとかすかなるコクのある流木が、フィーヌゼル
ブ（細かく刻まれたハーブ）と混じりあい、その対比する風味が生み出す緊張感と
フルボディー感が、口のなかで、果実味として広がります。ほのかな甘みを含む土
の香りがしなやかで、余韻を堪能できます。 ワインセラーの匠が一押しする、今す

ぐお楽しみ頂けるワインです。 

Mach ine  Breaker  -We the  People -  P inot  Noir   
by  Ransom
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