
第3回『日本で飲もう最高のワイン2013 ～テロワールから食卓へ～』審査結果
　　　　　　　　※「地域」は出品者からのエントリー情報に基づいて記載しています。

受賞名 審査員 銘柄 醸造年 生産者 生産国 地域 出品者

菊鹿シャルドネ - 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社

ラガール　デ　ベサーダ　アルバリーニョ 2011 ラガール　デ　ベサーダ スペイン リアス・バイシャス ミリオン商事株式会社

ソラリス信州シャルドネ樽仕込 2011 マンズワイン株式会社 日本 長野県小諸市 マンズワイン株式会社

ドメーヌ　トルイエ　プイィ　フュイッセ　クール　ド　プイィ 2009 ドメーヌ　トルイエ フランス ブルゴーニュ 東亜商事（株）

ウィンダム　エステート　ビン　トリプルツー　シャルドネ 2012 ウィンダム　エステート オーストラリア 单東オーストラリア ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

コノスル　ゲヴュルツトラミネール レゼルバ 2012 ヴィーニャ・コノスル チリ カサブランカヴァレー 株式会社スマイル

ラガール　デ　ベサーダ　アルバリーニョ 2011 ラガール　デ　ベサーダ スペイン リアス・バイシャス ミリオン商事株式会社

コノスル　ゲヴュルツトラミネール レゼルバ 2012 ヴィーニャ・コノスル チリ カサブランカヴァレー 株式会社スマイル

ジャン-クロード・ボワセ シャルドネ 2011 ジャン-クロード・ボワセ フランス ブルゴーニュ 日本酒類販売株式会社

エントワイン　シャルドネ 2010 ウェンテ ファミリー エステイト アメリカ カリフォルニア 日本酒類販売株式会社

ファミリーエステーツ　ギムレット　グラヴェルズ　ゲヴュルツトラミネール 2011 バビッチ ニュージーランドホークスベイ 株式会社明治屋

菱山　甲州 2012 株式会社シャトー勝沼 日本 山梨県 株式会社シャトー勝沼

シャルドネ 2012 能登ワイン株式会社 日本 石川県穴水町 能登ワイン株式会社

サントリージャパンプレミアム　リースリング・フォルテ 2012 サントリー　登美の丘ワイナリー 日本 山梨県 サントリーワインインターナショナル株式会社

アルザス 2011 ディルレ・カデ フランス アルザス 株式会社いろはわいん

ピノ・グリージョ　リゼルヴァ 2010 メッツァコロナ イタリア トレンティーノ サッポロビール株式会社

グランマ　アリゴテ 2012 カサ・オルテアヌ ルーマニア ヤシ RiJT JAPAN株式会社

ジャン-クロード・ボワセ シャルドネ 2011 ジャン-クロード・ボワセ フランス ブルゴーニュ 日本酒類販売株式会社

高畠ワイナリー　シャルドネ樽発酵　ナイトハーベスト 2012 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社

菊鹿セレクション五郎丸　シャルドネ樽発酵2012 2012 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社

菊鹿ナイトハーベスト小伏野　シャルドネ樽発酵　2012 2012 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社

大沢ワインズ　プレステージ・コレクション　シャルドネ 2010 大沢ワインズ ニュージーランドホークス・ベイ 大沢ホールディングス株式会社

ローレンスフォード　ワインメーカーズ　セレクション　シャルドネ 2011 ローレンスフォード　ワインエステート 单アフリカ ステレンボッシュ 株式会社GSAジャパン

シャトー フェランドゥ ブラン 2010 シャトー フェランドゥ フランス ボルドー 日本酒類販売株式会社

イザベル・マールボロ・ソーヴィニヨン・ブラン 2012 イザベル・エステート・ヴィンヤード ニュージーランドマールボロ 株式会社ラック・コーポレーション

シャトー・イガイタカハ　クロスドウイング　ソーヴィニヨンブラン　ハッピーキャニオン　オブ　サンタバーバラ　 2012 シャトー・イガイタカハ アメリカ カリフォルニア ワインライフ株式会社

カッシェロ・デル・ディアブロ　ヴィオニエ 2011 コンチャ・イ・トロ チリ カサブランカ・ヴァレー メルシャン株式会社

ディアマンデス　ヴィオニエ白 2011 ディアマンデス アルゼンチン メンドーサ 国分株式会社

リースリング・ホーホゲウ゛ェクス・シュタイルラーゲ・ファイン・ヘルプ 2011 モーゼルラントぶどう生産者協同組合 ドイツ モーゼル 月桂冠株式会社

高畠ワイナリー　シャルドネ樽発酵　ナイトハーベスト 2012 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社

菊鹿ナイトハーベスト小伏野　シャルドネ樽発酵　2012 2012 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社

グレイ　シャルドネ 2011 ベンティスケーロ チリ カサブランカヴァレー 株式会社アルカン

イザベル・マールボロ・ソーヴィニヨン・ブラン 2012 イザベル・エステート・ヴィンヤード ニュージーランドマールボロ 株式会社ラック・コーポレーション

カッシェロ・デル・ディアブロ　ヴィオニエ 2011 コンチャ・イ・トロ チリ カサブランカ・ヴァレー メルシャン株式会社

リースリング・ホーホゲウ゛ェクス・シュタイルラーゲ・ファイン・ヘルプ 2011 モーゼルラントぶどう生産者協同組合 ドイツ モーゼル 月桂冠株式会社

ラニーナ 2011 コグル スロベニア ポドラヴィエ 株式会社ユアーズ・コーポレーション

シルバー　ナイトハーベスト　リースリング・リオン 2012 株式会社　エーデルワイン 日本 岩手県花巻市大迫町 株式会社　エーデルワイン

ヴィレ・クレッセ 2010 ドメーヌ・ド・ロアリィ フランス ブルゴーニュ 株式会社ラック・コーポレーション

フロンテラ　シャルドネ - コンチャ・イ・トロ チリ セントラルヴァレー メルシャン株式会社
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受賞名 審査員 銘柄 醸造年 生産者 生産国 地域 出品者部門

高畠ワイナリー　シャルドネ　樫樽熟成 2011 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社

グレイ　シャルドネ 2011 ベンティスケーロ チリ カサブランカヴァレー 株式会社アルカン

カスティーリョ・ディ・モンブラン ・マカブー・シャルドネ 2011 クロ・モンブラン スペイン カタルーニャ エノテカ株式会社

ラニーナ 2011 コグル スロベニア ポドラヴィエ 株式会社ユアーズ・コーポレーション

トッレ　ディ　ジャーノ 2011 ルンガロッティ イタリア ウンブリア 株式会社明治屋

サンタ・ヘレナ・アルパカ・シャルドネ・セミヨン 2012 サンタ・ヘレナ チリ セントラルヴァレー アサヒビール株式会社

ネダバーグ　シャルドネ 2012 ディステル 单アフリカ ステレンボッシュ サッポロビール株式会社

サントリージャパンプレミアム　リースリング・フォルテ 2012 サントリー　登美の丘ワイナリー 日本 山梨県 サントリーワインインターナショナル株式会社

アルザス 2011 ディルレ・カデ フランス アルザス 株式会社いろはわいん

ピノ・グリージョ　リゼルヴァ 2010 メッツァコロナ イタリア トレンティーノ サッポロビール株式会社

菊鹿セレクション五郎丸　シャルドネ樽発酵2012 2012 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社

大沢ワインズ　プレステージ・コレクション　シャルドネ 2010 大沢ワインズ ニュージーランドホークス・ベイ 大沢ホールディングス株式会社

ローレンスフォード　ワインメーカーズ　セレクション　シャルドネ 2011 ローレンスフォード　ワインエステート 单アフリカ ステレンボッシュ 株式会社GSAジャパン

シャトー フェランドゥ ブラン 2010 シャトー フェランドゥ フランス ボルドー 日本酒類販売株式会社

シャトー・イガイタカハ　クロスドウイング　ソーヴィニヨンブラン　ハッピーキャニオン　オブ　サンタバーバラ　 2012 シャトー・イガイタカハ アメリカ カリフォルニア ワインライフ株式会社

ドメーヌ　トルイエ　プイィ　フュイッセ　クール　ド　プイィ 2009 ドメーヌ　トルイエ フランス ブルゴーニュ 東亜商事（株）

トッレ　ディ　ジャーノ 2011 ルンガロッティ イタリア ウンブリア 株式会社明治屋

ブルメ・ベルデホ 2012 フェリックス・ソリス スペイン ルエダ アサヒビール株式会社

高畠ワイナリー　上和田ピノブラン　樫樽熟成 2011 高畠ワイン株式会社 日本 山梨県 高畠ワイン株式会社

ジェイコブス・クリーク　わ 2012 ジェイコブス・クリーク オーストラリア 单東オーストラリア ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

ル　マス　ブラン 2011 ドメーヌ　ド　ニザス フランス ラングドッグ 株式会社JALUX

ソラリス信州シャルドネ樽仕込 2011 マンズワイン株式会社 日本 長野県小諸市 マンズワイン株式会社

番イ 2012 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社

専門家 コロンビア　ヴァレー　リースリング 2011 シャトー・サン・ミッシェル アメリカ ワシントン州 株式会社　ファインズ

愛好家 コロンビア　ヴァレー　リースリング 2011 シャトー・サン・ミッシェル アメリカ ワシントン州 株式会社　ファインズ

専門家 五月長根葡萄園 2012 株式会社　エーデルワイン 日本 岩手県花巻市大迫町 株式会社　エーデルワイン

ピエールサンティ　テッレ・ディ・サンパオロ　ヴェルディッキオCS. 2011 ピエールサンティ イタリア マルケ 株式会社スマイル

ヌーヌーボー　ハルプトロッケン 2012 ドメーヌ久 日本 山梨県 株式会社甲府ワインポート

ヴィーニャ　サンタマリーナ　ヴィオニエ　レイトハーベスト 2011 ヴィーニャ サンタマリーナ スペイン エストレ　マドゥーラ 株式会社　飯田

専門家 該当なし

セリエ・デ・ドーファン シグナチュール ブラン 2011 セリエ・デ・ドーファン フランス コートデュローヌ ユニオンリカーズ株式会社

マグニフィカ　ファイブ　ソノマコースト　スプリットロックヴィンヤード　シャルドネ 2008 マグニフィカ　ファイブ アメリカ カリフォルニア ワインライフ株式会社

ソラリス信濃リースリング　クリオエクストラクション 2011 マンズワイン株式会社 日本 長野県小諸市 マンズワイン株式会社

大沢ワインズ　レイトハーヴェスト　ゲベルツトラミネール 2011 大沢ワインズ ニュージーランドホークス・ベイ 大沢ホールディングス株式会社

ソラリス信濃リースリング　クリオエクストラクション 2011 マンズワイン株式会社 日本 長野県小諸市 マンズワイン株式会社

大沢ワインズ　レイトハーヴェスト　ゲベルツトラミネール 2011 大沢ワインズ ニュージーランドホークス・ベイ 大沢ホールディングス株式会社

ヌーヌーボー 2012 ドメーヌ久 日本 山梨県 株式会社甲府ワインポート

ネオマスカット 2012 ドメーヌ久 日本 山梨県 株式会社甲府ワインポート

甲州シュール・リー 2012 敷島醸造株式会社 日本 山梨県 敷島醸造株式会社

アウスレーゼ・オッペンハイマー・クローテンブルネン・ラインヘッセン 2012 ペーター・メルテス ドイツ ラインヘッセン 株式会社スマイル

愛好家 該当なし

専門家 ソラリス古酒甲州 2000 マンズワイン株式会社 日本 山梨県 マンズワイン株式会社

ヌーヌーボー 2012 ドメーヌ久 日本 山梨県 株式会社甲府ワインポート

ネオマスカット 2012 ドメーヌ久 日本 山梨県 株式会社甲府ワインポート

浅柄野レッドミルレンニューム 2012 太田酒造株式会社　栗東ワイナリー 日本 滋賀県栗東市 太田酒造株式会社

ソラリス古酒甲州 2000 マンズワイン株式会社 日本 山梨県 マンズワイン株式会社
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受賞名 審査員 銘柄 醸造年 生産者 生産国 地域 出品者部門

専門家 該当なし

愛好家 該当なし

専門家 該当なし

愛好家 該当なし

専門家 該当なし

愛好家 マスカットべりーA 2012 能登ワイン株式会社 日本 石川県穴水町 能登ワイン株式会社

マーティンボロー・ヴィンヤード・ピノ・ノワール・テ・テラ 2010 マーティンボロー・ヴィンヤード ニュージーランドマーティンボロー 株式会社ラック・コーポレーション

ベリンジャー　ファウンダース・エステート　ピノ・ノワール 2011 ベリンジャー アメリカ ナパ サッポロビール株式会社

コノスル　ピノノワール　レゼルバ 2012 ヴィーニャ・コノスル チリ カサブランカヴァレー 株式会社スマイル

コロンビア・クレスト　ツーヴァインズ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2010 サンミッシェルワインエステート アメリカ ワシントン州 サッポロビール株式会社

ザ・クロッシング ピノ・ノワール 2011 イーランズ・エステート ニュージーランドマールボロ GRN株式会社

コロンビア・クレスト　ツーヴァインズ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2010 サンミッシェルワインエステート アメリカ ワシントン州 サッポロビール株式会社

マウントワイン　 2011 敷島醸造株式会社 日本 山梨県 敷島醸造株式会社

浅柄野マスカットベーリA　樽熟成 2011 太田酒造株式会社栗東ワイナリー 日本 滋賀県栗東市 太田酒造株式会社

コート・デュ・ローヌ・キュヴェ・レア・ルージュ 2012 ジヴォーダン フランス ローヌ 株式会社いろはわいん

ザ・クロッシング ピノ・ノワール 2011 イーランズ・エステート ニュージーランドマールボロ GRN株式会社

シャトー・イガイタカハ　オフクロビューティー　ピノノワール　サンタリタヒルズ　ゾトヴィッチ　ヴィンヤード 2010 シャトー・イガイタカハ アメリカ カリフォルニア ワインライフ株式会社

カザル　リオティエ　カベルネソーヴィニヨン　IGP　ペイ　ドック 2011 クオリティー　ワイン　イント フランス ラングドック 株式会社ワインオリエンテッド

ハヤチネゼーレ　メルロー樽熟成 2010 株式会社　エーデルワイン 日本 岩手県花巻市大迫町 株式会社　エーデルワイン

トロワ・グラップ・ルージュ・ドゥ・ラ・シュバリエール 2011 ラロッシュ フランス 单フランス・ラングドック ラ・ラングドシェン株式会社

ベンタ　ラ　オサ　シラー 2009 ボデガス　マノ　ア　マノ スペイン カスティーリャ ミリオン商事株式会社

コート・デュ・ローヌ・ルージュ 2009 E.ギガル フランス コート・デュ・ローヌ 株式会社ラック・コーポレーション

ブリーチェンズ・バロッサ・ヴァレー・レッド 2010 マーヴェリック オーストラリア バロッサヴァレー ラ・ラングドシェン株式会社

リーボスクルーフ　エステート　シラーズ 2010 リーボスクルーフ　エステート 单アフリカ パール 株式会社GSAジャパン

カザル　リオティエ　カベルネソーヴィニヨン　IGP　ペイ　ドック 2011 クオリティー　ワイン　イント フランス ラングドック 株式会社ワインオリエンテッド

ベンタ　ラ　オサ　シラー 2009 ボデガス　マノ　ア　マノ スペイン カスティーリャ ミリオン商事株式会社

コート・デュ・ローヌ・ルージュ 2009 E.ギガル フランス コート・デュ・ローヌ 株式会社ラック・コーポレーション

マーティンボロー・ヴィンヤード・ピノ・ノワール・テ・テラ 2010 マーティンボロー・ヴィンヤード ニュージーランドマーティンボロー 株式会社ラック・コーポレーション

高畠ワイナリー　カベルネ・ソーヴィニヨン　樫樽熟成 2010 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社

サントリー　登美の丘ワイナリー　登美の丘　赤 2009 サントリー　登美の丘ワイナリー 日本 山梨県 サントリーワインインターナショナル株式会社

サントリージャパンプレミアム　マスカット・ベーリーA 2011 サントリー　塩尻ワイナリー 日本 長野県 サントリーワインインターナショナル株式会社

カオール 2008 シャトー・ピネレ フランス シュド・ウエスト 株式会社ラック・コーポレーション

コルテ・ジャーラ・ヴァルポリチェッラ 2011 アレグリーニ イタリア ヴェネト エノテカ株式会社

シャトー酒折マスカットベリーＡ樽熟成 2009 シャトー酒折ワイナリー 日本 山梨県 木下インターナショナル（株）

ヴィニャ・アルバリ・クリアンサ 2008 フェリックスソリス スペイン バルデペーニャス アサヒビール株式会社

ブリーチェンズ・バロッサ・ヴァレー・レッド 2010 マーヴェリック オーストラリア バロッサヴァレー ラ・ラングドシェン株式会社

レ　パーセル　ド　ステファン　ドゥルノンクール　サンテミリオン 2010 メゾン　ブエィ フランス ボルドー 東亜商事（株）

シャトー　ボーハン 2009 シャトー　ボーハン フランス ボルドー 株式会社 都光酒販　

カオール 2008 シャトー・ピネレ フランス シュド・ウエスト 株式会社ラック・コーポレーション

専門家

愛好家

ゴールド

専門家

愛好家

シルバー

専門家

愛好家

赤

ライト

プラチナ

ゴールド

シルバー

ミディアム

プラチナ



第3回『日本で飲もう最高のワイン2013 ～テロワールから食卓へ～』審査結果
　　　　　　　　※「地域」は出品者からのエントリー情報に基づいて記載しています。

受賞名 審査員 銘柄 醸造年 生産者 生産国 地域 出品者部門

スモールヴァイン　ルシアンリヴァーヴァレー　ピノノワール 2008 スモールヴァイン　ワインズ アメリカ カリフォルニア ワインライフ株式会社

シャトー・マルテ・レゼルヴ・ド・ファミーユ 2009 シャトー・マルテ フランス ボルドー 株式会社アルカン

大沢ワインズ　プレステージ・コレクション　ピノ・ノワール 2010 大沢ワインズ ニュージーランドホークス・ベイ 大沢ホールディングス株式会社

ソラリス信州小諸メルロー 2009 マンズワイン株式会社 日本 長野県小諸市 マンズワイン株式会社

モーゲンスター　ローレンスリバー　バレー 2003 モーゲンスター　エステート 单アフリカ ステレンボッシュ 株式会社GSAジャパン

ヴィニャ・ディ・チリエージ・ロッソ 2007 テヌータ・サントーメ イタリア ヴェネト州 株式会社湘单貿易

スモールヴァイン　ルシアンリヴァーヴァレー　ピノノワール 2008 スモールヴァイン　ワインズ アメリカ カリフォルニア ワインライフ株式会社

ソラリス信州東山カベルネソーヴィニヨン 2009 マンズワイン株式会社 日本 長野県上田市 マンズワイン株式会社

シャノン　マウント・バレット 2011 シャノン・ヴィンヤーズ&ワイン 单アフリカ エルギン 株式会社スマイル

ソラリス信州小諸メルロー 2009 マンズワイン株式会社 日本 長野県小諸市 マンズワイン株式会社

モーゲンスター　ローレンスリバー　バレー 2003 モーゲンスター　エステート 单アフリカ ステレンボッシュ 株式会社GSAジャパン

ヴィニャ・ディ・チリエージ・ロッソ 2007 テヌータ・サントーメ イタリア ヴェネト州 株式会社湘单貿易

セブングレイプス 2010 カタルジーナ　エステイト ブルガリア トラキアバレー 株式会社トラキアトレーディング

ウィンダム　エステート　ビン　トリプルファイブ　シラーズ 2010 ウィンダム　エステート オーストラリア 单東オーストラリア ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

ディアマンデス　マルベック 2010 ディマナンデス アルゼンチン ウコヴァレー 国分株式会社

ダンテロビーノ　ボナルダ 2011 ボデガ　ダンテロビーノ アルゼンチン メンドーサ 高瀬物産株式会社

ランゼラック　ピノタージュ 2011 ランゼラック　ワイン　エステート 单アフリカ ステレンボッシュ 株式会社GSAジャパン

フランボヤード 2012 ダヴィーノ ルーマニア ウルラチ RiJT JAPAN株式会社

マルケ　ロッソ　テルス 2011 テヌータ　コッチ　グリフォーニ イタリア マルケ 高瀬物産株式会社

シャトーイヅツ　2010 2010 株式会社井筒ワイン 日本 長野県 （株）井筒ワイン

ノステル・イニシアル 2007 ラ・ペルラ・デル・プリオラート スペイン プリオラート 株式会社キムラ

右八 2011 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社

カッシェロ・デル・ディアブロ　シラーズ 2011 コンチャ・イ・トロ チリ チリ メルシャン株式会社

シャノン　マウント・バレット 2011 シャノン・ヴィンヤーズ&ワイン 单アフリカ エルギン 株式会社スマイル

ウッタリス　クリアンサ 2007 ボデガ　ラ　セラーナ スペイン ビエルソ 株式会社ス・コルニ

ウニオ 2011 ラ・ヴィエ ルーマニア ウルラツ RiJT JAPAN株式会社

シャトー・マルテ・レゼルヴ・ド・ファミーユ 2009 シャトー・マルテ フランス ボルドー 株式会社アルカン

セブングレイプス 2010 カタルジーナ　エステイト ブルガリア トラキアバレー 株式会社トラキアトレーディング

ラ・セターテ 2012 レオワイナリー ルーマニア オルテニア RiJT JAPAN株式会社

グランポレール　長野古里ぶどう園メルロー 2007 サッポロワイン 日本 長野県 サッポロビール株式会社

ウッタリス　クリアンサ 2007 ボデガ　ラ　セラーナ スペイン ビエルソ 株式会社ス・コルニ

ウニオ 2011 ラ・ヴィエ ルーマニア ウルラツ RiJT JAPAN株式会社

ロッソ　ディ　モンテファルコ 2009 ルンガロッティ イタリア ウンブリア 株式会社明治屋

シャトー フェランドゥ ルージュ 2008 シャトー フェランドゥ フランス ボルドー 日本酒類販売株式会社

ル　マス　ルージュ 2009 ドメーヌ　ド　ニザス フランス ラングドッグ 株式会社JALUX

カステッロ・ジノリ 2004 マルケージ・ジノリ・リッシ イタリア トスカーナ 株式会社アイ・エム・エヌ

ダンテロビーノ　マルベック 2010 ボデガ　ダンテロビーノ アルゼンチン メンドシーノ 高瀬物産株式会社

ウィンダム　エステート　ビン　トリプルファイブ　シラーズ 2010 ウィンダム　エステート オーストラリア 单東オーストラリア ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

ディアマンデス　マルベック 2010 ディマナンデス アルゼンチン ウコヴァレー 国分株式会社

ロッソ　ディ　モンテファルコ 2009 ルンガロッティ イタリア ウンブリア 株式会社明治屋

シャトー フェランドゥ ルージュ 2008 シャトー フェランドゥ フランス ボルドー 日本酒類販売株式会社

大沢ワインズ　プレステージ・コレクション　ピノ・ノワール 2010 大沢ワインズ ニュージーランドホークス・ベイ 大沢ホールディングス株式会社

ダンテロビーノ　ボナルダ 2011 ボデガ　ダンテロビーノ アルゼンチン メンドーサ 高瀬物産株式会社

カステッロ・ジノリ 2004 マルケージ・ジノリ・リッシ イタリア トスカーナ 株式会社アイ・エム・エヌ

ル　マス　ルージュ 2009 ドメーヌ　ド　ニザス フランス ラングドッグ 株式会社JALUX

愛好家
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