
第4回『日本で飲もう最高のワイン2014 ～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。

各種メダル

受賞名 審査員 銘柄 醸造年 生産者 生産国 地域 出品者

シャルドネ 2013 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

菊鹿セレクション五郎丸　シャルドネ樽発酵2013 2013 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社

オイスターベイ マールボロ ソーヴィニヨン・ブラン 2013 デレゲートワインエステート ニュージーランド マールボロ 日本酒類販売株式会社

シャルドネ　レセルバ 2008 カスティーリョ　ディ　モンハルディン スペイン ナバラ ミリオン商事株式会社

アミスフィールド　ソーヴィニョン・ブラン 2012 アミスフィールド ニュージーランド サウスアイランド・セントラルオタゴ GRN株式会社

大沢ワインズ　プレステージコレクション　ソーヴィニヨン・ブラン 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

グラン　クリュ　ケスラー　リースリング 2008 ドメーヌ　シュルンバジェ フランス アルザス 株式会社ワインオリエンテッド

ロリアン　甲州樽発酵 2012 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社

エクセラント　かみのやま　佐竹畑シャルドネ 2012 サントネージュワイン株式会社 日本 かみのやま アサヒビール株式会社

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

高畠ワイナリー　シャルドネ樫樽熟成 2012 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社

ソラリス信州シャルドネ樽仕込 2012 マンズワイン株式会社 日本 長野県 マンズワイン株式会社

ジュウェル・ウィッシュ　シャルドネ 2012 シャトー・イガイタカハ アメリカ カリフォルニア　サンタリタヒルズ ワインライフ株式会社

シャルドネ／ヴィオニエ 2011 ドメーヌ・ド・クーセルグ フランス ラングドック ミナト・ワイン・インポート

ミーナ 2012 アストリア イタリア ヴェネト 高瀬物産株式会社

ソーヴィニヨン・ブラン 2013 グレイワッキ ニュージーランド 株式会社ヴィントナーズ

大沢ワインズ　プレステージコレクション　ソーヴィニヨン・ブラン 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

グラン　クリュ　ケスラー　リースリング 2008 ドメーヌ　シュルンバジェ フランス アルザス 株式会社ワインオリエンテッド

ロリアン　甲州樽発酵 2012 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社

グラン・テロワール　ドリア 2012 マレノン フランス コート・デュ・ローヌ　リュベロン 三国ワイン株式会社

ジェイコブス・クリーク　わ　白 2013 ジェイコブス・クリーク オーストラリア 南オーストラリア ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

アウセルス 2012 トーマス・クシネ スペイン コステルス・デル・セグレ 日本酒類販売株式会社

ナイア 2013 ボデガス　ナイア スペイン　 ルエダ ミリオン商事株式会社

シフォン　2007 2007 ドゥヴェリ　パックス スロヴェニア　 ポドラヴィエ 株式会社ユアーズ・コーポレーション

トラボケット 2012 タラモンティ イタリア アブルッツォ サッポロビール株式会社

フェスティボ　トロンテス 2012 モンテヴィエホ アルゼンチン メンドーサ 株式会社　飯田

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

3055 シャルドネ 2012 ジャン・レオン スペイン カタルーニャ州 三国ワイン株式会社

ジュウェル・ウィッシュ　シャルドネ 2012 シャトー・イガイタカハ アメリカ カリフォルニア　サンタリタヒルズ ワインライフ株式会社

波紋　シャルドネ 2012 シャトー・イガイタカハ アメリカ カリフォルニア　サンタリタヒルズ ワインライフ株式会社

ミーナ 2012 アストリア イタリア　 ヴェネト 高瀬物産株式会社

オイスターベイ マールボロ ソーヴィニヨン・ブラン 2013 デレゲートワインエステート ニュージーランド マールボロ 日本酒類販売株式会社

ソーヴィニヨン・ブラン 2013 グレイワッキ ニュージーランド 株式会社ヴィントナーズ

サンセール 2012 ドメーヌ・アンリ・ナテール フランス サンセール 株式会社スイックプラス

シャノン　サンクチュアリーピーク　ソーヴィニヨン・ブラン 2013 シャノン・ヴィンヤーズ&ワイン 南アフリカ エルギン 株式会社スマイル

リースリング 2012 カミーユ・ブラン フランス アルザス 株式会社ファインズ

星 2013 くずまきワイン 日本 岩手県 くずまきワイン

重畳 2013 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県甲州市 大和葡萄酒株式会社

肥後白椿　デラウェア - 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社

セニョール　ダ　フォジャ　ベルデ 2012 ボデガス　マルケス　デ　ビソハ スペイン リアス　バイシャス 株式会社スコルニ・ワイン

シフォン　2007 2007 ドゥヴェリ　パックス スロヴェニア　 ポドラヴィエ 株式会社ユアーズ・コーポレーション

トラボケット 2012 タラモンティ イタリア アブルッツォ サッポロビール株式会社

ヴェルナッチャ・ディ・サン・ジミニャーノ 2012 テルッツィ＆ピュトー イタリア トスカーナ　シエナ　サン・ジミニャーノ 三国ワイン株式会社

フェスティボ　トロンテス 2012 モンテヴィエホ アルゼンチン メンドーサ 株式会社　飯田
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第4回『日本で飲もう最高のワイン2014 ～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

3055 シャルドネ 2012 ジャン・レオン スペイン カタルーニャ州 三国ワイン株式会社

波紋　シャルドネ 2012 シャトー・イガイタカハ アメリカ カリフォルニア　サンタリタヒルズ ワインライフ株式会社

アミスフィールド　ソーヴィニョン・ブラン 2012 アミスフィールド ニュージーランド サウスアイランド・セントラルオタゴ GRN株式会社

リースリング　イーデンヴァレー 2012 ベサニー オーストラリア イーデンヴァレー 株式会社　明治屋

重畳 2013 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県甲州市 大和葡萄酒株式会社

甲州シュール・リー 2013 敷島醸造株式会社 日本　 山梨県 敷島醸造株式会社

マンズ甲州シュール・リー 2013 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

高畠ワイナリー　上和田ピノブラン樫樽熟成 2012 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社

肥後白椿　デラウェア - 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社

パコ・イ・ロラ 2011 コーペラティバ・ヴィティヴィニコラ・アロウサナSCG スペイン リアス・バイシャス 日本酒類販売株式会社

ヴェルナッチャ・ディ・サン・ジミニャーノ 2012 テルッツィ＆ピュトー イタリア トスカーナ　シエナ　サン・ジミニャーノ 三国ワイン株式会社

ヴィルゴラ 2012 マルケージ・ジノリ・リッシ イタリア トスカーナ 株式会社アルテヴィーノ

シャサーニュ　モンラッシェ　アン　ピモン 2011 ドメーヌ　オー　ピエ　デュ　モン　ショーヴ フランス ブルゴーニュ 株式会社ワインオリエンテッド

クレムザー　シュミット　グリューナー・フェルトリーナー 2012 ヴィンツァー・クレムス オーストリア ニーダーエスタライヒ 株式会社スマイル

甲州　ファウスト 2013 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県甲州市 大和葡萄酒株式会社

デラウェア　小樽仕込　2013 2013 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社

パコ・イ・ロラ 2011 コーペラティバ・ヴィティヴィニコラ・アロウサナSCG スペイン リアス・バイシャス 日本酒類販売株式会社

アゴラ・ヴィオニエ 2011 ボデガス・アルスピデ スペイン カスティーリャ・ラ・マンチャ 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

テヌーテ・サン・マルコ　ビアンカ　サレント　マルヴァジーア - カンティーネ・ドゥエ・パルメ イタリア プーリア メルシャン株式会社

ヴィルゴラ 2012 マルケージ・ジノリ・リッシ イタリア トスカーナ 株式会社アルテヴィーノ

スパンテニアス・ファーメンテーション・トレッビアーノ・ダブルッツオ 2012 ヴァッレ・レアーレ イタリア アブルッツオ 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

専門家 ツーヴァインズ　リースリング 2011 コロンビア・クレスト アメリカ ワシントン サッポロビール株式会社

愛好家 該当なし

専門家 コロンビア・ヴァレー・リースリング　 2012 シャトー・サン・ミッシェル アメリカ ワシントン州コロンビアヴァレー 株式会社ファインズ

コロンビア・ヴァレー・リースリング　 2012 シャトー・サン・ミッシェル アメリカ ワシントン州コロンビアヴァレー 株式会社ファインズ

ツーヴァインズ　リースリング 2011 コロンビア・クレスト アメリカ ワシントン サッポロビール株式会社

ゲヴュルツトラミネール 2011 レオン・ベイエ フランス アルザス地方オーラン県エギスハイム 三国ワイン株式会社

ブリー　ホワイト　シャルドネ - ブリー フランス 国分株式会社

ドンナ オルジッラ 2013 2013 フィオラーノ イタリア マルケ ナーズヴィーノ合同会社

ゲヴュルツトラミネール 2011 レオン・ベイエ フランス アルザス地方オーラン県エギスハイム 三国ワイン株式会社

五月長根葡萄園 白 2013 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

ブリー　ホワイト　シャルドネ - ブリー フランス 国分株式会社

クロスド・ウイング　アルネイス 2012 シャトー・イガイタカハ アメリカ カリフォルニア　サンタイネズ　ヴァレー ワインライフ株式会社

専門家 アルーナ 2010 コルタッチャ イタリア　 アルト・アディジェ 株式会社Vino Hayashi

愛好家 該当なし

アルザス　グランクリュ　フランクシュタイン　ゲヴュルツトラミネール 2010 レオン　マンバック フランス アルザス ジェノス・ワイン・マーチャント株式会社

d.A.　ミュスカ・デザート 2012 d.A.ワイナリー (ジャン・クロード・マス) フランス ラングドック・ルーション 株式会社スマイル

ファットリ　ヴィーノ　センツァノーメ 2012 ファットリ イタリア ヴェネト 株式会社　飯田

d.A.　ミュスカ・デザート 2012 d.A.ワイナリー (ジャン・クロード・マス) フランス ラングドック・ルーション 株式会社スマイル

アルーナ 2010 コルタッチャ イタリア　 アルト・アディジェ 株式会社Vino Hayashi

専門家 ファットリ　ヴィーノ　センツァノーメ 2012 ファットリ イタリア ヴェネト 株式会社　飯田

アルザス　グランクリュ　フランクシュタイン　ゲヴュルツトラミネール 2010 レオン　マンバック フランス アルザス ジェノス・ワイン・マーチャント株式会社

巨峰のしずく　エッセンス - 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
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第4回『日本で飲もう最高のワイン2014 ～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

専門家 該当なし

愛好家 該当なし

肥後赤椿　マスカット・ベリーA - 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社

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

クロスドウィング　ドルチェット 2012 シャトー・イガイタカハ アメリカ カリフォルニア　サンタバーバラ・カウンティ ワインライフ株式会社

愛好家 該当なし

専門家 サントリージャパンプレミアム　マスカット・べーリーA 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

ソンタレール 2013 コルタッチャ イタリア　 アルト・アディジェ 株式会社Vino Hayashi

クロスドウィング　ドルチェット 2012 シャトー・イガイタカハ アメリカ カリフォルニア　サンタバーバラ・カウンティ ワインライフ株式会社

チェンナトイオ　キャンティ・クラシコ　ベージュラベル 2011 イタリア・トスカーナ州 イタリア トスカーナ州 日本酒類販売株式会社

3055 メルロー　プティ・ヴェルド 2012 スペイン・カタルーニャ州 スペイン カタルーニャ州 三国ワイン株式会社

バルタザール・グラシアン　クリアンサ 2008 ボデガス・サン・アレハンドロ スペイン カラタユド 日本酒類販売株式会社

アミスフィールド　ピノ・ノワール  2009 アミスフィールド ニュージーランド サウスアイランド・セントラルオタゴ GRN株式会社

ビロセル 2010 トーマス・クシネ スペイン　 コステルス・デル・セグレ 日本酒類販売株式会社

ファウンダース・エステート　ピノ・ノワール 2012 ベリンジャー アメリカ カリフォルニア サッポロビール株式会社

ディヴァインウィッシュ　ピノ・ノワール　ラ・エンカンターダ　ヴィンヤード 2012 シャトー・イガイタカハ アメリカ カリフォルニア　サンタリタヒルズ ワインライフ株式会社

アミスフィールド　ピノ・ノワール  2009 アミスフィールド ニュージーランド サウスアイランド・セントラルオタゴ GRN株式会社

エダムス 2009 ステファン　ディレンコール フランス ボルドー BWBjapan株式会社

ラブ・レッド 2011 ヴィニャ・マーティ チリ セントラルヴァレー 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

ラ　ホヤ　グランレゼルヴァ　カベルネ　ソーヴィニヨン 2012 ビスケルト チリ コルチャグア　ヴァレー 株式会社　明治屋

ツーヴァインズ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2012 コロンビア・クレスト アメリカ ワシントン サッポロビール株式会社

テヌーテ・サン・マルコ　ロッソ　サレント　ネグロアマーロ - カンティーネ・ドゥエ・パルメ イタリア プーリア メルシャン株式会社

チェンナトイオ　キャンティ・クラシコ　ベージュラベル 2011 チェンナトイオ イタリア トスカーナ州 日本酒類販売株式会社

ビロセル 2010 トーマス・クシネ スペイン　 コステルス・デル・セグレ 日本酒類販売株式会社

シャトー・メルシャン　山梨マスカット・ベーリーＡ 2012 シャトー・メルシャン 日本 山梨県 メルシャン株式会社

サントリージャパンプレミアム　塩尻マスカット・ベーリーA　 2012 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

ファウンダース・エステート　ピノ・ノワール 2012 ベリンジャー アメリカ カリフォルニア サッポロビール株式会社

ヴィニウス　メルロー 2011 d.A.ワイナリー (ジャン・クロード・マス) フランス ラングドック・ルーション 株式会社スマイル

ソラリス信州千曲川産メルロー 2008 マンズワイン株式会社 日本 長野県 マンズワイン株式会社

ケープシャモニー　ルージュ 2011 シャモニー 南アフリカ　 フランシュフック　 株式会社RIOM international trading

グラン・テロワール セピア 2010 マレノン フランス コート・デュ・ローヌ　リュベロン 三国ワイン株式会社

ラブ・レッド 2011 ヴィニャ・マーティ チリ セントラルヴァレー 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

サンタ・ヘレナ・シグロ・デ・オロ・カベルネ・ソーヴィニヨン 2013 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

ルイス　フェリペ　エドワーズ　レセルバ　カベルネソーヴィニヨン 2012 ルイス　フェリペ　エドワーズ チリ　 コルチャグアヴァレー 都貿易株式会社

ラ　ホヤ　グランレゼルヴァ　カベルネ　ソーヴィニヨン 2012 ビスケルト チリ コルチャグア　ヴァレー 株式会社　明治屋

サンタ・ヘレナ・アルパカ・カルメネール 2013 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

赤

ミディアム

専門家

ライト

プラチナ

ゴールド

シルバー

プラチナ

愛好家

専門家

愛好家

ゴールド

専門家

愛好家



第4回『日本で飲もう最高のワイン2014 ～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

バルタザール・グラシアン　クリアンサ 2008 ボデガス・サン・アレハンドロ スペイン カラタユド 日本酒類販売株式会社

シャトー・メルシャン　山梨マスカット・ベーリーＡ 2012 シャトー・メルシャン 日本 山梨県 メルシャン株式会社

サントリージャパンプレミアム　塩尻マスカット・ベーリーA　 2012 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

岡山マスカットベリーＡ　樽熟成 2012 グランポレール 日本 岡山県 サッポロビール株式会社

キャップ・ロワイヤル・ルージュ 2010 シャトー・ピション・ロングヴィル・バロン フランス ボルドー 株式会社アルカン

ケープシャモニー　ルージュ 2011 シャモニー 南アフリカ　 フランシュフック　 株式会社RIOM international trading

ラフィオール　レゼルブ　シャトー　ヌフ　デュ　パプ 2012 メゾン　ブロット フランス シャトー・ヌフ・デュ・パプ ジェノス・ワイン・マーチャント株式会社

ソラリス信州カベルネ・ソーヴィニヨン 2009 マンズワイン株式会社 日本 長野県 マンズワイン株式会社

ルイス　フェリペ　エドワーズ　レセルバ　カベルネソーヴィニヨン 2012 ルイス　フェリペ　エドワーズ チリ　 コルチャグアヴァレー 都貿易株式会社

ディヴァインウィッシュ　ピノ・ノワール　ラ・エンカンターダ　ヴィンヤード 2012 シャトー・イガイタカハ アメリカ カリフォルニア　サンタリタヒルズ ワインライフ株式会社

ツーヴァインズ　メルロー 2009 コロンビア・クレスト アメリカ ワシントン サッポロビール株式会社

キャップ・ロワイヤル・ルージュ 2010 シャトー・ピション・ロングヴィル・バロン フランス ボルドー 株式会社アルカン

ラフィオール　レゼルブ　シャトー　ヌフ　デュ　パプ 2012 メゾン　ブロット フランス シャトー・ヌフ・デュ・パプ ジェノス・ワイン・マーチャント株式会社

ソラリス信州カベルネ・ソーヴィニヨン 2009 マンズワイン株式会社 日本 長野県 マンズワイン株式会社

ツーヴァインズ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2012 コロンビア・クレスト アメリカ ワシントン サッポロビール株式会社

テヌーテ・サン・マルコ　ロッソ　サレント　ネグロアマーロ - カンティーネ・ドゥエ・パルメ イタリア プーリア メルシャン株式会社

マノ　ア　マノ 2011 ボデガス　マノ　ア　マノ スペイン　 VTカスティーリャ ミリオン商事株式会社

大沢ワインズ　ワインメーカーズコレクション　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

ピノ・ノワール　ムーン 2010 ヒリアード・ブルース　ヴィンヤーズ アメリカ カリフォルニア　サンタリタヒルズ 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 2010 シャトー・マルテ フランス ボルドー 株式会社アルカン

エニーラ 2009 ベッサ・ヴァレー・ワイナリー ブルガリア　 パザルジク 株式会社ヴィントナーズ

ラノイ カベルネ メルロー 2012 ボッシェンダル 南アフリカ コースタルリージョン 三国ワイン株式会社

カテナ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2012 カテナ アルゼンチン メンドーサ 株式会社ファインズ

カテナ　マルベック 2012 カテナ アルゼンチン メンドーサ 株式会社ファインズ

トッリジャーニ　グイダッチオ 2008 ファットリエ・マルケージ・トッリジャーニ イタリア トスカーナ 株式会社スマイル

大沢ワインズ　ワインメーカーズコレクション　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

シャトー・マルテ・レゼルヴ・ド・ファミーユ 2010 シャトー・マルテ フランス ボルドー 株式会社アルカン

エニーラ 2009 ベッサ・ヴァレー・ワイナリー ブルガリア　 パザルジク 株式会社ヴィントナーズ

マイナート　カベルネソーヴィニオン 2009 マイナート 南アフリカ　 ステレンボッシュ 株式会社RIOM international trading

マッキオン・デ・ルポ 2009 マルケージ・ジノリ・リッシ イタリア トスカーナ 株式会社アルテヴィーノ

グランド・エステーツ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2011 コロンビア・クレスト アメリカ ワシントン サッポロビール株式会社

トッリジャーニ　グイダッチオ 2008 ファットリエ・マルケージ・トッリジャーニ イタリア トスカーナ 株式会社スマイル

カンピ・ヌオーヴィ　モンテクッコ　サンジョヴェーゼ 2009 カンピ・ヌオーヴィ イタリア トスカーナ 株式会社スマイル

テレ ディ ジオッベ 2010 2010 フィオラーノ イタリア マルケ ナーズヴィーノ合同会社

ラボーソ ＤＯＣ 2007 テヌータ・サントーメ イタリア ヴェネト州 株式会社湘南貿易

セレクシオン 2012 シエラ・カンタブリア スペイン　 リオハ 株式会社ヴィントナーズ

ピノタージュ 2012 ケイ・ダブリュ・ヴィ 南アフリカ 国分株式会社

ラス・ロカス・ヴィニャス・ヴィエハス 2010 ボデガス・サン・アレハンドロ スペイン アラゴン 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

カタルジーナ メゼック マヴルッド 2012 カタルジーナ　エステイト ブルガリア　 トラキアヴァレイ 株式会社トラキアトレーディング

サウザン　ヒルズ　カベルネ　ソーヴィニヨン 2011 ウェンテ アメリカ リヴァモア　ヴァレー 株式会社　明治屋

コラゾン・デル・インディオ 2011 ヴィニャ・マーティ チリ マイポヴァレー 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

マッキオン・デ・ルポ 2009 マルケージ・ジノリ・リッシ イタリア トスカーナ 株式会社アルテヴィーノ

ネイピア　カベルネ・ソーヴィニヨン　2011（シングルヴィンヤード） 2011 ネイピア・ワイナリー 南アフリカ　 ウェリントン Napier Winery (Pty) Ltd

グランド・エステーツ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2011 コロンビア・クレスト アメリカ ワシントン サッポロビール株式会社

ピルカ・カルメネール 2010 ヴィニャ・マーティ チリ セントラルヴァレー 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

イーグルスネスト　シラズ 2010 イーグルスネスト 南アフリカ　 コンスタンシア 株式会社RIOM international trading

ゴールド

プラチナ

専門家

愛好家

専門家

ミディアム

赤

フル

シルバー

専門家

愛好家



第4回『日本で飲もう最高のワイン2014 ～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

バッターリオ　プリミティーヴォ 2007 パトルノ　ペルニオラ イタリア　 プーリア 株式会社ユアーズ・コーポレーション

テレ ディ ジオッベ 2010 2010 フィオラーノ イタリア マルケ ナーズヴィーノ合同会社

マノ　ア　マノ 2011 ボデガス　マノ　ア　マノ スペイン　 VTカスティーリャ ミリオン商事株式会社

マノン 2011 ボデガス　マノ　ア　マノ スペイン　 VTカスティーリャ ミリオン商事株式会社

ラス・ロカス・ヴィニャス・ヴィエハス 2010 ボデガス・サン・アレハンドロ スペイン アラゴン 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

カタルジーナ メゼック マヴルッド 2012 カタルジーナ　エステイト ブルガリア　 トラキアヴァレイ 株式会社トラキアトレーディング

カステッロ・ジノリ 2008 マルケージ・ジノリ・リッシ イタリア トスカーナ 株式会社アルテヴィーノ

エクセラント　かみのやま　奈良崎畑収穫メルロー 2011 サントネージュワイン株式会社 日本 かみのやま アサヒビール株式会社

高畠ワイナリー　メルロー樫樽熟成 2012 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社

サウザン　ヒルズ　カベルネ　ソーヴィニヨン 2011 ウェンテ アメリカ リヴァモア　ヴァレー 株式会社　明治屋

ネイピア　カベルネ・ソーヴィニヨン　2011（シングルヴィンヤード） 2011 ネイピア・ワイナリー 南アフリカ　 ウェリントン Napier Winery (Pty) Ltd

カテナ　マルベック 2012 カテナ アルゼンチン メンドーサ 株式会社ファインズ

イーグルスネスト　シラズ 2010 イーグルスネスト 南アフリカ　 コンスタンシア 株式会社RIOM international trading

バッターリオ　プリミティーヴォ 2007 パトルノ　ペルニオラ イタリア　 プーリア 株式会社ユアーズ・コーポレーション

ラグレイン　リゼルヴァ　グラフェンライテン 2010 オーベルモーザ イタリア アルト・アディジェ ミナト・ワイン・インポート

パゴ　デ　カラオベハス　クリアンサ 2010 パゴ　デ　カラオベハス スペイン リベラ　デル　ドゥエロ 株式会社スコルニ・ワイン

マノン 2011 ボデガス　マノ　ア　マノ スペイン VTカスティーリャ ミリオン商事株式会社

カフェ　カルチャー 2013 ケイ・ダブリュ・ブィ 南アフリカ 国分株式会社

カンポルディーノ 2011 マルケージ・ジノリ・リッシ イタリア トスカーナ 株式会社アルテヴィーノ

ライオン・クリーク　カベルネ・ソーヴィニヨン　2011 2011 ネイピア・ワイナリー 南アフリカ　 ウェリントン Napier Winery (Pty) Ltd

アル・パッソ 2009 トライーニ イタリア　 トスカーナ 株式会社ヴィントナーズ

カンピ・ヌオーヴィ　モンテクッコ　サンジョヴェーゼ 2009 カンピ・ヌオーヴィ イタリア トスカーナ 株式会社スマイル

ラグレイン　リゼルヴァ　グラフェンライテン 2010 オーベルモーザ イタリア アルト・アディジェ ミナト・ワイン・インポート

ラボーソ ＤＯＣ 2007 テヌータ・サントーメ イタリア ヴェネト州 株式会社湘南貿易

ヴィニャ・アルバリ・レセルヴァ 2009 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

パゴ　デ　カラオベハス　クリアンサ 2010 パゴ　デ　カラオベハス スペイン リベラ　デル　ドゥエロ 株式会社スコルニ・ワイン

ピノタージュ 2012 ケイ・ダブリュ・ヴィ 南アフリカ 国分株式会社

ピノ・ノワール　ムーン 2010 ヒリアード・ブルース　ヴィンヤーズ アメリカ カリフォルニア　サンタリタヒルズ ワインライフ株式会社

高畠ワイナリー　アルケイディア　セレクトハーベスト 2011 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社

コラゾン・デル・インディオ 2011 ヴィニャ・マーティ チリ マイポヴァレー 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

カテナ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2012 カテナ アルゼンチン メンドーサ 株式会社ファインズ

コストパフォーマンス賞　　　　※ゴールドメダル以上を受賞した、小売価格１５００円以下のワイン

銘柄 醸造年 生産者 生産国 地域 出品者

フェスティボ　トロンテス 2012 モンテヴィエホ アルゼンチン メンドーサ 株式会社　飯田

ラブ・レッド 2011 ヴィニャ・マーティ チリ セントラルヴァレー 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

赤 フル

ゴールド

愛好家

シルバー

専門家

愛好家

辛口白

赤 ミディアム

部門


