
『日本で飲もう最高のワイン2016 ～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

リージョナル・ソーヴィニヨン・ブラン・マルボロ 2014 マトゥア ニュージーランド マルボロ サッポロビール株式会社
サンタ・ヘレナ・ラ・プンタ・レセルヴァ・シャルドネ 2015 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
フライングシープ　シャルドネ 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
ヒュメ　ピノ・ノワール　ブラン 2014 パットンヴァレー・ヴィンヤード アメリカ オレゴン フイルコンサービス株式会社
プレミアム　フュメ 2015 ブドゥレアスカ ルーマニア デアルマーレ ユーロアジアトレーディング株式会社
グラン・ヴァン・ブラン 2012 シャトー・リヴィエール・ル・オー フランス ラングドック 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

カルタン・ゲヴュルツトラミナー 2015 カルタン イタリア アルト　アディジェ アサヒビール株式会社
肥後白椿　デラウェア 2015 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
オロヤ寿司ワイン 白 2015 ウニオセラーズデラノヤS.A. スペイン 国分グループ本社株式会社
ピポリ グレーコ フィアーノ 2015 ヴィニエティ デル ヴルトゥーレ イタリア バジリカータ州 株式会社稲葉
フェランディエール　マルサンヌ 2015 ディーエーワイナリー (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
AOP　ピクプール　ド　ピネ 2014 ドメーヌ　マス　サン　ローラン フランス ラングドック 株式会社ヴァンクロス
シャトー・イガイタカハ エレガントハート　ソーヴィニヨンブラン サンタイネズヴァレー　グレートオークスヴィンヤード 2014 シャトー・イガイタカハ　ワイナリー アメリカ カリフォルニア ワインライフ株式会社
スパイヴァレーソーヴィニヨンブラン 2015 スパイヴァレー ニュージーランド マルボロー 有限会社アルコトレード・トラスト
ソーヴィニヨン　ブラン 2014 ノーティラス　エステート ニュージーランド 株式会社ファインズ
クラギー・レンジ・ソーヴィニヨン・ブラン・テ・ムナ・ロード 2014 クラギーレンジ ニュージーランド マーティンボロ― アサヒビール株式会社
プレミアム　フュメ 2015 ブドゥレアスカ ルーマニア デアルマーレ ユーロアジアトレーディング株式会社
蕾 2015 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
ロリアン　勝沼甲州 2015 白百合醸造株式会社 日本 山梨県　甲州市　勝沼町 白百合醸造株式会社
まるき　甲州　2015 2015 まるき葡萄酒株式会社 日本 山梨県 まるき葡萄酒株式会社
時分 2015 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
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
ピエール・ド・ランブリー・シャルドネ 2014 ピエール・ド・ランブリー フランス ラングドック ミリオン商事株式会社
ラングメイル　スプリングフィーバー　シャルドネ 2014 ラングメイル・ワイナリー オーストラリア イーデン・ヴァレー 株式会社スマイル
高畠ワイナリー　ラ・クロチュア　エレクトリック　エン　カミワダ　シャルドネ 2014 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
カッシェロ・デル・ディアブロ　シャルドネ 2015 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
ペンギンズ・キッス　シャルドネ 2015 アンドリュー・ピース オーストラリア 南東オーストラリア GRN株式会社
ワインメーカーズ・ノート レゼルヴ シャルドネ 2015 アンドリュー・ピース オーストラリア 南東オーストラリア GRN株式会社
エイチスリーシャルドネ 2013 コロンビア・クレスト アメリカ ワシントン州 サッポロビール株式会社
シャルドネ　セレクツィヤ 2012 スィムチッチ　マルヤン スロヴェニア プリモリエ 株式会社ユアーズ・コーポレーション
ロイマー・リースリング　カンプタール　DAC 2014 フレッド　ロイマー オーストリア 株式会社日本グランド・シャンパーニュ 

ロング　パドック　ピノ　グリージョ 2015 レッドバンク オーストラリア ヴィクトリア 株式会社ファインズ
サンタ・アナ　クラシック　トロンテス 2015 ボデガス　サンタ・アナ アルゼンチン メンドーサ 日本酒類販売株式会社
カルタン・ゲヴュルツトラミナー 2015 カルタン イタリア アルト　アディジェ アサヒビール株式会社
肥後白椿　デラウェア 2015 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
トラボケット 2014 タラモンティ イタリア アブルッツォ州 サッポロビール株式会社
スパイヴァレーソーヴィニヨンブラン 2015 スパイヴァレー ニュージーランド マルボロー 有限会社アルコトレード・トラスト
リージョナル・ソーヴィニヨン・ブラン・マルボロ 2014 マトゥア ニュージーランド マルボロ サッポロビール株式会社
ソーヴィニヨン　ブラン 2014 ノーティラス　エステート ニュージーランド 株式会社ファインズ
クラギー・レンジ・ソーヴィニヨン・ブラン・テ・ムナ・ロード 2014 クラギーレンジ ニュージーランド マーティンボロ― アサヒビール株式会社
ロリアン　勝沼甲州 2015 白百合醸造株式会社 日本 山梨県　甲州市　勝沼町 白百合醸造株式会社
時分 2015 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
リュナリス　甲州バレル・ファーメンテーション　 2013 マンズワイン株式会社 日本 山梨県 キッコーマン食品株式会社
サンタ・ヘレナ・ラ・プンタ・レセルヴァ・シャルドネ 2015 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
クールウッズ　シャルドネ 2015 ソーンクラーク オーストラリア 南オーストラリア州 コンタツ株式会社
ピエール・ド・ランブリー・シャルドネ 2014 ピエール・ド・ランブリー フランス ラングドック ミリオン商事株式会社
シャトー・イガイタカハ ジュウェルウイッシュ　シャルドネ　サンタリタヒルズ　ランチョサンタローザ　ヴィンヤード 2014 シャトー・イガイタカハ ワイナリー アメリカ カリフォルニア ワインライフ株式会社
高畠ワイナリー　ラ・クロチュア　エレクトリック　エン　カミワダ　シャルドネ 2014 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
クオネス シャルドネ 2015 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
サントネージュ　エクセラント　牧丘　倉科畑収穫シャルドネ 2015 サントネージュワイン株式会社 日本 山梨県牧丘町倉科 サントネージュワイン株式会社
カッシェロ・デル・ディアブロ　シャルドネ 2015 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
ペンギンズ・キッス　シャルドネ 2015 アンドリュー・ピース オーストラリア 南東オーストラリア GRN株式会社
ワインメーカーズ・ノート レゼルヴ シャルドネ 2015 アンドリュー・ピース オーストラリア 南東オーストラリア GRN株式会社
“アンティグア・レゼルバ” シャルドネ 2014 コウシーニョ・マクル チリ キッコーマン食品株式会社
エイチスリーシャルドネ 2013 コロンビア・クレスト アメリカ ワシントン州 サッポロビール株式会社
フライングシープ　シャルドネ 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
ドラル 2012 ウヴァヴァン スイス ヴォー 有限会社アルコトレード・トラスト
ロング　パドック　ピノ　グリージョ 2015 レッドバンク オーストラリア ヴィクトリア 株式会社ファインズ
サンタ・アナ　クラシック　トロンテス 2015 ボデガス　サンタ・アナ アルゼンチン メンドーサ 日本酒類販売株式会社
ガルフェロ ブランコ白 - ファサワイナリー アルゼンチン 国分グループ本社株式会社
ヒュメ　ピノ・ノワール　ブラン 2014 パットンヴァレー・ヴィンヤード アメリカ オレゴン フイルコンサービス株式会社
シャトーブリヤン 2014年 白 2014 株式会社サドヤ 日本 株式会社サドヤ
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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
ドンロメロブランコ白 - ウニオ・セラーズ・デル・ノヤ S.A. スペイン 国分グループ本社株式会社
マス・オリベラス・ブランコ 2015 ボデガス・ロケッタ スペイン カタルーニャ ミリオン商事株式会社
島根わいん　縁結　ソーヴィニヨン・ブラン - 島根ワイナリー 日本 島根県 株式会社　島根ワイナリー
フロンテラ　ソーヴィニヨン・ブラン - 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
アルバストレレ 2013 アルバストレレ　ワインズ モルドバ コドゥル 株式会社Carina
甲州シュール・リー - マンズワイン株式会社 日本 山梨県 キッコーマン食品株式会社
ロリアン　セラーマスター甲州 2015 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
番イ 2015 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
シャルドネ 2015 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
クールウッズ　シャルドネ 2015 ソーンクラーク オーストラリア 南オーストラリア州 コンタツ株式会社
シャトー・イガイタカハ ジュウェルウイッシュ　シャルドネ　サンタリタヒルズ　ランチョサンタローザ　ヴィンヤード 2014 シャトー・イガイタカハ ワイナリー アメリカ カリフォルニア ワインライフ株式会社
カサ・デル・セロ・レゼルヴァ・シャルドネ 2014 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

クオネス シャルドネ 2015 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
高畠ワイナリー　フニクリ，フニクラ　デ　木村　シャルドネ 2014 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
“アンティグア・レゼルバ” シャルドネ 2014 コウシーニョ・マクル チリ キッコーマン食品株式会社
ドラル 2012 ウヴァヴァン スイス ヴォー 有限会社アルコトレード・トラスト
シロメィ・ヴィンヤードセレクション・ピノグリ 2014 シロメィ オーストラリア クイーンズランド州 株式会社ワインツリー
ガルフェロ ブランコ白 - ファサワイナリー アルゼンチン 国分グループ本社株式会社
セルメーニョ・ブランコ 2015 ボデガス・コビトロ スペイン トロ ミリオン商事株式会社
ピポリ グレーコ フィアーノ 2015 ヴィニエティ デル ヴルトゥーレ イタリア バジリカータ州 株式会社稲葉
フェランディエール　マルサンヌ 2015 ディーエーワイナリー (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
ヴィオニエ 2014 ニコラ　ペラン フランス コート　デュ　ローヌ アサヒビール株式会社
AOP　ピクプール　ド　ピネ 2014 ドメーヌ　マス　サン　ローラン フランス ラングドック 株式会社ヴァンクロス
フロンテラ　ソーヴィニヨン・ブラン - 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
シャトー・イガイタカハ エレガントハート　ソーヴィニヨンブラン サンタイネズヴァレー　グレートオークスヴィンヤード 2014 シャトー・イガイタカハ　ワイナリー アメリカ カリフォルニア ワインライフ株式会社
カサ・デル・セロ・レゼルヴァ・ソーヴィニョン・ブラン 2014 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

ロリアン　セラーマスター甲州 2015 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
蕾 2015 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
番イ 2015 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
まるき　甲州　2015 2015 まるき葡萄酒株式会社 日本 山梨県 まるき葡萄酒株式会社
島根わいん　縁結　シャルドネ - 島根ワイナリー 日本 島根県 株式会社　島根ワイナリー
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
カサ・デル・セロ・レゼルヴァ・シャルドネ 2014 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

ラングメイル　スプリングフィーバー　シャルドネ 2014 ラングメイル・ワイナリー オーストラリア イーデン・ヴァレー 株式会社スマイル
高畠ワイナリー　ゾディアック　高畠シャルドネ 2014 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
アルボレダ・シャルドネ 2014 アルボレダ チリ アコンカグア　コスタ アサヒビール株式会社
サリーズ・ヒル　シャルドネ 2013 レッドバンク　ワイナリー オーストラリア ヴィクトリア州 わいん蔵・南十字星
シャルドネ　セレクツィヤ 2012 スィムチッチ　マルヤン スロヴェニア プリモリエ 株式会社ユアーズ・コーポレーション
ロイマー・リースリング　カンプタール　DAC 2014 フレッド　ロイマー オーストリア 株式会社日本グランド・シャンパーニュ 

プラチナ 専門家 ドン・ダビ　トロンテス レゼルバ 2015 ボデガ・エル・エステコ アルゼンチン カルチャキ・ヴァレー 株式会社スマイル
早摘み　デラウェア 2015 島根ワイナリー 日本 島根県 株式会社　島根ワイナリー
リースリング 2013 ストーンキャップ アメリカ ワシントン フイルコンサービス株式会社
早摘み　デラウェア 2015 島根ワイナリー 日本 島根県 株式会社　島根ワイナリー
アレアル　ヴィーニョ・ヴェルデ 2014 キンタ・ダ・ポウサダ ポルトガル ヴィーニョ・ヴェルデ 日本酒類販売株式会社
ドン・ダビ　トロンテス レゼルバ 2015 ボデガ・エル・エステコ アルゼンチン カルチャキ・ヴァレー 株式会社スマイル
五月長根葡萄園 白 2015 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
サンドパイパー　リースリング 2015 ソーンクラーク オーストラリア イーデンバレー コンタツ株式会社
五月長根葡萄園 白 2015 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
リースリング 2013 ストーンキャップ アメリカ ワシントン フイルコンサービス株式会社

プラチナ 愛好家 アイススウィートナイアガラ 2015 大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社大浦葡萄酒
肥後白菖蒲ナイアガラ 2015 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
S.シュロスベルグ　ピースポーター　ミヒェルスベルク 白 2014 ピーター・メルテス ドイツ モーゼル 国分グループ本社株式会社
アイススウィートナイアガラ 2015 大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社大浦葡萄酒
肥後白菖蒲ナイアガラ 2015 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
S.シュロスベルグ　ピースポーター　ミヒェルスベルク 白 2014 ピーター・メルテス ドイツ モーゼル 国分グループ本社株式会社
五ヶ瀬ワイン　ナイアガラ 2015 五ヶ瀬ワイナリー 日本 宮崎県五ヶ瀬町 五ヶ瀬ワイナリー株式会社
S.シュロスベルグ　リープフラウミルヒ　白 2014 ピーター・メルテス ドイツ ラインヘッセン 国分グループ本社株式会社
五ヶ瀬ワイン　ナイアガラ 2015 五ヶ瀬ワイナリー 日本 宮崎県五ヶ瀬町 五ヶ瀬ワイナリー株式会社
フォーレ・白 - くずまきワイン 日本 岩手県 葛巻高原食品加工株式会社
S.シュロスベルグ　リープフラウミルヒ　白 2014 ピーター・メルテス ドイツ ラインヘッセン 国分グループ本社株式会社
フォーレ・白 - くずまきワイン 日本 岩手県 葛巻高原食品加工株式会社
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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
肥後赤椿　マスカットベーリ―Ａ 2015 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
KWV ケープ・ルージュ　赤 - ケイ・ダブリューヴィ 南アフリカ 西ケープ州 国分グループ本社株式会社
ロリアン　赤池幻酵母　（赤） - 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
シャトー・イガイタカハ クロスド ウイング ウラウラ サンタバーバラカウンティー 2013 シャトー・イガイタカハ　ワイナリー アメリカ カリフォルニア ワインライフ株式会社
肥後赤菖蒲　キャンベルアーリー 2015 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
酸化防止剤無添加・赤 2015 有限会社佐藤ぶどう酒 日本 山形県 有限会社佐藤ぶどう酒
マスカット・ベーリーA 樽熟成 - マンズワイン株式会社 日本 山梨県 キッコーマン食品株式会社
ロリアン　赤池幻酵母　（赤） - 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
ブドゥレアスカ　スタンダード　フェテアスカ・ネアグラ 2014 ブドゥレアスカ ルーマニア　 デアルマーレ ユーロアジアトレーディング株式会社
ナドーレ・赤 - くずまきワイン 日本 岩手県 葛巻高原食品加工株式会社
肥後赤菖蒲　キャンベルアーリー 2015 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
KWV ケープ・ルージュ　赤 - ケイ・ダブリューヴィ 南アフリカ 西ケープ州 国分グループ本社株式会社
ブドゥレアスカ　スタンダード　フェテアスカ・ネアグラ 2014 ブドゥレアスカ ルーマニア　 デアルマーレ ユーロアジアトレーディング株式会社
ガルフェロ ティント赤 - ファサワイナリー アルゼンチン 国分グループ本社株式会社
クールウッズ　カベルネソーヴィニヨン 2014 ソーンクラーク オーストラリア　 南オーストラリア州 コンタツ株式会社
ピッティ 2015 ピットナウワー オーストリア ノイジードラーゼ 株式会社日本グランド・シャンパーニュ 

アダージョ上ノ山 2015 ドメーヌ茅ヶ岳 日本 山梨県 ドメーヌ茅ヶ岳
アーサー　ピノ・ノワール　ロシアンリバーバレー　2014 2014 アーサーセラーズ アメリカ カリフォルニア 有限会社ブロックバスターズ
サーシャ　ピノ・ノアール 2011 レッドバンク　ワイナリー オーストラリア　 ヴィクトリア州 わいん蔵・南十字星
ヴァインインフレームズ ピノ・ノワール 2013 ブドゥレアスカ ルーマニア　 デアルマーレ ユーロアジアトレーディング株式会社
アーサー　ピノ・ノワール　ロシアンリバーバレー　2014 2014 アーサーセラーズ アメリカ カリフォルニア 有限会社ブロックバスターズ
サーシャ　ピノ・ノアール 2011 レッドバンク　ワイナリー オーストラリア　 ヴィクトリア州 わいん蔵・南十字星
クラギー・レンジ・ピノ・ノワール・テ・ムナ・ロード・ヴィンヤード 2012 クラギーレンジ ニュージーランド・マーティンボロ― アサヒビール株式会社
ロバート・モンダヴィ　ウッドブリッジ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2014 ロバート・モンダヴィ アメリカ カリフォルニア メルシャン株式会社
フロンテラ　カベルネ・ソーヴィニヨン - 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
ワインメーカーズ・ノート カベルネ・ソーヴィニョン 2015 アンドリュー・ピース オーストラリア 南東オーストラリア GRN株式会社
チ　ヴィンテージ 2011 アルバストレレ　ワインズ モルドバ ステファンヴォーダ 株式会社Carina
ロリアン　シャトー　ロリアン 2013 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
レンベルガーG 2014 クナウス ドイツ ヴュルテンベルク ヴァインベルク
ソブロ　レッド 2013 ソブローゾ ポルトガル アレンテージョ 日本酒類販売株式会社
サント テレーズ 2012 シャトー クーリ レバノン ベカー高原 Vins d'Olive
ラ　モンテサ 2012 パラシオス　レモンド スペイン リオハ 株式会社ファインズ
蒼 - くずまきワイン 日本 岩手県 葛巻高原食品加工株式会社
金渓ワイン・赤 2015 有限会社佐藤ぶどう酒 日本 山形県 有限会社佐藤ぶどう酒
高畠ワイナリー　クラシック　マスカット・ベーリーA 2014 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
ベラノーヴァ　モンテプルチアーノ・ダブルッツォ 2014 ベラノーヴァ イタリア アブルッツォ 日本酒類販売株式会社
ウィラメットヴァレー・ピノ・ノワール 2013 パットンヴァレー・ヴィンヤード アメリカ オレゴン フイルコンサービス株式会社
フライングシープ　ピノ・ノワール 2012 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
ザブ シラー 2014 ヴィニエティ ザブ イタリア シチリア州 株式会社稲葉
ラポストール　カルメネール 2013 ラポストール チリ ラペルヴァレー 株式会社ファインズ
シャトーブリヤン 2012年 赤 2012 株式会社サドヤ 日本 株式会社サドヤ
カベルネ・ソーヴィニョン 2012 ブラジッチ スロヴェニア プリモリエ 株式会社ユアーズ・コーポレーション
ロリアン　シャトー　ロリアン 2013 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
シロメィ・シグネチャーコレクション・メルロー 2013 シロメィ オーストラリア クイーンズランド州 株式会社ワインツリー
ベルグァルド ブロンゾーネ　リゼルヴァ 2012 マッツェイ イタリア トスカーナ 株式会社ファインズ
ラ　モンテサ 2012 パラシオス　レモンド スペイン リオハ 株式会社ファインズ
アダージョ上ノ山 2015 ドメーヌ茅ヶ岳 日本 山梨県 ドメーヌ茅ヶ岳
ウィラメットヴァレー・ピノ・ノワール 2013 パットンヴァレー・ヴィンヤード アメリカ オレゴン フイルコンサービス株式会社
フライングシープ　ピノ・ノワール 2012 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
レ　ヴィエイユ　ヴィーニュ　IGP　ペイ　デロー 2013 ドメーヌ　マス　サン　ローラン フランス ラングドック 株式会社ヴァンクロス
ザブ シラー 2014 ヴィニエティ ザブ イタリア シチリア州 株式会社稲葉
シャトー・イガイタカハ タイガージョー シラー バラ－ド キャニオン　ジョリアンヒル ヴィンヤード 2014 シャトー・イガイタカハ　ワイナリー アメリカ カリフォルニア ワインライフ株式会社
クールウッズ　シラーズ 2014 ソーンクラーク オーストラリア　 南オーストラリア州 コンタツ株式会社
フロンテラ　カルメネール - 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
ラポストール　カルメネール 2013 ラポストール チリ ラペルヴァレー 株式会社ファインズ
サンタ・アナ　クラシック　マルベック 2015 ボデガス　サンタ・アナ アルゼンチン メンドーサ 日本酒類販売株式会社
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『日本で飲もう最高のワイン2016 ～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
シロメィ・シグネチャーコレクション・メルロー 2013 シロメィ オーストラリア クイーンズランド州 株式会社ワインツリー
カサ・デル・セロ・レゼルヴァ・メルロ 2015 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

ハヤチネゼーレ　ツヴァイゲルトレーベ樽熟成 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
 +WA ベリー瑛 2015 大和葡萄酒株式会社 日本　 山梨県 大和葡萄酒株式会社
マス・オリベラス・ティント 2015 ボデガス・ロケッタ スペイン カタルーニャ ミリオン商事株式会社
”イル・クル” ドッリアーニ 2011 クラヴェサーナ イタリア ピエモンテ 株式会社グローバル
フェランディエール　リザーヴ　ピノ・ノワール 2015 ディーエーワイナリー (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
ピエール・ド・ランブリー・ピノノワール 2014 ピエール・ド・ランブリー フランス ラングドック ミリオン商事株式会社
ロング　パドック　シラーズ 2012 レッドバンク オーストラリア ヴィクトリア 株式会社ファインズ
フロンテラ　カルメネール - 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
サンタ・アナ　クラシック　マルベック 2015 ボデガス　サンタ・アナ アルゼンチン メンドーサ 日本酒類販売株式会社
サンタ・ヘレナ・ラ・プンタ・レセルヴァ・カベルネ・ソーヴィニヨン 2015 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
クールウッズ　カベルネソーヴィニヨン 2014 ソーンクラーク オーストラリア　 南オーストラリア州 コンタツ株式会社
イスラ・デ・ロボス　タナ 2014 ボデガス・カスティージョ・ビエホ ウルグアイ  サン・ホセ 株式会社東和インターナショナル
ピッティ 2015 ピットナウワー オーストリア ノイジードラーゼ 株式会社日本グランド・シャンパーニュ 

蒼 - くずまきワイン 日本 岩手県 葛巻高原食品加工株式会社
金渓ワイン・赤 2015 有限会社佐藤ぶどう酒 日本 山形県 有限会社佐藤ぶどう酒
オルロージュ 赤 2014 2014 株式会社サドヤ 日本 株式会社サドヤ
マス・オリベラス・ティント 2015 ボデガス・ロケッタ スペイン カタルーニャ ミリオン商事株式会社
”イル・クル” ドッリアーニ 2011 クラヴェサーナ イタリア ピエモンテ 株式会社グローバル
”オーロ” バローロ 2010 クラヴェサーナ イタリア ピエモンテ 株式会社グローバル
フェランディエール　リザーヴ　ピノ・ノワール 2015 ディーエーワイナリー (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
ピエール・ド・ランブリー・ピノノワール 2014 ピエール・ド・ランブリー フランス ラングドック ミリオン商事株式会社
カッシェロ・デル・ディアブロ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2014 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
ハンドレッドツリーヒル　カベルネメルロ 2012 レッドバンク　ワイナリー オーストラリア　 ヴィクトリア州 わいん蔵・南十字星
サンドパイパー　シラーズ 2014 ソーンクラーク オーストラリア　 バロッサ コンタツ株式会社
プレミアム　フェテアスカ・ネアグラ 2014 ブドゥレアスカ ルーマニア　 デアルマーレ ユーロアジアトレーディング株式会社
マッキオン・デル・ルポ 2011 マルケージ・ジノリ・リッシ イタリア トスカーナ 株式会社アイ・エム・エヌ
エステート・ピノ・ノワール 2011 パットンヴァレー・ヴィンヤード アメリカ オレゴン フイルコンサービス株式会社
キュヴェ　バリック　AOP　コート　デュ　ルーシヨン 2014 ドメーヌ　マス　ベシャ フランス ルーシヨン 株式会社ヴァンクロス
ピポリ アリアーニコ デル ヴルトゥーレ 2013 ヴィニエティ デル ヴルトゥーレ イタリア バジリカータ州 株式会社稲葉
ドン・ダビ　マルベック レゼルバ 2014 ボデガ・エル・エステコ アルゼンチン カルチャキ・ヴァレー 株式会社スマイル
カントスール 2015 ジェイ　ブション チリ マウレヴァレー 有限会社アルコトレード・トラスト
カベルネ・ソーヴィニョン 2014 ストーンキャップ アメリカ ワシントン フイルコンサービス株式会社
マルキ デ ベイ 2011 ドメーヌ デ トゥレール レバノン ベカー高原 Vins d'Olive
シャトー デ ザンジュ 2008 コトー ドゥ ボトリス レバノン バトルゥーン Vins d'Olive
カリナエ　カベルネソーヴィニヨン 2013 カリナエ アルゼンチン メンドーサ 株式会社東和インターナショナル
サントネージュ　エクセラント　かみのやま　渡辺畑収穫カベルネ・ソーヴィニヨン 2013 サントネージュワイン株式会社 日本 山形県上山市 サントネージュワイン株式会社
サントネージュ　エクセラント　かみのやま　渡辺畑収穫カベルネ・ソーヴィニヨン 2014 サントネージュワイン株式会社 日本 山形県上山市 サントネージュワイン株式会社
ソラリス　信州カベルネ・ソーヴィニヨン　 2012 マンズワイン株式会社 日本 長野県 キッコーマン食品株式会社
インターリュード 2011 ウォーターズ アメリカ ワシントン フイルコンサービス株式会社
シャトー　ル　ピュイ　サンクリット 2012 シャトー　ル　ピュイ　サンクリット フランス　 ボルドー コンタツ株式会社
ＮＡＣメルロー［樽熟］2013 2013 株式会社井筒ワイン 日本 長野県塩尻市 株式会社井筒ワイン
ユヴェンタ　ルージュ　 2012 マンズワイン株式会社 日本 長野県 キッコーマン食品株式会社
マノ・ア・マノ 2013 ボデガス・マノ・ア・マノ スペイン ラマンチャ ミリオン商事株式会社
セルメーニョ・ティント 2015 ボデガス・コビトロ スペイン トロ ミリオン商事株式会社
グラン・ヴァン・ルージュ 2010 シャトー・リヴィエール・ル・オー フランス ラングドック 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

シャトーヌフ・デュ・パプ・ルージュ 2010 ドメーヌ・ド・クリスティア フランス ローヌ 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

キュヴェ　バリック　AOP　コート　デュ　ルーシヨン 2014 ドメーヌ　マス　ベシャ フランス ルーシヨン 株式会社ヴァンクロス
エイチスリー・レ・シュヴォー・レッド・ブレンド 2012 コロンビア・クレスト アメリカ ワシントン州 サッポロビール株式会社
クヌンガ・ヒル７６・シラーズ・カベルネ 2014 ペンフォールズ オーストラリア サッポロビール株式会社
オッタンターニ、８０ヴェッキエヴィーニエ 2014 チンニョモーロ イタリア プーリア 有限会社アルコトレード・トラスト

専門家

愛好家

ミディアム

専門家

愛好家

専門家

フル

ゴールド

シルバー

プラチナ

赤



『日本で飲もう最高のワイン2016 ～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
ドン・ダビ　マルベック レゼルバ 2014 ボデガ・エル・エステコ アルゼンチン カルチャキ・ヴァレー 株式会社スマイル
コノスル　シングルヴィンヤード　カルメネール 2015 ヴィーニャ・コノスル チリ カチャポアルヴァレー 株式会社スマイル
ワインメーカーズ・ノート レゼルヴ カベルネ・ソーヴィニョン 2015 アンドリュー・ピース オーストラリア 南東オーストラリア GRN株式会社
ハンドレッドツリーヒル　カベルネメルロ 2012 レッドバンク　ワイナリー オーストラリア　 ヴィクトリア州 わいん蔵・南十字星
サントネージュ　エクセラント　かみのやま　渡辺畑収穫カベルネ・ソーヴィニヨン 2013 サントネージュワイン株式会社 日本 山形県上山市 サントネージュワイン株式会社
ソラリス　信州カベルネ・ソーヴィニヨン　 2012 マンズワイン株式会社 日本 長野県 キッコーマン食品株式会社
カステッロ・ジノリ 2012 マルケージ・ジノリ・リッシ イタリア トスカーナ 株式会社アイ・エム・エヌ
マノ・ア・マノ 2013 ボデガス・マノ・ア・マノ スペイン ラマンチャ ミリオン商事株式会社
ネメア 2010 ビヅィオス エステート ギリシャ ネメア Vins d'Olive
2009 マリアンヌ　ケープブレンド 2009 マリアンヌ 南アフリカ Paarl 株式会社RIOM international trading
シャノン　エルギン　ピノ・ノワール 2012 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
大沢ワインズ　プレステージコレクション　ピノ・ノワール 2012 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・イガイタカハ ディヴァインウイッシュ　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 2013 シャトー・イガイタカハ　ワイナリー アメリカ カリフォルニア ワインライフ株式会社
グラン・ヴァン・ルージュ 2010 シャトー・リヴィエール・ル・オー フランス ラングドック 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

レボルシィオン 2011 オソ・リブレワイナリー アメリカ パソ・ロブレス ニューワールドワイン株式会社
サンドパイパー　シラーズ 2014 ソーンクラーク オーストラリア　 バロッサ コンタツ株式会社
オッタンターニ、８０ヴェッキエヴィーニエ 2014 チンニョモーロ イタリア プーリア 有限会社アルコトレード・トラスト
ワインメーカーズ・ノート レゼルヴ カベルネ・ソーヴィニョン 2015 アンドリュー・ピース オーストラリア 南東オーストラリア GRN株式会社
オリジニ　カベルネ・ソーヴィニョン 2012 ブドゥレアスカ ルーマニア　 デアルマーレ ユーロアジアトレーディング株式会社
十二原 2015 大和葡萄酒株式会社 日本　 長野県 大和葡萄酒株式会社
マス・デ・ブルース"シャスール・デ・ブルース" 2014 ジェラルディーン　コンブ・ペイロー フランス ラングドック 株式会社ミルグラン
ヴィニャ・アルバリ・レセルヴァ 2010 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
2009 マリアンヌ　ケープブレンド 2009 マリアンヌ 南アフリカ Paarl 株式会社RIOM international trading
シャノン　エルギン　ピノ・ノワール 2012 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
エステート・ピノ・ノワール 2011 パットンヴァレー・ヴィンヤード アメリカ オレゴン フイルコンサービス株式会社
レボルシィオン 2011 オソ・リブレワイナリー アメリカ パソ・ロブレス ニューワールドワイン株式会社
ピポリ アリアーニコ デル ヴルトゥーレ 2013 ヴィニエティ デル ヴルトゥーレ イタリア バジリカータ州 株式会社稲葉
カベルネ・ソーヴィニョン 2014 ストーンキャップ アメリカ ワシントン フイルコンサービス株式会社
マルキ デ ベイ 2011 ドメーヌ デ トゥレール レバノン ベカー高原 Vins d'Olive
“アンティグア・レゼルバ” カベルネ・ソーヴィニヨン 2013 コウシーニョ・マクル チリ キッコーマン食品株式会社
オリジニ　カベルネ・ソーヴィニョン 2012 ブドゥレアスカ ルーマニア　 デアルマーレ ユーロアジアトレーディング株式会社
サントネージュ　エクセラント　奈良崎畑収穫メルロー 2013 サントネージュワイン株式会社 日本 山形県上山市 サントネージュワイン株式会社
サントネージュ　エクセラント　かみのやま　奈良崎畑収穫メルロー 2014 サントネージュワイン株式会社 日本 山形県上山市 サントネージュワイン株式会社
カンポルディーニョ 2013 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
クオネスヤマソーヴィニヨン 2014 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
ヴィニャ・アルバリ・レセルヴァ 2010 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
セルメーニョ・ティント 2015 ボデガス・コビトロ スペイン トロ ミリオン商事株式会社
シャトーヌフ・デュ・パプ・ルージュ 2010 ドメーヌ・ド・クリスティア フランス ローヌ 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

クヌンガ・ヒル７６・シラーズ・カベルネ 2014 ペンフォールズ オーストラリア サッポロビール株式会社

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
サンタ・ヘレナ・ラ・プンタ・レセルヴァ・シャルドネ 2015 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
ペンギンズ・キッス　シャルドネ 2015 アンドリュー・ピース オーストラリア 南東オーストラリア GRN株式会社
サンタ・アナ　クラシック　トロンテス 2015 ボデガス　サンタ・アナ アルゼンチン メンドーサ 日本酒類販売株式会社
肥後白椿　デラウェア 2015 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
早摘み　デラウェア 2015 島根ワイナリー 日本 島根県 株式会社　島根ワイナリー
ドン・ダビ　トロンテス レゼルバ 2015 ボデガ・エル・エステコ アルゼンチン カルチャキ・ヴァレー 株式会社スマイル
肥後白菖蒲ナイアガラ 2015 熊本ワイン 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
S.シュロスベルグ　ピースポーター　ミヒェルスベルク 白 2014 ピーター・メルテス ドイツ モーゼル 国分グループ本社株式会社
ザブ シラー 2014 ヴィニエティ ザブ イタリア シチリア州 株式会社稲葉
ドン・ダビ　マルベック レゼルバ 2014 ボデガ・エル・エステコ アルゼンチン カルチャキ・ヴァレー 株式会社スマイル
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