
『日本で飲もう最高のワイン2019 ～テロワールから食卓へ～』審査結果 　

※「ワイン情報」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 審査 銘柄 醸造 生産者名 生産国 生産地 出品者

サンテ　シャルドネ 2018 ドゥデ・ノーダン フランス ペイドック ミリオン商事株式会社
ピエール・ド・ランブリー　シャルドネ 2017 ドゥデ・ノーダン フランス ラングドック ミリオン商事株式会社
カイエガ　ロエロ　アルネイス 2017 テヌータ・カレッタ イタリア ピエモンテ州 サッポロビール株式会社
キュヴェ アレクサンドル シャルドネ 2016 ラポストール チリ アコンカグア 株式会社ファインズ
プペル・ホワイト 2018 クリーン・スキン・ワインズ ニュージーランド マールボロ 株式会社ゴーディアンワインズ
大浦葡萄酒(白・辛口) - 大浦葡萄酒 日本 山形県 大浦葡萄酒
高畠ワイナリー フニクリフニクラ・デ・木村シャルドネ 2017 株式会社高畠ワイナリー 日本 山形県 株式会社高畠ワイナリー
菊鹿シャルドネ - 熊本ワインファーム株式会社 日本 熊本県 熊本ワインファーム株式会社
高畠ワイナリー バリック シャルドネ 樫樽熟成 2017 株式会社高畠ワイナリー 日本 山形県 株式会社高畠ワイナリー
アルパカ・プレミアム・シャルドネ 2017 サンタ・ヘレナ チリ D.O.セントラル・ヴァレー アサヒビール株式会社
レセルバ　シャルドネ 2017 ミシオネス　デ　レンゴ チリ セントラル　ヴァレー 白鶴酒造株式会社
ハーディーズ　リドル　シャルドネ 2018 ハーディーズ オーストラリア 南東オーストラリア アコレードワインズジャパン株式会社

サルトン　パラドクソ　シャルドネ 2018 ヴィニコラ　サルトン ブラジル リオ・グランデ・ド・スル州 株式会社DRINK OF BRASIL　
カテナ　シャルドネ 2017 ボデガ　カテナ　サパータ アルゼンチン メンドーサ 株式会社ファインズ
アウトロット　シャルドネ 2016 アウトロット ワインズ アメリカ ソノマ アコレードワインズジャパン株式会社

キュヴェ アレクサンドル シャルドネ 2016 ラポストール チリ アコンカグア 株式会社ファインズ
クネ　ルエダ 2018 クネ スペイン ルエダ 三国ワイン株式会社
フレンチドッグ・コロンバールシャルドネ 2018 イヴォンモー フランス コート・ド・ガスコーニュ 株式会社フレシネジャパン
キュヴェ・プーモンテ・ブラン 2017 ドメーヌ・アルジプラトゥ フランス コルス 株式会社グラムスリー
シャトーブリヤン 白 2016 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
アウトロット　ソーヴィニヨン・ブラン 2017 アウトロット ワインズ アメリカ ソノマカウンティ アコレードワインズジャパン株式会社

サンテ　ソーヴィニョン・ブラン 2018 ドゥデ・ノーダン フランス ペイドック ミリオン商事株式会社
アルパカ・オーガニック・ホワイト 2018 サンタ・ヘレナ・アルパカ チリ D.O.セントラル・ヴァレー アサヒビール株式会社
ツイン アイランズ  ソーヴィニヨン ブラン 2018 ツイン アイランズ ニュージーランド マールボロ 株式会社ファインズ
プペル・ホワイト 2018 クリーン・スキン・ワインズ ニュージーランド マールボロ 株式会社ゴーディアンワインズ
島根わいん　縁結　甲州　 2018 株式会社島根ワイナリー 日本 島根県 株式会社島根ワイナリー
GI山梨　甲州シュール・リー 2018 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
熊本　デラウェア - 熊本ワインファーム株式会社 日本 山梨県 熊本ワインファーム株式会社
サンテ　シャルドネ 2018 ドゥデ・ノーダン フランス ペイドック ミリオン商事株式会社
高畠ワイナリー ゾディアック シャルドネ 2017 株式会社高畠ワイナリー 日本 山形県 株式会社高畠ワイナリー
高畠ワイナリー フニクリフニクラ・デ・木村シャルドネ 2017 株式会社高畠ワイナリー 日本 山形県 株式会社高畠ワイナリー
菊鹿シャルドネ - 熊本ワインファーム株式会社 日本 熊本県 熊本ワインファーム株式会社
高畠ワイナリー ラ・クロチュア・エレクトリック・エン・上和田シャルドネ 2017 株式会社高畠ワイナリー 日本 山形県 株式会社高畠ワイナリー
プレステージ　シャルドネ 2018 メッツォコロナ イタリア トレンティーノ 日本酒類販売株式会社
アルパカ・プレミアム・シャルドネ 2017 サンタ・ヘレナ チリ D.O.セントラル・ヴァレー アサヒビール株式会社
ハーディーズ　リドル　シャルドネ 2018 ハーディーズ オーストラリア 南東オーストラリア アコレードワインズジャパン株式会社

カテナ　シャルドネ 2017 ボデガ　カテナ　サパータ アルゼンチン メンドーサ 株式会社ファインズ
アウトロット　シャルドネ 2016 アウトロット ワインズ アメリカ ソノマ アコレードワインズジャパン株式会社

ダウン・ザ・レーン　ピノ・グリージョ/アルネイス 2017 デ・ボルトリ オーストラリア リヴェリナ ファームストン株式会社
クネ　ルエダ 2018 クネ スペイン ルエダ 三国ワイン株式会社
フレンチドッグ・コロンバールシャルドネ 2018 イヴォンモー フランス コート・ド・ガスコーニュ 株式会社フレシネジャパン
マリウス　ヴィオニエ 2017 M.シャプティエ フランス ラングドック 日本酒類販売株式会社
カイエガ　ロエロ　アルネイス 2017 テヌータ・カレッタ イタリア ピエモンテ州 サッポロビール株式会社
キュヴェ・プーモンテ・ブラン 2017 ドメーヌ・アルジプラトゥ フランス コルス 株式会社グラムスリー
ロス・ガル・ブラン 2017 ドメーヌ・ヴォルディ フランス ラングドック・ルーション 株式会社グラムスリー
アウトロット　ソーヴィニヨン・ブラン 2017 アウトロット ワインズ アメリカ ソノマカウンティ アコレードワインズジャパン株式会社

レクバーグ ソーヴィニヨン・ブラン 2017 レクバーグワイナリー ルーマニア トランシルバニア・レキンツァ 株式会社日欧通商
ツイン アイランズ  ソーヴィニヨン ブラン 2018 ツイン アイランズ ニュージーランド マールボロ 株式会社ファインズ
アラモス　トロンテス 2018 ボデガ　カテナ　サパータ アルゼンチン サルタ 株式会社ファインズ
島根わいん　縁結　甲州　 2018 株式会社島根ワイナリー 日本 島根県 株式会社島根ワイナリー
GI山梨　甲州シュール・リー 2018 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
夏 - くずまきワイン 日本 岩手県 株式会社岩手くずまきワイン
タミヤニカ　 2017 イヴァノヴィッチ　ワイナリー セルビア共和国 ジューパ 株式会社Makoto Investments
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受賞 審査 銘柄 醸造 生産者名 生産国 生産地 出品者
高山村シャルドネ 2018 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
サントネージュ　牧丘倉科畑　シャルドネ 2017 サントネージュワイン株式会社 日本 山梨県 サントネージュワイン株式会社
高畠ワイナリー ゾディアック シャルドネ 2017 株式会社高畠ワイナリー 日本 山形県 株式会社高畠ワイナリー
横田シャルドネ 2018 株式会社島根ワイナリー 日本 島根県 株式会社島根ワイナリー
プレステージ　シャルドネ 2018 メッツォコロナ イタリア トレンティーノ 日本酒類販売株式会社
シャルドネ 2017 ミシオネス　デ　レンゴ チリ セントラル　ヴァレー 白鶴酒造株式会社
アリウェン レセルバ シャルドネ 2017 ウンドラーガ チリ セントラル・ヴァレー 三国ワイン株式会社
リフトヴァレー キュヴェ・プレステージ シャルドネ 2018 カステルワイナリー エチオピア ジウエー with Africa
ダウン・ザ・レーン　ピノ・グリージョ/アルネイス 2017 デ・ボルトリ オーストラリア リヴェリナ ファームストン株式会社
マリウス　ヴィオニエ 2017 M. シャプティエ フランス ラングドック 日本酒類販売株式会社
タリケ クラシック 2017 ドメーヌ・タリケ フランス ガスコーニュ サッポロビール株式会社
ダボウキ 2017 クレミザン修道院ワイナリー イスラエル パレスチナ自治区 株式会社ザ・セイクリッド・ワイン
レセルバ　ソーヴィニヨン・ブラン 2017 ミシオネス　デ　レンゴ チリ セントラル　ヴァレー 白鶴酒造株式会社
アラモス　トロンテス 2018 ボデガ　カテナ　サパータ アルゼンチン サルタ 株式会社ファインズ
ハムダニージャンダリ 2017 クレミザン修道院ワイナリー イスラエル パレスチナ自治区 株式会社ザ・セイクリッド・ワイン
サントネージュ　山梨産甲州葡萄 2017 サントネージュワイン株式会社 日本 山梨県 サントネージュワイン株式会社
ハギーワイン　番イ 2018 萩原保樹 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
島根わいん　清酒酵母仕込　甲州 2018 株式会社島根ワイナリー 日本 島根県 株式会社島根ワイナリー
2018　鳥居平今村醸造 特別単一区画・上菱平圃場 2018 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
サントネージュ　甲州樽熟 2017 サントネージュワイン株式会社 日本 山梨県 サントネージュワイン株式会社
ロリアン　甲州樽発酵　 2018 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
「時分」　JIBUN 2018 萩原保樹 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
大浦葡萄酒(白・辛口) - 大浦葡萄酒 日本 山形県 大浦葡萄酒
夏 - くずまきワイン 日本 岩手県 株式会社岩手くずまきワイン
ペンフォールズ クヌンガ・ヒル・オータム・リースリング 2018 ペンフォールズ オーストラリア エデン・ヴァレー サッポロビール株式会社
ゴールドエディション　リースリング　カビネット　トロッケン 2015 ペーター　メルテス ドイツ モーゼル　ベルンカステル　クース 白鶴酒造株式会社
高山村シャルドネ 2018 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
サントネージュ　牧丘倉科畑　シャルドネ 2017 サントネージュワイン株式会社 日本 山梨県 サントネージュワイン株式会社
横田シャルドネ 2018 株式会社島根ワイナリー 日本 島根県 株式会社島根ワイナリー
高畠ワイナリー バリック シャルドネ 樫樽熟成 2017 株式会社高畠ワイナリー 日本 山形県 株式会社高畠ワイナリー
ピエール・ド・ランブリー　シャルドネ 2017 ドゥデ・ノーダン フランス ラングドック ミリオン商事株式会社
シャルドネ 2017 ミシオネス　デ　レンゴ チリ セントラル　ヴァレー 白鶴酒造株式会社
レセルバ　シャルドネ 2017 ミシオネス　デ　レンゴ チリ セントラル　ヴァレー 白鶴酒造株式会社
ウィスパーズ シャルドネ 2018 イディル・ワイン オーストラリア サウス・イースタン・オーストラリア 三国ワイン株式会社
アリウェン レセルバ シャルドネ 2017 ウンドラーガ チリ セントラル・ヴァレー 三国ワイン株式会社
サルトン　パラドクソ　シャルドネ 2018 ヴィニコラ　サルトン ブラジル リオ・グランデ・ド・スル州 株式会社DRINK OF BRASIL　
リフトヴァレー キュヴェ・プレステージ シャルドネ 2018 カステルワイナリー エチオピア ジウエー with Africa
アーサーセラーズ　シャルドネ　ロシアンリバーバレー 2017 アーサーセラーズ アメリカ ソノマカウンティ 有限会社ブロックバスターズ
プレステージ　ピノグリージョ 2018 メッツァコロナ イタリア トレンティーノ 日本酒類販売株式会社
タリケ クラシック 2017 ドメーヌ・タリケ フランス ガスコーニュ サッポロビール株式会社
ソアヴェ　ＤＯＣ 2017 マルコ・モスコー二 イタリア ソアヴェ 日本酒類販売株式会社
ダボウキ 2017 クレミザン修道院ワイナリー イスラエル パレスチナ自治区 株式会社ザ・セイクリッド・ワイン
シャトーブリヤン 白 2016 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
サンテ　ソーヴィニョン・ブラン 2018 ドゥデ・ノーダン フランス ペイドック ミリオン商事株式会社
レセルバ　ソーヴィニヨン・ブラン 2017 ミシオネス　デ　レンゴ チリ セントラル　ヴァレー 白鶴酒造株式会社
アルパカ・オーガニック・ホワイト 2018 サンタ・ヘレナ・アルパカ チリ D.O.セントラル・ヴァレー アサヒビール株式会社
オートゥ マールボロ・ソーヴィニヨンブラン 2018 オートゥ ワイナリー ニュージーランド マールボロ南東部のアワテレ・ヴァレー OTU　JAPAN株式会社
サントネージュ　山梨産甲州葡萄 2017 サントネージュワイン株式会社 日本 山梨県 サントネージュワイン株式会社
ハギーワイン　番イ 2018 萩原保樹 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
サントネージュ　甲州樽熟 2017 サントネージュワイン株式会社 日本 山梨県 サントネージュワイン株式会社
ロリアン　甲州樽発酵　 2018 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
「時分」　JIBUN 2018 萩原保樹 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
熊本　デラウェア - 熊本ワインファーム株式会社 日本 山梨県 熊本ワインファーム株式会社
ペンフォールズ クヌンガ・ヒル・オータム・リースリング 2018 ペンフォールズ オーストラリア エデン・ヴァレー サッポロビール株式会社
ゴールドエディション　リースリング　カビネット　トロッケン 2015 ペーター　メルテス ドイツ モーゼル　ベルンカステル　クース 白鶴酒造株式会社
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受賞 審査 銘柄 醸造 生産者名 生産国 生産地 出品者
グラッドストーン　アーラー　ノーブル　リースリング 2018 アーラー　ワイナリー ニュージーランド ワイララパ 西酒販株式会社
ゴールドエディション　リースリング　シュペートレーゼ 2015 ペーター　メルテス ドイツ モーゼル　ベルンカステル　クース 白鶴酒造株式会社
トカイ　6 Pアス―貴腐ワイン 2013 グロフディゲンフェルド　ワイナリー ハンガリー トカイ HOKUTOcorporation
レクバーグ ゲビュルツトラミネール 2017 レクバーグワイナリー ルーマニア トランシルバニア・レキンツァ 株式会社日欧通商
早摘みデラウェア 2018 株式会社島根ワイナリー 日本 島根県 株式会社島根ワイナリー
ナドーレ・白 - くずまきワイン 日本 岩手県 株式会社岩手くずまきワイン
レクバーグ ゲビュルツトラミネール 2017 レクバーグワイナリー ルーマニア トランシルバニア・レキンツァ 株式会社日欧通商
早摘みデラウェア 2018 株式会社島根ワイナリー 日本 島根県 株式会社島根ワイナリー
大浦葡萄酒(白・甘口) - 大浦葡萄酒 日本 山形県 大浦葡萄酒
ナドーレ・白 - くずまきワイン 日本 岩手県 株式会社岩手くずまきワイン
アイススウィートナイアガラ 2018 大浦葡萄酒 日本 山形県 大浦葡萄酒
ほたる・白 - くずまきワイン 日本 岩手県 株式会社岩手くずまきワイン
フレンチドッグ・スイート 2018 イヴォンモー フランス コート・ド・ガスコーニュ 株式会社フレシネジャパン
トカイマスカット2017オーガニック 2017 グロフディゲンフェルド ハンガリー トカイ HOKUTOcorporation
金渓ワイン白・甘口 - 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
五ヶ瀬ワイン　ナイアガラ 2018 五ヶ瀬ワイナリー株式会社 日本 宮崎県 五ヶ瀬ワイナリー株式会社
大浦葡萄酒(白・甘口) - 大浦葡萄酒 日本 山形県 大浦葡萄酒
アイススウィートナイアガラ 2018 大浦葡萄酒 日本 山形県 大浦葡萄酒
ほたる・白 - くずまきワイン 日本 岩手県 株式会社岩手くずまきワイン
フレンチドッグ・スイート 2018 イヴォンモー フランス コート・ド・ガスコーニュ 株式会社フレシネジャパン
グラッドストーン　アーラー　ノーブル　リースリング 2018 アーラー　ワイナリー ニュージーランド ワイララパ 西酒販株式会社
ゴールドエディション　リースリング　シュペートレーゼ 2015 ペーター　メルテス ドイツ モーゼル　ベルンカステル　クース 白鶴酒造株式会社
トカイ　6 Pアス―貴腐ワイン 2013 グロフディゲンフェルド　ワイナリー ハンガリー トカイ HOKUTOcorporation
熊本　ナイアガラ - 熊本ワインファーム株式会社 日本 長野県 熊本ワインファーム株式会社
トカイマスカット2017オーガニック 2017 グロフディゲンフェルド ハンガリー トカイ HOKUTOcorporation
金渓ワイン白・甘口 - 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
五ヶ瀬ワイン　ナイアガラ 2018 五ヶ瀬ワイナリー株式会社 日本 宮崎県 五ヶ瀬ワイナリー株式会社
熊本　ナイアガラ - 熊本ワインファーム株式会社 日本 長野県 熊本ワインファーム株式会社
大浦葡萄酒(赤) - 大浦葡萄酒 日本 山形県 大浦葡萄酒
ベツレヘムの星　赤 2017 クレミザン 修道院ワイナリー イスラエル パレスチナ自治区 株式会社ザ・セイクリッド・ワイン
熊本キャンベルアーリー - 熊本ワインファーム株式会社 日本 青森県 熊本ワインファーム株式会社
金渓ワイン・赤 - 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
ロリアン　ル・モン　赤 - 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
マスカットベリーA 2018 能登ワイン株式会社 日本 石川県 能登ワイン株式会社
ベツレヘムの星　赤 2017 クレミザン 修道院ワイナリー イスラエル パレスチナ自治区 株式会社ザ・セイクリッド・ワイン
MW ローブル 2016 ボデガス　モンタルヴォ　ウィルモット スペイン カスティラ　ラ　マンチャ わいん蔵・南十字星
ピエール・ド・ランブリー　ピノ・ノワール 2017 ドゥデ・ノーダン フランス ヴァン・ド・フランス ミリオン商事株式会社
熊本キャンベルアーリー - 熊本ワインファーム株式会社 日本 青森県 熊本ワインファーム株式会社
熊本　マスカットベーリーA - 熊本ワインファーム株式会社 日本 山梨県 熊本ワインファーム株式会社
オルロージュ 赤 2017 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
ロリアン　ル・モン　赤 - 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
紅 2018 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
マスカットベリーA 2018 能登ワイン株式会社 日本 石川県 能登ワイン株式会社
MW ローブル 2016 ボデガス　モンタルヴォ　ウィルモット スペイン カスティラ　ラ　マンチャ わいん蔵・南十字星
ピエール・ド・ランブリー　ピノ・ノワール 2017 ドゥデ・ノーダン フランス ヴァン・ド・フランス ミリオン商事株式会社
ナドーレ・赤 - くずまきワイン 日本 岩手県 株式会社岩手くずまきワイン
大浦葡萄酒(赤) - 大浦葡萄酒 日本 山形県 大浦葡萄酒
オルロージュ 赤 2017 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
紅 2018 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
タルベリー 2017 大浦葡萄酒 日本 山形県 大浦葡萄酒
五ヶ瀬ワイン　夕陽 2016 五ヶ瀬ワイナリー株式会社 日本 宮崎県 五ヶ瀬ワイナリー株式会社
オオウラメルロ 2016 大浦葡萄酒 日本 山形県 大浦葡萄酒

部門

ライト

白

赤

甘口

専門家
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ゴールド

専門家シルバー

専門家
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専門家
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ゴールド

専門家
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シルバー



『日本で飲もう最高のワイン2019 ～テロワールから食卓へ～』審査結果 　

※「ワイン情報」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 審査 銘柄 醸造 生産者名 生産国 生産地 出品者
フォンテルートリ　バディオラ 2016 マッツェイ　フォンテルートリ イタリア トスカーナ 株式会社ファインズ
ディービー・カベルネ・メルロー 2017 デ・ボルトリ オーストラリア リヴェリナ ファームストン株式会社
サリーズ・ヒル　カベルネ・フラン 2015 レッドバンク　ワイナリー オーストラリア ピレニーズ わいん蔵・南十字星
ロリアン　マスカット・ベーリーA樽熟成 2018 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
フォンテルートリ　バディオラ 2016 マッツェイ　フォンテルートリ イタリア トスカーナ 株式会社ファインズ
アマンカヤ 2016 ボデガス カロ アルゼンチン メンドーサ 株式会社ファインズ
サリーズ・ヒル　カベルネ・フラン 2015 レッドバンク　ワイナリー オーストラリア ピレニーズ わいん蔵・南十字星
島根わいん　縁結　マスカット・ベーリーＡ 2017 株式会社島根ワイナリー 日本 島根県 株式会社島根ワイナリー
ロリアン　マスカット・ベーリーA樽熟成　 2018 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
マリウス　グルナッシュ 2017 M.シャプティエ フランス ラングドック 日本酒類販売株式会社
コート・デュ・ローヌ　パラレル45　ビオ　ルージュ 2016 ポール・ジャブレ・エネ フランス コート・デュ・ローヌ 三国ワイン株式会社
クネ　クリアンサ 2016 クネ スペイン リオハ・アルタ 三国ワイン株式会社
プロキシモ 2016 マルケス・デ・リスカル スペイン リオハ サッポロビール株式会社
バラディ 2015 クレミザン修道院ワイナリー イスラエル パレスチナ自治区 株式会社ザ・セイクリッド・ワイン
サンテ　メルロー 2018 ドゥデ・ノーダン フランス ペイドック ミリオン商事株式会社
プレステージ　メルロ 2017 メッツァコロナ イタリア トレンティーノ 日本酒類販売株式会社
サンテ　カベルネ・ソーヴィニョン 2018 ドゥデ・ノーダン フランス ペイドック ミリオン商事株式会社
プレステージ　カベルネ・ソーヴィニョン 2018 メッツァコロナ イタリア トレンティーノ 日本酒類販売株式会社
レセルバ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2017 ミシオネス　デ　レンゴ チリ セントラル　ヴァレー 白鶴酒造株式会社
シラー 2017 ポール・ジャブレ・エネ フランス 南フランス 三国ワイン株式会社
アマンカヤ 2016 ボデガス カロ アルゼンチン メンドーサ 株式会社ファインズ
菱山ベーリーA 2018 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
島根わいん　縁結　マスカット・ベーリーＡ 2017 株式会社　島根ワイナリー 日本 島根県 株式会社　島根ワイナリー
アダージョ上ノ山 2017 安部正彦 日本国 山梨県 ドメーヌ茅ヶ岳
マリウス　グルナッシュ 2017 M. シャプティエ フランス ラングドック 日本酒類販売株式会社
モンハルディン　ガルナッチャ・ビエイユ・ビーニュ 2017 カスティーリョ・デ・モンハルディン スペイン ナバーラ ミリオン商事株式会社
コート・デュ・ローヌ　パラレル45　ビオ　ルージュ 2016 ポール・ジャブレ・エネ フランス コート・デュ・ローヌ 三国ワイン株式会社
MW プチヴェルド 2016 ボデガス　モンタルヴォ　ウィルモット スペイン カスティラ　ラ　マンチャ わいん蔵・南十字星
クネ　クリアンサ 2016 クネ スペイン リオハ・アルタ 三国ワイン株式会社
プロキシモ 2016 マルケス・デ・リスカル スペイン リオハ サッポロビール株式会社
バラディ 2015 クレミザン修道院ワイナリー イスラエル パレスチナ自治区 株式会社ザ・セイクリッド・ワイン
アーサーセラーズ　ピノ・ノワール　スプリングヒル・ヴィンヤード　ソノマコースト 2017 アーサーセラーズ アメリカ ソノマカウンティ 有限会社ブロックバスターズ
フレンチドッグ・メルロー 2018 イヴォンモー フランス オード 株式会社フレシネジャパン
プレステージ　メルロ 2017 メッツァコロナ イタリア トレンティーノ 日本酒類販売株式会社
ダウン・ザ・レーン　メルロー/デュリフ/シラーズ 2017 デ・ボルトリ オーストラリア サウスイースタンオーストラリア ファームストン株式会社
サンテ　カベルネ・ソーヴィニョン 2018 ドゥデ・ノーダン フランス ペイドック ミリオン商事株式会社
ハーディーズ　リドル　カベルネ・メルロー 2018 ハーディーズ オーストラリア 南東オーストラリア アコレードワインズジャパン株式会社

ディービー・カベルネ・メルロー 2017 デ・ボルトリ オーストラリア リヴェリナ ファームストン株式会社
レセルバ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2017 ミシオネス　デ　レンゴ チリ セントラル　ヴァレー 白鶴酒造株式会社
レセルバ　カルメネール 2017 ミシオネス　デ　レンゴ チリ セントラル　ヴァレー 白鶴酒造株式会社
オーガニック・ワイン・プロデューサーズ 2018 ポルティア・ヴァレー オーストラリア リヴァーランド ファームストン株式会社
サンテ　シラー 2018 ドゥデ・ノーダン フランス ペイドック ミリオン商事株式会社
キュヴェ・プーモンテ・ルージュ 2015 ドメーヌ・アルジプラトゥ フランス コルシカ 株式会社グラムスリー
レジェント 2016 キャメルファームワイナリー 日本 北海道 株式会社キャメルファームワイナリー

菱山ベーリーA 2018 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
グランポレール 岡山マスカットベーリーA（樽熟成） 2017 サッポロビール株式会社 日本 岡山県 サッポロビール株式会社
高畠ワイナリー ジャパネスク ベーリーズブレンド 2017 株式会社高畠ワイナリー 日本 山形県 株式会社高畠ワイナリー
モンハルディン　ガルナッチャ・ビエイユ・ビーニュ 2017 カスティーリョ・デ・モンハルディン スペイン ナバーラ ミリオン商事株式会社
フレンチドッグ・メルロー 2018 イヴォンモー フランス オード 株式会社フレシネジャパン
ダウン・ザ・レーン　メルロー/デュリフ/シラーズ 2017 デ・ボルトリ オーストラリア サウスイースタンオーストラリア ファームストン株式会社
カベルネ・ソーヴィニヨン 2017 ミシオネス　デ　レンゴ チリ セントラル　ヴァレー 白鶴酒造株式会社
ハーディーズ　リドル　カベルネ・メルロー 2018 ハーディーズ オーストラリア 南東オーストラリア アコレードワインズジャパン株式会社

レセルバ　カルメネール 2017 ミシオネス　デ　レンゴ チリ セントラル　ヴァレー 白鶴酒造株式会社
キュヴェ・プーモンテ・ルージュ 2015 ドメーヌ・アルジプラトゥ フランス コルシカ 株式会社グラムスリー
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『日本で飲もう最高のワイン2019 ～テロワールから食卓へ～』審査結果 　

※「ワイン情報」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 審査 銘柄 醸造 生産者名 生産国 生産地 出品者
フォーレ・赤 9999 くずまきワイン 日本 岩手県 株式会社岩手くずまきワイン
グランポレール 岡山マスカットベーリーA（樽熟成） 2017 サッポロビール株式会社 日本 岡山県 サッポロビール株式会社
高畠ワイナリー ジャパネスク ベーリーズブレンド 2017 株式会社高畠ワイナリー 日本 山形県 株式会社高畠ワイナリー
エヌセレクト　ヤマソーヴィニヨン 2018 能登ワイン株式会社 日本 石川県 能登ワイン株式会社
サンテ　メルロー 2018 ドゥデ・ノーダン フランス ペイドック ミリオン商事株式会社
プレステージ　カベルネ・ソーヴィニョン 2018 メッツァコロナ イタリア トレンティーノ 日本酒類販売株式会社
カベルネ・ソーヴィニヨン 2017 ミシオネス　デ　レンゴ チリ セントラル　ヴァレー 白鶴酒造株式会社
シラー 2017 ポール・ジャブレ・エネ フランス 南フランス 三国ワイン株式会社
ロドスロフ　 2013 アレクサンドロヴィッチ　ワイナリー セルビア共和国 ジューパ 株式会社Makoto Investments
パンディット 2016 テネット アメリカ コロンビアヴァレー 株式会社ファインズ
フリーダムブレンド 2016 シャトープルカリ モルドバ ステファンヴォーダ 株式会社ユウ・コーポレーション
コレクション・ミトロジア 2005 ボデガス・オンタニョン スペイン リオハ FDインポート株式会社
メルロー 2015 エキノックス モルドバ ステファンヴォーダ 株式会社ユウ・コーポレーション
アウトロット カベルネ・ソーヴィニヨン 2016 アウトロット ワインズ アメリカ アレキサンダー・ヴァレー アコレードワインズジャパン株式会社

ロドスロフ 2013 アレクサンドロヴィッチ　ワイナリー セルビア共和国 ジューパ 株式会社Makoto Investments
フリーダムブレンド 2016 シャトープルカリ モルドバ ステファンヴォーダ 株式会社ユウ・コーポレーション
クネ　エル・カミーノ　ビエルソ　メンシア　ホーベン 2017 クネ スペイン ビエルソ 三国ワイン株式会社
メルロー 2015 エキノックス モルドバ ステファンヴォーダ 株式会社ユウ・コーポレーション
高畠ワイナリー ローグルブルー 青おに 2016 株式会社高畠ワイナリー 日本 山形県 株式会社高畠ワイナリー
クオネスヤマソーヴィニヨン 2017 能登ワイン株式会社 日本 石川県 能登ワイン株式会社
ボルドー・ド・グロリア 2016 シャトー・グロリア&ソヴェックス・グラン・シャトー フランス ボルドー ミリオン商事株式会社
ウィスパーズ カベルネ シラーズ 2018 イディル・ワイン オーストラリア サウス・イースタン・オーストラリア 三国ワイン株式会社
アウトロット カベルネ・ソーヴィニヨン 2016 アウトロット ワインズ アメリカ アレキサンダー・ヴァレー アコレードワインズジャパン株式会社

ガスコーニュ　タナ・カベルネ 2016 ドメーヌ・アラン・ブリュモン フランス 南西地方 三国ワイン株式会社
ペンフォールズ ビン2シラーズ・マタロ 2016 ペンフォールズ オーストラリア アッパー・アデレード、ラットンブリー他 サッポロビール株式会社
グラン・セルメーニョ　クリアンサ 2014 ボデガス　コビトロ スペイン トロ ミリオン商事株式会社
テロワール　コルビエール 2014 ジェラール　ベルトラン フランス コルビエール 株式会社ファインズ
高畠ワイナリー ローグルブルー 青おに 2016 株式会社高畠ワイナリー 日本 山形県 株式会社高畠ワイナリー
サルトン　インテンソ　マルセラン 2016 ヴィ二コラ　サルトン ブラジル リオ・グランデ・ド・スル州 株式会社DRINK OF BRASIL　
ボルドー・ド・グロリア 2016 シャトー・グロリア&ソヴェックス・グラン・シャトー フランス ボルドー ミリオン商事株式会社
アルパカ・オーガニック・レッド 2018 サンタ・ヘレナ・アルパカ チリ D.O.セントラル・ヴァレー アサヒビール株式会社
モンソルド ランゲ ロッソ 2016 チェレット イタリア ピエモンテ 株式会社ファインズ
高畠ワイナリー ゾディアック カベルネ・ソーヴィニヨン 2015 株式会社高畠ワイナリー 日本 山形県 株式会社高畠ワイナリー
高畠ワイナリー ローグルルージュ 赤おに 2016 株式会社高畠ワイナリー 日本 山形県 株式会社高畠ワイナリー
ガスコーニュ　タナ・カベルネ 2016 ドメーヌ・アラン・ブリュモン フランス 南西地方 三国ワイン株式会社
パンディット 2016 テネット アメリカ コロンビアヴァレー 株式会社ファインズ
ペンフォールズ ビン2シラーズ・マタロ 2016 ペンフォールズ オーストラリア アッパー・アデレード、ラットンブリー他 サッポロビール株式会社
タラモンティ トレサッジ 2015 タラモンティ イタリア アブルッツオ州 サッポロビール株式会社
コレクション・ミトロジア 2005 ボデガス・オンタニョン スペイン リオハ FDインポート株式会社
テロワール　コルビエール 2014 ジェラール　ベルトラン フランス コルビエール 株式会社ファインズ
サルトン　インテンソ　マルセラン 2016 ヴィ二コラ　サルトン ブラジル リオ・グランデ・ド・スル州 株式会社DRINK OF BRASIL　
アルパカ・プレミアム・カベルネ・ソーヴィニヨン 2017 サンタ・ヘレナ チリ D.O.セントラル・ヴァレー アサヒビール株式会社
キュヴェ アレクサンドル　カベルネ ソ－ヴィニヨン 2016 ラポストール チリ セントラルヴァレ－ 株式会社ファインズ
アリウェン レセルバ カベルネ・ソーヴィニヨン 2018 ウンドラーガ チリ コルチャグア・ヴァレー 三国ワイン株式会社
モンソルド ランゲ ロッソ 2016 チェレット イタリア ピエモンテ 株式会社ファインズ
高畠ワイナリー アルケイディア セレクトハーベスト 2016 株式会社高畠ワイナリー 日本 山形県 株式会社高畠ワイナリー
サントネージュ　かみのやま渡辺畑カベルネ・ソーヴィニヨン 2017 サントネージュワイン株式会社 日本 山形県 サントネージュワイン株式会社
アルパカ・プレミアム・カベルネ・ソーヴィニヨン 2017 サンタ・ヘレナ チリ D.O.セントラル・ヴァレー アサヒビール株式会社
キュヴェ アレクサンドル　カベルネ ソ－ヴィニヨン 2016 ラポストール チリ セントラルヴァレ－ 株式会社ファインズ
アリウェン レセルバ カベルネ・ソーヴィニヨン 2018 ウンドラーガ チリ コルチャグア・ヴァレー 三国ワイン株式会社
リフトヴァレー キュヴェ・プレステージ カベルネソーヴィニヨン・メルロ 2015 カステルワイナリー エチオピア ジウエー with Africa
サルトン　タレント 2012 Vinicola SALTON ブラジル リオ・グランデ・ド・スル州 株式会社DRINK OF BRASIL　
グラン・セルメーニョ　クリアンサ 2014 ボデガス　コビトロ スペイン トロ ミリオン商事株式会社

部門

フル

愛好家

愛好家

プラチナ

専門家

シルバー

愛好家

ゴールド

愛好家

シルバー

専門家

専門家

赤

ミディアム



『日本で飲もう最高のワイン2019 ～テロワールから食卓へ～』審査結果 　

※「ワイン情報」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。

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、販売価格（税込）１,５００円以下のワイン

銘柄 醸造年 生産者 生産国 地域 出品者
サンテ　シャルドネ 2018 ドゥデ・ノーダン フランス ペイドック ミリオン商事株式会社
アルパカ・プレミアム・シャルドネ 2017 サンタ・ヘレナ チリ D.O.セントラル・ヴァレー アサヒビール株式会社
ハーディーズ　リドル　シャルドネ 2018 ハーディーズ オーストラリア 南東オーストラリア アコレードワインズジャパン株式会社

クネ　ルエダ 2018 クネ スペイン ルエダ 三国ワイン株式会社
フレンチドッグ・コロンバールシャルドネ 2018 イヴォンモー フランス コート・ド・ガスコーニュ 株式会社フレシネジャパン
早摘みデラウェア 2018 株式会社島根ワイナリー 日本 島根県 株式会社島根ワイナリー
大浦葡萄酒(白・甘口) - 大浦葡萄酒 日本 山形県 大浦葡萄酒
ナドーレ・白 - くずまきワイン 日本 岩手県 株式会社岩手くずまきワイン
フレンチドッグ・スイート 2018 イヴォンモー フランス コート・ド・ガスコーニュ 株式会社フレシネジャパン
プロキシモ 2016 マルケス・デ・リスカル スペイン リオハ サッポロビール株式会社
プレステージ　メルロ 2017 メッツァコロナ イタリア トレンティーノ 日本酒類販売株式会社
サンテ　カベルネ・ソーヴィニョン 2018 ドゥデ・ノーダン フランス ペイドック ミリオン商事株式会社
ディービー・カベルネ・メルロー 2017 デ・ボルトリ オーストラリア リヴェリナ ファームストン株式会社
ガスコーニュ　タナ・カベルネ 2016 ドメーヌ・アラン・ブリュモン フランス 南西地方 三国ワイン株式会社

部門

白

赤

辛口

甘口

ミディアム

フル


