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藤田観光株式会社（本社：東京、代表取締役社長：瀬川 章）は、5月 24日（日）、25（月）に、ワイン品評会「日本で 

飲もう最高のワイン 2015～テロワールから食卓へ～」の審査を行い、本日 5月 28日（木）に 157アイテムのメダル受賞ワ
インを発表いたしました。 
 
【本品評会の特徴】 この品評会は今年で 5年目の開催となり、国産と輸入の区別なく、日本国内で飲めるワインの中から
一番美味しいワインを探すことを目的としております。ワインを生業とされるプロによる品評会が一般的な中、日頃よりワ
インを楽しむ一般愛好家の皆さまも審査に迎え、消費者の視点も反映させる大変珍しい形態で、出品者の方からもご支持
をいただいております。 

 
【本年の結果】 今回の品評会には、計196本のワインが出品され、専門家・愛好家の合計でプラチナメダルを29個、ゴー
ルドメダルを 93個、シルバーメダルを 139個進呈しました。（※1） 本年は日本で比較的なじみの薄いレバノン産のワインが
健闘、南半球ではオーストラリア、チリの台頭が顕著に表れているといえます。また、専門家審査において、国産のデラウ
エア種が最も高評価のプラチナメダルを初受賞するという、新たな可能性を認識する結果となりました。 
さらにこの中からカテゴリーごとに、専門家と愛好家の合計で最高点を獲得した｢ベストワイン（※2）｣を、7月 13日（月）に

開催する「テイスティング会」にて発表、表彰いたします。100種を越える受賞ワインを一同に集め、飲み比べていただける
希少なワインイベントとして、毎年ご好評をいただいております。今年は、本コンクール 5周年を記念して、豪華賞品が当
たる抽選会等の趣向を凝らすとともに、品評会で高評価を得た素晴らしいワインの数々を、皆様にご提供いたします。 
さらに、9月からは当社グループレストランやショップ等にて受賞ワインのフェアを開催し、今後もワイン文化の益々の発

展と、生産者やワイン業界の技術・品質向上に寄与してまいります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専門家・愛好家が選ぶ 日本で飲める最も美味しいワインを探す品評会 

「日本で飲もう最高のワイン 2015 ～テロワールから食卓へ～」 

受賞ワインを発表！  

7月 13日（月）受賞ワインのテイスティング会を開催 

NEWS RELEASE 
  藤田観光株式会社 2015年 5月 28日 

ワイン品評会 愛好家審査員（左）と専門家審査員（中）の様子（2015年 5月 24日）          テイスティング会の様子（2014年 7月） 

（※1） 専門家と愛好家が 20点満点で評価し、各々平均点 18点以上をプラチナメダル、16点以上をゴールドメダル、14点以上をシルバーメダルとします。 

（※2） ゴールドメダル以上のワインのうち専門家と愛好家の合計点が最も高いワインを「ベストワイン」、国産ワインのうち合計点が最も高いワインを「国産ベ

ストワイン」、甲州ならびにマスカット・ベーリーＡを 100％使用したワインの中から合計点が最も高いワインを「ベスト甲州」「ベストマスカット・ベーリー

A」として表彰いたします。        

◆詳細はHPよりご確認ください。 （http://www.best-wine.jp/） 

◆「日本で飲もう最高のワイン 2015」 表彰式＆テイスティング会 開催概要◆ 

開    催    日 2015年 7月 13日（月） 

時         間 受付 18:30～/表彰式（ベストワインの発表）・テイスティングパーティ 19:00～21:00 

場         所 ホテル椿山荘東京 プラザ棟 5階 「オリオン」 

料         金 お一人様 7,000円/グループ割引（3名様以上） お一人様 6,000円（税金・サービス料込み）  

詳細・インターネット予約窓口 http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/002041.html 
お  問  合  せ ホテル椿山荘東京 03-3943-1140 （9：00～20：00） 

 

 

http://www.best-wine.jp/
http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/002041.html


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
ワインメーカーズ・ノート シャルドネ 2013 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
トラボケット 2013 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
肥後白椿　デラウェア － 熊本ワイン株式会社 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
ワインメーカーズ・ノート シャルドネ 2013 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
メイン・ストリート 2012 トリンチェロ アメリカ カリフォルニア 株式会社ベルーナ
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
シャルドネ　ピエール　ド　ランブリー 2014 ピエール　ド　ランブリー フランス ヴァンドフランス ミリオン商事株式会社
菊鹿シャルドネ － 熊本ワイン株式会社 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
菊鹿シャルドネ樽熟成2013 2013 熊本ワイン株式会社 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
ヴィニウス　リザーヴ　シャルドネ 2013 d.A.ワイナリー フランス ラングドック・ルーション 株式会社スマイル
菊鹿セレクション五郎丸2014 2014 熊本ワイン株式会社 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
ラブ・ホワイト 2013 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 2014 白百合醸造株式会社 日本 山梨県　笛吹市　一宮町 白百合醸造株式会社
星 2014 くずまきワイン 日本 岩手県 葛巻高原食品加工株式会社
グランクリュ　キッテルレ　リースリング 2010 ドメーヌ　シュルンバジェ フランス アルザス 株式会社ヴァンクロス
フライングシープ　ソーヴィニヨン・ブラン 2013 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
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
アレスティ　ソーヴィニヨン・ブラン　レゼルバ　スペシャル・リリース　 2013 アレスティ チリ カサブランカ・ヴァレー 有限会社カツミ商会
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 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・サンタイネズヴァレー ワインライフ株式会社
シャサーニュ　モンラッシェ　1級　レ　ヴェルジェ 2011 オー　ピエ　デュ　モン　ショーヴ フランス ブルゴーニュ 株式会社ヴァンクロス
マコン・ヴィラージュ・テヴネ・エ・フィス 2010 ドメーヌ・ド・ラ・ボングラン フランス ブルゴーニュ 株式会社ファインズ
ロバート・モンダヴィ　ウッドブリッジ　シャルドネ 2013 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
ベッラ　カロリーナ 2009 ヤコンチチュ 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
アンジョレッティ　ビアンコ 2013 トッレサンタ イタリア プーリア 日本酒類販売株式会社
トラボケット 2013 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
マルコ・モスコーニ　ソアヴェ 2012 マルコ・モスコーニ イタリア ヴェネト 日本酒類販売株式会社
ドメーヌ　ド　ラ　プンタ 2013 ドメーヌ　ド　ラ　プンタ フランス コルシカ島 有限会社ニューウェイズ
高畠ワイナリー　クラシック　上和田ピノブラン 2014 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
デラウェア　小樽仕込　2014 2014 熊本ワイン株式会社 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
肥後白椿　デラウェア － 熊本ワイン株式会社 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
ロリアン　セラーマスター甲州 2014 白百合醸造株式会社 日本 山梨県　笛吹市　一宮町 白百合醸造株式会社
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
ヒュメ・ピノ・ノワール・ブラン 2012 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
ダイモン・ブランコ 2013 ボデーガス・トビーア スペイン リオハ 株式会社パラジャパン
ピュイ・ド・ドーム　ヴェレゾン・シャルドネ 2013 カーヴ・サン・ヴェルニ フランス オーヴェルニュ 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

高畠ワイナリー　クラシック　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
高畠ワイナリー　バリック　シャルドネ　樫樽熟成 2013 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 2013 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
メイン・ストリート 2012 トリンチェロ アメリカ カリフォルニア 株式会社ベルーナ
サリーズ・ヒルシャルドネ 2012 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
シャサーニュ　モンラッシェ　1級　レ　ヴェルジェ 2011 オー　ピエ　デュ　モン　ショーヴ フランス ブルゴーニュ 株式会社ヴァンクロス
マコン・ヴィラージュ・テヴネ・エ・フィス 2010 ドメーヌ・ド・ラ・ボングラン フランス ブルゴーニュ 株式会社ファインズ
ロバート・モンダヴィ　ウッドブリッジ　シャルドネ 2013 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
ベッラ　カロリーナ 2009 ヤコンチチュ 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
高畠ワイナリー　バリック　ピノブラン　樫樽熟成 2013 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
アンジョレッティ　ビアンコ 2013 トッレサンタ イタリア プーリア 日本酒類販売株式会社
マルコ・モスコーニ　ソアヴェ 2012 マルコ・モスコーニ イタリア ヴェネト 日本酒類販売株式会社
ドメーヌ　ド　ラ　プンタ 2013 ドメーヌ　ド　ラ　プンタ フランス コルシカ島 有限会社ニューウェイズ
高畠ワイナリー　クラシック　上和田ピノブラン 2014 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
趣 2014 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県・長野県 大和葡萄酒株式会社
チック 2014 アグスティ・トレーリョ スペイン ペネデス 株式会社パラジャパン
セルメーニョ　ブランコ 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
ヒュメ・ピノ・ノワール・ブラン 2012 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
ダイモン・ブランコ 2013 ボデーガス・トビーア スペイン リオハ 株式会社パラジャパン
ツーヴァインズ・ソーヴィニヨン・ブラン 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

部門

プラチナ

専門家

愛好家

ゴールド

専門家

愛好家

白 辛口

専門家シルバー



受賞名 審査員 銘柄 醸造年 生産者 生産国 地域 出品者部門
シャルドネ　ピエール　ド　ランブリー 2014 ピエール　ド　ランブリー フランス ヴァンドフランス ミリオン商事株式会社
ピュイ・ド・ドーム　ヴェレゾン・シャルドネ 2013 カーヴ・サン・ヴェルニ フランス オーヴェルニュ 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

菊鹿シャルドネ － 熊本ワイン株式会社 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
菊鹿シャルドネ樽熟成2013 2013 熊本ワイン株式会社 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
高畠ワイナリー　バリック　シャルドネ　樫樽熟成 2013 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
ヴィニウス　リザーヴ　シャルドネ 2013 d.A.ワイナリー 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　信州シャルドネ　樽仕込 2013 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
シャトー・イガイタカハ　ハナシノブ　シャルドネ　サンタリタヒルズ　 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・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　バリック　ピノブラン　樫樽熟成 2013 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
ダウンズ　ファミリー　リザーヴ　セミヨン 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
ロリアン　勝沼甲州 2014 白百合醸造株式会社 日本 山梨県　勝沼町 白百合醸造株式会社
リュナリス　甲州　バレル・ファーメンテーション 2012 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
古代甲州2014 2014 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
趣 2014 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県・長野県 大和葡萄酒株式会社
チック 2014 アグスティ・トレーリョ スペイン ペネデス 株式会社パラジャパン
セルメーニョ　ブランコ 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
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
ヴィニャ・ディ・チリエージ 2008 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
グランクリュ　キッテルレ　リースリング 2010 ドメーヌ　シュルンバジェ フランス アルザス 株式会社ヴァンクロス
フライングシープ　ソーヴィニヨン・ブラン 2013 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　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 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・サンタイネズヴァレー ワインライフ株式会社
ツーヴァインズ・ソーヴィニヨン・ブラン 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

専門家 コノスル　シングルヴィンヤード　リースリング 2013 ヴィーニャ・コノスル チリ ビオビオヴァレー 株式会社スマイル
愛好家 バッハラッハー　リースリング　カビネット　ファインヘルプ 2012 ラッツェンベルガー ドイツ ヘレンベルガー・ホーフ株式会社

エロイカ　リースリング 2013 エロイカ アメリカ ワシントン州 株式会社ファインズ
バッハラッハー　リースリング　カビネット　ファインヘルプ 2012 ラッツェンベルガー ドイツ ヘレンベルガー・ホーフ株式会社
アルザス・グランクリュ　フランクシュタイン　ピノ　グリ 2007 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

エロイカ　リースリング 2013 エロイカ アメリカ ワシントン州 株式会社ファインズ
コノスル　シングルヴィンヤード　リースリング 2013 ヴィーニャ・コノスル チリ ビオビオヴァレー 株式会社スマイル
アルザス・グランクリュ　フランクシュタイン　ピノ　グリ 2007 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

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
五月長根葡萄園 白 2014 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
シャトー・タイヤック・ブラン キュヴェ・オセアンヌ 2013 シャトー・タイヤック フランス ボルドー 株式会社グローバル
ピノ・グリ 2013 ラッキーニ・ヴィンヤーズ アメリカ オレゴン フイルコンサービス株式会社
トッコ　ピノ・クリージョ　グラーヴェ・デル・フリウリ　D.O.C 2013 トッコ イタリア フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア 株式会社グローバル
いろ甲州辛口2014 2014 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
五月長根葡萄園 白 2014 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
シャトー・タイヤック・ブラン キュヴェ・オセアンヌ 2013 シャトー・タイヤック フランス ボルドー 株式会社グローバル
トッコ　ピノ・クリージョ　グラーヴェ・デル・フリウリ　D.O.C 2013 トッコ イタリア フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア 株式会社グローバル
フェウーディ・サン・ニコラ ズィビッボ セッコ I.G.P 2013 テヌータ・ゴルギ・トンディ イタリア シチリア 株式会社グローバル
ラフィーユ樽甲州辛口2013 2013 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
ドン・ダビ　トロンテス　レイトハーベスト 2012 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
ソラリス　信濃リースリング・クリオ・エクストラクション 2014 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

愛好家 マルターディンガー　ムスカテラー　カビネット 2012 ベルンハルト　フーバー ドイツ ヘレンベルガー・ホーフ株式会社
ディーキン・エステート　モスカート 2014 ディーキン・エステート オーストラリア ヴィクトリア 日本酒類販売株式会社
マルターディンガー　ムスカテラー　カビネット 2012 ベルンハルト　フーバー ドイツ ヘレンベルガー・ホーフ株式会社
ディーキン・エステート　モスカート 2014 ディーキン・エステート オーストラリア ヴィクトリア 日本酒類販売株式会社
ソラリス　信濃リースリング・クリオ・エクストラクション 2014 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

専門家 ノトワインブラン 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
ノトワインブラン 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
ドン・ダビ　トロンテス　レイトハーベスト 2012 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

専門家 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 2012 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・サンタバーバラカウンティー ワインライフ株式会社
肥後赤椿　マスカットベリーA － 熊本ワイン株式会社 日本 熊本県 熊本ワイン株式会社
オルロージュ　2012　赤 2012 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
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 2012 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・サンタバーバラカウンティー ワインライフ株式会社
サンタバーバラ　ピノノワール 2012 バイロン アメリカ カリフォルニア　サンタバーバラ 株式会社ファインズ
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
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 2013 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
アーサー　ピノ・ノワール　ロシアンリバーバレー 2013 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
フライングシープ　ピノ・ノワール 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
キュベ ドゥ ランジュ 2008 コトー ドゥ ボトリス レバノン バトルゥーン Vins d'Olive
モンソルド 2011 チェレット イタリア ピエモンテ 株式会社ファインズ
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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
リュナリス　マスカット・ベーリーＡ 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
南陽ワイン 2013 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
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　2013 2013 サントリーワインインターナショナル（株）塩尻ワイナリー 日本 長野県塩尻市 サントリーワインインターナショナル株式会社

マス　オリベラス　ティント 2013 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
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
アーサー　ピノ・ノワール　ロシアンリバーバレー 2013 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
シャトー・イガイタカハ　ディヴァイン ウィッシュ　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・サンタリタヒルズ ワインライフ株式会社
フライングシープ　ピノ・ノワール 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
アンジョレッティ　ロッソ 2013 トッレサンタ イタリア プーリア 日本酒類販売株式会社
ワインメーカーズ・ノート カベルネ・シラーズ 2013 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
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 ワシントン州 サッポロビール株式会社
モンソルド 2011 チェレット イタリア ピエモンテ 株式会社ファインズ
ヴィニウス　リザーヴ　ピノ・ノワール 2013 d.A.ワイナリー フランス ラングドック・ルーション 株式会社スマイル
シャトー・イガイタカハ　ディヴァイン ウィッシュ　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・サンタリタヒルズ ワインライフ株式会社
サンタバーバラ　ピノノワール 2012 バイロン アメリカ カリフォルニア　サンタバーバラ 株式会社ファインズ
カスティーリョ　ディ　モンハルディン　ピノノワール 2012 カスティーリョ　ディ　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
フーバー　シュペートブルグンダー 2012 ベルンハルト　フーバー ドイツ バーデン ヘレンベルガー・ホーフ株式会社
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
アンジョレッティ　ロッソ 2013 トッレサンタ イタリア プーリア 日本酒類販売株式会社
フェウーディ・サン・ニコラ　ネロ・ダヴォラ/シラー　I.G.P 2012 テヌータ　ゴルギ・トンディ イタリア シチリア 株式会社グローバル
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 2013 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
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 ワシントン州 サッポロビール株式会社
サンライズ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2013 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
マラ・ヴィーダ 2012 ボデーガス・アントニオ・アラーエス スペイン バレンシア 株式会社パラジャパン
ソーニョ　モンテプルチアーノ　ダブルッツオ 2012 プラチナ イタリア アブルッツオ ジェノス・ワイン・マーチャント株式会社

ロリアン　赤池幻酵母　（赤） 2014 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
NACマスカット・ベリーＡ2013 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
ロリアン　マスカット・ベーリーＡ樽熟成 2013 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
サンジョヴェーゼ 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
”パルゴロ” キアンティ・クラシコ 2010 ポデーレ・ラ・ヴィッラ・ディ・イラリア・タキス イタリア トスカーナ 株式会社グローバル
エデラ　クリアンサ 2012 ボデガス・ビルバイナス スペイン リオハ 日本酒類販売株式会社
エルピコ　レゼルバ 2007 イラーナ スペイン ラマンチャ ジェノス・ワイン・マーチャント株式会社

ソラリス　信州千曲川産メルロー 2009 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
カサ・デル・セロ　メルロ 2013 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

ピュイ・ド・ドーム ヴェレゾン・ピノノワール 2012 カーヴ・サン・ヴェルニ フランス オーベルニュ 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

ヴィニウス　リザーヴ　ピノ・ノワール 2013 d.A.ワイナリー フランス ラングドック・ルーション 株式会社スマイル
ピノノワール　ピエール　ド　ランブリー 2014 ピエール　ド　ランブリー フランス ミリオン商事株式会社
カスティーリョ　ディ　モンハルディン　ピノノワール 2012 カスティーリョ　ディ　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
フーバー　シュペートブルグンダー 2012 ベルンハルト　フーバー ドイツ バーデン ヘレンベルガー・ホーフ株式会社
ジュヴレ　シャンベルタン　サンフォニ 2011 ドメーヌ　アラン　ビュルゲ フランス ブルゴーニュ 株式会社ヴァンクロス
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
フェウーディ・サン・ニコラ　ネロ・ダヴォラ/シラー　I.G.P 2012 テヌータ　ゴルギ・トンディ イタリア シチリア 株式会社グローバル
スクラーティ　ロッソ 2012 チェウソ イタリア シチリア 高瀬物産株式会社
キュベ ドゥ ランジュ 2008 コトー ドゥ ボトリス レバノン バトルゥーン Vins d'Olive
サンライズ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2013 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
ソーニョ　モンテプルチアーノ　ダブルッツオ 2012 プラチナ イタリア アブルッツオ ジェノス・ワイン・マーチャント株式会社

南陽ワイン 2013 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　マスカット・ベーリーＡ樽熟成 2013 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
”ラス” ランゲ・ロッソ 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
”ドー” ピエモンテ・ドルチェット 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
トッリジャーニ　キアンティ 2012 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
”パルゴロ” キアンティ・クラシコ 2010 ポデーレ・ラ・ヴィッラ・ディ・イラリア・タキス イタリア トスカーナ 株式会社グローバル
エデラ　クリアンサ 2012 ボデガス・ビルバイナス スペイン リオハ 日本酒類販売株式会社
マス　オリベラス　ティント 2013 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
エルピコ　レゼルバ 2007 イラーナ スペイン ラマンチャ ジェノス・ワイン・マーチャント株式会社

ソラリス　信州千曲川産メルロー 2009 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
シャトー・タイヤック キュヴェ・ルビィ 2011 シャトー・タイヤック フランス ボルドー 株式会社グローバル
カサ・デル・セロ　メルロ 2013 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

ピュイ・ド・ドーム ヴェレゾン・ピノノワール 2012 カーヴ・サン・ヴェルニ フランス オーベルニュ 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

アルベール・ビショー　ブルゴーニュ　ピノ・ノワール　ヴィエイユ・ヴィーニュ 2012 アルベール・ビショー フランス ブルゴーニュ メルシャン株式会社
ピノノワール　ピエール　ド　ランブリー 2014 ピエール　ド　ランブリー フランス ミリオン商事株式会社
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
ジュヴレ　シャンベルタン　サンフォニ 2011 ドメーヌ　アラン　ビュルゲ フランス ブルゴーニュ 株式会社ヴァンクロス
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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
スクラーティ　ロッソ 2012 チェウソ イタリア シチリア 高瀬物産株式会社
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・シラーズ 2013 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
エクセラント　かみのやま　カベルネ・ソーヴィニヨン － サントネージュワイン株式会社 日本 山形県かみのやま サントネージュワイン株式会社
シルバー　カベルネ・フラン 2012 株式会社　エーデルワイン 日本 岩手県紫波郡紫波町 株式会社エーデルワイン
シャトーブリヤン　2010　赤 2010 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
ヴィニャ・ポマール　センテナリオ　レゼルバ 2010 ボデガス・ビルバイナス スペイン リオハ 日本酒類販売株式会社
シャトー・イガイタカハ　コドウ　ピノノワール　サンタリタヒルズ　 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・サンタリタヒルズ ワインライフ株式会社
サンフォニー 2006 シャトー クーリ レバノン ザハレ Vins d'Olive
ハーツ・バーン　リザーヴ　シラーズ 2010 ハーツ・バーン　ワインズ オーストラリア エーデンバレー わいん蔵・南十字星
アレスティ　ファミリー・コレクション　アッサンブラージュ 2010 アレスティ チリ クリコ・ヴァレー 有限会社カツミ商会
ピノ・ノワールタボラ 2012 ポンジー・ヴィンヤーズ アメリカ オレゴン フイルコンサービス株式会社
ハーツ・バーン　リザーヴ　シラーズ 2010 ハーツ・バーン　ワインズ オーストラリア エーデンバレー わいん蔵・南十字星
アレスティ　トリスケル・アッサンブラージュ　 2012 アレスティ チリ コルチャグア・ヴァレー 有限会社カツミ商会
コノスル　カベルネ・ソーヴィニヨン レゼルバ　エスペシャル 2013 ヴィーニャ・コノスル チリ マイポヴァレー 株式会社スマイル
コウシーニョ・マクル　“フィニス・テラ” 2010 コウシーニョ・マクル チリ マイポヴァレー キッコーマン食品株式会社
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
チェンナトイオ　キャンティ・クラシコ　ゴールド 2012 チェンナトイオ イタリア トスカーナ 日本酒類販売株式会社
バルベーラ　ダスティー 2011 カーサ　コリーナ イタリア ピエモンテ 有限会社ニューウェイズ
セルメーニョ　ティント 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
ラサ・ベンディミア・セレクシオナーダ 2012 ボデガス・アルタンザ スペイン リオハ 株式会社ベルーナ
シンコ・テ 2010 パラシオ・デ・ヴィラチカ スペイン トロ 株式会社パラジャパン
ヴェッキオ 2012 ドメーヌ　ヴェッキオ フランス コルシカ島 有限会社ニューウェイズ
ドメーヌ・ド・リル・マルゴー 2010 ドメーヌ・ド・リル・マルゴー フランス ボルドー 株式会社ベルーナ
グランド・エステーツ・メルロー 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
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
エステート・ピノ・ノワール 2012 ラッキーニ・ヴィンヤーズ アメリカ オレゴン フイルコンサービス株式会社
ソットイルソーレ　プリミテイーヴォ　サレント 2010 アルマワイン イタリア プーリア ジェノス・ワイン・マーチャント株式会社

チェウソ 2008 チェウソ イタリア シチリア 高瀬物産株式会社
ジェイコブス・クリーク　リザーヴ　バロッサ　シラーズ 2013 ジェイコブス・クリーク オーストラリア バロッサ ペルノ・リカール・ジャパン株式会社
ドッグ・リッジ プレミアム シャーフロント シラーズ 2013 ドッグ・リッジ オーストラリア マクラーレンヴェイル ＧＲＮ株式会社
アレスティ　トリスケル・アッサンブラージュ　 2012 アレスティ チリ コルチャグア・ヴァレー 有限会社カツミ商会
マルキ デ ベイ 2010 ドメーヌ デ  トゥレール レバノン ベカー高原 Vins d'Olive
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
ヴィニャ・ポマール　センテナリオ　レゼルバ 2010 ボデガス・ビルバイナス スペイン リオハ 日本酒類販売株式会社
NACメルロー［樽熟］2012 2012 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
グランド・エステーツ・メルロー 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
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
カタルジーナ　メゼック　マヴルッド 2013 カタルジーナ　エステイト ブルガリア トラキアヴァレー 株式会社トラキアトレーディング
エステート・ピノ・ノワール 2012 ラッキーニ・ヴィンヤーズ アメリカ オレゴン フイルコンサービス株式会社
ソットイルソーレ　プリミテイーヴォ　サレント 2010 アルマワイン イタリア プーリア ジェノス・ワイン・マーチャント株式会社

チェウソ 2008 チェウソ イタリア シチリア 高瀬物産株式会社
ドッグ・リッジ プレミアム シャーフロント シラーズ 2013 ドッグ・リッジ オーストラリア マクラーレンヴェイル ＧＲＮ株式会社
マルキ デ ベイ 2010 ドメーヌ デ  トゥレール レバノン ベカー高原 Vins d'Olive
アレスティ　ファミリー・コレクション　アッサンブラージュ 2010 アレスティ チリ クリコ・ヴァレー 有限会社カツミ商会
高畠ワイナリー　アルケイディア　セレクトハーベスト 2012 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
高畠ワイナリー　バリック　カベルネ・ソーヴィニヨン樫樽熟成 2012 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
アレスティ　カベルネ・ソーヴィニヨン　レゼルバ　スペシャル・リリース 2013 アレスティ チリ コルチャグア・ヴァレー 有限会社カツミ商会
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
ラフィーユ樽ベーリーＡ2013 2013 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
ハヤチネゼーレ　ツヴァイゲルトレーベ樽熟成 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
テレ　ディ　ジオッベ 2011 フィオラーノ イタリア マルケ ナーズヴィーノ合同会社
エリオス 2013 コステルス・デル・プリオラト スペイン プリオラト 株式会社パラジャパン
ラサ　テンプラニーリョ 2013 ボデガス・アルタンザ スペイン リオハ 株式会社ベルーナ
クアトロ・テ 2011 パラシオ・デ・ヴィラチカ スペイン トロ 株式会社パラジャパン
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
NACメルロー［樽熟］2012 2012 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
エステートゴイチ　メルロ　プライベートリザーブ 2012 株式会社　林農園 日本 長野 株式会社　林農園
カタルジーナ　メゼック　マヴルッド 2013 カタルジーナ　エステイト ブルガリア トラキアヴァレー 株式会社トラキアトレーディング
ピノ・ノワールタボラ 2012 ポンジー・ヴィンヤーズ アメリカ オレゴン フイルコンサービス株式会社
クラシック・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・ルーション 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

コウシーニョ・マクル　“フィニス・テラ” 2010 コウシーニョ・マクル チリ マイポヴァレー キッコーマン食品株式会社
アレスティ　カベルネ・ソーヴィニヨン　レゼルバ　スペシャル・リリース 2013 アレスティ チリ コルチャグア・ヴァレー 有限会社カツミ商会
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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
ラフィーユ樽ベーリーＡ2013 2013 まるき葡萄酒株式会社 日本 山梨 まるき葡萄酒株式会社
テレ　ディ　ジオッベ 2011 フィオラーノ イタリア マルケ ナーズヴィーノ合同会社
バルベーラ　ダスティー 2011 カーサ　コリーナ イタリア ピエモンテ 有限会社ニューウェイズ
ラサ　テンプラニーリョ 2013 ボデガス・アルタンザ スペイン リオハ 株式会社ベルーナ
ラサ・ベンディミア・セレクシオナーダ 2012 ボデガス・アルタンザ スペイン リオハ 株式会社ベルーナ
クアトロ・テ 2011 パラシオ・デ・ヴィラチカ スペイン トロ 株式会社パラジャパン
シンコ・テ 2010 パラシオ・デ・ヴィラチカ スペイン トロ 株式会社パラジャパン
ティント・レセルバ 2009 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
ハヤチネゼーレ　メルロー樽熟成 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
エステートゴイチ　メルロ　プライベートリザーブ 2012 株式会社　林農園 日本 長野 株式会社　林農園
ドメーヌ　ド　ラ　プンタ 2013 ドメーヌ　ド　ラ　プンタ フランス コルシカ島 有限会社ニューウェイズ
高畠ワイナリー　ゾディアック　ピノ・ノワール 2012 高畠ワイン株式会社 日本 山形 高畠ワイン株式会社
サンフォニー 2006 シャトー クーリ レバノン ザハレ Vins d'Olive
ジェイコブス・クリーク　リザーヴ　バロッサ　シラーズ 2013 ジェイコブス・クリーク オーストラリア バロッサ ペルノ・リカール・ジャパン株式会社
ファスタイア 2012 チェウソ イタリア シチリア 高瀬物産株式会社
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 2012 サントネージュワイン株式会社 日本 かみのやま サントネージュワイン株式会社

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
ワインメーカーズ・ノート シャルドネ 2013 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
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
ディーキン・エステート　モスカート 2014 ディーキン・エステート オーストラリア ヴィクトリア 日本酒類販売株式会社
アンジョレッティ　ロッソ 2013 トッレサンタ イタリア プーリア 日本酒類販売株式会社
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 2013 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
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