
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 7 日（日）、8 日（月）に、ワイン品評会「日
本で飲もう最高のワイン 2017～テロワールから食卓へ～」の審査を行い、本日 5月 11日（木）に 155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、日本ワインと輸入ワインの区別なく、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、今年で 7 回目の開催となります。ワインを生業とされる専門家によ
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員に迎え、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、アルメニアといった初登場の国を含め、計 201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 33 個、ゴールドメダルを 108 個、シルバーメダルを 81 個進呈しました。（※1） 
昨年初出品のスイスワインが初めて最も高評価のプラチナメダルを受賞し、出品されたスイスワインは全てメダル
を受賞いたしました。また、毎年出品数を伸ばしているアルゼンチン、ニュージーランドといったニューワールドのワ
イン出品が昨年に続き全体のシェア 33％、プラチナメダル受賞のシェア 55％となり、高いシェアと質の向上を反映
している結果となりました。 
日本ワインでは、昨年初のプラチナメダル受賞となったマスカット・ベーリーA と、甲州の出品が昨年の日本ワイ

ンのシェア 37％から 51％とさらなる増加傾向となり、今年は甲州がプラチナメダルを受賞いたしました。 

 

【テイスティングパーティ】 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 11 日（火）に開催する「テイスティングパーティ」にて発表、表彰いたします。140 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です。 
さらに、8 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS RELEASE 
  藤田観光株式会社 2017 年 5 月 11 日 

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 2017 ～テロワールから食卓へ～」 

受賞ワイン発表！7月に受賞ワインのテイスティング会を開催 

◆「日本で飲もう最高のワイン 2017」 表彰式＆テイスティングパーティ 開催概要◆ 

開    催    日 2017 年 7 月 11 日（火） 

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 8,200 円（税金・サービス料込み）  

詳細・インターネット予約窓口 http://www.best-wine.jp/ceremony.html 

ご     予    約   ホテル椿山荘東京 03-3943-1140 （9：00～20：00） 

 

 （※1） 専門家と愛好家が 20 点満点で評価し、各々平均点 17.5点以上をプラチナメダル、15.5点以上をゴールドメダル、13.5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「ベスト日本ワイン」、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/） 

 

http://www.best-wine.jp/


当件に関するお問い合わせ 
 

【日本で飲もう最高のワイン 2017】 運営事務局 
福並 ・ 西岡 

TEL：03-5981-7750 / E-mail: info＠best-wine.jp 

 〒112-8664 東京都文京区関口 2-10-8 （藤田観光株式会社
内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【受賞シール】 本年度より受賞ボトルネッカーに加え、新たに受賞シールを作成いたしました。日本ワインと輸入
ワインの区別なく日本国内で飲める全世界のワインから、専門家と愛好家の両方の視点より先入観なく選考いた
だいた受賞ワインを、一人でも多くの方に手にとってワインの楽しみを実感していただき、それを通じてワイン生産
や輸入及び販売の拡大へつながればと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

受賞シールの詳細は「日本で飲もう最高のワイン 2017」WEBサイトにて （http://www.best-wine.jp/） 

ワイン品評会 開会式（左）、専門家審査員審査（中）、愛好家審査員審査（右）の様子（2017 年 5月 7 日、8日） 

専門家部門：①プラチナメダル／②ゴールドメダル／③シルバーメダル 
愛好家部門：④プラチナメダル／⑤ゴールドメダル／⑥シルバーメダル 計 6 種 

ベストワイン受賞式（中）、テイスティングパーティの様子（2016年 9 月 12 日） 

http://www.best-wine.jp/


『日本で飲もう最高のワイン2017 ～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
時分 2016 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
アプリオーリ 2015 ヴィニグマ スイス ヴァリス（ヴァレー） vinigma
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
アンティグア・レゼルバ　シャルドネ 2015 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
シングルファイル　デンマーク　シャルドネ 2016 シングルファイル オーストラリア 西オーストラリア州　グレート・サザン GRN株式会社
ハーディーズー　ノッテージヒル　シャルドネ 2015 アコレード・ワインズ・オーストラリア 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

肥後白菖蒲ナイアガラ － 熊本ワイン株式会社 日本 山形県 熊本ワイン株式会社
サンタ・アナ レゼルヴ シャルドネ 2014 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
高畠ワイナリー ラクロチュアエレクトリック 上和田シャルドネ 2015 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
ラポストール　ソーヴィニヨン　ブラン 2015 ラポストール チリ ラペルヴァレー 株式会社ファインズ
ワイルド・ロック・ソーヴィニヨン・ブラン 2016 クラギー・レンジ ニュージーランド マールボロー アサヒビール株式会社
マッドハウス　マールボロ　ソーヴィニヨン・ブラン 2016 アコレード・ワインズ・ニュージーランド ニュージーランド マールボロ アコレード・ワインズ・ジャパン株式会社

クヌンガ・ヒル・シャルドネ 2015 ペンフォールズ オーストラリア 南オーストラリア サッポロビール株式会社
オルロージュ2016白 2016 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
甲州シュールリーオリウエ2016 2016 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
ロリアン　セラ―マスター　甲州 2016 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
重畳 2016 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
島根わいん縁結　甲州 2016 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
サントネージュ　山梨産甲州葡萄 2015 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
肥後白椿　デラウェア － 熊本ワイン株式会社 日本 山形県 熊本ワイン株式会社
クネ　ルエダ 2015 クネ スペイン ルエダ 三国ワイン株式会社
ザ・パヴィリヨン シュナン・ブラン 2016 ボッシェンダル 南アフリカ ウェスタン・ケープ 三国ワイン 株式会社
プードゥ　シャルドネ＆ペドロ・ヒメネス － コンチャ・イ・トロ チリ メルシャン株式会社
カッシェロ・デル・ディアブロ　シャルドネ 2016 コンチャ・イ・トロ チリ アコンカグア メルシャン株式会社
ナールドヴァイン　シャルドネ 2015 オークリッジ・ワイナリー アメリカ カリフォルニア フイルコンサービス株式会社
クールウッズ　シャルドネ 2015 ソーン・クラーク　ワインズ オーストラリア 南オーストラリア州 コンタツ株式会社
レ・エリティエ・ド・ラ・ノーブル　シャルドネ 2015 ルー・ペール・エ・フィス フランス ラングドック 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 2015 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
リムー　シャルドネ 2014 ドメーヌ　ド　ムスカイヨ フランス ラングドック 株式会社ヴァンクロス
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 山梨県山梨市牧丘町倉科地区 サントネージュワイン株式会社
ラポストール　ソーヴィニヨン　ブラン 2015 ラポストール チリ ラペルヴァレー 株式会社ファインズ
ワイルド・ロック・ソーヴィニヨン・ブラン 2016 クラギー・レンジ ニュージーランド マールボロー アサヒビール株式会社
クールウッズ　ソーヴィニヨンブラン 2015 ソーン・クラーク　ワインズ オーストラリア 南オーストラリア州 コンタツ株式会社
イライア・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

レ・グランザルブル オーガニック ブラン 2015 バデ・クレマン社 フランス ヴァン・ド・フランス 日本酒類販売株式会社
フレンチ・ルーツ・ソーヴィニヨン・ブラン 2016 ジネステ フランス ラングドック アサヒビール株式会社
リージョナル・ソーヴィニヨン・ブラン・マルボロ 2015 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
サントネージュ　山梨産甲州葡萄 2015 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
シャトーブリヤン2014白 2014 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
アプリオーリ 2015 ヴィニグマ スイス ヴァリス（ヴァレー） vinigma
クネ　ルエダ 2015 クネ スペイン ルエダ 三国ワイン株式会社
Ｈ３シャルドネ 2014 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
トラボケット 2015 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
デ・ボルトリ　ディービー　ワインメーカーズ　セレクション　シャルドネ 2016 デ・ボルトリ オーストラリア ニューサウスウェールズ州 ファームストン株式会社
カリテラ・トリビュート・シャルドネ 2015 カリテラ チリ カサブランカ・ヴァレー アサヒビール株式会社
ピルカ・シャルドネ 2016 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

シングルファイル　デンマーク　シャルドネ 2016 シングルファイル オーストラリア 西オーストラリア州　グレート・サザン GRN株式会社
ハーディーズー　ノッテージヒル　シャルドネ 2015 アコレード・ワインズ・オーストラリア 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

クールウッズ　シャルドネ 2015 ソーン・クラーク　ワインズ オーストラリア 南オーストラリア州 コンタツ株式会社
レ・エリティエ・ド・ラ・ノーブル　シャルドネ 2015 ルー・ペール・エ・フィス フランス ラングドック 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 2015 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
アルベール・ビショー　シャブリ　ラ・キュヴェ・デパキ 2015 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
ブラジリアン・ソウル・シャルドネ 2014 オーロラ・ワイナリー ブラジル 株式会社ベルーナ
クリメッロ　シャルドネ 2013 サイドウッド オーストラリア サウス・オーストラリア州　アデレード・ヒルズ GRN株式会社
島根わいん縁結　シャルドネ 2016 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　ゾディアック　シャルドネ 2015 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　フニクリフニクラ デ キムラ シャルドネ 2015 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
フレンチ・ルーツ・ソーヴィニヨン・ブラン 2016 ジネステ フランス ラングドック アサヒビール株式会社
リージョナル・ソーヴィニヨン・ブラン・マルボロ 2015 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

部門

専門家

専門家

愛好家

愛好家

プラチナ

ゴールド

白 辛口



『日本で飲もう最高のワイン2017 ～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
番イ 2016 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
甲州シュールリー緑2016 2016 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
シャトーブリヤン2014白 2014 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
肥後白菖蒲ナイアガラ － 熊本ワイン株式会社 日本 山形県 熊本ワイン株式会社
エデラ ブランコ 2015 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
Ｈ３シャルドネ 2014 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
トラボケット 2015 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
ティーノ　ヴェルメンティーノ 　ディ 　サルデーニャ　DOC 2015 モーラ＆メモ イタリア サルデーニャ 株式会社アーク
コート・デュ・ローヌ・ブラン 2015 ドメーヌ・ド・クリスティア フランス コード・デュ・ローヌ 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

マコン リュニィ　サン ピエ－ル 2015 ブシャール　ペール　エ　フィス フランス ブルゴーニュ 株式会社ファインズ
ブラジリアン・ソウル・シャルドネ 2014 オーロラ・ワイナリー ブラジル 株式会社ベルーナ
高畠ワイナリー ラクロチュアエレクトリック 上和田シャルドネ 2015 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
ロリアン　セラ―マスター　甲州 2016 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
ザ・パヴィリヨン シュナン・ブラン 2016 ボッシェンダル 南アフリカ ウェスタン・ケープ 三国ワイン 株式会社
オー　サレット！　ブラン　VdF 2015 シャトー　サレット フランス プロヴァンス 株式会社ヴァンクロス
プードゥ　シャルドネ＆ペドロ・ヒメネス 9999 コンチャ・イ・トロ チリ メルシャン株式会社
フロンテラ　シャルドネ 9999 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
アンティグア・レゼルバ　シャルドネ 2015 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
カッシェロ・デル・ディアブロ　シャルドネ 2016 コンチャ・イ・トロ チリ アコンカグア メルシャン株式会社
ナールドヴァイン　シャルドネ 2015 オークリッジ・ワイナリー アメリカ カリフォルニア フイルコンサービス株式会社
スリーピラーズ　ザ・グルメ　シャルドネ 2016 スリーピラーズ オーストラリア 南オーストラリア州 ファームストン株式会社
シャルドネ 2015 ダックポンド・セラーズ アメリカ ワシントン フイルコンサービス株式会社
サントネージュ　かみのやまシャルドネ 2015 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
イライア・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

ガスコーニュ・ブラン 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
まるき　ブラン － 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

専門家 アイススウィートナイアガラ 2016 大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社　大浦葡萄酒
早摘みデラウェア 2016 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
アイススウィートナイアガラ 2016 大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社　大浦葡萄酒
早摘みデラウェア 2016 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
五ヶ瀬ワイン　ナイアガラ 2016 五ヶ瀬ワイナリー 日本 宮崎県 五ヶ瀬ワイナリー株式会社
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 2016 五ヶ瀬ワイナリー 日本 宮崎県 五ヶ瀬ワイナリー株式会社
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
アルマス・カングン・セミスイート 2013 ゴールデン・グレープ・アルマス アルメニア アラガツォトゥン 株式会社エインシャントワールド

シルバー愛好家 フォーレ・白 － 葛巻高原食品加工株式会社 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 － 熊本ワイン株式会社 日本 青森県 熊本ワイン株式会社
大浦葡萄酒(赤) － 大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社　大浦葡萄酒
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
肥後赤菖蒲　キャンベルアーリー － 熊本ワイン株式会社 日本 青森県 熊本ワイン株式会社
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
デージル・ドゥ・バキュウス 2012 クロ・デ・アメリカン フランス ローヌ アペロ株式会社
ナドーレ・赤 － 葛巻高原食品加工株式会社 日本 岩手県 葛巻高原食品加工株式会社
いろ　ベーリーA 2016 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
サントネージュ　山梨産マスカット・ベーリーA葡萄 2015 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
タルベリー2014 2014 大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社　大浦葡萄酒
マスカットベリーA 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
ナドーレ・赤 － 葛巻高原食品加工株式会社 日本 岩手県 葛巻高原食品加工株式会社
まるき　ベーリーA 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
まるき　ルージュ － 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
ロリアン　セラーマスター　マスカット・ベーリーＡ 2016 白百合醸造株式会社 日本 甲州市・山梨市 白百合醸造株式会社
まるき　ベーリーA 2016 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
タルベリー2014 2014 大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社　大浦葡萄酒
マスカットベリーA 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
アクィーロ　ピノ・ノワール　オークヴィル　ナパバレー 2013 アクィーロ　ワインズ アメリカ ナパバレー ニューワールドワイン(株)
アーサーセラーズ　ピノ・ノワール　ロシアンリバーバレー　2015 2015 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
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
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
ベラノーヴァ サンジョヴェーゼ 2015 カンティーネ サン・マルツァ―ノ イタリア プーリア 日本酒類販売株式会社
グランデ・ボルドースタイル・ブレンド 2009 オソリブレ・ワイナリー アメリカ セントラル・コースト ニューワールドワイン(株)
シャトーブリヤン2013赤 2013 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
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『日本で飲もう最高のワイン2017 ～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
ワイルド・ロック・ピノ・ノワール 2014 クラギー・レンジ ニュージーランド マーティンボロー 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
高畠ワイナリー クラシック マスカット・ベーリーA 2015 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
南陽ワインプレミアム 2016 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
デ・ボルトリ　ディービー　ワインメーカーズ　セレクション　カベルネ・ソーヴィニヨン 2014 デ・ボルトリ　 オーストラリア ニューサウスウェールズ州 ファームストン株式会社
レ・エリティエ・ド・ラ・ノーブル　カベルネ・ソーヴィニヨン　 2015 ルー・ペール・エ・フィス フランス ラングドック ミリオン商事株式会社
スリーピラーズ　ザ・グルメ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2014 スリーピラーズ オーストラリア 南オーストラリア州 ファームストン株式会社
シャトーブリヤン2013赤 2013 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
ドッグ・リッジ　ザ・パップ　シラーズ 2015 ドッグ・リッジ オーストラリア サウス・オーストラリア州　マクラーレン・ヴェイル GRN株式会社
ペンギンズ・キッス　シラーズ 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
アーサーセラーズ　ピノ・ノワール　ロシアンリバーバレー　2015 2015 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
アスペルモン 2015 ヴィニグマ スイス グラウビュンデン vinigma
マッドハウス　セントラル・オタゴ　ピノ・ノワール 2015 アコレード・ワインズ・ニュージーランド ニュージーランド セントラル・オタゴ アコレード・ワインズ・ジャパン株式会社

樽熟成　心の雫 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
デ・ボルトリ　ディービー　ワインメーカーズ　セレクション　カベルネ・ソーヴィニヨン 2014 デ・ボルトリ　 オーストラリア ニューサウスウェールズ州 ファームストン株式会社
レ・エリティエ・ド・ラ・ノーブル　カベルネ・ソーヴィニヨン　 2015 ルー・ペール・エ・フィス フランス ラングドック ミリオン商事株式会社
スリーピラーズ　ザ・グルメ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2014 スリーピラーズ オーストラリア 南オーストラリア州 ファームストン株式会社
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
ザ・パヴィリヨン シラーズ ヴィオニエ 2015 ボッシェンダル 南アフリカ ウェスタン・ケープ 三国ワイン
ドッグ・リッジ　ザ・パップ　シラーズ 2015 ドッグ・リッジ オーストラリア サウス・オーストラリア州　マクラーレン・ヴェイル GRN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
クイントゥス 2015 ヴィニグマ スイス ヴァリス（ヴァレー） vinigma
ピエール・ド・ランブリー・ピノノワール 2015 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
高畠ワイナリー ラスティック マスカット・ベーリーA 2015 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
レ・グランザルブル オーガニック ルージュ 2015 バデ・クレマン社 フランス ヴァン・ド・フランス 日本酒類販売株式会社
ベラノーヴァ　プリミティーヴォ 2014 カンティーネ サン・マルツァ―ノ イタリア プーリア 日本酒類販売株式会社
レ・エリティエ・ド・ラ・ノーブル　メルロー 2015 ルー・ペール・エ・フィス フランス ラングドック ミリオン商事株式会社
シノン　ソレイユ　ド　クーレーヌ 2015 シャトー　ド　クーレーヌ フランス ロワール 株式会社ファインズ
プードゥ　カベルネ・ソーヴィニヨン＆シラーズ － コンチャ・イ・トロ チリ メルシャン株式会社
ザ・パヴィリヨン シラーズ ヴィオニエ 2015 ボッシェンダル 南アフリカ ウェスタン・ケープ 三国ワイン
カッシェロ・デル・ディアブロ　ピノ・ノワール 2015 コンチャ・イ・トロ チリ アコンカグア メルシャン株式会社
サーシャ　ピノノワール 2011 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
イエニンサー 2013 ヴィニグマ スイス グラウビュンデン Vinigma
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
高畠ワイナリー ラスティック マスカット・ベーリーA 2015 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
ナウ　カノンナウ　ディ　サルデーニャ　DOC 2015 モーラ＆メモ イタリア サルデーニャ 株式会社アーク
クール・レッド 2014 ハイランド・セラーズ アルメニア ヴァヨッツゾール 株式会社エインシャントワールド
ベラノーヴァ　プリミティーヴォ 2014 カンティーネ サン・マルツァ―ノ イタリア プーリア 日本酒類販売株式会社
エンヴィフォル　メルロー 2014 ラヴォー フランス ルーション コンタツ株式会社
レ・エリティエ・ド・ラ・ノーブル　メルロー 2015 ルー・ペール・エ・フィス フランス ラングドック ミリオン商事株式会社
プードゥ　カベルネ・ソーヴィニヨン＆シラーズ － コンチャ・イ・トロ チリ メルシャン株式会社
マスート2013 ピノ・ノアール　エステートヴィンヤード 2013 マスート ヴィンヤード＆ワイナリー アメリカ AVAイーグルピーク　メンドシーノ ザイコア・インターナショナル・インク

マノ・ア・マノ 2014 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
ラサ・ベンディミア・セレクシオナーダ１５ 2015 ボデガス・アルタンザ スペイン リオハ 株式会社ベルーナ
カステル　フィルミャン・テロルデゴ・ロタリアーノ・リゼルヴァ 2012 メッツアコロナ イタリア トレンティーノ サッポロビール株式会社
モンソルド　ロッソ 2014 チェレット イタリア ピエモンテ 株式会社ファインズ
マスート2013 ピノ・ノアール　エステートヴィンヤード 2013 マスート ヴィンヤード＆ワイナリー アメリカ AVAイーグルピーク　メンドシーノ ザイコア・インターナショナル・インク

高畠ワイナリー ローグルルージュ 赤おに 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　カベルネ・ソーヴィニヨン 2013 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
ハドソンシャー　カベルネ・ソーヴィニョン 2012 ウッドハウス　ワイン　エステート アメリカ ワシントン州コロンヴィアヴァレー フイルコンサービス株式会社
Ｈ３カベルネ・ソーヴィニヨン 2014 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
モンソルド　ロッソ 2014 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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『日本で飲もう最高のワイン2017 ～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
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
ラサ・レセルバ’１１ 2011 ボデガス・アルタンザ スペイン リオハ 株式会社ベルーナ
ティント・レセルバ 2011 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
コート・デュ・ローヌ　キュヴェ・ファーブル 2015 レ・コト-・デュ・ローヌ フランス コート・デュ・ローヌ 合同酒精株式会社
カピテル　サン・ロッコ・ロッソ　ヴァルポリチェッラ 2014 テデスキ イタリア ヴェネト 合同酒精株式会社
ジューリアネグリ　バローロ 2011 ジューリアネグリ イタリア ピエモンテ 株式会社スマイル
リブ・シャック・レッド 2016 ダグラス・グリーン・ベリンガム 南アフリカ ウエスタンケープ アサヒビール株式会社
ラノイ カベルネ メルロー 2014 ボッシェンダル 南アフリカ ウェスタン・ケープ 三国ワイン
高畠ワイナリー アルケイディア セレクトハーベスト 2014 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
アリウェン　レセルバ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2015 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
イライア・カベルネ・ソーヴィニョン 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

ハドソンシャー　カベルネ・ソーヴィニョン 2012 ウッドハウス　ワイン　エステート アメリカ ワシントン州コロンヴィアヴァレー フイルコンサービス株式会社
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
カオール 2011 ドメーヌ　レ　ロック　ド　カナ フランス シュッドウエスト 株式会社ヴァンクロス
カテナ　マルベック 2014 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
ピノ・ノワール・ポンジー 2012 ポンジー・ヴィンヤーズ アメリカ ウィラメットヴァレー 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 レ・グラン・シェ・ド・フランス フランス ボルドー コンタツ株式会社
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
ヴィーニャ・マグナ・クリアンサ 2009 ドミニオ・バスコンシリョス スペイン リベラ・デル・デュエロ 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

プピッレ　ペロフィーノ 2014 ファットリア・レ・プピッレ イタリア トスカーナ 株式会社スマイル
ピルカ・シラー 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

オールドソウル　オールドヴァイン　ジンファンデル 2014 オークリッジ・ワイナリー アメリカ カリフォルニア フイルコンサービス株式会社
カリテラ・トリビュート・カベルネ・ソーヴィニヨン 2014 カリテラ チリ コルチャグア・ヴァレー アサヒビール株式会社
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 山形県かみのやま市 サントネージュワイン株式会社
ドリフティング・カベルネ・ソーヴィニヨン 2015 カウツ・ファミリー・ヴァイヤーズ アメリカ カリフォルニア 株式会社ベルーナ
カテナ　マルベック 2014 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
サンタ・アナ レゼルヴ マルベック 2014 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
コロンビア　ヴァレー　メルロ 2014 シャトー　サンミッシェル アメリカ ワシントン 株式会社ファインズ
シャトー・フルール・ド・ジャン・ゲイ　レゼルヴ 2012 シャトー・フルール・ド・ジャン・ゲイ フランス ボルドー 株式会社スマイル
シャトー・ル・グラン・ヴェルデュ　ジェネレーション 2011 シャトー・ル・グラン・ヴェルデュ フランス ボルドー 株式会社スマイル
サントネージュ　エクセラント　かみのやま奈良崎畑メルロー 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
シャトー・ヴァランタン 2008 シャトー・ヴァランタン フランス ボルドー 株式会社スマイル
アルマス・カルムラヒュット 2013 ゴールデン・グレープ・アルマス アルメニア アラガツォトゥン 株式会社エインシャントワールド
コノスル　シングルヴィンヤード　シラー 2015 ヴィーニャ・コノスル チリ サンアントニオ・ヴァレー 株式会社スマイル
サンドパイパー　シラーズ 2015 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
カリテラ・トリビュート・カベルネ・ソーヴィニヨン 2014 カリテラ チリ コルチャグア・ヴァレー アサヒビール株式会社
カッシェロ・デル・ディアブロ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2015 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
アマンカヤ 2014 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
コロンビア　ヴァレー　メルロ 2014 シャトー　サンミッシェル アメリカ ワシントン 株式会社ファインズ
ラサ・ベンディミア・セレクシオナーダ１５ 2015 ボデガス・アルタンザ スペイン リオハ 株式会社ベルーナ
グラン・セルメーニョ・クリアンサ 2012 ボデガス・コビトロ スペイン トロ ミリオン商事株式会社
コート・デュ・ローヌ　キュヴェ・ファーブル 2015 レ・コト-・デュ・ローヌ フランス コート・デュ・ローヌ 合同酒精株式会社
カステル　フィルミャン・テロルデゴ・ロタリアーノ・リゼルヴァ 2012 メッツアコロナ イタリア トレンティーノ サッポロビール株式会社
アルマス・カルムラヒュット 2013 ゴールデン・グレープ・アルマス アルメニア アラガツォトゥン 株式会社エインシャントワールド
コノスル　シングルヴィンヤード　シラー 2015 ヴィーニャ・コノスル チリ サンアントニオ・ヴァレー 株式会社スマイル
サンドパイパー　シラーズ 2015 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
ラノイ カベルネ メルロー 2014 ボッシェンダル 南アフリカ ウェスタン・ケープ 三国ワイン
高畠ワイナリー アルケイディア セレクトハーベスト 2014 高畠ワイン株式会社 日本 山形県 高畠ワイン株式会社
アリウェン　レセルバ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2015 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
アマンカヤ 2014 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

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
レ・エリティエ・ド・ラ・ノーブル　シャルドネ 2015 ルー・ペール・エ・フィス フランス ラングドック ミリオン商事株式会社
ブラジリアン・ソウル・シャルドネ 2014 オーロラ・ワイナリー ブラジル ブラジル 株式会社ベルーナ
フレンチ・ルーツ・ソーヴィニヨン・ブラン 2016 ジネステ フランス ラングドック アサヒビール株式会社
早摘みデラウェア 2016 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
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
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
デ・ボルトリ　ディービー　ワインメーカーズ　セレクション　カベルネ・ソーヴィニヨン 2014 デ・ボルトリ　 オーストラリア ニューサウスウェールズ州 ファームストン株式会社
レ・エリティエ・ド・ラ・ノーブル　カベルネ・ソーヴィニヨン　 2015 ルー・ペール・エ・フィス フランス ラングドック ミリオン商事株式会社
スリーピラーズ　ザ・グルメ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2014 スリーピラーズ オーストラリア 南オーストラリア州 ファームストン株式会社
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