
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
藤田観光株式会社（本社：東京、代表取締役社長：伊勢 宜弘）は、7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 2019～テロワールから食卓へ～」の審査を行い、本日 7月 11日（木）に 152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最も美味しいワインを探

すことを目的としており、今年で 9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、エチオピア、ハンガリー、セルビア共和国といった初登場の国を含め、17 カ国にわたる、計

176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 21個、ゴールドメダルを 132個、シルバーメ
ダルを 108個進呈しました。（※1）  
初出品ハンガリー、セルビア共和国や、2回目の出品のモルドバ共和国、ルーマニアのワインが最高評価のプ

ラチナメダルを受賞し、14 カ国と広いエリアでのプラチナメダル受賞結果となりました。そんな中、昨年白辛口部門
でベストワインを初受賞したフランスのワインは、出品された 21アイテムのワイン全てがメダルを受賞し、安定した
質の高さを反映する結果となりました。 
日本ワインでは、本コンクールでの受賞県常連の山梨県、山形県の二強を含む過去最高の 11都道府県産ワイ

ンがメダルを受賞、今後も日本で飲める美味しいワインを本品評会にて広く探し、皆様にお知らせしていきたいと
思っております。 

 

【テイスティング会】  
このメダル受賞ワインの中から、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 9月 9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。150種を超える受賞ワインを一同に集
め、ワインに良く合うお料理と共に、飲み比べていただける希少なワインイベントです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS RELEASE 
  藤田観光株式会社 2019 年 7 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 2019 受賞ワイン発表！」 

受賞ワインのテイスティング会を 9月に開催 

◆「日本で飲もう最高のワイン 2019」 表彰式＆テイスティング会 開催概要◆ 

開    催    日 2019年 9月 9日（月） 

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

場         所 ホテル椿山荘東京 バンケット棟 5階 「グランドホール椿」 

料         金 お一人様 当日 8,200 円／事前予約 7,500 円（税金・サービス料込み）  

受  付  開  始 2019年 7月 20日（土）9：00～ 

インターネット予約窓口 http://www.best-wine.jp/tasting/ 

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 2019】 運営事務局 
西岡 ・ 福並 

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） 

 

 

 
【受賞ボトルネッカー・シール】 
受賞ワインには、受賞ボトルネッカーと受賞シールをご用意しております。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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞ボトルネッカー・シールの詳細は「日本で飲もう最高のワイン 2019」WEBサイトにて 

（http://www.best-wine.jp/） 

 

 

ワイン品評会 愛好家審査員審査（左）、専門家審査員審査（中、右）の様子（2019年 7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（左）、テイスティング会の様子（2018 年 9月 3 日） 

ワイン品評会 開会式（左）、専門家審査員の紹介（中）、愛好家オリエンテーション（右）の様子（2019 年 7月 7 日） 

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


『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

部門

専門家

愛好家

プラチナ

専門家

ゴールド

白 辛口

愛好家



『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
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

部門

白 辛口

専門家

愛好家
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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
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
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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
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専門家

シルバー
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愛好家

シルバー
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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
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