
第２回　『日本で飲もう最高のワイン2012　～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
アルガブランカ 　ヴィニャル　 イセハラ 2011 勝沼醸造 日本 山梨県甲州市 勝沼醸造株式会社

クラウディー ベイ ソーヴィニヨン ブラン 2011 クラウディー ベイ ニュージーランド マールボロ MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社

マニンコール　モスカート　ジャッロ 2010 マニンコール イタリア トレンティーノ・アルト・アディジェ 株式会社飯田

モーニング・フォグ　シャルドネ 2010 ウェンテ アメリカ リヴァモア・ヴァレー 株式会社明治屋

ロリアン　勝沼甲州 2011 白百合醸造 日本 山梨県甲州市勝沼町 白百合醸造株式会社

トワベー・エ・オウモン　白　 2010 ジャン・クロード・マス フランス ラングドック＆ルーシヨン　 株式会社モトックス

クラウディー ベイ ソーヴィニヨン ブラン 2011 クラウディー ベイ ニュージーランド マールボロ MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社

メリディアーノ・ガルダ・シャルドネ 2010 リッキ イタリア ロンバルディア 株式会社Vino Hayashi

メリディアーノ・ガルダ・シャルドネ 2010 リッキ イタリア ロンバルディア 株式会社Vino Hayashi

菊鹿ナイトハーベスト小伏野　シャルドネ樽発酵 2011 熊本ワイン 日本 熊本県山鹿市菊鹿町 熊本ワイン株式会社

サンタ・ヘレナ・アルパカ・シャルドネ・セミヨン 2011 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

カウリ・ベイ　ソーヴィニヨン　ブラン 2010 カウリ・ベイ ニュージーランド マールボロ ジェロボーム株式会社

トッレ・ディ・ジャーノ・ヴィーニャ・イル・ピノ 2009 ルンガロッティ イタリア ウンブリア 株式会社明治屋

ロイマー　リースリング　テラッセン 2010 フレッド・ロイマー オーストリア カンプタール 株式会社日本グランド・シャンパーニュ 

クアトロ　ラヤス　ビニェードス　センテナリオス 2011 ボデガス　クアトロ　ラヤス スペイン カスティージャ・イ・レオン（D.O.ルエダ） 株式会社ス・コルニ

トワベー・エ・オウモン　白　 2010 ジャン・クロード・マス フランス ラングドック＆ルーシヨン　 株式会社モトックス

シャトー・イガイ・タカハ　ジュウェル・ウィッシュ　シャルドネ　スプリット・ロック・ヴィンヤード 2010 クラッシュパッド アメリカ カリフォルニア　ソノマ クラッシュパッド株式会社

ムルソー・ル・ティレ 2006 ドメーヌ・ブズロー・グリュエール　 フランス ブルゴーニュ 東亜商事株式会社

モーニング・フォグ　シャルドネ 2010 ウェンテ アメリカ リヴァモア・ヴァレー 株式会社明治屋

トッレ・ディ・ジャーノ・ヴィーニャ・イル・ピノ 2009 ルンガロッティ イタリア ウンブリア 株式会社明治屋

ビルヤラ　シャルドネ 2011 ウルフブラス オーストラリア 南オーストラリア州 都貿易株式会社

高畠シャルドネ樽醗酵　ナイトハーベスト 2011 高畠ワイン 日本 山形県高畠町 高畠ワイン株式会社

カサス　デル　ボスケ　シャルドネ　グランレゼルバ 2010 カサス　デル　ボスケ チリ カサブランカ・ヴァレー コーケン香料株式会社

菊鹿シャルドネ 熊本ワイン 日本 熊本県山鹿市菊鹿町 熊本ワイン株式会社

マニンコール　モスカート　ジャッロ 2010 マニンコール イタリア トレンティーノ・アルト・アディジェ 株式会社　飯田

カウリ・ベイ ソーヴィニヨン　ブラン 2010 カウリ・ベイ ニュージーランド マールボロ ジェロボーム株式会社

サンタ・ヘレナ・アルパカ・シャルドネ・セミヨン 2011 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

カノン・デュ・マレシャル　ブラン 2011 ドメーヌ・カズ フランス ラングドック・ルーション メルシャン株式会社

メゼック　シャルドネ 2010 カタルジーナ ブルガリア シビレングラッド・トラキアヴァレー 株式会社トラキアトレーディング

アルガブランカ　ピッパ 2008 勝沼醸造 日本 山梨県甲州市勝沼町 勝沼醸造株式会社

エレ・プント・ブランコ 2008 フェルナンド・レミレス・デ・ガヌサ スペイン リオハ 株式会社Sol y Sombra

ミオーロ　シャルドネ・レゼルバ 2010 ヴィニコラ・ミオーロ ブラジル リオ・グランデ・ド・スール州 BRASIL WINE株式会社

菊鹿シャルドネ 熊本ワイン 日本 熊本県山鹿市菊鹿町 熊本ワイン株式会社

ポルティコ・ダ・リーア 2010 ボデガス　レクトラル　ド　ウミア スペイン ガリシア 株式会社ス・コルニ

アントニン・ブラン 2010 マルソヴィン マルタ共和国 ゴゾ 株式会社スイックプラス

アルガブランカ　クラレーザ 　ディスティンタメンテ    2010 勝沼醸造 日本 山梨県甲州市 勝沼醸造株式会社

カナイア 2010 ボデガス・ナイア・ビーニャ・シラ スペイン ルエダ ミリオン商事株式会社

ビアンコ サレント 2009 マタネ イタリア プーリア 三国ワイン株式会社

エレ・プント・ブランコ 2008 フェルナンド・レミレス・デ・ガヌサ スペイン リオハ 株式会社　Sol y Sombra

アルガブランカ 　ヴィニャル　 イセハラ 2011 勝沼醸造 日本 山梨県甲州市 勝沼醸造株式会社

菊鹿ナイトハーベスト小伏野　シャルドネ樽発酵　 2011 熊本ワイン 日本 熊本県山鹿市菊鹿町 熊本ワイン株式会社

甲州バレル 2011 シャトー酒折ワイナリー 日本 山梨県甲府市 木下インターナショナル(株）

クアトロ　ラヤス　ビニェードス　センテナリオス 2011 ボデガス　クアトロ　ラヤス スペイン カスティージャ・イ・レオン（D.O.ルエダ） 株式会社ス・コルニ

ビアンコ サレント 2009 マタネ イタリア プーリア 三国ワイン株式会社

ミッシェル・リンチ・ブラン 2010 ジャン・ミッシェル・カーズ フランス ボルドー 株式会社アルカン

クリオス　トロンテス 2011 ドミニオ・デル・プラタ アルゼンチン サルタ アグリ株式会社

ジャン・レオン　シャルドネ　 2010 ジャン・レオン スペイン カタルーニャ 三国ワイン株式会社

ロイマー　リースリング　テラッセン 2010 フレッド・ロイマー オーストリア カンプタール 株式会社日本グランド・シャンパーニュ 

アラモス　シャルドネ 2010 カテナ アルゼンチン メンドーサ 株式会社ファインズ

ポルティコ・ダ・リーア 2010 ボデガス　レクトラル　ド　ウミア スペイン ガリシア 株式会社ス・コルニ

古代甲州 2011 大和葡萄酒 日本 山梨県甲州市 大和葡萄酒株式会社

カナイア 2010 ボデガス　ナイア　ビニャ　シラ スペイン ルエダ ミリオン商事株式会社

ヴィニャ・アルバリ・アイレン 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
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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
専門家 該当なし

愛好家 オブセッション　シンフォニー　 2010 アイアンストーン・ヴィンヤーズ　 アメリカ カリフォルニア 株式会モトックス

五月長根葡萄園 2011 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

オブセッション　シンフォニー　 2010 アイアンストーン・ヴィンヤーズ　 アメリカ カリフォルニア 株式会社モトックス

ピーロート　ブルー　クーベーアー 2011 フェルディナンド　ピーロート ドイツ ナーエ ピーロートジャパン株式会社

リースリング　グラン・クリュ　ソンメルベルク　ジューヌ・ヴィーニュ 2009 アルベール・ボクスレー フランス アルザス 株式会社横浜君嶋屋

専門家 リバリス　ブランコ 2009 カスティーリョ・デ・マエティエラ スペイン バジェス・デ・サダシア 有限会社オーケストラ

フェウディ・サン・ニコラ　ズィビッボ　セッコ 2010 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

ピノ・ブラン　レゼルヴ 2007 アルベール・ボクスレー フランス アルザス 株式会社横浜君嶋屋

リバリス　ブランコ 2009 カスティーリョ・デ・マエティエラ スペイン バジェス・デ・サダシア 有限会社オーケストラ

アルガーノ　ゴッタシロシオ 2011 勝沼醸造 日本 山梨県 勝沼醸造株式会社

専門家 該当なし

愛好家 該当なし

専門家 該当なし

愛好家 該当なし

専門家 ゲヴュルツトラミネール　ナチュレ 2010 ルイ・シップ フランス アルザス 東亜商事株式会社

愛好家 ゲヴュルツトラミネール　ナチュレ 2010 ルイ・シップ フランス アルザス 東亜商事株式会社

専門家 該当なし

愛好家 該当なし

専門家 該当なし

愛好家 該当なし

専門家 該当なし

愛好家 マスカットベリーＡ 2011 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

専門家 該当なし

リリーズ・クリーク・リザーヴ・ピノ・ノワール 2009 ウェンテ アメリカ カリフォルニア　モントレー 株式会社明治屋

アルティテュード・レッド 2009 イクシール レバノン ベッカー高原 エノテカ株式会社

フリースタイル 2009 ドメーヌ・ガイダ フランス ラングドック 株式会社エルフェン

フリースタイル 2009 ドメーヌ・ガイダ フランス ラングドック 株式会社エルフェン

カンポルディーニョ 2006 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　ベンディミア 2010 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

アルティテュード・レッド 2009 イクシール レバノン ベッカー高原 エノテカ株式会社

バロッサ・ヴァインズ・シラーズ 2010 グラント・バージ オーストラリア 南オーストラリア州バロッサ・ヴァレー エノテカ株式会社

アルジェント　マルベック 2009 アルジェント アルゼンチン メンドーサ 三国ワイン株式会社

ジゴンダス 2009 ドメーヌ・ル・グベール フランス コート・デュ・ローヌ 株式会社　横浜君嶋屋

バロッサ・ヴァインズ・シラーズ 2010 グラント・バージ オーストラリア 南オーストラリア州バロッサ・ヴァレー エノテカ株式会社

ベリー瑛 2010 大和葡萄酒 日本 岡山県 大和葡萄酒株式会社

アルジェント　マルベック 2009 アルジェント アルゼンチン メンドーサ 三国ワイン株式会社

ナーリー・ヘッド オールド・ヴァイン ジンファンデル 2010 デリカート・ファミリー・ヴィンヤーズ　 アメリカ カリフォルニア 株式会社モトックス

パゴ　デ　ロス　カペジャーネス　ローブレ 2010 パゴ　デ　ロス　カペジャーネス スペイン リベラ・デル・デュエロ 株式会社ス・コルニ

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　スプリット・ロック・ヴィンヤード 2010 クラッシュパッド アメリカ カリフォルニア　ソノマ クラッシュパッド株式会社

ミッシェル・リンチ・ルージュ 2009 ジャン・ミッシェル・カーズ フランス ボルドー 株式会社アルカン

ビルヤラ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2010 ウルフブラス オーストラリア 南オーストラリア州 都貿易株式会社

マルキ・ド・サド 2009 ヴァン・アティテュード フランス コート・デュ・ローヌ アグリ株式会社

カンポルディーニョ 2006 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

クリアンサ・ヴェンディミア・セレクシオナーダ 2008 マルケス・デ・カセレス スペイン リオハ 株式会社アルカン

ストラタム　ピノ・ノワール 2010 シャーウッド・エステート ニュージーランド マールボロ GRN株式会社

NACメルロー2011 2011 井筒ワイン 日本 長野県塩尻市 株式会社井筒ワイン
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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
オナ　ピノ・ノワール 2010 アナケナ チリ レイダ・ヴァレー アグリ株式会社

シャトー・イガイ・タカハ ドラゴン・ビューティ　カベルネ・ソーヴィニョン　ラザフォード 2008 クラッシュパッド アメリカ カリフォルニア　ナパ クラッシュパッド株式会社

クエスチョンマーク 2009 カタルジーナ ブルガリア シビレングラッド・トラキアヴァレー 株式会社トラキアトレーディング

シャトー・イガイ・タカハ ドラゴン・ビューティ　カベルネ・ソーヴィニョン　ラザフォード 2008 クラッシュパッド アメリカ カリフォルニア　ナパ クラッシュパッド株式会社

マリアンヌ　フローレアル 2005 マリアンヌ　エステート 南アフリカ パール 株式会社RIOM international trading

アマンカヤ 2010 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

カベルネ・バイ・エニーラ 2009 ベッサ・ヴァレー・ワイナリー ブルガリア パザルジク 株式会社ヴィントナーズ

ル・リッシュ　カベルネ・ソーヴィニョン　リザーブ 2008 ル・リッシュ 南アフリカ ステレンボッシュ 株式会社RIOM international trading

カベルネ・バイ・エニーラ 2009 ベッサ・ヴァレー・ワイナリー ブルガリア パザルジク 株式会社ヴィントナーズ

カステッロ・ジノリ 2004 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

シンフォリアーノ・レセルバ 2006 ボデガス・シンフォリアーノ・バケーロ スペイン カスティーリャ・イ・レオン 株式会社　Sol y Sombra

シャトー・バレール 2009 シャトー・バレール フランス ボルドー 日本酒類販売株式会社

アマンカヤ 2010 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

ヘクラ 2009 ボデガス　カスターニョ スペイン イエクラ アグリ株式会社

ダリーズ・オリジナル・シラーズ・グルナッシュ 2009 ダーレンベルグ オーストラリア 南オーストラリア州マクラーレン・ヴェイル ヴィレッジセラーズ株式会社

シャトー・トゥール・プリニャック 2009 シャトー・トゥール・プリニャック フランス ボルドー 日本酒類販売株式会社

カルピノ 2007 リッキ イタリア ロンバルディア 株式会社Vino Hayashi

リザーヴ　バロッサ　シラーズ 2008 ジェイコブス・クリーク オーストラリア 南オーストラリア州バロッサ ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

マルケス・デ・グリニョン　カリーサ 2008 パゴス　デ　ファミリア　マルケス　デ　グリニョン スペイン カスティージャ　ラ　マンチャ 株式会社ス・コルニ

エニーラ 2008 ベッサ・ヴァレー・ワイナリー ブルガリア パザルジク 株式会社ヴィントナーズ

シャトー・ブースカッセ 2009 ドメーヌ・アラン・ブリュモン フランス マディラン 三国ワイン株式会社

アンコール シラー 2007 カタルジーナ ブルガリア シビレングラッド・トラキアヴァレー 株式会社トラキアトレーディング

カサス　デル　ボスケ　シラー　グランレゼルバ 2009 カサス　デル　ボスケ チリ カサブランカヴァレー コーケン香料株式会社

カステッロ・ジノリ 2004 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

ヘクラ 2009 ボデガス　カスターニョ スペイン イエクラ アグリ株式会社

ダリーズ・オリジナル・シラーズ・グルナッシュ 2009 ダーレンベルグ オーストラリア 南オーストラリア州マクラーレン・ヴェイル ヴィレッジセラーズ株式会社

ルベスコ・ヴィーニャ・モンティッキオ・トルジャーノ・ロッソ・リゼルヴァ2005 ルンガロッティ イタリア ウンブリア 株式会社明治屋

カルピノ 2007 リッキ イタリア ロンバルディア 株式会社Vino Hayashi

イージー・バイ・エニーラ 2009 ベッサ・ヴァレー・ワイナリー ブルガリア パザルジク 株式会社ヴィントナーズ

シャトー・ダルサンス 2009 シャトー・ダルサンス フランス ボルドー 日本酒類販売株式会社

ドメーヌ　ジャン　フルニエ　マルサネ　トロワ　テール　ヴィエーユ　ヴィーニュ 2007 ドメーヌ　ジャン　フルニエ　 フランス ブルゴーニュ 東亜商事株式会社

シングルヴィンヤード　マイポ・ヴァレー　カベルネ・ソーヴィニヨン　レセルバ　 2009 ビーニャ・バルディビエソ　 チリ セントラル・ヴァレー 株式会社　モトックス

シャトー・ダルサンス 2009 シャトー・ダルサンス フランス ボルドー 日本酒類販売株式会社

マリアンヌ　フローレアル 2005 マリアンヌ・エステート 南アフリカ パール 株式会社RIOM international trading

シングルヴィンヤード　マイポ・ヴァレー　カベルネ・ソーヴィニヨン　レセルバ　 2009 ビーニャ・バルディビエソ　 チリ セントラル・ヴァレー 株式会社モトックス

マルベック・ゴールド・トロフィ’０７ 2007 アンデアン・ヴィンヤーズ アルゼンチン メンドーサ 株式会社ベルーナ

ノン・コンフンディトゥール 2008 アルジャーノ イタリア トスカーナ サッポロビール株式会社

セギュレ 2009 ドメーヌ・ジャン・ダヴィッド フランス コート・デュ・ローヌ 株式会社エスポア

シャトー・フェランドゥ赤 2008 シャトー・フェランドゥ フランス ボルドー カステルジャパン株式会社

シャトー・トゥール・プリニャック　グランド・レゼルヴ 2006 シャトー・トゥール・プリニャック フランス ボルドー 日本酒類販売株式会社

セクンドゥス 2006 ボイラー醸造所 ドイツ ヴュルテンベルク 株式会社エルフェン

リザーヴ　バロッサ　シラーズ 2008 ジェイコブス・クリーク オーストラリア 南オーストラリア州バロッサ ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

エニーラ 2008 ベッサ・ヴァレー・ワイナリー ブルガリア パザルジク 株式会社ヴィントナーズ

シャトー・バレール 2009 シャトー・バレール フランス ボルドー 日本酒類販売株式会社

クエスチョンマーク 2009 カタルジーナ ブルガリア シビレングラッド・トラキアヴァレー 株式会社トラキアトレーディング

オナ　ピノ・ノワール 2010 アナケナ チリ レイダ・ヴァレー アグリ株式会社

マルベック・ゴールド・トロフィ’０７ 2007 アンデアン・ヴィンヤーズ アルゼンチン メンドーサ 株式会社ベルーナ

シルバー

愛好家

専門家

赤 フル

プラチナ

愛好家

専門家

ゴールド

愛好家

専門家


