
『日本で飲もう最高のワイン2018 ～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
高畠ワイナリー ゾディアック シャルドネ 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
菊鹿シャルドネ - 熊本ワイン株式会社 日本 熊本県山鹿市菊鹿町 熊本ワイン株式会社
キュヴェ　アレクサンドル　シャルドネ 2015 ラポストール チリ セントラルヴァレー 株式会社ファインズ
ドメーヌ・デュ・タリケ　コーテ 2016 ドメーヌ・デュ・タリケ フランス ガスコーニュ サッポロビール株式会社
ハギーワイン　古代甲州 2017 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
ドメーヌ・デュ・タリケ　コーテ 2016 ドメーヌ・デュ・タリケ フランス ガスコーニュ サッポロビール株式会社
カテナ　シャルドネ 2016 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
アーサーセラーズ　シャルドネ　ロシアンリバーバレー　ソノマカウンティ 2016 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
フューメイ　ピノ・ノワール　ブラン 2015 パットンヴァレー　ヴィンヤード アメリカ オレゴン州ウィラメットヴァレー フイルコンサービス株式会社
ストラタム ピノ・グリ 2016 シャーウッド・エステート ニュージーランド ワイパラ・ヴァレー GRN株式会社
ロリアン　甲州樽発酵 2017 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
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
プティ・コショネ・シャルドネ 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
レ・エリティエ・ド・ラ・ノーブル　シャルドネ 2016 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
エンヴィフォル・シャルドネ 2016 ラヴォー フランス ラングドック コンタツ株式会社
サントネージュ　かみのやまシャルドネ 2016 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
ピエール・ド・ランブリー　シャルドネ 2016 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 フニクリ・フニクラ・デ・キムラ シャルドネ 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
ウィスパーズ シャルドネ 2017 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
オーガニックワインプロデューサーズ　シャルドネ 2017 ポルティアヴァレーワインズ 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
アルパカ・プレミアム・シャルドネ 2017 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
フロンテラ　プレミアム　シャルドネ - コンチャ・イ・トロ チリ チリ メルシャン株式会社
アーサーセラーズ　シャルドネ　ロシアンリバーバレー　ソノマカウンティ 2016 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
マトゥア　リージョナル・ソーヴィニヨン・ブラン・マルボロ 2016 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
オートゥ マールボロ ソーヴィニヨン・ブラン 2016 オートゥフェアオー  トラスティー  リミテッド ニュージーランド マールボロ OTU  JAPAN株式会社
フランシスカン　ソーヴィニヨン・ブラン 2017 フランシスカン エステート アメリカ モントレーカウンティ、ナパカウンティ アコレード・ワインズ・ジャパン株式会社

トレッビアーノ＆ガルガネガ　ポンテ・ピエト 2016 リバティーワインズ イタリア ヴェネト 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

シルク　フリウラーノ 2016 シルク イタリア フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア 日本酒類販売株式会社
リナ　イアンカ　グリッロ　ヴィオニエ　オーガニック 2016 フェウド・ディ・サンタ・テレザ イタリア シチリア 株式会社スマイル
モンソルド　ビアンコ 2016 チェレット イタリア ピエモンテ 株式会社ファインズ
島根わいん　縁結　甲州　 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
シャトーマルス甲州香り仕立て 2017 本坊酒造株式会社マルス山梨ワイナリー 日本 山梨県 本坊酒造株式会社マルス山梨ワイナリー

ハギーワイン　時分 2017 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
バレルエージング(ブラン) 2016 有限会社大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社大浦葡萄酒
大浦葡萄酒(白・辛口) - 有限会社大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社大浦葡萄酒
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
高畠ワイナリー ゾディアック シャルドネ 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
高畠ワイナリー ラ・クロチュア・エレクトリック・エン・カミワダ シャルドネ 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
クオネスシャルドネ 2015 能登ワイン株式会社 日本 石川県 能登ワイン株式会社
ウィスパーズ シャルドネ 2017 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
アルパカ・プレミアム・シャルドネ 2017 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
サンライズ　シャルドネ 2017 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
キュヴェ　アレクサンドル　シャルドネ 2015 ラポストール チリ セントラルヴァレー 株式会社ファインズ
フロンテラ　プレミアム　シャルドネ - コンチャ・イ・トロ チリ チリ メルシャン株式会社
ポンジー　シャルドネ・リザーブ 2014 ポンジー・ヴィンヤーズ アメリカ オレゴン州ウィラメット・ヴァレー フイルコンサービス株式会社
プティ・コショネ・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
オートゥ マールボロ ソーヴィニヨン・ブラン 2016 オートゥフェアオー  トラスティー  リミテッド ニュージーランド マールボロ OTU  JAPAN株式会社
レゼルバ　ソーヴィニヨンブラン 2017 ルイスフェリペエドワーズ チリ - 三菱食品株式会社
クールウッズ・ソーヴィニヨンブラン 2015 ソーン・クラーク オーストラリア 南オーストラリア コンタツ株式会社
フランシスカン　ソーヴィニヨン・ブラン 2017 フランシスカン エステート アメリカ モントレーカウンティ、ナパカウンティ アコレード・ワインズ・ジャパン株式会社

ドン・ロメロ ブランコ 白 - ウニオセラーズ・デル・ノヤ社 スペイン ラ・マンチャ 国分グループ本社株式会社
ヴィネム・ブランコ 2017 エステバン・マーティン スペイン アラゴン州 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

安心院ワイン　アルバリーニョ 2017 安心院葡萄酒工房 日本 大分県宇佐市安心院町 三和酒類株式会社
トレッビアーノ＆ガルガネガ　ポンテ・ピエト 2016 リバティーワインズ イタリア ヴェネト 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

リナ　イアンカ　グリッロ　ヴィオニエ　オーガニック 2016 フェウド・ディ・サンタ・テレザ イタリア シチリア 株式会社スマイル
モンソルド　ビアンコ 2016 チェレット イタリア ピエモンテ 株式会社ファインズ
ハギーワイン　古代甲州 2017 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
ハギーワイン　時分 2017 大和葡萄酒株式会社 日本 山梨県 大和葡萄酒株式会社
大浦葡萄酒(白・辛口) - 有限会社大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社大浦葡萄酒
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
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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
シャルドネ 2017 能登ワイン株式会社 日本 石川県 能登ワイン株式会社
横田ヴィンヤードシャルドネ 2017 株式会社　島根ワイナリー 日本 島根県奥出雲町 株式会社　島根ワイナリー
高畠ワイナリー ラ・クロチュア・エレクトリック・エン・カミワダ シャルドネ 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
コーサ　ドルチェ　シャルドネ 2016 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
サンライズ　シャルドネ 2017 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
カテナ　シャルドネ 2016 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
オールド・ソウル　シャルドネ 2016 オークリッジ・ワイナリー アメリカ カリフォルニア州ロダイ フイルコンサービス株式会社
タタチラ グローワーズ ソーヴィニヨン セミヨン 2016 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

プティ・コショネ・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
レゼルバ　ソーヴィニヨンブラン 2017 ルイスフェリペエドワーズ チリ - 三菱食品株式会社
クールウッズ・ソーヴィニヨンブラン 2015 ソーン・クラーク オーストラリア 南オーストラリア コンタツ株式会社
ドン・ロメロ ブランコ 白 - ウニオセラーズ・デル・ノヤ社 スペイン ラ・マンチャ 国分グループ本社株式会社
ヴィネム・ブランコ 2017 エステバン・マーティン スペイン アラゴン州 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

クネ アラーノ ビウラ 2016 クネ スペイン リオハ 三国ワイン 株式会社
マリウス　ブラン 2016 M.シャプティエ フランス ラングドック=ルーション 日本酒類販売株式会社
スリーピラーズ　ザ・グルメ　ピノ・グリージョ 2016 ヴィンターナショナル オーストラリア 南オーストラリア　ラングホーンクリーク ファームストン株式会社
ロリアン　セラーマスター甲州 2017 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
グランポレール　甲州辛口 2017 サッポロビール株式会社 日本 山梨県 サッポロビール株式会社
サントネージュ　甲州樽熟 2016 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
まるき ブラン - 薬袋　才樹 日本 山梨県 まるき葡萄酒株式会社
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
星 2017 岩手くずまきワイン 日本 岩手県 株式会社岩手くずまきワイン
プティ・コショネ・シャルドネ 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
エンヴィフォル・シャルドネ 2016 ラヴォー フランス ラングドック コンタツ株式会社
サントネージュ　かみのやまシャルドネ 2016 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
シャルドネ 2017 能登ワイン株式会社 日本 石川県 能登ワイン株式会社
菊鹿シャルドネ - 熊本ワイン株式会社 日本 熊本県山鹿市菊鹿町 熊本ワイン株式会社
高畠ワイナリー フニクリ・フニクラ・デ・キムラ シャルドネ 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
オーガニックワインプロデューサーズ　シャルドネ 2017 ポルティアヴァレーワインズ 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
オールド・ソウル　シャルドネ 2016 オークリッジ・ワイナリー アメリカ カリフォルニア州ロダイ フイルコンサービス株式会社
ハーベストダイアリー　セミヨン　シャルドネ 2016 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　モン　ド　ジュセピ　AOP　アンジュ 2015 ドメーヌ　ド　ジュセピ フランス ロワール 株式会社ヴァンクロス
シャトーブリヤン　白　 2014 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
エステート・ソーヴィニョン・ブラン 2017 ミスティ・コーヴ・ワインズ ニュージーランド マールボロ 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

マトゥア　リージョナル・ソーヴィニヨン・ブラン・マルボロ 2016 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
マリウス　ブラン 2016 M.シャプティエ フランス ラングドック=ルーション 日本酒類販売株式会社
ミオパッソ・フィアーノ 2015 ワインピープル イタリア シチリア 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

神戸リースリング - 神戸みのりの公社 日本 兵庫県神戸市 株式会社アデカ
シャトーマルス甲州オランジュ・グリ 2017 本坊酒造株式会社マルス山梨ワイナリー 日本 山梨県 本坊酒造株式会社マルス山梨ワイナリー

まるき 甲州 2017 薬袋　才樹 日本 山梨県 まるき葡萄酒株式会社
島根わいん　縁結　甲州　 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
グランポレール　甲州辛口 2017 サッポロビール株式会社 日本 山梨県 サッポロビール株式会社
ロリアン　ル・モン　白 - 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
星 2017 岩手くずまきワイン 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 2017 有限会社大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社大浦葡萄酒
フロンテラ　プレミアム　ナイト・ハーベスト　ホワイト - コンチャ・イ・トロ チリ チリ メルシャン株式会社
サルトンフラワーズブランコ - サルトンワイナリー ブラジル リオ・グランデ・ド・スル州 株式会社DRINK OF BRASIL
フロンテラ　プレミアム　ナイト・ハーベスト　ホワイト - コンチャ・イ・トロ チリ チリ メルシャン株式会社
ナドーレ・白 - 岩手くずまきワイン 日本 岩手県 株式会社岩手くずまきワイン
大浦葡萄酒(白・甘口) - 有限会社大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社大浦葡萄酒
早摘みデラウェア 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
ほたる・白 - 岩手くずまきワイン 日本 岩手県 株式会社岩手くずまきワイン
ナドーレ・白 - 岩手くずまきワイン 日本 岩手県 株式会社岩手くずまきワイン
大浦葡萄酒(白・甘口) - 有限会社大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社大浦葡萄酒
ほたる・白 - 岩手くずまきワイン 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 2017 有限会社大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社大浦葡萄酒
グランポレール　北海道ケルナー辛口 2016 サッポロビール株式会社 日本 北海道 サッポロビール株式会社
金渓ワイン・白・甘口 2017 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
サルトンフラワーズブランコ - サルトンワイナリー ブラジル リオ・グランデ・ド・スル州 株式会社DRINK OF BRASIL
グランポレール　北海道ケルナー辛口 2016 サッポロビール株式会社 日本 北海道 サッポロビール株式会社
早摘みデラウェア 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
五ヶ瀬ワイン　ナイアガラ 2017 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
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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
バレルエージング(ルージュ) 2015 有限会社大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社大浦葡萄酒
肥後赤椿　マスカット・ベーリーA - 熊本ワイン株式会社 日本 山梨県 熊本ワイン株式会社
タルベリー 2016 有限会社大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社大浦葡萄酒
オルロージュ赤 2016 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
ナドーレ・赤 - 岩手くずまきワイン 日本 岩手県 株式会社岩手くずまきワイン
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 岩手県 熊本ワイン株式会社
オルロージュ赤 2016 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
ナドーレ・赤 - 岩手くずまきワイン 日本 岩手県 株式会社岩手くずまきワイン
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 岩手県 熊本ワイン株式会社
大浦葡萄酒(赤) - 有限会社大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社大浦葡萄酒
まるき ベーリーA 2017 薬袋　才樹 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 2017 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
紅　 2017 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　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
バレルエージング(ルージュ) 2015 有限会社大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社大浦葡萄酒
大浦葡萄酒(赤) - 有限会社大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社大浦葡萄酒
金渓ワイン・赤 2017 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
まるき ベーリーA 2017 薬袋　才樹 日本 山梨県 まるき葡萄酒株式会社
肥後赤椿　マスカット・ベーリーA - 熊本ワイン株式会社 日本 山梨県 熊本ワイン株式会社
タルベリー 2016 有限会社大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社大浦葡萄酒
紅　 2017 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
まるき ルージュ - 薬袋　才樹 日本 山梨県 まるき葡萄酒株式会社
ロリアン　マスカット・ベーリーＡ樽熟成 2017 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
アミラル 2014 ヴィニョーブル・カロー・セレクション フランス ボルドー 株式会社スイックプラス
サンライズ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2016 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
ハーベスト　ダイアリー　シラーズ　カベルネ 2016 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
コロンビアヴァレー　シラー 2014 シャトー　サン　ミッシェル アメリカ ワシントン　コロンビアヴァレー 株式会社ファインズ
ジゴンダス・キュヴェ・トラディショナル 2013 ドメーヌ　カバス フランス ローヌ 株式会社グラムスリー
アーサーセラーズ　ケーアールランチ　ピノ・ノワール ロシアンリバーバレー　ソノマカウンティ 2016 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 2014 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
オーガニックワインプロデューサーズ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2017 ポルティアヴァレーワインズ 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
コロンビアヴァレー　シラー 2014 シャトー　サン　ミッシェル アメリカ ワシントン　コロンビアヴァレー 株式会社ファインズ
甲鐵百年　赤　 2016 株式会社サドヤ 日本 山梨県 株式会社サドヤ
バロン　レスコンテ　ティント - ウクサ スペイン カタルーニャ 三菱食品株式会社
プロトス　ロブレ 2016 ボデガス　プロトス スペイン リベラデルドゥエロ 株式会社ファインズ
レンツォ・M. キャンティ 2016 レンツォ・マージ イタリア トスカーナ 日本酒類販売株式会社
マリウス　ルージュ 2016 M. CHAPOUTIER フランス ラングドック=ルーション 日本酒類販売株式会社
キュヴェ・ルネ 2013 ドメーヌ・ヴォルディ フランス ラングドック 株式会社グラムスリー
ジゴンダス・キュヴェ・トラディショナル 2013 ドメーヌ　カバス フランス ローヌ 株式会社グラムスリー
ラ・スリシエール 2016 ジャン・プラ　セレクション フランス ラングドック・ルーション地方 日本酒類販売株式会社
ピエール・ド・ランブリー　ピノ・ノワール 2016 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
ベリンジャー・ヴィンヤーズ　ファウンダース・エステート　ピノ・ノワール 2016 ベリンジャー・ヴィンヤーズ　 アメリカ カリフォルニア サッポロビール株式会社
アーサーセラーズ　ケーアールランチ　ピノ・ノワール ロシアンリバーバレー　ソノマカウンティ 2016 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
ストラタム ピノ・ノワール 2016 シャーウッド・エステート ニュージーランド ワイパラ・ヴァレー GRN株式会社
クールウッズ・カベルネソーヴィニヨン 2016 ソーン・クラーク オーストラリア 南オーストラリア コンタツ株式会社
ワインメーカーズ・ノート カベルネ・シラーズ 2017 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
タタチラ　パートナーズ カベルネ シラーズ 2016 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
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『日本で飲もう最高のワイン2018 ～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
ロリアン　マスカット・ベーリーＡ樽熟成 2017 白百合醸造株式会社 日本 山梨県 白百合醸造株式会社
セルメーニョ・ティント 2016 ボデガス・コビトロ スペイン トロ ミリオン商事株式会社
プロトス　ロブレ 2016 ボデガス　プロトス スペイン リベラデルドゥエロ 株式会社ファインズ
レンツォ・M. キャンティ 2016 レンツォ・マージ イタリア トスカーナ 日本酒類販売株式会社
キュヴェ・ルネ 2013 ドメーヌ・ヴォルディ フランス ラングドック 株式会社グラムスリー
プティ・コショネ・メルロー 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
アミラル 2014 ヴィニョーブル・カロー・セレクション フランス ボルドー 株式会社スイックプラス
サントネージュ　かみのやま中島畑メルロー 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
ベリンジャー・ヴィンヤーズ　ファウンダース・エステート　ピノ・ノワール 2016 ベリンジャー・ヴィンヤーズ　 アメリカ カリフォルニア サッポロビール株式会社
ポンジー　ピノ・ノワール・タボラ 2016 ポンジー・ヴィンヤーズ アメリカ オレゴン州ウィラメット・ヴァレー フイルコンサービス株式会社
ストラタム ピノ・ノワール 2016 シャーウッド・エステート ニュージーランド ワイパラ・ヴァレー GRN株式会社
サンライズ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2016 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 2017 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
タタチラ　パートナーズ カベルネ シラーズ 2016 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

フロンテラ　プレミアム　ナイト・ハーベスト　レッド - コンチャ・イ・トロ チリ チリ メルシャン株式会社
ウィスパーズ シラーズ 2017 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
クールウッズシラーズ 2015 ソーン・クラーク オーストラリア 南オーストラリア コンタツ株式会社
ハーベスト　ダイアリー　シラーズ　カベルネ 2016 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
ミオパッソ・プリミティーヴォ 2014 ワインピープル イタリア プーリア 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

サルトンインテンソ　タナ 2015 サルトン　ワイナリー ブラジル リオ・グランデ・ド・スル州 株式会社DRINK OF BRASIL
高畠ワイナリー ラスティック マスカット・ベーリーA 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
クネ アラーノ テンプラニーリョ 2015 クネ スペイン リオハ 三国ワイン 株式会社
カレッタ　ポーディオ　ランゲ　DOC ネッビオーロ 2016 テヌータ・カレッタ イタリア ピエモンテ サッポロビール株式会社
プティ・コショネ・メルロー 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
サントネージュ　かみのやまメルロー 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
サングラン 2016 ジャン・プラ　セレクション フランス ラングドック・ルーションチホウ 日本酒類販売株式会社
フライングシープ　ピノ・ノワール 2014 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
シャトーマルス　カベルネ・ベリーＡ穂坂収穫 2016 本坊酒造株式会社マルス山梨ワイナリー 日本 山梨県 本坊酒造株式会社マルス山梨ワイナリー

レゼルバ　カルメネール 2017 ルイスフェリペエドワーズ チリ コルチャグアヴァレー 三菱食品株式会社
ウィスパーズ シラーズ 2017 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
クールウッズシラーズ 2015 ソーン・クラーク オーストラリア 南オーストラリア コンタツ株式会社
島根わいん　縁結　マスカット・ベーリーＡ 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 クラシック マスカット・ベーリーA 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
ドン・ロメロ ティント 赤 - ウニオセラーズ・デル・ノヤ社 スペイン ラ・マンチャ 国分グループ本社株式会社
ピエール・ド・ランブリー　ピノ・ノワール 2016 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
フロンテラ　プレミアム　カベルネ・ソーヴィニヨン - コンチャ・イ・トロ チリ チリ メルシャン株式会社
クールウッズ・カベルネソーヴィニヨン 2016 ソーン・クラーク オーストラリア 南オーストラリア コンタツ株式会社
コーサ　ドルチェ　カベルネ　メルロー 2015 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
オールド・ソウル　ピノ・ノワール 2016 オークリッジ　ワイナリー アメリカ カリフォルニア州ロダイ フイルコンサービス株式会社
モンソルド　ロッソ 2015 チェレット イタリア ピエモンテ 株式会社ファインズ
フランシスカン ナパ・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン 2015 フランシスカン エステート アメリカ ナパ・ヴァレー アコレード・ワインズ・ジャパン株式会社

エンヴィフォルGSM 2013 ラヴォー フランス ラングドック コンタツ株式会社
フランシスカン ナパ・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン 2015 フランシスカン エステート アメリカ ナパ・ヴァレー アコレード・ワインズ・ジャパン株式会社

サリーズパドック 2010 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
クネ エル・カミーノ ビエルソ メンシア ホーベン 2016 クネ スペイン ビエルソ 三国ワイン 株式会社
マノ・ア・マノ 2015 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
コート・デュ・ローヌ・ルージュ　ヴィエイユ・ヴィーニュ 2016 ドメーヌ・ド・クリスティア フランス ローヌ 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ

エンヴィフォルGSM 2013 ラヴォー フランス ラングドック コンタツ株式会社
高畠ワイナリー ローグル・ブルー 青おに 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
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・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
チェラスオーロ・ディ・ヴィットリア オーガニック　 2016 フェウド・ディ・サンタ・テレザ イタリア シチリア 株式会社スマイル
レゼルバ　マルベック 2016 ルイスフェリペエドワーズ チリ - 三菱食品株式会社
フィンカ　ノターブレス　マルベック 2014 ボデガ・エル・エステコ アルゼンチン カファジャテ 株式会社スマイル
クネ エル・カミーノ ビエルソ メンシア ホーベン 2016 クネ スペイン ビエルソ 三国ワイン 株式会社
タラモンティ　クドス 2011 タラモンティ イタリア アブルッツオ サッポロビール株式会社
コート・デュ・ローヌ・ルージュ　ヴィエイユ・ヴィーニュ 2016 ドメーヌ・ド・クリスティア フランス ローヌ 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　ピノ・ノワール 2016 オークリッジ　ワイナリー アメリカ カリフォルニア州ロダイ フイルコンサービス株式会社
高畠ワイナリー ローグル・ブルー 青おに 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 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 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
モンソルド　ロッソ 2015 チェレット イタリア ピエモンテ 株式会社ファインズ
リベルタスレゼルバ・カベルネソーヴィニヨン 2015 ヴィニェドス・デ・アギーレ チリ マウレヴァレー コンタツ株式会社
ロルフ・ビンダー バロッサ・ヴァレー カベルネ・メルロー 2015 ロルフ・ビンダー オーストラリア バロッサ・ヴァレー GRN株式会社
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『日本で飲もう最高のワイン2018 ～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
ロモ・アルト 2017 グランシェ・ド・フランス スペイン カスティーリャ ミリオン商事株式会社
タラモンティ　クドス 2011 タラモンティ イタリア アブルッツオ サッポロビール株式会社
大沢ワインズ　プレステージコレクション　ピノ・ノワール 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
クオネスヤマソーヴィニヨン 2015 能登ワイン株式会社 日本 石川県 能登ワイン株式会社
高畠ワイナリー ローグル・ルージュ 赤おに 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
ユー・バイ・ウンドラーガ カベルネ・ソーヴィニヨン 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
リベルタスレゼルバ・カベルネソーヴィニヨン 2015 ヴィニェドス・デ・アギーレ チリ マウレヴァレー コンタツ株式会社
ロルフ・ビンダー バロッサ・ヴァレー カベルネ・メルロー 2015 ロルフ・ビンダー オーストラリア バロッサ・ヴァレー GRN株式会社
カベルネ・ソーヴィニヨン　リー 2013 寧夏ヤンヤン国際ワイナリー 中国 寧夏自治区賀蘭山東麓 プートン葡萄酒
マリアンヌ・ルージュ 2015 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
アルパカ・シラー 2017 サンタ・ヘレナ・アルパカ チリ セントラル・ヴァレー アサヒビール株式会社
ロモ・アルト 2017 グランシェ・ド・フランス スペイン カスティーリャ ミリオン商事株式会社
マノ・ア・マノ 2015 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
キャンティ　クラシコ 2015 サンジュースト・ア・レンテンナーノ イタリア トスカーナ 日本酒類販売株式会社
安心院ワイン　メルローリザーブ 2015 安心院葡萄酒工房 日本 大分県宇佐市安心院町 三和酒類株式会社
クオネスヤマソーヴィニヨン 2015 能登ワイン株式会社 日本 石川県 能登ワイン株式会社
ユー・バイ・ウンドラーガ カベルネ・ソーヴィニヨン 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
MW　カベルネ　ファミリア 2013 モンタルヴォ　ウィルモット スペイン Tierra de Castilla わいん蔵・南十字星
マリアンヌ・ルージュ 2015 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
チェラスオーロ・ディ・ヴィットリア オーガニック　 2016 フェウド・ディ・サンタ・テレザ イタリア シチリア 株式会社スマイル
フィンカ　ノターブレス　マルベック 2014 ボデガ・エル・エステコ アルゼンチン カファジャテ 株式会社スマイル

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
アルパカ・プレミアム・シャルドネ 2017 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
フロンテラ　プレミアム　シャルドネ - コンチャ・イ・トロ チリ チリ メルシャン株式会社
大浦葡萄酒(白・辛口) - 有限会社大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社大浦葡萄酒
ナドーレ・白 - 岩手くずまきワイン 日本 岩手県 株式会社岩手くずまきワイン
大浦葡萄酒(白・甘口) - 有限会社大浦葡萄酒 日本 山形県 有限会社大浦葡萄酒
フロンテラ　プレミアム　ナイト・ハーベスト　ホワイト - コンチャ・イ・トロ チリ チリ メルシャン株式会社
レンツォ・M. キャンティ 2016 レンツォ・マージ イタリア トスカーナ 日本酒類販売株式会社
サンライズ　カベルネ・ソーヴィニヨン 2017 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 2017 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
ハーベスト　ダイアリー　シラーズ　カベルネ 2016 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
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