
平成２８年９月３日（土）　１部　開始１０：００　終了１２：３０

２部　開始１３：３０　終了１６：００

◇ワインの試飲について、ご来場の皆様全員にテイスティングをお楽しみいただけますよう、

    以下の３点にご留意ください。

　　①「ワイングラス」はお一人につき１つです。

　　　　破損・紛失等された場合は、５００円で販売いたします。

　　②金賞、銀賞及び銅賞かつ部門最高賞のワインは、ワイナリー担当者がお注ぎしますので、

　　　 「試飲済確認欄」に、来場者ご自身で押印してください。（複数回の試飲はできません）

　　③ １銘柄　２０ｍｌ（極甘口のワインは１０ｍｌ）のテイスティングをお願いします。

◇「ワイングラス」は、お持ち帰りいただけます。

◇お帰りの際には、アンケートにご協力ください。

◇お車を運転する方、未成年の方は試飲できません。

JAPAN WINE COMPETITION  2016

日 本 ワ イ ン コ ン ク ー ル 公開テイスティング

＜ご来場の皆様へのお願い＞
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賞 部　　門 銘　　柄 醸造年 会社名等
ﾌﾞｰｽ
No.

醸造地
試飲済
確認欄 メ　　モ

金○ 国内改良等品種　赤 2015　柏原ヴィンヤード　遅摘み　赤 2015 有限会社朝日町ワイン 1 山形県

☆銀○ ロゼ マイスターセレクション　2015　遅摘みマスカット・ベリーＡ　ロゼ 2015 有限会社朝日町ワイン 2 山形県

銀 国内改良等品種　赤 2015　山形マスカット・ベーリーＡ　赤 2015 有限会社朝日町ワイン 3 山形県

銀 ロゼ 2015　マスカットブラッシュ 2015 有限会社朝日町ワイン 4 山形県

銀 スパークリング スパークリング　ナイアガラ　 2015 有限会社朝日町ワイン 5 山形県

銀 甲州　辛口タイプ 甲州辛口　2015　シュールリー仕込み 2015 麻屋葡萄酒　株式会社 6 山梨県

銀○ 欧州系品種　白 2015 Sauvignon blanc  Deuxime 2015 株式会社あづみアップル　スイス村ワイナリー 7 長野県

銀 欧州系品種　赤 シャトー安曇野 スペシャルリザーブ 2013 2013 安曇野ワイナリー株式会社 8 長野県

銀 欧州系品種　赤 メルロー 樽熟成 2014 2014 安曇野ワイナリー株式会社 9 長野県

銀 欧州系品種　赤 ミュゼドゥヴァンリーグアン塩尻メルロー2014 2014 株式会社アルプス 10 長野県

銀 欧州系品種　赤 ミュゼドゥヴァンリミテッド塩尻メルロー2014 2014 株式会社アルプス 11 長野県

銀 欧州系品種　赤 ミュゼドゥヴァンマエストロ桔梗ヶ原シラー2015 2015 株式会社アルプス 12 長野県

銀 欧州系品種　白 ミュゼドゥヴァン松本平シャルドネ2015 2015 株式会社アルプス 13 長野県

☆銀
欧州・国内改良品種等
ブレンド　赤 ASSEMBLAGE Type R rouge 2014 アルプスワイン株式会社 14 山梨県

銀 甲州　辛口タイプ セレクト 2015 イケダワイナリー株式会社 15 山梨県

銀 甲州　辛口タイプ プレミアム キュヴェ 甲州 2015 イケダワイナリー株式会社 16 山梨県

銀 甲州　辛口タイプ 樽熟甲州 2015 イケダワイナリー株式会社 17 山梨県

銀 欧州系品種　赤 シャトーイヅツ　2014 2014 株式会社　井筒ワイン 18 長野県

銀 国内改良等品種　赤 岩の原ワイン　ヘリテイジ2014　赤 2014 株式会社　岩の原葡萄園 19 新潟県

銀 欧州系品種　赤 ヴィラデスト ヴィニュロンズリザーブ メルロー 2014 株式会社ヴィラデストワイナリー 20 長野県

銀 欧州系品種　白 ヴィラデスト ヴィニュロンズリザーブ シャルドネ 2015 株式会社ヴィラデストワイナリー 21 長野県

銀 欧州系品種　白 ヴィラデスト ソーヴィニョンブラン 2015 株式会社ヴィラデストワイナリー 22 長野県

銀 欧州系品種　白 ヴィラデスト プリマベーラ シャルドネ 2015 株式会社ヴィラデストワイナリー 23 長野県

銀 欧州系品種　赤 シャトーシャルマン カベルネ・フラン白須2013 2013 江井ヶ嶋酒造　株式会社　山梨ワイナリー 24 山梨県

銀 欧州系品種　赤 シャトーシャルマン カベルネ・フラン白須2012 2012 江井ヶ嶋酒造　株式会社　山梨ワイナリー 25 山梨県

銀 欧州系品種　赤 シャルマン カベルネ・フラン2013 2013 江井ヶ嶋酒造　株式会社　山梨ワイナリー 26 山梨県

銀 欧州系品種　白 シャルマン セミヨンシュール・リー無濾過2015 2015 江井ヶ嶋酒造　株式会社　山梨ワイナリー 27 山梨県

☆金 極甘口 アイススウィートスチューベン　2011 2011 有限会社　大浦葡萄酒 28 山形県

金 欧州系品種　赤 Domaine Aquiou -  Quatrecinq - Sogga père et fils 2014 小布施ワイナリー株式会社(Domaine Aquiou) 29 長野県

銀 欧州系品種　白 Domaine Aquiou - Non boise - Sogga père et fils 2015 小布施ワイナリー株式会社(Domaine Aquiou) 30 長野県

銀 北米系等品種　白 デラウエア2015 2015 木下商事株式会社　シャトー酒折ワイナリー 31 山梨県

☆銀○ 北米系等品種　白 夏 2015 葛巻高原食品加工株式会社 32 岩手県

金○ 国内改良等品種　赤 マスカット・ベーリーA樽熟成　2014 2014 熊本ワイン株式会社 33 熊本県

銀 欧州系品種　白 菊鹿シャルドネ NV 熊本ワイン株式会社 34 熊本県

銀 国内改良等品種　白 神戸印路　シナノリースリング　 2015 一般財団法人神戸みのりの公社　神戸ワイナリー 35 兵庫県

☆銅
欧州・国内改良品種等
ブレンド　白 神戸ワイン　セレクト　白　やや甘口 NV 一般財団法人神戸みのりの公社　神戸ワイナリー 36 兵庫県

銀 甲州　辛口タイプ グランポレール 甲州辛口 2015 サッポロビール株式会社　岡山ワイナリー 37 岡山県

☆金 甲州　辛口タイプ グランポレール　山梨甲州　樽発酵 2015 サッポロビール株式会社　グランポレール勝沼ワイナリー 38 山梨県

銀 欧州系品種　赤 グランポレール　安曇野池田ヴィンヤード　シラー 2013 サッポロビール株式会社　グランポレール勝沼ワイナリー 39 山梨県

銀 欧州系品種　赤 グランポレール　安曇野池田ヴィンヤード　メルロー 2014 サッポロビール株式会社　グランポレール勝沼ワイナリー 40 山梨県

銀 甲州　辛口タイプ グランポレール 山梨勝沼甲州特別仕込み 2014 サッポロビール株式会社　グランポレール勝沼ワイナリー 41 山梨県

銀 欧州系品種　赤 グランポレール 長野古里ぶどう園カベルネ・ソーヴィニヨン 2013 サッポロビール株式会社　グランポレール勝沼ワイナリー 42 山梨県

金賞・銀賞・部門最高賞受賞ワインリスト
☆は部門最高賞 
○はｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ賞 

☆は部門最高賞 ☆は部門最高賞 
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銀 北米系等品種　白 ナイアガラ　ブラン　2015 2015 株式会社　サンクゼール　サンクゼールワイナリー 43 長野県

金 欧州系品種　白 サントリージャパンプレミアム　津軽ソーヴィニヨン・ブラン　2015 2015 サントリーワインインターナショナル株式会社 44 山梨県

金 欧州系品種　赤 サントリー登美の丘ワイナリー　登美の丘　赤　2013 2013 サントリーワインインターナショナル株式会社 45 山梨県

銀 欧州系品種　赤 サントリー登美の丘ワイナリー　登美　赤　2012 2012 サントリーワインインターナショナル株式会社 46 山梨県

銀 欧州系品種　白 サントリージャパンプレミアム　高山村シャルドネ　2015 2015 サントリーワインインターナショナル株式会社 47 長野県

銀 甲州　辛口タイプ サントリージャパンプレミアム　甲州　2014 2014 サントリーワインインターナショナル株式会社 48 山梨県

銀 欧州系品種　赤 サントリージャパンプレミアム　かみのやまメルロ　2014 2014 サントリーワインインターナショナル株式会社 49 長野県

金 欧州系品種　赤 下北ワイン　Ryo　Classic 2014 2014 有限会社　サンマモルワイナリー 50 青森県

銀 欧州系品種　赤 下北ワイン　Ryo　2014 2014 有限会社　サンマモルワイナリー 51 青森県

銀 欧州系品種　赤 下北ワイン　Ryo　Selection 2014 2014 有限会社　サンマモルワイナリー 52 青森県

☆金 スパークリング 安心院スパークリングワイン　2014 2014 三和酒類　株式会社　安心院葡萄酒工房 53 大分県

銀 甲州　辛口タイプ 安心院嚆矢　甲州　2015 2015 三和酒類　株式会社　安心院葡萄酒工房 54 大分県

銀 欧州系品種　白 安心院ワイン　ソーヴィニヨン・ブラン 2015 三和酒類　株式会社　安心院葡萄酒工房 55 大分県

銀○ 国内改良等品種　白 リースリングリオン 2015 株式会社紫波フルーツパーク 56 岩手県

銀 甲州　辛口タイプ ドメーヌシャトレーゼ甲州2015 2015 株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー　勝沼ワイナリー 57 山梨県

金 国内改良等品種　赤 ロリアン　マスカット・ベーリーA樽熟成 2015 白百合醸造株式会社 58 山梨県

銀 欧州系品種　赤 ロリアン　メルロー樽熟成 2014 白百合醸造株式会社 59 山梨県

銀 甲州　辛口タイプ ロリアン　甲州樽発酵 2015 白百合醸造株式会社 60 山梨県

銀 甲州　辛口タイプ ロリアン　勝沼甲州 2015 白百合醸造株式会社 61 山梨県

銀 国内改良等品種　赤 ロリアン　セラーマスター　マスカット・ベーリーA 2015 白百合醸造株式会社 62 山梨県

☆銅 甲州　中口・甘口タイプ ロリアン　セラーマスター　甲州 2015 白百合醸造株式会社 63 山梨県

銀 欧州系品種　赤 ツヴァイゲルトレーベ　2015 2015 胎内市　胎内高原ワイナリー 64 新潟県

銀 欧州系品種　白 高畠ワイナリー Classique シャルドネ 2015 高畠ワイン株式会社 65 山形県

銀 欧州系品種　白 高畠ワイナリー  La Clôture Électrique en Kamiwada Chardonnay 2014 高畠ワイン株式会社 66 山形県

金 甲州　辛口タイプ ちちぶワイン　シュール・リー　2015 2015 有限会社　秩父ワイン 67 埼玉県

銀 甲州　辛口タイプ グレイス樽甲州 2015 中央葡萄酒株式会社(グレイスワイン) 68 山梨県

銀 ロゼ 北ワイン ピノノワールロゼ2015 2015 北海道中央葡萄酒株式会社　千歳ワイナリー 69 北海道

銀 極甘口 しばれわいんケルナー NV 株式会社　はこだてわいん 70 北海道

銀 極甘口 しばれわいんケルナー NV 株式会社　はこだてわいん 71 北海道

銀 スパークリング 香り仕込みケルナー　Sparkling NV 株式会社　はこだてわいん 72 北海道

銀 欧州系品種　赤 北海道100　ドルンフェルダー NV 株式会社　はこだてわいん 73 北海道

銀 欧州系品種　赤 エステートゴイチ　メルロ　プライベートリザーブ　2013 2013 株式会社　林農園 74 長野県

銀 ロゼ ＴＯＭＯＥ　マスカット・ベーリーＡ　ブラッシュ 2015 株式会社広島三次ワイナリー 75 広島県

銀 スパークリング フジクレール　シャルドネ　スパークリング 2015 フジッコワイナリー株式会社 76 山梨県

銀 甲州　辛口タイプ フジクレール　甲州樽発酵　2015 2015 フジッコワイナリー株式会社 77 山梨県

銀 甲州　辛口タイプ フジクレール　甲州シュール・リー　2015 2015 フジッコワイナリー株式会社 78 山梨県

銀 甲州　辛口タイプ フジクレール　甲州シュール・リー東渓　2015 2015 フジッコワイナリー株式会社 79 山梨県

銀 欧州系品種　白 鶴沼　木樽熟成　ヴァイスブルグンダー　2013 2013 北海道ワイン株式会社 80 北海道

銀 欧州系品種　白 北海道　ケルナー　2014 2014 北海道ワイン株式会社 81 北海道

銀 欧州系品種　白 おたる　特撰　ケルナー　2014 2014 北海道ワイン株式会社 82 北海道

銀 欧州系品種　白 鶴沼　ゲヴュルツトラミネール　2014 2014 北海道ワイン株式会社 83 北海道

☆銀○ 北米系等品種　赤 おたる　プレミアム　キャンベル　赤　2015 2015 北海道ワイン株式会社 84 北海道

金賞・銀賞・部門最高賞受賞ワインリスト
☆は部門最高賞 
○はｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ賞 
☆は部門最高賞 
○はｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ賞 

☆は部門最高賞 ☆は部門最高賞 
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銀 北米系等品種　白 おたる　特撰　ナイヤガラ　2015 2015 北海道ワイン株式会社 85 北海道

金 甲州　辛口タイプ シャトーマルス　プレステージ　穂坂甲州樽醗酵　2015 2015 本坊酒造株式会社　マルス山梨ワイナリー 86 山梨県

金 欧州系品種　白 シャトーマルス　キュベ・プレステージ　穂坂日之城シャルドネ　2015 2015 本坊酒造株式会社　マルス山梨ワイナリー 87 山梨県

銀 欧州系品種　赤 シャトーマルス　キュベ・プレステージ　穂坂日之城カベルネ＆メルロー遅摘み　2014 2014 本坊酒造株式会社　マルス山梨ワイナリー 88 山梨県

銀 国内改良等品種　赤 シャトーマルス　プレステージ　穂坂マスカット・ベリーＡ樽熟成　2014 2014 本坊酒造株式会社　マルス山梨ワイナリー 89 山梨県

銀 スパークリング マルス　甲州スパークリング　2014 2014 本坊酒造株式会社　マルス山梨ワイナリー 90 山梨県

銀
欧州・国内改良品種等
ブレンド　赤

シャトーマルス　プレステージ　カベルネ・ベリーＡ穂坂プレミアム　2014 2014 本坊酒造株式会社　マルス山梨ワイナリー 91 山梨県

銀 スパークリング マルス　穂坂シャルドネ　スパークリング　2009 2009 本坊酒造株式会社　マルス山梨ワイナリー 92 山梨県

銀 スパークリング マルス　穂坂シャルドネ＆甲州スパークリング　2014 2014 本坊酒造株式会社　マルス山梨ワイナリー 93 山梨県

☆金 国内改良等品種　赤 ラフィーユ樽甲斐ノワール2014 2014 まるき葡萄酒株式会社 94 山梨県

銀 国内改良等品種　赤 ラフィーユ樽ベーリーA2014 2014 まるき葡萄酒株式会社 95 山梨県

銀 甲州　辛口タイプ ラフィーユ樽甲州2015 2015 まるき葡萄酒株式会社 96 山梨県

銀 甲州　辛口タイプ いろグラン甲州2015 2015 まるき葡萄酒株式会社 97 山梨県

金 欧州系品種　赤 2013ルバイヤートプティヴェルド 2013 丸藤葡萄酒工業株式会社 98 山梨県

金 欧州系品種　白 2014ルバイヤートシャルドネ「旧屋敷収穫」 2014 丸藤葡萄酒工業株式会社 99 山梨県

銀 国内改良等品種　赤 2014ルバイヤートマスカットベーリーＡ樽貯蔵バレルセレクト 2014 丸藤葡萄酒工業株式会社 100 山梨県

銀 スパークリング 2014エチュードルバイヤート 2014 丸藤葡萄酒工業株式会社 101 山梨県

金 欧州系品種　白 ソラリス　信州小諸シャルドネ　樽仕込 2015 マンズワイン株式会社小諸ワイナリー 102 長野県

金 欧州系品種　白 ソラリス　信州シャルドネ　樽仕込 2014 マンズワイン株式会社小諸ワイナリー 103 長野県

銀 欧州系品種　赤 ソラリス　信州小諸メルロー 2013 マンズワイン株式会社小諸ワイナリー 104 長野県

銀 欧州系品種　赤 ソラリス　信州カベルネ・ソーヴィニヨン 2012 マンズワイン株式会社小諸ワイナリー 105 長野県

銀 欧州系品種　赤 ソラリス　信州東山カベルネ・ソーヴィニヨン 2013 マンズワイン株式会社小諸ワイナリー 106 長野県

☆銀 国内改良等品種　白 ソラリス　信濃リースリング　甘口 2015 マンズワイン株式会社小諸ワイナリー 107 長野県

銀 スパークリング ソラリス　信州シャルドネ　メトッド・トラディショネル　ブリュット 2009 マンズワイン株式会社小諸ワイナリー 108 長野県

銀 欧州系品種　白 ソラリス　信州シャルドネ　樽仕込 2015 マンズワイン株式会社小諸ワイナリー 109 長野県

☆金 欧州系品種　赤 シャトー・メルシャン　桔梗ヶ原メルロー 2012 メルシャン株式会社　シャトー・メルシャン 110 山梨県

☆金 欧州系品種　白 シャトー・メルシャン　北信シャルドネ　千曲川右岸収穫 2015 メルシャン株式会社　シャトー・メルシャン 111 山梨県

金 欧州系品種　赤 シャトー・メルシャン　マリコ・ヴィンヤード　オムニス 2013 メルシャン株式会社　シャトー・メルシャン 112 山梨県

金 欧州系品種　赤 シャトー・メルシャン　マリコ・ヴィンヤード　シラー 2013 メルシャン株式会社　シャトー・メルシャン 113 山梨県

銀 欧州系品種　赤 シャトー・メルシャン　安曇野メルロー 2015 メルシャン株式会社　シャトー・メルシャン 114 山梨県

銀 欧州系品種　赤 シャトー・メルシャン　マリコ・ヴィンヤード　メルロー 2013 メルシャン株式会社　シャトー・メルシャン 115 山梨県

銀 欧州系品種　赤 シャトー・メルシャン　長野ピノ・ノワール　キュヴェ・アキオ 2014 メルシャン株式会社　シャトー・メルシャン 116 山梨県

銀 欧州系品種　赤 シャトー・メルシャン　長野メルロー 2014 メルシャン株式会社　シャトー・メルシャン 117 山梨県

銀 欧州系品種　白 シャトー・メルシャン　北信シャルドネ　ミッドナイトハーベスト 2015 メルシャン株式会社　シャトー・メルシャン 118 山梨県

銀 欧州系品種　白 シャトー・メルシャン　北信シャルドネ　千曲川左岸収穫 2015 メルシャン株式会社　シャトー・メルシャン 119 山梨県

金○ 甲州　辛口タイプ シャンモリ　柑橘香甲州　2015 2015 盛田甲州ワイナリー株式会社 120 山梨県

金○ スパークリング ハギースパーク　重畳 2015 大和葡萄酒株式会社　本社 121 山梨県

銀 スパークリング ハギースパーク　蕾 2015 大和葡萄酒株式会社　本社 122 山梨県

銀 スパークリング ハギースパーク　大阪紫葡萄 2015 大和葡萄酒株式会社　本社 123 山梨県

銀 スパークリング ハギースパーク　シャルドネ 2015 大和葡萄酒株式会社　本社 124 山梨県

銀 スパークリング ハギースパーク　番イ 2015 大和葡萄酒株式会社　本社 125 山梨県

銀 スパークリング ハギースパーク　勝沼ロゼ 2015 大和葡萄酒株式会社　本社 126 山梨県

金賞・銀賞・部門最高賞受賞ワインリスト
☆は部門最高賞 
○はｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ賞 
☆は部門最高賞 
○はｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ賞 



銅賞受賞ワインリスト
賞 部門 銘　　柄 醸造年 会社名等

ﾌﾞｰｽ
No.

醸造地 メ　　モ

銅 欧州系品種　赤 ヴィラデスト ピノ・ノワール 2014 株式会社ヴィラデストワイナリー 127 長野県

銅 Tazaki Vineyard Pinot Noir 2013 2013 北海道ワイン株式会社 128 北海道

銅 グランポレール　北海道余市ピノ・ノワール 2013 サッポロビール株式会社　グランポレール勝沼ワイナリー 129 山梨県

銅 丹波鳥居野PinotNoir 2013 丹波ワイン株式会社 130 京都府

銅 ハヤチネゼーレ ツヴァイゲルトレーベ 樽熟成 2013 2013 株式会社エーデルワイン 131 岩手県

銅 ドメーヌエーデル 天神ヶ丘 ツヴァイゲルトレーベ 2013 2013 株式会社エーデルワイン 132 岩手県

銅 レジェント 2014 天橋立ワイナリー 133 京都府

銅 エステートゴイチ　シラー　2014 2014 株式会社　林農園 134 長野県

銅 丹波鳥居野Tannat 2012 丹波ワイン株式会社 135 京都府

銅 シャルマン カベルネ・フラン2012 2012 江井ヶ嶋酒造　株式会社　山梨ワイナリー 136 山梨県

銅 ヴィラデスト プリマベーラ メルロー 2014 株式会社ヴィラデストワイナリー 137 長野県

銅 サントネージュ　エクセラント　かみのやま　奈良崎畑収穫メルロー 2014 サントネージュワイン株式会社 138 山梨県

銅 勝沼メルロー樽貯蔵2014 2014 株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー　勝沼ワイナリー 139 山梨県

銅 ミュゼドゥヴァンダイナスティ塩尻メルロー2014 2014 株式会社アルプス 140 長野県

銅 シャトーイヅツ　2013 2013 株式会社　井筒ワイン 141 長野県

銅 越後メルロー　2013 2013 株式会社　アグリコア　越後ワイナリー 142 新潟県

銅 ソラリス　ユヴェンタ　ルージュ 2013 マンズワイン株式会社小諸ワイナリー 143 長野県

銅 ソラリス　信州千曲川産メルロー 2013 マンズワイン株式会社小諸ワイナリー 144 長野県

銅 桔梗ヶ原メルロ　2013 2013 株式会社　林農園 145 長野県

銅 ソラリス　ユヴェンタ　ルージュ 2012 マンズワイン株式会社小諸ワイナリー 146 長野県

銅 ソラリス　信州小諸メルロー 2012 マンズワイン株式会社小諸ワイナリー 147 長野県

銅 ソラリス　信州千曲川産メルロー 2012 マンズワイン株式会社小諸ワイナリー 148 長野県

銅 サントネージュ　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 2013 サントネージュワイン株式会社 149 山梨県

銅 シャトーブリヤン 2012年 赤 2012 株式会社サドヤ 150 山梨県

銅 欧州系品種　白 エステートゴイチ　龍眼　2015 2015 株式会社　林農園 151 長野県

銅 鶴沼　ピノ・ブラン　2014 2014 北海道ワイン株式会社 152 北海道

銅 鶴沼　木樽発酵　ヴァイスブルグンダー　2014 2014 北海道ワイン株式会社 153 北海道

銅 シャトーブリヤン 2014年 白 2014 株式会社サドヤ 154 山梨県

銅 シャトー・メルシャン　マリコ・ヴィンヤード　ソーヴィニヨン・ブラン 2015 メルシャン株式会社　シャトー・メルシャン 155 山梨県

銅 Domaine Cocteau - Ordinare Sauvignon Blanc - Sogga pere et fils 2015 小布施ワイナリー株式会社(Domaine Cocteau) 156 長野県

銅 エステートゴイチ　ソーヴィニヨンブラン　2015 2015 株式会社　林農園 157 長野県

銅 2015ルバイヤートソーヴィ二ヨン・ブラン 2015 丸藤葡萄酒工業株式会社 158 山梨県

銅 シャトー・メルシャン　長野シャルドネ　アンウッデッド 2015 メルシャン株式会社　シャトー・メルシャン 159 山梨県

銅 Domaine Cocteau - Non boise - Sogga père et fils 2015 小布施ワイナリー株式会社(Domaine Cocteau) 160 長野県

銅 ドメーヌQ　シャルドネ 2015 株式会社甲府ワインポート　ドメーヌQ 161 山梨県

銅 奥出雲ワイン シャルドネアンウッディッド2015 2015 有限会社奥出雲葡萄園 162 島根県

銅 シャルドネ シュール・リー 2015 2015 株式会社ぶどうの郷山辺　山辺ワイナリー 163 長野県

銅 シャトー・メルシャン　マリコ・ヴィンヤード　シャルドネ 2015 メルシャン株式会社　シャトー・メルシャン 164 山梨県



銅賞受賞ワインリスト
賞 部門 銘　　柄 醸造年 会社名等

ﾌﾞｰｽ
No.

醸造地 メ　　モ

銅 欧州系品種　白 シャルドネ 樽熟成　2014 2014 株式会社ぶどうの郷山辺　山辺ワイナリー 165 長野県

銅 シャトー・メルシャン　長野シャルドネ 2015 メルシャン株式会社　シャトー・メルシャン 166 山梨県

銅 シャトー・メルシャン　安曇野シャルドネ 2015 メルシャン株式会社　シャトー・メルシャン 167 山梨県

銅 菊鹿セレクション小伏野　シャルドネ樽発酵2015 2015 熊本ワイン株式会社 168 熊本県

銅 ミュゼドゥヴァンエトワール桔梗ヶ原シャルドネ（ナイトハーベスト）2015 2015 株式会社アルプス 169 長野県

銅 安心院葡萄酒工房　シャルドネ　リザーブ　2014 2014 三和酒類　株式会社　安心院葡萄酒工房 170 大分県

銅 Domaine Cocteau - Chardonnay - Clos de Cocteau - Sogga père et fils 2015 小布施ワイナリー株式会社(Domaine Cocteau) 171 長野県

銅 NAC　シャルドネ[樽熟]　2015 2015 株式会社　井筒ワイン 172 長野県

銅 マイスターセレクション　2015　キュヴェ　シャルドネ 2015 有限会社朝日町ワイン 173 山形県

銅 シャルドネ 樽熟成 2014 2014 安曇野ワイナリー株式会社 174 長野県

銅 菊鹿シャルドネ樽発酵樽熟成2015 2015 熊本ワイン株式会社 175 熊本県

銅 奥出雲ワイン シャルドネ2014 2014 有限会社奥出雲葡萄園 176 島根県

銅 クオネス　シャルドネ 2015 能登ワイン株式会社 177 石川県

銅 葡萄作りの匠　北島秀樹　ケルナー　2015 2015 北海道ワイン株式会社 178 北海道

銅 Kitajima Vineyard Kerner 2014 2014 北海道ワイン株式会社 179 北海道

銅 北ワイン ケルナー2015 2015 北海道中央葡萄酒株式会社　千歳ワイナリー 180 北海道

銅 北ワイン ケルナー2014 プライベートリザーブ 2014 北海道中央葡萄酒株式会社　千歳ワイナリー 181 北海道

銅 北海道100　ケルナー NV 株式会社　はこだてわいん 182 北海道

銅 鶴沼　ミュスカ　2014 2014 北海道ワイン株式会社 183 北海道

銅 国内改良等品種　赤 山梨のベーリーＡ　樽熟成 2015 蒼龍葡萄酒株式会社 184 山梨県

銅 まるきルージュ 2015 まるき葡萄酒株式会社 185 山梨県

銅 グラン・シャンモリ 樽熟成マスカット・ベーリーA　2015 2015 盛田甲州ワイナリー株式会社 186 山梨県

銅 フジクレール　マスカット・ベーリーA樽熟成　2015 2015 フジッコワイナリー株式会社 187 山梨県

銅 朝日町ワイン　赤 2015 有限会社朝日町ワイン 188 山形県

銅 ミュゼドゥヴァンマエストロ桔梗ヶ原マスカットベーリーＡ　2015 2015 株式会社アルプス 189 長野県

銅 マスカットベーリーＡ樽貯蔵2015 2015 株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー　勝沼ワイナリー 190 山梨県

銅 岩の原ワイン　マスカット・ベーリーA2014　赤 2014 株式会社　岩の原葡萄園 191 新潟県

銅 プラチナコレクション　マスカット・ベーリーA　2014 2014 アルプスワイン株式会社 192 山梨県

銅 マイスターセレクション　2014　遅摘みマスカット・ベリーＡ　赤 2014 有限会社朝日町ワイン 193 山形県

銅 高畠ワイナリー 　Classique　マスカット・ベーリーＡ 2014 高畠ワイン株式会社 194 山形県

銅 マスカットベリーA樽熟成キュヴェ・イケガワ2013 2013 木下商事株式会社　シャトー酒折ワイナリー 195 山梨県

銅 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　ミズナラ樽熟成　2012 2012 サントリーワインインターナショナル株式会社 196 山梨県

銅 肥後赤椿マスカット・ベーリーA NV 熊本ワイン株式会社 197 熊本県

銅 ロリアン　赤池幻酵母　赤 NV 白百合醸造株式会社 198 山梨県

銅 ﾓﾝﾃﾘｱﾙｰｼﾞｭ NV モンデ酒造株式会社 199 山梨県

銅 岩の原ワイン　ブラック・クイーン2014　赤 2014 株式会社　岩の原葡萄園 200 新潟県

銅 ミュゼドゥヴァン松本平ブラッククイーン2014 2014 株式会社アルプス 201 長野県

銅 豊富畑ﾔﾏｿｰﾋﾞﾆｵﾝ　2015 2015 モンデ酒造株式会社 202 山梨県



銅賞受賞ワインリスト
賞 部門 銘　　柄 醸造年 会社名等

ﾌﾞｰｽ
No.

醸造地 メ　　モ

銅 国内改良等品種　赤 ＴＯＭＯＥ　小公子・マスカットベーリーＡ 2014 株式会社広島三次ワイナリー 203 広島県

銅 フォーレ・赤 2015 葛巻高原食品加工株式会社 204 岩手県

銅 2014　プレミアム　ルージュ 2014 有限会社朝日町ワイン 205 山形県

銅 高畠ワイナリー Japanesque　Bailey's Blend 2014 高畠ワイン株式会社 206 山形県

銅 マイスターセレクション　2014　バレルセレクション　ルージュ 2014 有限会社朝日町ワイン 207 山形県

銅 岩の原ワイン　深雪花　赤 NV 株式会社　岩の原葡萄園 208 新潟県

銅 ひるぜん[赤] NV ひるぜんワイン有限会社 209 岡山県

銅 蒼 NV 葛巻高原食品加工株式会社 210 岩手県

銅 国内改良等品種　白 マイスターセレクション　2015　シュールリーセーベル9110 2015 有限会社朝日町ワイン 211 山形県

銅 塩尻セイベル9110　2015 2015 株式会社　林農園 212 長野県

銅 星 2015 葛巻高原食品加工株式会社 213 岩手県

銅 五月長根葡萄園　白　2015 2015 株式会社エーデルワイン 214 岩手県

銅 岩の原ワイン　レッド・ミルレンニューム2015　白 2015 株式会社　岩の原葡萄園 215 新潟県

銅 甲州　辛口タイプ 等々力甲州2015 2015 株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー　勝沼ワイナリー 216 山梨県

銅 秩父ワイン　源作印　白 2014 有限会社　秩父ワイン 217 埼玉県

銅 シャンテY,A アマリージョ 2014 株式会社　ダイヤモンド酒造 218 山梨県

銅 重川 甲州 2015 2015 塩山洋酒醸造株式会社 219 山梨県

銅 ハラモ甲州シュールリー2015 2015 原茂ワイン株式会社 220 山梨県

銅 大阪紫葡萄 2015 大和葡萄酒株式会社　本社 221 山梨県

銅 シャンモリ　山梨　／　限定醸造　甲州　2015　勝沼町産甲州 2015 盛田甲州ワイナリー株式会社 222 山梨県

銅 ロリアン　甲州　シュール・リー 2015 白百合醸造株式会社 223 山梨県

銅 特醸甲州　2015 2015 モンデ酒造株式会社 224 山梨県

銅 グレイス　グリド甲州 2015 中央葡萄酒株式会社(グレイスワイン) 225 山梨県

銅 トラディショナル リッチ テイスト甲州 2015 蒼龍葡萄酒株式会社 226 山梨県

銅 島根わいん　縁結　甲州 NV 株式会社　島根ワイナリー 227 島根県

銅 シャトー・メルシャン　甲州小樽仕込み 2015 メルシャン株式会社　シャトー・メルシャン 228 山梨県

銅 シャンモリ　山梨／限定醸造　甲州　2015  内田農園産甲州　 2015 盛田甲州ワイナリー株式会社 229 山梨県

銅 シャトー・メルシャン　山梨甲州 2015 メルシャン株式会社　シャトー・メルシャン 230 山梨県

銅 グラン・シャンモリ樽熟成甲州　2015 2015 盛田甲州ワイナリー株式会社 231 山梨県

銅 勝沼甲州樽発酵2014 2014 株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー　勝沼ワイナリー 232 山梨県

銅 重畳 2015 大和葡萄酒株式会社　本社 233 山梨県

銅 グランキュベ甲州 2015 イケダワイナリー株式会社 234 山梨県

銅 ラフィーユトレゾワ樽勝沼甲州2015 2015 まるき葡萄酒株式会社 235 山梨県

銅 甲州　中口・甘口タイプ いろ甲州辛口2015 2015 まるき葡萄酒株式会社 236 山梨県

銅 まるき甲州2015 2015 まるき葡萄酒株式会社 237 山梨県

銅 甲州遅摘み 2015 イケダワイナリー株式会社 238 山梨県

銅 ソラリス　古酒甲州 2005 マンズワイン株式会社勝沼ワイナリー 239 山梨県



銅賞受賞ワインリスト
賞 部門 銘　　柄 醸造年 会社名等

ﾌﾞｰｽ
No.

醸造地 メ　　モ

銅 北米系等品種　赤 おたる　特撰　キャンベルアーリ　赤　2014 2014 北海道ワイン株式会社 240 北海道

銅 創立40周年記念　キャンベル　赤 2013 北海道ワイン株式会社 241 北海道

銅 キャンベル・アーリーしばれづくり NV 株式会社　はこだてわいん 242 北海道

銅 北米系等品種　白 肥後白椿デラウェア NV 熊本ワイン株式会社 243 熊本県

銅 ジャパンセレクト　デラウエア NV シャトージュン株式会社 244 山梨県

銅 北海道100　ナイアガラ NV 株式会社　はこだてわいん 245 北海道

銅 ナイヤガラ甘口 2015 2015 株式会社ぶどうの郷山辺　山辺ワイナリー 246 長野県

銅 ナイアガラ 2015 有限会社朝日町ワイン 247 山形県

銅 ナイアガラ 2015 天童ワイン株式会社 248 山形県

銅 おたる　完熟　ナイヤガラ　2015 2015 北海道ワイン株式会社 249 北海道

銅 ほたる・白 2015 葛巻高原食品加工株式会社 250 岩手県

銅
欧州・国内改良品種等

ブレンド　赤
レゾンルージュ2015 2015 まるき葡萄酒株式会社 251 山梨県

銅 ﾒﾙﾛ＆ﾌﾞﾗｯｸｸｨｰﾝ NV モンデ酒造株式会社 252 山梨県

銅 金渓プレミアム・ルージュ2014 2014 有限会社佐藤ぶどう酒 253 山形県

銅
欧州・国内改良品種等

ブレンド　白
シャトーマルス　プレステージ　甲州＆シャルドネ　穂坂プレミアム　2015 2015 本坊酒造株式会社　マルス山梨ワイナリー 254 山梨県

銅 まるきブラン 2015 まるき葡萄酒株式会社 255 山梨県

銅 グラン・シャンモリ　アッサンブラージュ／J100YH　2015 2015 盛田甲州ワイナリー株式会社 256 山梨県

銅 バレルふらの　白 2014 富良野市ぶどう果樹研究所 257 北海道

銅 極甘口 グランポレール 北海道ケルナー 遅摘み 2015 サッポロビール株式会社　岡山ワイナリー 258 岡山県

銅 アイスエッセンス　氷の妖精　ロゼ ハーフ 2015 有限会社朝日町ワイン 259 山形県

銅 ＴＯＭＯＥ　セミヨン　クリオエキストラクション NV 株式会社広島三次ワイナリー 260 広島県

銅 氷果の雫　ナイアガラ 2015 株式会社　林農園 261 長野県

銅 ロゼ サントリー登美の丘ワイナリー　メルロ＆カベルネ・ソーヴィニヨン　ロゼ　2012 2012 サントリーワインインターナショナル株式会社 262 山梨県

銅 高畠ワイナリー Classique マスカット・ベーリーA ブラッシュ 2015 高畠ワイン株式会社 263 山形県

銅 コンツェルト　ロゼ NV 株式会社エーデルワイン 264 岩手県

銅 サントリージャパンプレミアム　マスカット・ベーリーＡ　ロゼ　2014 2014 サントリーワインインターナショナル株式会社 265 山梨県

銅 岩の原ワイン　深雪花　ロゼ NV 株式会社　岩の原葡萄園 266 新潟県

銅 朝日町ワイン　ロゼ 2015 有限会社朝日町ワイン 267 山形県

銅 エステートゴイチ　メルロロゼ　2015 2015 株式会社　林農園 268 長野県

銅 おたる　ロゼ　2015 2015 北海道ワイン株式会社 269 北海道

銅 月のセレナーデ　ロゼ NV 株式会社エーデルワイン 270 岩手県

銅 キャンベルロゼ　2015 2015 株式会社　サンクゼール　サンクゼールワイナリー 271 長野県

銅 スパークリング コリエデュペルルブランムスー2015 2015 まるき葡萄酒株式会社 272 山梨県

銅 高畠ワイナリー 嘉 スパークリング　ピノ シャルドネ 2015 高畠ワイン株式会社 273 山形県

銅 マルス　穂坂メルロー　スパークリング　2015 2015 本坊酒造株式会社　マルス山梨ワイナリー 274 山梨県

銅 ソラリス　信州シャルドネ　樽仕込　メトッド・トラディショネル　ブリュット 2008 マンズワイン株式会社小諸ワイナリー 275 長野県


