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Japan Wine Competition 2008（第 6 回国産ワインコンクール）に参加して 

Report of Japan Wine Competition 2008 (6th Japan Domestic Wine Competition) 
 

（独）酒類総合研究所 後藤奈美 
 

1．はじめに 

 第 6 回を迎えた国産ワインコンクールの概要を紹介

したい。国産ワインコンクールは、国産ブドウを使用

した国産ワインの品質と認知度の向上を図るとともに、

それぞれの産地のイメージと国産ワインの個性や地位

を高めることを目的に、北海道、山形県、山梨県、長

野県の各ワイン醸造関係者の組合、日本ワイナリー協

会、山梨大学ワイン科学研究センター、および山梨県

で構成される国産ワインコンクール実行委員会（第 1

表）の主催で開催されている。審査会は 2008 年 7 月

23 日（水）から 25 日（金）の 3 日間、公開テイステ

ィングは 8 月 30 日（土）にいずれも甲府富士屋ホテル

で開催された。審査結果は 8 月 4 日に発表された。出

品点数は昨年の 94 ワイナリーから 575 点に対し、本年

は 105 ワイナリーから 622 点となり、出品ワイナリー

数・点数とも過去最高が更新された。また、金賞 14

点、銀賞 46 点等、計 269 点が入賞した。 

 

2．審査方法など 

 出品資格、各賞の基準、および審査方法等は下記の

点を除いて昨年と変わっておらず、詳細は本誌の昨年

の紹介記事（vol. 18, 107-122）や国産ワインコンクー

ルのホームページをご参照頂きたい。審査員名簿を第

2 表に示す。昨年からの変更点として、一部カテゴリ

ーの見直しが行われ、 

・「国内改良品種」のカテゴリーが「国内改良等
．
品種」

に変更になり、セイベルがこのカテゴリーに変更に

なった。 

・マスカット・オブ・アレキサンドリアとネオマスカ

ットが「北米系等品種」（生食用品種はこのカテゴ

リー）から、マスカット・オブ・アレキサンドリア

は「欧州系品種」に、ネオマスカットは「国内改良

等品種」に変更になった。 

各カテゴリーのエントリー数・入賞数を第 3 表に示す。 

 

 

第 1 表 第 6 回国産ワインコンクール実行委員会 
    

  所     属 役職名 氏  名 

名誉会長 山梨県 知 事 横内 正明 

会  長
国立大学法人 

山梨大学 

理事・ 

副学長 
横塚 弘毅 

副 会 長
山形県ワイン酒造

組合 
理事長 濱田 淳 

会  長 前島 善福 
山梨県ワイン酒造

組合 顧 問 上野 昇 

会  長 勝井 勝丸 
道産ワイン懇談会 

（代理） 嶌村 公宏 

長野県ワイン協会 理事長 塚原 嘉章 

理事長 岡部 有治  
日本ワイナリー 

協会 （代理） 小阪田 嘉昭

山梨県商工労働部 部 長 廣瀬 正文 

監  事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山梨県工業技術 

センター 
所  長 殿岡 日吉 

    

また、審査方法としては、「欧州系品種白」の 1 次

審査も品種ごとにエキス分の低いワインから審査に供

されるようになった。昨年までは、品種ごとになって

いなかったことを考えると、各品種の特徴を考慮して

審査をする上で、大きな改善であると思われる。なお、

同様の考え方に立てば、北米系等品種についても品種

ごとに並べたほうが良いのではないだろうか。このカ

テゴリーの扱いについては意見の分かれるところかも

しれないが、コンクールの対象としている限りは、他

のカテゴリーと同等に扱われて良いと思われる。 
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第 2 表 第 6 回国産ワインコンクール審査員名簿                              （敬称略） 

氏  名 所   属 ・ 役   職 備  考 

ジル・ド・ルベル 
Gilles de Revel 

ボルドー大学醸造学部 教授   

デニス・ガスティン 
Denis Gastin 

ワインジャーナリスト   

松崎 修 東京国税局 課税第二部鑑定官室 主任鑑定官   

後藤 奈美 独立行政法人酒類総合研究所 醸造技術基盤研究部門 副部門長   

柳田 藤寿 山梨大学ワイン科学研究センター センター長   

小阪田 嘉昭 日本ワイナリー協会 参与   

高野 豊 （社）日本ソムリエ協会 常務理事   

原川 守 山梨県工業技術センター ワインセンター支所長   

松本 信彦 葡萄酒技術研究会エノログ部会 役員   

児島 速人 米国ワインエデュケーター協会本部理事・日本支部長   

田辺 由美 ワインアンドワインカルチャー（株）代表取締役   

柳 忠之 ワインジャーナリスト   

内藤 彰彦 道産ワイン懇談会代表 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 製造課長   

高橋 克幸 
道産ワイン懇談会 代表 

富良野市ぶどう果樹研究所 業務製造課製造種苗係長 
  

澁谷 昭 
道産ワイン懇談会推薦 消費者代表 

（株）参集社 代表取締役社長 

（社）日本ソムリエ協会認定

マスターソムリエ 

赤松 博美 
山形県ワイン酒造組合 代表 

庄内たがわ農業協同組合月山ワイン山ぶどう研究所 所長 
  

酒井 一平 山形県ワイン酒造組合 代表 （有）酒井ワイナリー 専務取締役   

久松 茂 
山形県ワイン酒造組合推薦 消費者代表 

パレスグランデール シニアソムリエ 

（社）日本ソムリエ協会認定

シニアソムリエ 

内方 知春 
長野県ワイン協会 代表 

（株）あづみアップル 製造課考査役 
  

村田 純 
長野県ワイン協会 代表 

信州まし野ワイン（株） 専務取締役・ワイン工場長 
  

北村 秀雄 長野県ワイン協会推薦 消費者代表 （有）北村酒店 代表取締役 
（社）日本ソムリエ協会認定

シニアワインアドバイザー

大川 栄一 山梨県ワイン酒造組合代表 サントリー（株）登美の丘ワイナリー所長   

有賀 雄二 山梨県ワイン酒造組合代表 勝沼醸造（株） 代表取締役社長   

長澤 宏 山梨県ワイン酒造組合推薦 消費者代表 （有）ながさわ 代表取締役 
（社）日本ソムリエ協会認定

ソムリエ 
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 第 3 表 カテゴリー別エントリー数および入賞数        

 カテゴリー 赤・白等 
エントリー

数 
金賞 銀賞 銅賞

奨励

賞 
計  

カテゴリー

賞 

 赤 130 6 11 39 17 73  1 

 
欧州系品種 

白 138 3 9 31 11 54  1 

 赤 82 0 4 17 6 27  1 

 
国内改良等品種 

白 24 0 2 3 1 6  1 

 辛口 87 3 7 29 5 44  1 

 
甲州 

中口・甘口 45 0 1 6 4 11  1 

 赤 4 0 0 1 1 2    

 
北米系等品種 

白 23 0 3 7 0 10  1 

 赤 18 0 1 6 2 9  1 

 

欧州・国内改良品種

等ブレンド 白 10 0 1 3 0 4  1 

 極甘口（残糖 100 g/L のもの） 23 2 4 7 0 13  1 

 ロゼワイン 28 0 2 5 1 8  1 

 スパークリングワイン 10 0 1 5 2 8  1 

 計 622 14 46 159 50 269  12 

           

 昨年も紹介したとおり、コンクールの運営に当たる 

裏方の方のご苦労には、本当に頭の下がる思いである。

初日に行われた欧州系品種（赤・白）、甲州、国内改良

等品種（赤・白）およびロゼの一次審査では、終了が

夕方 5 時 20 分頃になった。それから集計をして本審査

に出る酒を決定し、ワインの瓶を引き抜いて冷蔵庫（赤

は 15℃、白は 10℃以下）に入れる作業がある。また、

審査用紙や品種・ビンテージなどを記載した参考資料

を作成しなければならない。2 日目は、午前中に残り

の一次審査を行い、午後は前日に一次審査を行ったカ

テゴリーの本審査が行われた。欧州系品種・赤のグル

ープは本審査の点数が多かったため、審査終了が午後

7 時 15 分と遅くなった。審査員も大変であるが、運営

担当者はさらにそれから後片付けがある。大きなイベ

ントであるだけに、審査会や公開きき酒会の当日だけ

でなく、開催準備、受付、審査会、記者発表、公開き

き酒会等々の準備・運営には高い事務能力が必要と思

われる。ホームページも充実しており、分かりやすい。

担当される事務局の方々には敬意を表したい。 

 

3．審査結果 

 審査を振り返り、実行委員会の横塚会長は、回を重

ねるごとに出品酒の品質向上が見られるとコメントさ

れている。以下、横塚会長のコメントと受賞ワインリ

スト（第 4 表）から、今回の審査結果の特徴を拾って

審査酒の準備審査酒の準備

グラスの準備グラスの準備
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みたい。 

欧州系品種・赤では、特にメルローに際だった品質

のものが多いと評価され、4 点が金賞を受賞している。

また、カベルネ・ソービニヨンとツヴァイゲルトレー

ベ各 1 点も金賞を受賞した。メルロー、カベルネ・ソ

ービニヨン、ツヴァイゲルトレーベと並んで、カベル

ネ・フランに銀賞、シラーとドルンフェルダーに銅賞

を受賞したワインがあった。また、日本各地のワイナ

リーとともに、長野県塩尻志学館高等学校のワインも

銅賞を受賞した。 

 欧州系品種・白では、シャルドネのレベルが非常に

上がっていると評価された。3 点が金賞を受賞し、そ

のうち 2 点が九州のワイナリーであった。大分県の三

和酒類安心院葡萄酒工房のシャルドネは 2 年連続の金

賞受賞である。また、ケルナー、龍眼、ピノ・ブラン

に銀賞受賞酒があった。 

 甲州・辛口では 3 点が金賞を受賞した。樽を使用し

たものも樽香が穏やかで、ワインと調和したものが多

くなっているとコメントされている。中・甘口のワイ

ンでは、甘酸のバランスだけでなく、ボディ感や旨味

のあるワインが高く評価されており、系統選抜や栽培

方法の改良でさらに品質の向上が期待されている。ま

た、山梨県の受賞ワインが圧倒的に多いなか、埼玉県

の秩父ワインも銅賞を受賞した。 

 国内改良等品種では、赤のマスカット・ベリーA に

熟成タイプのものが増えたとコメントされ、4 点が銀

賞を受賞した。また、ブラッククイーン、甲斐ノアー

ル、アリカント、ヤマブドウ系に銅賞を受賞したワイ

ンがあった。国内改良等品種の白では、セイベル 9110

とリースリングリオンのワインが銀賞を受賞した。極

甘口ワインでは、貴腐とクリオ・エクストラクション

の 2 点が金賞を受賞した。この他、北米系等品種・白、

欧州・国内改良品種等ブレンドの赤・白、ロゼ、およ

びスパークリングワインの各カテゴリーで銀賞を受賞

したワインがあった。メルロー、シャルドネ、甲州の

ようなメジャーな品種だけでなく、多くの品種やカテ

ゴリーで金賞・銀賞受賞酒が出たことは、各ワイナリ

ーの努力の賜であろう。また、消費者に多くの選択肢

を提供するという意味でも、各産地の個性を活かすと

いう意味でも、当コンクールの目的にかなった結果と

言える。 

 個人的な感想としては、もう少し銀賞、カテゴリー

によっては金賞も多くて良いように思う。審査員の

レベルあわせは初日の審査前に行われており、1 次

審査の通過率がほぼ主催者の期待通りの 45％であ

一次審査風景一次審査風景

一次審査の集計一次審査の集計

本審査風景本審査風景

一次審査の片付け一次審査の片付け
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った（昨年は 49％）ことを考えると、レベル合わせは

概ね良好と言えよう。ただし、本審査は 10 点ずつ行わ

れ、後戻りできないため、初回に厳しめの評価をして

しまうと、協議をするとは言え、金賞・銀賞受賞酒が

少なくなってしまう可能性は否めない。良い解決方法

はなかなか思い当たらないが、例えば各審査員に「19

点以上を○点のワインに、18 点台を○点に、17 点台を

○点につけることを目安に採点してください。」等具体

的な数値を示すことも有効かと思われる。各自一次審

査の結果が配布されており、参考にできるのではない

だろうか。横塚会長は「良いワインには思い切って高

い点数をつけてください。」とおっしゃっているが、1

班当たりの審査員が 6 人と少ないため、控えめな点数

をつける審査員が複数いると、かなり足を引っ張るこ

とになる。 

 

4．国産ワインの振興に向けて 

 今回は公開テイスティングも甲府富士屋ホテルで開

催され、昨年よりも会場が広くなって好評であったと

聞く。公開テイスティングには一般からの参加者 200

名を募るが、7 月 14 日の応募開始から 3 日後の 7 月 16

日には既に定員に達したとのことで、流通関係者やワ

イン愛好家の関心の高さが伺える。 

国産ワイン振興のため、昨年の本コンクールの金・

銀・銅賞受賞ワインのうち、4 月 22 日の時点で 500 本

以上の在庫が確認できるもののリストを 6 月 3 日に在

外公館（各国の日本大使館等）に送付し、利用を呼び

かけたとのことである。審査会の時点で、既に購入依

頼が何件かあったとのことで、各国の日本大使館で日

本のワインが紹介されると、日本国内でも話題になる

ものと期待される。洞爺湖サミットの時も、各国首脳

に提供された国産ワインが報道され、話題となった。 

コンクールの時だけ話題になり、金賞や銀賞を受賞

したワインだけが売り切れるのではなく、コンクール

をきっかけに、国産ワインに関心を持つ消費者が増え

ることを期待したい。そのためには、品質の向上はも

ちろんのこと、消費者にアピールするような取り組み

がさらにあっても良いと期待される。また、コンクー

ルが一つの目標になって、日本の風土に適したブドウ

品種・栽培方法や、日本のブドウにあった醸造方法の

研究がより活発に行われ、さらに、情報が共有化され

ることで、本コンクールの目的である、国産ワインの

品質向上が達成できるのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金賞受賞ワイン金賞受賞ワイン
表彰式表彰式表彰式 
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第 4 表 第 6 回国産ワインコンクール受賞ワイン一覧（＊は最優秀カテゴリー賞） 

【カテゴリー：欧州系品種 赤】    

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

金＊ シャトーメルシャン 桔梗ヶ原メルロー  2003 2003 メルシャン（株）メルシャン勝沼ワイナリー 山梨県

金 NAC メルロー［樽熟］2006 2006 （株）井筒ワイン 長野県

金 Domaine Sogga Merlot Private Reserve  2006 小布施ワイナリー 長野県

金 ソラリス信州カベルネ・ソーヴィニヨン 2004 マンズワイン（株）小諸ワイナリー 長野県

金 シャトーメルシャン 桔梗ヶ原メルロー 2004 2004 メルシャン（株）メルシャン勝沼ワイナリー 山梨県

金 Sogga Pere et Fils Cepage European 2006 小布施ワイナリー 長野県

銀 シャトーイヅツ 2004 2004 （株）井筒ワイン 長野県

銀 シャトーメルシャン 桔梗ヶ原メルロー 2001 2001 メルシャン（株）メルシャン勝沼ワイナリー 山梨県

銀 Domaine Sogga Merlot 2e 2006 小布施ワイナリー 長野県

銀 
サントネージュ エクセラント リミテ 

かみのやま収穫 カベルネ・ソーヴィニヨン 2004 
2004 サントネージュワイン（株） 山梨県

銀 
シャトーメルシャン 

城の平カベルネ・ソーヴィニヨン 2004 
2004 メルシャン（株）メルシャン勝沼ワイナリー 山梨県

銀 塩尻 信州メルロ 2005 2005 サントリー（株）塩尻ワイナリー 長野県

銀 ソラリス信州カベルネ・ソーヴィニヨン 2005 マンズワイン（株）小諸ワイナリー 長野県

銀 NAC カベルネ・フラン 2007 2007 （株）井筒ワイン 長野県

銀 ハヤチネゼーレ ツヴァイゲルトレーベ樽熟成 2005 2005 （株）エーデルワイン 岩手県

銀 2005 ドメーヌルバイヤート 2005 丸藤葡萄酒工業（株） 山梨県

銀 十二原 2005 2005 大和葡萄酒（株）四賀ワイナリー 長野県

銅 ソラリス信州千曲川産メルロー 2005 マンズワイン（株）小諸ワイナリー 長野県

銅 NAC メルロー［スペシャル］2007 2007 （株）井筒ワイン 長野県

銅 ロリアン シャトー ルージュ 2006 2006 白百合醸造（株） 山梨県

銅 塩尻 信州メルロ 2004 2004 サントリー（株）塩尻ワイナリー 長野県

銅 NAC メルロー 2007 2007 （株）井筒ワイン 長野県

銅 ハヤチネゼーレ メルロー樽熟成 2005 2005 （株）エーデルワイン 岩手県

銅 AW プラチナコレクション シラー 2007 2007 アルプスワイン（株） 山梨県

銅 Domaine Sogga Cabernet Sauvignon Privae Reserve 2006 小布施ワイナリー 長野県

銅 KIKYO メルロー樽熟 2006 2006 長野県塩尻志学館高等学校 長野県

銅 桔梗ヶ原メルロ 2006 2006 （株）林農園 長野県

銅 2004 ルバイヤートメルロー金 2004 丸藤葡萄酒工業（株） 山梨県

銅 Delian Colline Selection d'or （赤） 2004 2004 大和葡萄酒（株）四賀ワイナリー 長野県

銅 シャトールミエール 2006 （株）ルミエール 山梨県

銅 安心院葡萄酒工房 メルロ リザーブ 2005 2005 三和酒類（株）安心院葡萄酒工房 大分県

銅 Sogga Pere et Fils Merlot Ordinaire 2005 小布施ワイナリー 長野県

銅 シャトーメルシャン 長野メルロー 2006 2006 メルシャン（株）メルシャン勝沼ワイナリー 山梨県

銅 グレイス メルロ 2006 2006 中央葡萄酒（株） 山梨県
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（欧州系品種 赤 続き） 

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

銅 ロリアン メルロー 2006 2006 白百合醸造（株） 山梨県

銅 プティ グランポレール 北海道ツヴァイゲルトレーべ 2006 サッポロワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県

銅 志太メルロー＆カベルネソービニヨン 2005 2005 （株）志太 中伊豆ワイナリー 静岡県

銅 ヴィラデストヴィニュロンズリザーブ〈メルロー〉2006 2006 （株）ヴィラデストワイナリー 長野県

銅 信濃 樽熟成メルロー 塩原 2006 2006 信濃ワイン（株） 長野県

銅 
サントネージュ エクセラント リミテ 

かみのやま カベルネ・ソーヴィニヨン 2006 
2006 サントネージュワイン（株） 山梨県

銅 アルガ アルカサール641 2005 勝沼醸造（株） 山梨県

銅 右八 2005 2005 大和葡萄酒（株）本社 山梨県

銅 
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2005 
2005 本坊酒造（株）山梨マルスワイナリー 山梨県

銅 カベルネ・ソーヴィニョン七俵地畑収穫 2006 （株）山梨ワイン 山梨県

銅 2005 木樽熟成 ツヴァイゲルト・レーベ 2005 北海道ワイン（株） 北海道

銅 月浦ワイン ドルンフェルダー 2005 2005 （有）洞爺湖農産 月浦ワイン醸造所 北海道

銅 月山山麓メルロー樽熟成 2005 （資）虎屋西川工場 山形県

銅 プティ グランポレール 長野メルロー・カベルネ 2006 サッポロワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県

銅 サントネージュ メルロー 2005 2005 サントネージュワイン（株） 山梨県

銅 オール樽出しカベルネ 2004 2004 モンデ酒造（株） 山梨県

銅 2006 鶴沼 ツヴァイゲルト・レーベ 2006 北海道ワイン（株） 北海道

銅 夢・見る・ピノキオ メモリアルワイン 2005 （株）エーデルワイン 岩手県

銅 ふらのワイン ツバイゲルトレーベ 2001 2001 富良野市ぶどう果樹研究所 北海道

銅 ミュゼドゥヴァン塩尻メルロー2006 2006 （株）アルプス 長野県

銅 ヴィラデストプリマベーラ〈メルロ〉2007 2007 （株）ヴィラデストワイナリー 長野県

銅 2005 遅摘み ツヴァイゲルト・レーベ 2005 北海道ワイン（株） 北海道

奨励 丹波カベルネソーヴィニヨン＆メルロー 2005 丹波ワイン（株） 京都府

奨励 2004 カベルネ・ソーヴィニヨン プレミアム 2004 高畠ワイン（株） 山形県

奨励 安心院ワイン イモリ谷 メルロ 2006 2006 三和酒類（株）安心院葡萄酒工房 大分県

奨励 Domaine Sogga Cabernet Sauvignon  2e 2006 小布施ワイナリー 長野県

奨励 シャトーシャルマン カベルネ・フラン 2004 2004 江井ヶ嶋酒造（株）山梨ワイナリー  山梨県

奨励 ふらのワイン ツバイゲルトレーベ 2002 2002 富良野市ぶどう果樹研究所 北海道

奨励 2004 木樽熟成 赤 2004 北海道ワイン（株） 北海道

奨励 グランポレール 長野古里ぶどう園メルロー 2005 サッポロワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県

奨励 
シャトーシャルマン カベルネ・フラン 2005 プレミアム 

無濾過 
2005 江井ヶ嶋酒造（株）山梨ワイナリー  山梨県

奨励 グレイス カベルネソーヴィニヨン 2006 2006 中央葡萄酒（株） 山梨県

奨励 北条ワイン ヴィンテージ 赤 2005 北条ワイン醸造所 鳥取県

奨励 エステートゴイチカベルネ 2006 2006 （株）林農園 長野県
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（欧州系品種 赤 続き） 

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

奨励 
シャトーマルス キュベ・プレステージ 

穂坂日之城メルロー2005 
2005 本坊酒造（株）山梨マルスワイナリー 山梨県

奨励 メルロー 赤 2007 イケダワイナリー（株） 山梨県

奨励 ふらのワイン ツバイゲルトレーベ 2000 2000 富良野市ぶどう果樹研究所 北海道

奨励 
サントネージュ エクセラント リミテ 

かみのやま メルロー 2003 
2003 サントネージュワイン（株） 山梨県

奨励 2006 年余市収穫葡萄 樽熟成 ツヴァイゲルト・レーべ 2006 （株）はこだてわいん 北海道
 
 

【カテゴリー：欧州系品種 白】 

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

金＊ ヴィラデストヴィニュロンズリザーブ〈シャルドネ〉2007 2007 （株）ヴィラデストワイナリー 長野県

金 安心院ワイン イモリ谷 シャルドネ 2006 2006 三和酒類（株）安心院葡萄酒工房 大分県

金 菊鹿ナイトハーベスト シャルドネ樽発酵 2007 2007 熊本ワイン（株） 熊本県

銀 シャトーメルシャン 北信シャルドネ 2007 2007 メルシャン（株）メルシャン勝沼ワイナリー 山梨県

銀 麻屋シャルドネ 2006 2006 麻屋葡萄酒（株） 山梨県

銀 プティ グランポレール 北海道ケルナー 遅摘み 2006 サッポロワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県

銀 シャトーメルシャン 長野シャルドネ 2007 2007 メルシャン（株）メルシャン勝沼ワイナリー 山梨県

銀 グランポレール 長野古里ぶどう園シャルドネ 2006 サッポロワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県

銀 龍眼 1994 マンズワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県

銀 シャトーメルシャン 北信シャルドネ 2007 2006 メルシャン（株）メルシャン勝沼ワイナリー 山梨県

銀 NAC シャルドネ［樽熟］ 2007 2007 （株）井筒ワイン 長野県

銀 2007 上和田ピノ・ブラン 2007 高畠ワイン（株） 山形県

銅 
グランポレール 

岡山マスカット・オブ・アレキサンドリア＜薫るブラン＞
2007 サッポロワイン（株）岡山ワイナリー 岡山県

銅 塩尻 信州シャルドネ 2006 2006 サントリー（株）塩尻ワイナリー 長野県

銅 シャルドネ七俵地畑収穫 2007 （株）山梨ワイン 山梨県

銅 安心院葡萄酒工房 シャルドネ リザーブ 2007 2007 三和酒類（株）安心院葡萄酒工房 大分県

銅 プティ グランポレール 長野シャルドネ 2007 サッポロワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県

銅 2006 北海道 ケルナー 2006 北海道ワイン（株） 北海道

銅 プティ グランポレール 北海道ケルナー・辛口 2006 サッポロワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県

銅 Delian Colline Selection d'or （白） 2004 2004 大和葡萄酒（株）四賀ワイナリー 長野県

銅 ポレール 自園シャルドネ樽発酵 2007 サッポロワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県

銅 芳醇醸造ミュラー・トゥルガウ 2007 （株）はこだてわいん 北海道

銅 Domaine Sogga Chardonnay Private Reserve 2006 小布施ワイナリー 長野県

銅 古代竜眼 2007 2007 大和葡萄酒（株）四賀ワイナリー 長野県

銅 下北ワイン Sarah 2007 （有）サンマモルワイナリー 青森県
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（欧州系品種 白 続き） 

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

銅 ふらのワイン ミュラートゥルガウ 2007 2007 富良野市ぶどう果樹研究所 北海道

銅 2006 葡萄作りの匠 北島秀樹 ケルナー 2006 北海道ワイン（株） 北海道

銅 
サントネージュ エクセラント リミテ 

かみのやま佐竹畑収穫 シャルドネ 2006 
2006 サントネージュワイン（株） 山梨県

銅 2006 Sauvignon Blanc Premier 2006 （株）あづみアップルスイス村ワイナリー 長野県

銅 TOMOE Chardonnay 樽発酵 2007 2007 （株）広島三次ワイナリー 広島県

銅 2006 鶴沼 バッカス 2006 北海道ワイン（株） 北海道

銅 Obuse Blanc  2007 小布施ワイナリー 長野県

銅 2007 ケルナー 2007 天橋立ワイン（株） 京都府

銅 
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 2007 
2007 本坊酒造（株）山梨マルスワイナリー 山梨県

銅 Domaine Sogga Chardonnay  2e 2006 小布施ワイナリー 長野県

銅 RICCA バッカス 2006 2006 （株）宝水ワイナリー 北海道

銅 2006 北海道 ミュラー・トゥルガウ 2006 北海道ワイン（株） 北海道

銅 シャトーメルシャン 長野シャルドネ 2006 2006 メルシャン（株）メルシャン勝沼ワイナリー 山梨県

銅 KISS KIKKA シャルドネ 2007 熊本ワイン（株） 熊本県

銅 安心院葡萄酒工房 シャルドネ 2007 2007 三和酒類（株）安心院葡萄酒工房 大分県

銅 善光寺北原 サドヤ農場 2004 セミヨン 2004 （株）サドヤ 山梨県

銅 2006 高畠シャルドネ樽発酵 ナイトハーベスト 2006 高畠ワイン（株） 山形県

銅 奥出雲ワイン シャルドネアンウッディッド 2007 2007 （有）奥出雲葡萄園 島根県

奨励 桔梗ヶ原シャルドネ 2007 2007 （株）林農園 長野県

奨励 北ワイン ケルナー 辛口 2006 2006 中央葡萄酒（株） 北海道

奨励 エステートゴイチシャルドネ 2006 2006 （株）林農園 長野県

奨励 TOMOE Chardonnay 新月 2007 2007 （株）広島三次ワイナリー 広島県

奨励 シャトージュン シャルドネ 2007 2007 シャトージュン（株） 山梨県

奨励 
サントネージュ エクセラント リミテ 

かみのやま佐竹畑収穫 シャルドネ 2005 
2005 サントネージュワイン（株） 山梨県

奨励 丹波ピノブラン 2007 丹波ワイン（株） 京都府

奨励 Domaine Sogga Chardonnay  Murasaki Vineyard 2006 小布施ワイナリー 長野県

奨励 飛鳥シャルドネ 2005 2005 飛鳥ワイン（株） 大阪府

奨励 
サントネージュ エクセラント リミテ 

かみのやま奈良崎畑収穫 シャルドネ 2005 
2005 サントネージュワイン（株） 山梨県

奨励 2007 シャルドネ アンフィルタード 2007 （有）都農ワイン 宮崎県
     

     

【カテゴリー：国内改良等品種 赤】 

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

銀＊ 
プティ グランポレール 

岡山マスカットベリーA 樽熟成 
2007 サッポロワイン（株）岡山ワイナリー 岡山県
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（国内改良等品種 赤 続き） 

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

銀 JAPANESES STYLE WINE マスカットベリーA 2006 アルプスワイン（株） 山梨県

銀 
シャトーマルス マスカット・ベリーA コールドマセレ

ーション 2006 
2006 本坊酒造（株）山梨マルスワイナリー 山梨県

銀 ロリアン セラーマスター マスカットベリーA 2007 2007 白百合醸造（株） 山梨県

銅 岩の原 ワイン 雪室熟成 2005 （赤） 2005 （株）岩の原葡萄園 新潟県

銅 グランポレール キュヴェセレクション ルージュ 2005 サッポロワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県

銅 ミュゼドゥヴァン松本平ブラッククイーン 2006 2006 （株）アルプス 長野県

銅 フジクレールルージュ 2007 フジッコワイナリー（株） 山梨県

銅 2006 ルバイヤートマスカットベリーA 樽貯蔵 2006 丸藤葡萄酒工業（株） 山梨県

銅 樽熟成 マスカットベリーA 2007 2007 盛田甲州ワイナリー（株） 山梨県

銅 マスカット・ベリーA 2007 2007 （株）島根ワイナリー 島根県

銅 
シャトーマルス・プレステージ 

甕仕込みマスカット・ベリーA 2007 
2007 本坊酒造（株）山梨マルスワイナリー 山梨県

銅 AW プラチナコレクション マスカットベリーA 2007 2007 アルプスワイン（株） 山梨県

銅 富士の夢 2007 2007 スズラン酒造工業（有） 山梨県

銅 岩の原 ワイン 深雪花 （赤） NV （株）岩の原葡萄園 新潟県

銅 ジャパネスク下岩崎 2006（赤） 2006 フジッコワイナリー（株） 山梨県

銅 南野呂 マスカットベイリーA 2007 （株）ルミエール 山梨県

銅 シャトーマルス・プレステージ 甲斐ノワール 2005 2005 本坊酒造（株）山梨マルスワイナリー 山梨県

銅 ひるぜん［赤］ 2005 ひるぜんワイン（有） 岡山県

銅 山葡萄［赤］ 2006 2006 ひるぜんワイン（有） 岡山県

銅 アリカント 2007 アルプスワイン（株） 山梨県

奨励 2007 Noto Wine ヤマソーヴィニヨン 2007 能登ワイン（株） 石川県

奨励 岩の原 ワイン マスカット・ベーリーA 2006 （赤） 2006 （株）岩の原葡萄園 新潟県

奨励 熊本ワイン マスカット・ベリーA 赤・辛口 2007 熊本ワイン（株） 熊本県

奨励 信州駒ヶ原 ヤマソービニオン 2007 2007 本坊酒造（株）信州ファクトリー 長野県

奨励 秩父ワイン限定赤 2002 （有）秩父ワイン 埼玉県

奨励 フォーレ 赤 2006 葛巻高原食品加工（株） 岩手県

 

 

【カテゴリー：国内改良等品種 白】 

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

銀＊ 神戸 押部谷ぶどう園 セイベル 9110 2007 （財）神戸みのりの公社 神戸ワイナリー 兵庫県

銀 五月長根葡萄園 2007 2007 （株）エーデルワイン 岩手県

銅 TOMOE Muscat of Alexiandria×Red peal 2007 2007 （株）広島三次ワイナリー 広島県

銅 
月山ワイン ソレイユ・ルバン Seibel シュール・リー

2007 
2007

庄内たがわ農業協同組合 

月山ワイン山ぶどう研究所 
山形県
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（国内改良等品種 白 続き） 

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

銅 月のセレナーデ 白 2004 （株）エーデルワイン 岩手県

奨励 リースリング 2005 （株）是里ワイン醸造場 岡山県
 

 

【カテゴリー：甲州 辛口タイプ】      

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

金＊ グレイス甲州 2007 2007 中央葡萄酒（株） 山梨県

金 シャトーメルシャン 勝沼甲州 2007 2007 メルシャン（株）メルシャン勝沼ワイナリー 山梨県

金 フジクレール甲州樽発酵 2007 2007 フジッコワイナリー（株） 山梨県

銀 グレイス甲州 茅ヶ岳 2007 2007 中央葡萄酒（株） 山梨県

銀 アルガブランカ クラレーザ ディスティンタメンテ 2007 勝沼醸造（株） 山梨県

銀 鳥居平 甲州シュールリー 2007 （株）シャトレーゼ 勝沼ワイナリー 山梨県

銀 勝沼の甲州 樽熟成 2007 2007 蒼龍葡萄酒（株） 山梨県

銀 テロワール ドゥ 美代咲  2007 2007 笹一酒造（株） 山梨県

銀 
月山ワイン ソレイユ・ルバン 甲州 シュール・リー

2007 
2007

庄内たがわ農業協同組合 

月山ワイン山ぶどう研究所 
山形県

銀 ビンテージ甲州 2007 2007 大和葡萄酒（株）本社 山梨県

銅 鳥居平 甲州樽発酵 2006 （株）シャトレーゼ 勝沼ワイナリー 山梨県

銅 シャンテ Y.A 百農民 2007 （株）ダイヤモンド酒造 山梨県

銅 2007 ルバイヤート甲州シュールリー 2007 丸藤葡萄酒工業（株） 山梨県

銅 ハラモ ヴィンテージ 甲州 樽熟成 2006 2006 原茂ワイン（株） 山梨県

銅 香り甲州 辛口 2007 大泉葡萄酒（株） 山梨県

銅 2006 ルバイヤート甲州樽貯蔵 2006 丸藤葡萄酒工業（株） 山梨県

銅 SORYU Premium 甲州 2007 2007 蒼龍葡萄酒（株） 山梨県

銅 古代甲州 2006 2006 大和葡萄酒（株）本社 山梨県

銅 SORYU 甲州 2007 2007 蒼龍葡萄酒（株） 山梨県

銅 等々力甲州 2005 2005 大和葡萄酒（株）本社 山梨県

銅 プティ グランポレール 山梨甲州樽発酵 2007 サッポロワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県

銅 シュールリー甲州 2007 まるき葡萄酒（株） 山梨県

銅 甲州シュール・リー 2007 マンズワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県

銅 オーク樽出し甲州 2007 2007 モンデ酒造（株） 山梨県

銅 ハラモ ヴィンテージ 甲州 シュール・リー 2007 2007 原茂ワイン（株） 山梨県

銅 ハラモ ワイン 甲州種 2007 原茂ワイン（株） 山梨県

銅 グレイス甲州 菱山畑 2007 2007 中央葡萄酒（株） 山梨県

銅 グレイス グリド甲州 2007 2007 中央葡萄酒（株） 山梨県

銅 プティ グランポレール 山梨甲州辛口・穂坂収穫 2007 サッポロワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県
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（甲州 辛口タイプ 続き）    

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

銅 微睡（まどろみ） 2006 2006 大和葡萄酒（株）本社 山梨県

銅 麻屋甲州特別限定醸造 2007 2007 麻屋葡萄酒（株） 山梨県

銅 秩父ワインGKT 白 2006 （有）秩父ワイン 埼玉県

銅 ソレイユ甲州 2007 2007 旭洋酒（有） 山梨県

銅 樽熟甲州 2007 イケダワイナリー（株） 山梨県

銅 樽熟甲州 2006 まるき葡萄酒（株） 山梨県

銅 鳥居平 甲州樽発酵 2005 （株）シャトレーゼ 勝沼ワイナリー 山梨県

銅 フジクレール甲州シュールリー2007 2007 フジッコワイナリー（株） 山梨県

銅 甲州冷凍凝縮仕込 辛口 2007 2007 モンデ酒造（株） 山梨県

銅 プティ グランポレール 山梨甲州辛口 2007 サッポロワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県

奨励 シャンテ Y.A アマリージョ 2007 （株）ダイヤモンド酒造 山梨県

奨励 甲州シュール・リー2007 2007 盛田甲州ワイナリー（株） 山梨県

奨励 甲州ヴェルディーニョ 2007 2007 本坊酒造（株）山梨マルスワイナリー 山梨県

奨励 グレイス樽甲州 2006 2006 中央葡萄酒（株） 山梨県

奨励 甲州古酒 2002 2002 大和葡萄酒（株）本社 山梨県
   

   

【カテゴリー：甲州 中口・甘口タイプ】      

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

銀＊ SORYU RESERVE 甲州 2006 2006 蒼龍葡萄酒（株） 山梨県

銅 フジクレール甲州樽熟成甘口 2005 2005 フジッコワイナリー（株） 山梨県

銅 フジクレール甲州樽熟成甘口 2006 2006 フジッコワイナリー（株） 山梨県

銅 グランポレール 山梨勝沼甲州遅摘み・辛口 2006 サッポロワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県

銅 プティ グランポレール 山梨甲州フリーラン 2007 サッポロワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県

銅 サントネージュ  甲州 冷凍果汁仕込み 2007 2007 サントネージュワイン（株） 山梨県

銅 香り甲州 2007 大泉葡萄酒（株） 山梨県

奨励 甲州樽発酵 2007 2007 木下商事（株）シャトー酒折ワイナリー 山梨県

奨励 ロリアン 甲州 2nd  2007 2007 白百合醸造（株） 山梨県

奨励 フォーシーズンズ 2007 （株）山梨ワイン 山梨県

奨励 ソラリス古酒甲州 1997 マンズワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県
     

    

【カテゴリー：北米系等品種 赤】      

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

銅 キャンベル・アーリーしばれづくり 2007 （株）はこだてわいん 北海道

奨励 あじろん甘口 2007 （株）山梨ワイン 山梨県
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【カテゴリー：:北米系等品種 白】      

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

銀＊ 熊本ワイン ナイアガラ 白・甘口 2007 熊本ワイン（株） 熊本県

銀 2007 おたる 完熟ナイヤガラ 2007 北海道ワイン（株） 北海道

銀 2007 おたる 特撰ナイヤガラ 2007 北海道ワイン（株） 北海道

銅 ナイアガラ 2007 （株）エーデルワイン 岩手県

銅 五ヶ瀬ワイン ナイアガラ 2007 五ヶ瀬ワイナリー（株） 宮崎県

銅 2007 おたる ナイヤガラ 2007 北海道ワイン（株） 北海道

銅 かんろ ナイアガラ 2007 （株）エーデルワイン 岩手県

銅 ナイアガラ しばれづくり 2007 （株）はこだてわいん 北海道

銅 綾ワイン ナイヤガラ 2007 雲海酒造（株）綾ワイナリー 宮崎県

銅 五ヶ瀬ワイン 五ヶ瀬白滝 2006 五ヶ瀬ワイナリー（株） 宮崎県

     

          

【カテゴリー：欧州・国内改良品種等ブレンド 赤】      

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

銀＊ シャトーマルス カベルネ・ベリーA 穂坂収穫 2007 2007 本坊酒造（株）山梨マルスワイナリー 山梨県

銅 
シャトーメルシャン 無濾過 
メルロー＆マスカットベリーA 2006 

2006 メルシャン（株）メルシャン勝沼ワイナリー 山梨県

銅 ASSEMBLAGE  Type R 2007 アルプスワイン（株） 山梨県

銅 登美の詩 マスカット・ベーリーA＆メルロ NV サントリー（株）登美の丘ワイナリー 山梨県

銅 シャトーメルシャン ジェイ・フィーヌ（J-fine） 2006 2006 メルシャン（株）メルシャン勝沼ワイナリー 山梨県

銅 五ヶ瀬ワイン 赤 2006 2006 五ヶ瀬ワイナリー（株） 宮崎県

銅 ルミエール イストワール 2005 （株）ルミエール 山梨県

奨励 香り立つ生ワイン赤辛口 2006 北海道ワイン（株） 北海道

奨励 ルミエール イストワール 2004 （株）ルミエール 山梨県
    

    

【カテゴリー：欧州・国内改良品種等ブレンド 白】 

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

銀＊ シャトーメルシャン 無濾過 シャルドネ＆甲州 2007 2007 メルシャン（株）メルシャン勝沼ワイナリー 山梨県

銅 ロリアン アッサンブラージュ 2007 2007 白百合醸造（株） 山梨県

銅 ふらのワイン バレルふらの 2006 2006 富良野市ぶどう果樹研究所 北海道

銅 ドメーヌ 久 KOSYU・PINONO 2007 2007 （株）勝沼 ドメーヌ久 山梨県
 

 

【カテゴリー：極甘口】 

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

金＊ The Goichi Kifu 1999 1999 （株）林農園 長野県
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（極甘口 続き） 

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

金 ソラリス信濃リースリング・クリオ・エクストラクション 2006 マンズワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県

銀 グランポレール 長野古里ぶどう園貴腐 2006 サッポロワイン（株）勝沼ワイナリー 山梨県

銀 氷果の雫ナイアガラ 2007 （株）林農園 長野県

銀 熊本シャルドネ低温抽出［極上甘口］ 2007 熊本ワイン（株） 熊本県

銀 W しばれわいん 2007 2007 （株）はこだてわいん 北海道

銅 2007 アイスエッセンス氷の妖精 白 2007 （有）朝日町ワイン 山形県

銅 氷果の雫コンコード 2006 （株）林農園 長野県

銅 氷熟コンコード 2005 （株）アルプス 長野県

銅 紅氷華 2007 熊本ワイン（株） 熊本県

銅 氷熟ナイアガラ 2005 （株）アルプス 長野県

銅 ナイアガラ 冷凍果汁仕込 2007 2007 （株）エーデルワイン 岩手県

銅 ピオーネの雫 2007 ひるぜんワイン（有） 岡山県

    

【カテゴリー：ロゼ】      

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

銀＊ 2007 マスカットブラッシュ 2007 （有）朝日町ワイン 山形県

銀 朝日町ワイン ロゼ 2007 （有）朝日町ワイン 山形県

銅 
2007 MUSUCATBAILEY-A ROSE 
マスカットベリーA（ロゼ） 

2007 能登ワイン（株） 石川県

銅 ナドーレ ロゼ 2007 葛巻高原食品加工（株） 岩手県

銅 マスカットベリーA (ロゼ)甘口 2007 2007 （株）紫波フルーツパーク 岩手県

銅 ミュゼドゥヴァン塩尻メルロー（ロゼ）2007 2007 （株）アルプス 長野県

銅 ふらのワイン ソレイユ 2007 富良野市ぶどう果樹研究所 北海道

奨励 フォーレ ロゼ 2007 葛巻高原食品加工（株） 岩手県

 

【カテゴリー：スパークリング】      

賞名 銘  柄 
醸造

年 
会社名等 醸造地

銀＊ メルシャン 穂坂のあわ 2007 2007 メルシャン（株）メルシャン勝沼ワイナリー 山梨県

銅 安心院スパークリングワイン NV 三和酒類（株）安心院葡萄酒工房 大分県

銅 北海道 ケルナー スパークリング 2006 北海道ワイン（株） 北海道

銅 メルシャン 勝沼のあわ 2007 2007 メルシャン（株）メルシャン勝沼ワイナリー 山梨県

銅 スパークリングワイン キャンベル・アーリー ロゼ 2007 （有）都農ワイン 宮崎県

銅 アルガブランカ ブリリャンテ 2005 勝沼醸造（株） 山梨県

奨励 
キングセルビー ジャパニーズ スパークリング 

デラウェア 750ml 
2007 カタシモワインフード（株） 大阪府

奨励 おたる ナイヤガラ スパークリング 2007 北海道ワイン（株） 北海道
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