
第2回 SAKURA Japan Women's Wine Awards 受賞結果　2015年2月14日

受賞
生産国名：日本

語
地域名：日本語

Wine 

Category
ワイナリー名 ワイン名

ヴィンテージ

年
主品種

ボトル

容量
価格帯 輸入会社名　 ワインNO.

DG ポルトガル ダン 赤 キンタ デ レモス ティンタ ロリス 2006 Tempranillo 750 A --- 0804

DG ポルトガル ダン 赤 キンタ デ レモス ハエン 2007 Jaen 750 B --- 0805

DG ポルトガル ドウロ 酒精強化 ラモス ピント キンタ ド ボム レティロ ポート 20 Years N.V. Touriga Franca 750 A エノテカ株式会社 2604

DG ポルトガル ドウロ 赤 オルタ オソリオ ワインズ H.O. リザーブ 2012 Old Wines 750 B --- 3318

DG ポルトガル マデイラ 酒精強化 ヴィニョス バーベイト マデイラ ティンタ・ネグラ コリェイタ 1997 Tinta Negra 750
C

木下インターナショナル株式会社 0777

DG ポルトガル ミーニョ 白 ソアリェイオ ソアリェイオ 2014 Albariño 750
D

木下インターナショナル株式会社 0798

DG ポルトガル 甘口 ポルト レクウア ピインホス ポルト レクウア トゥワニイ N.V. Touriga Nacional 750
C

リンベル株式会社 1275

G ポルトガル アレンテージョ 白 エルダーデ ドス グロウス エルダーデ ドス グロウス ホワイト リゼルバ 2013 Antão vaz 750 C 株式会社　岸本 0595

G ポルトガル アレンテージョ 赤 エルダーデ ドス コエルアイロス タパダ デ コエレイオス 2010 Cabernet Sauvignon 750 B --- 1882

G ポルトガル タヴォラ=ヴァローザ スパークリング コーペラティヴァ アグリッコラ ド タヴォラ テラス・ド・デモ・トゥーリガ・ナシオナル・ブルット N.V. Touriga Nacional 750 D 株式会社メルカード・ポルトガル 2907

G ポルトガル ドウロ 酒精強化 アデガ デ ファヴァイオス モスカテル 10 アニョス N.V. Muscat Blanc a Petits Grains750 B --- 0062

G ポルトガル ドウロ 甘口 キンタ ダ セケイラ キンタ ダ セケイラ レイト ハーベスト ホワイト 2012 Malvasia Fina 375 C 株式会社メルカード・ポルトガル 0361

G ポルトガル ドウロ 赤 オルタ オソリオ ワインズ アチャド 2012 Touriga Franca 750 D --- 3320

G ポルトガル バイラーダ スパークリング ワイン ウィズ スピリット バスタ！ 2013  750 C オアシス株式会社 2571

G ポルトガル バイラーダ 赤 マルケス デ マリアルヴァ レッド ワイン マルケス デ マリアルヴァ バガ レセルバ 2010 Baga 750 C 株式会社ワインプレスインターナショナル 3313

G ポルトガル ベイラス 赤 ルイス パト ヴィーニャ パン 2010 Baga 750 B 木下インターナショナル株式会社 0674

G ポルトガル
ペニンシュラ・デ・セ

トゥーバル
酒精強化 ジョゼ マリア ダ フォンセカ アランブレ モスカテル デ セトゥーバル 2008 Moscatel de Setúbal 750 F 有限会社　播磨屋 0467

G ポルトガル
ペニンシュラ・デ・セ

トゥーバル
酒精強化 ジョゼ マリア ダ フォンセカ アランブレ モスカテル デ セトゥーバル ２１年 N.V. Moscatel de Setúbal 500 C 有限会社　播磨屋 0468

G ポルトガル マデイラ 酒精強化 ブランディーズ マデイラ セルシアル 5年 N.V. Sercial/Cercial 750
C

木下インターナショナル株式会社 0779

G ポルトガル マデイラ 酒精強化 ブランディーズ マデイラ ブアル 5年 N.V. Boal/Bual 750
C

木下インターナショナル株式会社 0780

G ポルトガル ミーニョ 白 キンタ デ パッソス カーザ ド カピタン モール アルヴァリーニョ 2013 Alvarinho 750 D 株式会社メルカード・ポルトガル 2897

G ポルトガル ミーニョ 白 アデガ コーペラティヴァ デ ギイマラインス プラサ・デ・サンティアーゴ・ヴィーニョ・ヴェルデ 2013 Loureiro 750 E 株式会社メルカード・ポルトガル 2905

G ポルトガル リスボン 赤 カーサ サントス リマ グラン パッソ レセルバ レッド 2012 Touriga Nacional 750 E 株式会社都光酒販 1940

S ポルトガル アレンテージョ 赤 モンテ ダ ラヴァスクエイラ モンテ ダ ラバスケイラ レゼルバ レッド 2012 Touriga Nacional 750 C 荒井商事株式会社 0170

S ポルトガル アレンテージョ 赤 エルダーデ ドス コエルアイロス エンカンテ リザーブ 2012 Merlot 750 C --- 1883

S ポルトガル アレンテージョ 赤 アデガ デ ボルバ アデガ デ ボルバ レゼルバ 2011 Aragonez 750 C 有限会社　播磨屋 2480

S ポルトガル アレンテージョ 赤 アデガ デ ボルバ アデガ デ ボルバ プレミアム 2011 Trincadeira 750 C 有限会社　播磨屋 2481

S ポルトガル
ペニンシュラ・デ・セ

トゥーバル
赤 ジョゼ マリア ダ フォンセカ ペリキータ レゼルバ 2012 Castelão 750 D 有限会社　播磨屋 0466

S ポルトガル マデイラ 酒精強化 ヴィニョス バーベイト マデイラ セルシアル 10年 N.V. Sercial/Cercial 750
B

木下インターナショナル株式会社 0776

S ポルトガル マデイラ 酒精強化 ヴィニョス バーベイト マデイラ マルヴァジア コリェイタ 2002 Malvasia/Malmsey 500
B

木下インターナショナル株式会社 0778

S ポルトガル マデイラ 酒精強化 ジャスティノズ マデイラ イースト インディア マデイラ オールド レゼルヴァ 10イヤーズ オールド ファイン リッチN.V. Tinta Negra 750 サントリースピリッツ株式会社 2437

S ポルトガル ミーニョ スパークリング ヴィニョス ボルゲス ガタオ スパークリングワイン レゼルバ ミディアムードライ N.V. Gouveio 750
D

木下インターナショナル株式会社 0797

S ポルトガル ミーニョ 白 エステ エステ ホワイト 2014 Loureiro 750 D --- 3327

S ポルトガル ミーニョ 白 キンタ デ パッソス カーザ ド カピタン モール アルヴァリーニョ レゼルヴァ 2013 Alvarinho 1500 C 株式会社メルカード・ポルトガル 2898

S ポルトガル リスボン 赤 カーサ サントス リマ ラブ レッド 2013 Castelão 750 F 株式会社メルカード・ポルトガル 1932

S ポルトガル ロゼ マテウス マテウス ロゼ オリジナル N.V. Baga 750 F サントリーワインインターナショナル株式会社 2864
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