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「日本ワイナリーアワード®」とは

審査方法（2022年）

消費者がワインを愉しむ際の一助となることを願い、
高品質な日本ワインを造るワイナリーを表彰・発信していく取り組みです。
当アワードでは、ワインの個別銘柄を審査対象とするのではなく、

消費者が分かりやすく入手しやすくなるよう、ワイナリーそのものを審査対象としています。

審査員が対象となるワイナリーから評価に値するワイナリーを厳選し、
全国区審査員全員で毎年協議し、決定する。

・赤や白などスタイル別で品質にばらつきはないか
・収穫年に左右されず品質の安定感があるか
・コストパフォーマンスに優れているか

・複雑性、濃縮感などのバランスに優れ、高貴さを持つか
・テロワールを表現できているか
・ワインが一貫して個性を持っているか　など

審査基準

全国審査員5名／地方区審査員10名。世界各地のワインに精通するのみならず、

原則10年以上にわたり下記の条件のいずれかに該当する者とする。

【1】日本ワインを広く取り扱う酒販店の代表または仕入れ担当者
【2】日本ワインを広く取り扱う飲食店の代表または仕入れ担当者
【3】日本ワインに関する著作・記事のある者

審査員

日本の自然の恵みと、造り手の思いが詰まった日本ワイン。

その一本一本が、テロワール（気候風土）や人となりを雄弁に語っています。

どれもユニークなものだからこそ、

どのワイナリーのワインを選ぶかはとても難しい選択です。

消費者のみなさんが、ワインを愉しむ一助となることを願い、

ここに優れた品質のワインをうみだすワイナリーを表彰します。
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詳しくはこちらのオフィシャルWEBサイトをご確認ください。
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名誉審議会委員

遠藤利三郎（ワイン評論家）
石井もと子、小山良太、樋口真一郎、藤森真、矢澤徳久、丹羽規子、
藤井敏彦、横山広信、五味丈美、新田正明、長谷部賢、北村秀雄、
花岡純也、小野祐香理、安部雄一郎
寳井英晴（株式会社 蛇の市本店 5代目 ／ 日本橋三四四会 第19代会長）
磯橋輝彦（株式会社 嵐山辨慶 代表取締役 ／ 京都料理芽生会会長）
アンソニー・ローズ

【協賛企業】 【後援】
農林水産省が進める国産農林水産物の
消費拡大に向けた国民運動「フード・アクション・ニッポン」の
推進パートナーに登録しています。

審査対象は原則として設立より5年以上経過した国内ワイナリーとする。 2022年は、327場が対象。

※ワイン用の良質なぶどうを収穫できるのは、ぶどうを植えてより最低3年後と言われており、さらに醸造したワインの熟成期間も考慮し、植え付けより5年以上とする。

※同一法人で複数の醸造施設を持つワイナリーは、基本一つのワイナリーとして考える。また同一資本だが別個の法人である場合は、基本的にそれぞれが独立したワイナリーと考える。 

※委託醸造ワイナリーについては、5年以上の生産歴があり最新のヴィンテージで年間1,000本（750ml換算）以上生産しているワイナリーを審査対象とする。

審査対象
®



 日本ワイナリーアワード  2022 受賞ワイナリー®

～日本全国の対象ワイナリー 327 場から 211 場を表彰～

場

多くの銘柄・ヴィンテージにおいて
傑出した品質のワインをうみだすワイナリー

全般的に良質で安定感があり、銘柄やヴィンテージに
よっては傑出したワインをうみだすワイナリー

安定感がありほとんどのワインが良質で
安心して購入できるワインをうみだすワイナリー

評価に値する個性あるワインをうみだすワイナリー
※コニサー(connoisseur)：玄人、鑑定家、目利き。専門家が選んだ個性が光る

これからに着目したいワイナリーが「コニサーズワイナリー」。

16 場60

場48場87

★★★★★
□ドメーヌ・タカヒコ
□山﨑ワイナリー
★★★★
□キャメルファーム
□KONDOヴィンヤード
□千歳ワイナリー
□10Rワイナリー 上幌ワイン
□ナカザワヴィンヤード
□農楽蔵
□平川ワイナリー
□北海道ワイン
□モンガク谷ワイナリー
□ル・レーヴ・ワイナリー

★★★
□イレンカ
□奥尻ワイナリー
□OSAワイナリー
□さっぽろ藤野ワイナリー
□森臥
□TAKIZAWA WINERY
□多田ワイン
□月浦ワイナリー
□十勝ワイン
□Domaine Atsushi Suzuki
□ドメーヌモン
□DOMAINE YUI
□NIKI Hills ワイナリー

□登醸造
□ふらのワイン
□宝水ワイナリー
□松原農園
□宮本ヴィンヤード
□リタファーム＆ワイナリー
コニサーズワイナリー
□あいざわ農園合同会社
□はこだてわいん
□ばんけい峠のワイナリー
□ベリーベリーファーム＆ワイナリー仁木

★★★★★
□勝沼醸造
□機山洋酒工業
□Kisvin ワイナリー
□サントリーワイン
　インターナショナル
□シャトー・メルシャン
□ダイヤモンド酒造
□中央葡萄酒
□丸藤葡萄酒工業
★★★★
□アルプスワイン
□奥野田葡萄酒醸造
□金井醸造場
□くらむぼんワイン
□グランポレール
□シャトー酒折ワイナリー
□シャトージュン
□シャトレーゼベルフォーレ
　ワイナリー勝沼ワイナリー
□白百合醸造
□ソレイユワイン

□ドメーヌ・ミエ・イケノ
□中原ワイナリー ドメーヌ・オヤマダ
□原茂ワイン
□フジッコワイナリー
□MGVsワイナリー
□まるき葡萄酒
□マルスワイン
□マンズワイン
□ルミエール
★★★
□麻屋葡萄酒
□イケダワイナリー
□江井ヶ嶋酒造
□塩山ワイン
□甲斐ワイナリー
□Cantina Hiro
□駒園ヴィンヤード
□笹一酒造
□サドヤ
□サントネージュワイン
□三養醸造
□敷島醸造

□シャンモリワイン
□蒼龍葡萄酒
□ドメーヌ茅ヶ岳
□ドメーヌQ
□Domaine des Tengeijis
□ドメーヌヒデ
□ボーペイサージュ
□室伏ワイナリー
□モンデ酒造
□大和葡萄酒
□若尾果樹園
コニサーズワイナリー
□新巻葡萄酒
□岩崎醸造
□ヴィンヤード・キクシマ
□大泉葡萄酒
□北野呂醸造
□四恩醸造
□シャトー勝沼
□ドメーヌ・ジンワイナリー
□ラベルヴィーニュ
□ワイナリーCasa　Watanabe

★★★★
□SAYS FARM（富山県）
□丹波ワイン（京都府）
□カタシモワインフード（大阪府）
□仲村わいん工房（大阪府）

★★★
□能登ワイン（石川県）
□ヒトミワイナリー（滋賀県）
□栗東ワイナリー（滋賀県）
□島之内フジマル醸造所（大阪府）
コニサーズワイナリー
□金沢ワイナリー（石川県）

□ハイディワイナリー（石川県）
□國津果實酒醸造所（三重県）
□uni（兵庫県）
□神戸ワイナリー（兵庫県）
□木谷ワイン（奈良県）

※五十音順で掲載しています。※一部ワイナリーについては、通称名で表記しています。※複数のワイナリーを所有する企業については、主要な所在地に分類しています。

★★★★★
□安心院葡萄酒工房 (大分県 )
★★★★
□奥出雲葡萄園（島根県）
□島根ワイナリー（島根県）
□広島三次ワイナリー（広島県）
□菊鹿ワイナリー・
　熊本ワイン（熊本県）

□都農ワイン（宮崎県）
★★★
□ホージョーワイン（鳥取県）
□ドメーヌ・TETTA（岡山県）
□ラ・グランド・コリーヌ・
　ジャポン（岡山県）
□香月ワインズ (香川県 )

コニサーズワイナリー
□コルトラーダ（岡山県）
□ひるぜんワイナリー（岡山県）
□Vinoble Vineyard & Winery（広島県）
□福山わいん工房（広島県）
□大三島みんなのワイナリー（愛媛県）
□久住ワイナリー（大分県）
□都城ワイナリー（宮崎県）

★★★★★
□小布施ワイナリー
□Kido ワイナリー
★★★★
□安曇野ワイナリー
□アルプス
□井筒ワイン
□ヴィラデストワイナリー
□cave hatano
□楠わいなりー
□五一わいん
□サンクゼール
□サンサンワイナリー
□信州たかやまワイナリー
□ファンキー・シャトー
□リュードヴァン

★★★
□アルカンヴィーニュ
□いにしえの里葡萄酒
□Vin d’ Omachi Ferme36
□Vino della Gatta SAKAKI
□カンティーナ・リエゾー
□ジオヒルズワイナリー
□シクロヴィンヤード
□スイス村ワイナリー
□たかやしろファーム
□テールドシエルワイナリー
□ドメーヌ・ナカジマ
□ナゴミ・ヴィンヤーズ
□ノーザンアルプスヴィンヤード
□はすみふぁーむ

□Hikaru Farm
□ぼんじゅーる農園
□山辺ワイナリー
□Le Milieu
コニサーズワイナリー
□アトリエ・デュ・ヴァン
□ANNE WINERY
□VOTANO WINE
□ガクファーム・アンド・ワイナリー
□塩尻志学館高校
□信濃ワイン
□信州まし野ワイン
□大池ワイン
□たてしなップルワイナリー
□ベリービーズワイナリー

★★★★
□ココ・ファーム・
　ワイナリー（栃木県）
□秩父ワイン（埼玉県）
□中伊豆ワイナリー
　シャトー T.S（静岡県）

★★★
□つくばワイナリー（茨城県）
□Cfa Backyard Winery（栃木県）
□Nasu Wine （栃木県）
□東京ワイナリー (東京都 )

□葡蔵人～BookRoad～（東京都）
□アズッカ エ アズッコ（愛知県）
コニサーズワイナリー
□兎田ワイナリー（埼玉県）
□武蔵ワイナリー（埼玉県）

★★★★★
□酒井ワイナリー (山形県 )
□高畠ワイナリー (山形県 )
□タケダワイナリー (山形県 )
★★★★
□岩手くずまきワイン（岩手県）
□エーデルワイン（岩手県）
□朝日町ワイン（山形県）
□月山ワイン
　山ぶどう研究所（山形県）
□蔵王ウッディファーム（山形県）
□岩の原葡萄園（新潟県）
□フェルミエ（新潟県）

★★★
□サンマモルワイナリー（青森県）
□神田葡萄園（岩手県）
□自園自醸ワイン紫波（岩手県）
□高橋葡萄園（岩手県）
□Fattoria AL FIORE（宮城県）
□Yellow Magic Winery（山形県）
□大浦葡萄酒（山形県）
□月山トラヤワイナリー（山形県）
□グレープリパブリック（山形県）
□ベルウッドヴィンヤード
　ワイナリー（山形県）
□カーブドッチ・
　ワイナリー（新潟県）

□胎内高原ワイナリー（新潟県）
□ルサンクワイナリー（新潟県）
コニサーズワイナリー
□ファットリア・
　ダ・サスィーノ（青森県）
□秋保ワイナリー（宮城県）
□了美 vineyard and winery（宮城県）
□佐藤ぶどう酒（山形県）
□シャトーモンサン（山形県）
□ホッカワイナリー（山形県）
□いわきワイナリー（福島県）
□カンティーナ・ジーオセット（新潟県）
□ドメーヌ・ショオ（新潟県）


