＊ワイン コンクールの種類と概要
コンクール名
ＩＧＰ ワイン コンクール
Concours National des Vins IGP
インターナショナル ワイン
チャレンジ
International Wine Challenge
ヴィナリス インターナショナル
Vinalies Internationales

ヴィニタリー ５ツ星ワイン
Vinitaly 5 Star Wine

ヴィニタリー 国際ワインコンクール
Vinitaly Concorso Enologico Internazionale

ヴィニュロン アンデパンダン
コンクール
Vignerons Independant Concours
オランジュ ワイン コンクール
Concours Vins Orange

ガンベロ ロッソ オスカー賞
Gambero Rosso OscarBerebene
コープ ワイン コンクール
Vins de la Cooperation

国際スパークリングワインコンクール
Effervescents du Monde

コルマール ワイン コンクール
Colmar Concours Vin d'Alsace

サクラ ワイン アワード
Sakura Woman's Wine Award
サンフランシスコ
国際ワインコンクール
San Francisco
International Wine Competition
シャルドネ デュ モンド
Chardonnay du Monde

＊出品数及び金賞の比率は近年の結果を基に明記しています。
メダル画像

コンクールの概要
南フランスのニーム市で毎年開催されるＩＧＰ（地酒）
ワインの公式コンクール。生産者や醸造家、ソムリエ等
が審査員となり７００アイテム以上のワインを評価す
る。出品数に対して金賞は約１５％内外。
イギリスの首都ロンドンで毎年開催されるワインの国際
コンクール。近年では、日本酒の部門も設けられプロの
テイスター（マスターオブワインや優秀ソムリエ等）が
審査を行う。１次～２次審査を経て金賞が与えられる。
１９９４年より開催されている国際ワインコンクール。
３千種類ものアイテムが出品され、世界から募ったプロ
の醸造家が審査を行う。より厳格な品質の鑑定が行われ
金賞を受賞するのは僅か２％以下。
イタリアで毎年開催されるイタリアワインを主力とした
最大の展示会。展示会の開催前にプロのテイスターによ
る品評会が行われ、特に優秀なワインと評価されたもの
が５ツ星のワインガイドに掲載される。
イタリアで毎年開催される最大のワインの展示会。開催
前に醸造家やジャーナリスト等の専門家が世界のワイン
を審査、開催時に結果を発表する。３千以上の出品数で
賞状の付与は僅か２％のみ。最優秀賞：Gran Menzione
フランス国内で自社畑でぶどうを栽培し収穫から醸造、
ボトル詰めして出荷するまで全て自ら管理する生産者の
ワインを対象に行われるコンクール。出品数は６千以上
で２千人以上の専門家が審査。金賞は１０％以下。
１９５２年に創設されたフランス、ローヌ地方のワイン
を対象としたコンクール。毎年約３千アイテムの出品数
で、ローヌワインの醸造家やソムリエ等のプロが審査を
行う。出品数に対して金賞は１０％以下。
イタリアで最も権威あるガイド誌【ガンベロ・ロッソ】
が発行するベレベーネ誌。プロのテイスターが審査し、
価格が１３ユーロ以下のコストパフォーマンスに優れた
ワインにオスカー賞が与えられる。
南フランスのワイン生産者組合が開催している品評会。
３０年以上の歴史を誇り、生産者、醸造家、ネゴシアン
やジャーナリストを審査員に迎えブラインドにて評価を
行う。５００種類以上の出品で金賞は約１６％ほど。
２００３年に開始された世界のスパークリングワインを
対象とした品評会。シャンパンを含む６００アイテム以
上の出品があり、世界各国からワインに精通したプロの
テースターが審査を行う。金賞受賞比率は約５％。
フランス、アルザス地方のコルマール市で毎年開催され
るアルザスワインを対象としたワインコンクール。出品
数は、約千アイテムでアルザスワインを専門とするプロ
の審査員が評価する。金賞は出品数の約１８％。
２０１４年から日本（東京）で開始されたプロの女性の
みで審査をするワインコンクール。世界各国から４千以
上のアイテムが出品されソムリエやジャーナリスト等が
ブラインドにて点数評価を行う。金賞比率は約２５％。
１９８０年より開始されたアメリカのサンフランシスコ
で毎年開催される国際ワインコンクール。４千アイテム
以上の出品ワインを専門家が審査を行う。カテゴリー毎
のトップ評価も記載される。金賞の比率は１５％内外。
２００３年より開催ているシャルドネ種のワインのみの
品評会。世界中から６００以上のシャルドネ種のワイン
が出品される。審査員はフランスのみならず世界各国か
らワインの専門家が参加。金賞は僅か５％ほど。

＊ワイン コンクールの種類と概要
コンクール名
シャンパン＆スパークリングワイン
ワールド チャンピオンシップ
Champagne & Sparkling Wine
World Championship
ジルベール＆ガイヤール
Gilbert & Gaillard

パリ農産物コンクール
Concours General Agricole Paris

フェミナリーゼ コンクール
Concours Mondial des Feminalise
ブリュッセル 国際ワインコンクール
Concours Mondial de Bruxelles

ブルゴンディア ドール コンクール
Concours des Burgondia d'Or

ベルリン ワイン トロフィー
Berlin Wine Trophy

ポルトガル ワイン トロフィー
Portugal Wine Trophy

ボルドー コンクール
Concours de Bordeaux
マコン ワイン コンクール
Concours des Grands Vin de Macon

ムンドゥス ヴィーニ
Mundus Vini
ラングドック ルーション
ワイン コンクール
Concours des Grands Vins
du Languedoc Roussillon
リヨン 国際ワイン コンクール
Concours International de Lyon

ワイン スペクテイター（評価点）
Wine Spectator (High Points)

＊出品数及び金賞の比率は近年の結果を基に明記しています。
メダル画像

コンクールの概要
２０１４年にイギリスで開設されたシャンパンとスパー
クリングワインを対象とした国際品評会。２０１９年は
１８カ国から千種類近くの出品があり、専門家の審査に
より有名シャンパンを含む１８５種類に金賞が付与。
１９８９年にフランスのパリで創刊されたワイン専門の
ガイド誌。毎年数回ソムリエを含むプロのテイスターが
出品アイテムを試飲し採点を行う。評価点が８０点以上
を獲得したものに金賞が与えられる。
フランスのパリで毎年開催される農産物を対象とした最
大のコンクール。カテゴリー毎にプロの審査員が配置さ
れ審査を行う。ワインの出品数は１万アイテム以上で、
金賞が与えられるのは全体の８％のみ。
フランスのパリで２００７年から毎年開催されている女
性審査員のみのワインの品評会。ワインの業界から選ば
れたプロの女性（ソムリエ、醸造家、業界関係者等）で
４千種以上のワインを採点、金賞の付与は５％以下。
１９９５年にベルギーの首都ブリュッセルで創設された
国際ワインコンクール。世界５０カ国より９千アイテム
以上が出品され醸造家やソムリエ、ジャーナリスト等で
審査を行う。金賞は５％内外、特別金賞は１％程。
１９９６年からフランス政府とＥＵの審査機関から公認
されたブルゴーニュのワインを対象としたコンクール。
審査員は、有名シェフやソムリエ、醸造家等で、出品数
は８００アイテム程。金賞はその内１５％ほど。
ドイツの首都ベルリンで毎年開催される国際ワイン品評
会。世界各国から３千アイテム以上のワインをソムリエ
やネゴシアン、ワイン醸造家等が採点し、その合計点で
メダルが付与される。
ポルトガルのポルトで２０１４年に開始された国内最大
の国際ワインコンクール。世界中からプロのテイスター
が集まり１,８００以上のアイテムを審査を行う。得点の
高いものに金賞が与えられる。金賞比率は１０％内外。
１９５６年にボルドー地方の農業商工会議所が創設して
始まったボルドーワイン専門の品評会。審査員はボル
ドーワインの生産者、醸造家等の経験豊かなプロが行な
い４千以上の出品数で金賞を獲得出来るのは約１０％。
フランスのブルゴーニュ地方、マコン地区で開催される
ワインコンクール。ギネスにも登録されている最大級の
のコンクール。９千アイテム以上のフランスワインが出
品されワイン専門家が審査。金賞は僅か８％内外。
ドイツのノイシュタッドで開催される国際ワイン品評
会。40カ国以上の国から５千アイテム以上の出品が有り
ソムリエ、コンサルタント、ジャーナリスト等が試飲し
採点、９０点以上のアイテムに金賞が与えらる。
１９８４年に南フランスのナルボンヌ市でワイン学者に
よって創設されたラングドック産のワインを対象とした
コンクール。千アイテム以上の出品アイテムをプロの審
査員が評価し、金賞は出品数の約４％ほど。
フランスの美食の都市と言われるリヨン市で毎年開催さ
れている国際ワインコンクール。６千種類以上のワイン
が世界から出品される。醸造家、ソムリエ、生産者等の
プロが審査を行う。金賞は１３％内外。
世界で最も購読されている米国のワイン専門誌。雑誌の
企画で世界のワインをプロのテイスターによる評価を
行っている。高評価のものに１００点満点で点数を与え
トップ１００やベストバリュー等で掲載される。

