
2020 年 3 月 24 日 
 

日本のワイン業界で活躍する女性が審査「第 7回 サクラアワード 2020」にて 

「ロバート・モンダヴィ・ワイナリー」醸造責任者 ジャヌヴィエーブ・ジャンセン氏が 

「女性ワインメーカー賞グランプリ」受賞 

「ロバート・モンダヴィ・ワイナリー マエストロ 2015」が「ダイヤモンドトロフィー」受賞 
~当社ワイン 30品が各賞を受賞~ 

 

メルシャン株式会社（社長 長林道生）は、ワイン業界で活躍する女性がブラインド・テイスティングにより審

査する「第 7 回 サクラアワード 2020」にて、「ロバート・モンダヴィ・ワイナリー」醸造責任者 ジャヌヴィエーブ・ジ

ャンセン氏が、同アワードで最高得点のワインを造った女性醸造家に与えられる「女性ワインメーカー賞グランプリ」

を、「ロバート・モンダヴィ・ワイナリー マエストロ 2015」が、「ダブルゴールド」受賞ワインの中から優れたワインに

与えられる「ダイヤモンドトロフィー」を受賞しました。同時に、当社取り扱いのワインについて、「ダブルゴールド」5

品をはじめ、「ゴールド」8 品、「シルバー」17 品、計 30 品が受賞しました。 

 
 

●「サクラアワード（"SAKURA" Japan Women's Wine Awards）」について 

ワイン業界で活躍する日本の女性が審査する国際的なワインコンペティションとして 2014 年に始まりました。

2020 年は、延べ 560 名の審査員が、29 カ国 4,333 品のワインをブラインド・テイスティングにより審査しました。 
 

●「女性ワインメーカー賞グランプリ」受賞  

「ロバート・モンダヴィ・ワイナリー」醸造責任者 ジャヌヴィエーブ・ジャンセン氏 

ジャヌヴィエーブ・ジャンセン氏は、1978 年より「ロバート・モンダヴィ・ワイナリー」にて、アシ

スタントとしてワイン醸造に従事しました。その後、「オーパス・ワンワイナリー」で10年間醸

造責任者を務め、1997 年に再びロバート・モンダヴィ・ワイナリーへ戻り、今日まで醸造

責任者を務めています。 
 

●当社の「ダイヤモンドトロフィー」及び「ダブルゴールド」受賞品 

「ダイヤモンドトロフィー」＆「ダブルゴールド」ダブル受賞 

・「ロバート・モンダヴィ・ワイナリー マエストロ 2015」 

 

「ダブルゴールド」受賞 

・「ロバート・モンダヴィ プライベート・セレクション 

 ラム・バレルエイジド メルロー 2017」 

・「ロバート・モンダヴィ プライベート・セレクション 

 バーボン・バレルエイジド シャルドネ 2018」 

・「ロバート・モンダヴィ ウッドブリッジ シャルドネ 2018」 

・「キム・クロフォード ソーヴィニヨン・ブラン 2019」 

 

 

メルシャン株式会社は、ワイン事業スローガン「ワインのおいしい未来をつくる。」のもと、ワインのある豊かな時間

を通じて、人と人とのつながりを楽しんでいただけるよう、さまざまな提案を続けていきます。 
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受賞の概要 

 
1.コンクール名称 「第 7 回 サクラアワード 2020」（"SAKURA" Japan Women's Wine Awards 2020） 

2.主催 一般社団法人 ワインアンドスピリッツ文化協会 

3.審査期間 2020 年 1 月 28 日（火）、1 月 29 日（水） 

4.当社の受賞について 

■「女性ワインメーカー賞グランプリ」受賞 

 「ロバート・モンダヴィ・ワイナリー」醸造責任者 ジャヌヴィエーブ・ジャンセン氏 

 

■「ダイヤモンドトロフィー」受賞（生産国名・ワイナリー名・商品名・ヴィンテージ・色） 

米国 ロバート・モンダヴィ 「ロバート・モンダヴィ・ワイナリー マエストロ 2015」（赤） 
※「ダブルゴールド」も受賞 

 
■「ダブルゴールド」5品

生産国名 ワイナリー名 商品名 ヴィンテージ 色 備考

米国 ロバート・モンダヴィ ロバート・モンダヴィ・ワイナリー　マエストロ 2015年 赤 ・「ダイヤモンドトロフィー」も受賞

・現在販売中ヴィンテージは2014年

米国 ロバート・モンダヴィ ロバート・モンダヴィ　プライベート・セレクション

ラム・バレルエイジド　メルロー

2017年 赤

米国 ロバート・モンダヴィ ロバート・モンダヴィ　プライベート・セレクション

バーボン・バレルエイジド　シャルドネ

2018年 白 ・現在販売中ヴィンテージは2017年

米国 ロバート・モンダヴィ ロバート・モンダヴィ　ウッドブリッジ　シャルドネ 2018年 白

ニュージーランド キム・クロフォード キム・クロフォード　ソーヴィニヨン・ブラン 2019年 白 ・現在販売中ヴィンテージは2017年

■「ゴールド」8品

生産国名 ワイナリー名 商品名 ヴィンテージ 色

日本 シャトー・メルシャン シャトー・メルシャン　萌黄 2017年 白

フランス ドメーヌ・カズ カノン・デュ・マレシャル　ルージュ 2018年 赤

米国 ロバート・モンダヴィ ロバート・モンダヴィ・ワイナリー

カベルネ・ソーヴィニヨン

2016年 赤

米国 ロバート・モンダヴィ ロバート・モンダヴィ　プライベート・セレクション

バーボン・バレルエイジド　カベルネ・ソーヴィニヨン

2018年 赤 ・現在販売中ヴィンテージは2017年

チリ コンチャ・イ・トロ サンライズ　シャルドネ 2019年 白

アルゼンチン トラピチェ イスカイ　マルベック＆カベルネ・フラン 2015年 赤 ・現在販売中ヴィンテージは2013年

アルゼンチン トラピチェ ブロッケル　マルベック 2018年 赤 ・現在販売中ヴィンテージは2017年

アルゼンチン トラピチェ トラピチェ　オークカスク　マルベック 2019年 赤 ・現在販売中ヴィンテージは2018年

■「シルバー」17品

生産国名 ワイナリー名 商品名 ヴィンテージ 色

フランス ドメーヌ・カズ カノン・デュ・マレシャル　ブラン 2018年 白

フランス セリエ・デ・ドーファン セリエ・デ・ドーファン　プレスティージュ　ルージュ 2018年 赤

イタリア コロンバ・ビアンカ ヴィテッセ　グリッロ オーガニック 2018年 白

スペイン ボデガス・フォンタナ メスタ　テンプラニーリョ　オーガニック 2018年 赤

スペイン ボデガス・フォンタナ メスタ　テンプラニーリョ　ロゼ　オーガニック 2018年 ロゼ

米国 ロバート・モンダヴィ ロバート・モンダヴィ　ウッドブリッジ

カベルネ・ソーヴィニヨン

2017年 赤

米国 ロバート・モンダヴィ ロバート・モンダヴィ　ウッドブリッジ　ピノ・ノワール 2018年 赤

ニュージーランド キム・クロフォード キム・クロフォード　ピノ・ノワール 2018年 赤 ・現在販売中ヴィンテージは2016年

チリ コンチャ・イ・トロ カッシェロ・デル・ディアブロ　カルメネール 2018年 赤

チリ コンチャ・イ・トロ サンライズ　メルロー 2018年 赤

チリ コンチャ・イ・トロ フロンテラ　プレミアム　ナイト・ハーベスト　レッド 2018年 赤

チリ コンチャ・イ・トロ フロンテラ　プレミアム　シャルドネ 2017年 白

チリ コンチャ・イ・トロ フロンテラ　プレミアム　スパークリング　ロゼ - ロゼ

チリ コンチャ・イ・トロ カーサ・スベルカソー　スパークリング　ドゥミ・セック - 白 ・ローソン限定販売

アルゼンチン トラピチェ ブロッケル　カベルネ・ソーヴィニヨン 2018年 赤 ・現在販売中ヴィンテージは2016年

アルゼンチン トラピチェ トラピチェ　オークカスク　カベルネ・ソーヴィニヨン 2019年 赤 ・現在販売中ヴィンテージは2018年

アルゼンチン トラピチェ トラピチェ　オークカスク　シャルドネ 2019年 白 ・現在販売中ヴィンテージは2018年  


