
2021 年 3 月 19 日 
 

日本のワイン業界で活躍する女性が審査する、アジアで最大のワインコンペティション 

「第 8回 サクラアワード 2021」にて「シャトー・メルシャン 新鶴シャルドネ 2018」 

など当社ワインが「ダブルゴールド」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８回 サクラアワード 2021」にて、日本ワイン「シャトー・メルシャン 新鶴シャルドネ 2018」を初め、

輸入ワイン「ロバート・モンダヴィ プライベート・セレクション カベルネ・ソーヴィニヨン 2019」、「ロバート・モンダヴ

ィ・ワイナリー マエストロ 2018」、「メスタ ベルデホ オーガニック 2019」、「メスタ テンプラニーリョ ロゼ オー

ガニック 2019」などが「ダブルゴールド」を受賞しました。 

 
 

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

2014 年より開催されている、日本のワイン業界で活躍する女性が審査する国際的なワインコンペティションです。

エントリー数は毎年増加し、3 年目には 4000 アイテムを超え、アジアで最大のワインコンペティションとなりました。

2021 年は、32 か国 4,562 品と過去最大数のワインがエントリーされ、ワインの消費拡大やワイン業界で働く女

性の活躍を促す役割を果たすと共に、「家庭料理に合うワイン」を日本のワイン業界で活躍する女性審査員が選

ぶワインコンペティションとして、期待を寄せられています。 

 

●「ダブルゴールド」受賞ワイン 

・「ロバート・モンダヴィ プライベート・セレクション カベルネ・ソーヴィニヨン 2019」 

・「ロバート・モンダヴィ・ワイナリー マエストロ 2018」 

・「メスタ ベルデホ オーガニック 2019」 

・「メスタ テンプラニーリョ ロゼ オーガニック 2019」 

・「シャトー・メルシャン 新鶴シャルドネ 2018」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 回 サクラアワード 2021」（"SAKURA" Japan Women's Wine Awards 2021） 

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 2021 年２月 8 日（月）、2 月 16 日（火） 

4.当社の主な受賞ワインについて 

 

■「ダブルゴールド」受賞

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　プライベート・セレクション

カベルネ・ソーヴィニヨン
2019 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　マエストロ 2018 赤 現在2014年ヴィンテージを販売中。

スペイン ボデガス・フォンタナ メスタ　ベルデホ　オーガニック 2019 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　ロゼ　オーガニック 2019 ロゼ

日本 シャトー・メルシャン シャトー・メルシャン　新鶴シャルドネ 2018 白

■「ゴールド」受賞

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　プライベート・セレクション

シャルドネ
2019 白

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
2018 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

ライ・バレルエイジド　レッドブレンド
2018 赤 現在2017年ヴィンテージを販売中。

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 赤

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 2020 白

アルゼンチン トラピチェ トラピチェ　ピュア・マルベック 2020 赤

イタリア コロンバ・ビアンカ ラ・コロンバ・ピッコラ　カタラット　オーガニック 白

スペイン フィンカ・コンスタンシア フィンカ・コンスタンシア　アルトス・デ・ラ・フィンカ 2017 赤 現在2016年ヴィンテージを販売中。

スペイン フィンカ・コンスタンシア アルトザーノ　テンプラニーリョ 2020 赤

スペイン ボデガス・ボルサオ ボルサオ　トレス・ピコス 2018 赤

チリ コンチャ・イ・トロ カッシェロ・デル・ディアブロ　シャルドネ 2019 白

チリ コンチャ・イ・トロ カッシェロ・デル・ディアブロ　レッド・ブレンド 2018 赤

チリ コンチャ・イ・トロ ディアブロ　ダーク・レッド 2020 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 2020 白

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 2020 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　ソーヴィニヨン・ブラン 2020 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 2020 赤

フランス ドメーヌ・カズ カノン・デュ・マレシャル　ブラン 2019 白

日本 シャトー・メルシャン シャトー・メルシャン　北信シャルドネ　アンウッデッド 2018 白

■「シルバー」受賞

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　カベルネ・ソーヴィニヨン 2018 赤 現在2017年ヴィンテージを販売中。

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 赤

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 赤

イタリア コロンバ・ビアンカ ヴィテッセ　ネーロ・ダーヴォラ　オーガニック 2019 赤

スペイン メルシャン ベル・フルール　オーガニック　レッド 赤

スペイン ボデガス・ボルサオ ボルサオ　クラシコ　ティント 2019 赤

スペイン ボデガス・ボルサオ ボルサオ　セレクション　ブランコ 2019 白

チリ コンチャ・イ・トロ サンライズ　メルロー 2018 赤

フランス ドメーヌ・カズ カノン・デュ・マレシャル　ブラン 2020 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

コート・デュ・ローヌ　ルージュ
2018 赤

 


