
 

 

2016 年 9 月 

 

世界最高権威のワインコンテストの日本酒上位入賞銘柄が今年も一堂に集結 

第 6回「IWC2016 受賞プレミアム日本酒試飲会」を日本橋 YUITO で開催 

 

野村不動産株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野村不動産株式会社（本社：東京都新宿区、取締役社長：宮嶋誠一）では、世界最大規模でのワイン

品評会「インターナショナル・ワイン・チャレンジ（以下 IWC）」の日本酒部門である「SAKE 部門」の

9 つのカテゴリーの優秀賞を一堂に集めて、試飲できる『IWC2016 受賞プレミアム日本酒試飲会』を

YUITO 日本橋室町野村ビル６階ホール（東京都中央区日本橋室町 2-4-3）にて、2016 年 10 月 22 日（土）

に開催します。 

 

本試飲会は、今年で 6 年目を迎える IWC 公認の日本酒試飲会イベントです。最高の日本酒の称号であ

る“チャンピオン・サケ”を獲得した山形県出羽桜酒造の「出羽桜 出羽の里」をはじめ、9 つのカテゴリ

ー（普通酒、本醸造酒、純米酒、純米吟醸酒、純米大吟醸酒、吟醸酒、大吟醸酒、古酒、スパークリン

グ酒）にて優秀賞を受賞した銘柄を中心に 30 蔵 34 銘柄が試飲できます。 

 

野村不動産グループでは、「野村不動産グループ中長期経営計画（ -2025.3）～Creating Value 

through Change～」において、商業施設事業の拡大を成長戦略の一つに掲げており、2025 年 3 月ま

でに 3,000 億円規模の投資を行い、飲食特化型の「GEMS」事業等、都市型商業施設や地域密着型の SC

事業等の商業施設事業に注力してまいります。 

 

  

 

 

 

 

＜本件に関する報道関係の方々のお問い合わせ先＞ 

共同 PR 株式会社 担当：山本・今水 TEL：03-3571-5236／FAX：03-3574-9364／MAIL：kenichi.yamamoto@kyodo-pr.co.jp 

＜昨年の試飲会の様子＞ ＜ロンドンで行われた IWC2016授賞式の様子＞ 



IWC は、30 年以上の歴史を持ち、毎年 9,000 銘柄を超えるワインが出品される、世界的に有名なワイン品

評会です。マスター・オブ・ワインという難易度の高い資格を持つ約 400 名の審査員がテイスティングによ

る評価を重ね、その年の受賞作品を決定します。2007 年から「SAKE 部門」がつくられ、10 周年を迎える本

年は、「SAKE 部門」の審査会が兵庫県にて開催され、346 社、1,282 銘柄が出品されました。9 つのカテゴ

リーごとに、「金」・「銀」・「銅」メダル受賞酒が選ばれ、金メダル受賞酒のなかから最も優れた 1 本が各カテ

ゴリーの「トロフィー酒」に選ばれます。本年は新たに「トロフィー」銘柄にはわずかに及ばなかったものの、

高い評価を得た産地が異なる次席の銘柄に「県名トロフィー」、「地名トロフィー」が授与されました。さらに、

「トロフィー酒」9 本の中から 1 本が、その年最高の日本酒として「チャンピオン・サケ」に選ばれます。 

 

 

＜開催概要＞ 

名 称：IWC 公認イベント 

「IWC2016 受賞プレミアム日本酒試飲会」 

 

日 時：2016 年 10 月 22 日（土） 

■1 部 14：00～15：30 （定員 250 名） 

■2 部 16：30～18：00 （定員 250 名） 

※完全入替制 

※受付は 5 階ホールにて 30 分前から 

 

    ※日本酒セミナー付きの 1 部試飲会も数量限定で販売しています 

    ■日本酒セミナー13：00～13：45（受付 12：30～）＋1 部 14：00～15：30 

 

場 所：YUITO 日本橋室町野村ビル 6 階ホール 東京都中央区日本橋室町 2-4-3 

参加費：3,500 円 

主 催：野村不動産株式会社 

協 力：株式会社千疋屋総本店 

 

＜参加方法＞ 

■事前申込のチケット制 

 [申込先] 

 チケットぴあ：電話 0570-02-9999、http://t.pia.jp/ 

  P コード 日本酒セミナー＆第１部：633597／第 1 部：633598／第２部：633599 

e＋（イープラス）：http://eplus.jp/ 

 

＜一般の方のお問い合わせ先＞ 

YUITO 運営事務所 電話番号：03-3277-8200 URL:http://www.yuito-nihonbashi.com/ 

※20 歳未満の方はご参加いただけません。先着順のため定員に達し次第販売を締め切らせていただきま

す。お車でのご来場はご遠慮ください。出品銘柄は変更になる場合がございます。 

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。また、雨天・天災により予告なく中止となる

場合がございます。 

 

＜昨年の試飲会の様子＞ 



＜出品銘柄（予定）＞ 

カテゴリー 銘柄数 受賞 県名 蔵元 銘柄 

純米酒 

1 ★トロフィー 山形県 出羽桜酒造株式会社 ＜チャンピオン・サケ＞出羽桜 出羽の里 

2 岡山トロフィー 岡山県 宮下酒造株式会社 極聖 特別純米 山田錦 

3 秋田トロフィー 秋田県 天寿酒造株式会社 米から育てた純米酒 

4 山廃トロフィー 秋田県 秋田清酒株式会社 やまとしずく 山廃純米 

5 愛媛トロフィー 愛媛県 石鎚酒造株式会社 石鎚 無濾過純米 

6 兵庫トロフィー 兵庫県 株式会社神戸酒心館 壱 生ﾓﾄ 純米酒 

7 静岡トロフィー 静岡県 花の舞酒造株式会社 今宵は燗だね 花の舞 

8 山形トロフィー 山形県 合資会社後藤酒造店 辯天 特別純米酒 つや姫 

純米吟醸酒 
9 ★トロフィー 茨城県 青木酒造株式会社 御慶事 純米吟醸 

10 茨城トロフィー 茨城県 森島酒造株式会社 大観 雄町 純米吟醸 

純米大吟醸酒 

11 ★トロフィー 秋田県 浅舞酒造株式会社 天の戸 純米大吟醸 ３５ 

12 山形トロフィー 山形県 出羽桜酒造株式会社 出羽桜 愛山 

13 福井トロフィー 福井県 合資会社加藤吉平商店 梵 ・日本の翼 

14 秋田トロフィー 秋田県 小玉醸造株式会社 太平山 純米大吟醸 游神 

15 青森トロフィー 青森県 六花酒造株式会社 純米大吟醸 じょっぱり 華想い 

16 利根トロフィー 群馬県 永井酒造株式会社 水芭蕉 純米大吟醸 

17 群馬トロフィー 群馬県 龍神酒造株式会社 尾瀬の雪どけ 純米大吟醸 

18 長野トロフィー 長野県 大信州酒造株式会社 大信州 梓水龍泉 

19 新潟トロフィー 新潟県 原酒造株式会社 越の誉 純米大吟醸 

20 東置賜トロフィー 山形県 米鶴酒造株式会社 米鶴 鶴翔 山廃純米 大吟醸 

吟醸酒 21 ★トロフィー 山形県 出羽桜酒造株式会社 出羽桜 桜花吟醸酒 

本醸造酒 

22 ★トロフィー 岩手県 株式会社南部美人 本醸造 南部美人 

23 岡山トロフィー 岡山県 嘉美心酒造株式会社 嘉美心 秘宝 本醸造 

24 青森トロフィー 青森県 桃川株式会社 桃川 特別本醸造 

大吟醸酒 
25 ★トロフィー 青森県 八戸酒造株式会社 陸奥八仙 大吟醸 

26 潮来トロフィー 茨城県 愛友酒造株式会社 愛友 大吟醸 

古酒 

27 ★トロフィー 岡山県 宮下酒造株式会社 古酒 永久の輝き 

28 千葉トロフィー 千葉県 株式会社飯沼本家 甲子 汲古 

29 岡山トロフィー 岡山県 株式会社みいの寿 三井の寿 山廃 純米 古酒 

30 広島トロフィー 広島県 榎酒造株式会社 華鳩 貴醸酒 8年貯蔵 

31 兵庫トロフィー 兵庫県 沢の鶴株式会社 沢の鶴 1973年醸造 古酒 

スパークリング 32 ★トロフィー 高知県 土佐酒造株式会社 スパークリング酒 匠 

普通酒 
33 ★トロフィー 岐阜県 有限会社渡辺酒造店 蓬莱 天才杜氏の入魂酒 

34 岐阜トロフィー 岐阜県 有限会社渡辺酒造店 小町桜 

 


