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野村不動産株式会社（本社:東京都新宿区 代表取締役社長 宮嶋 誠一、以下当社）は、

「IWC2017受賞プレミアム日本酒試飲会」を YUITO日本橋室町野村ビルにて、10月 21日（土）

に開催いたしますので、お知らせいたします。本試飲会は、世界最大規模・最高権威に評価され

るワイン・コンペティションであり、世界中のワイン業者から最も注目されている「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、試飲できるイベントとなります。 

 

本試飲会は、日本で唯一の 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、岩手県の南部美人「南部美人 特別純米」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）でトロフィーを受賞した銘柄を中心に、22蔵 23銘柄の試飲をお楽しみいた

だけます。 

 

当社では、このような活動を通して日本酒をはじめとした日本文化の普及と発展への貢献を目

指しており、今回で 7回目の開催となります。また、中長期経営計画（ -2025.3）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ます。今後も、飲食特化型の「GEMS」事業等、

都市型商業施設や地域密着型のショッピングセンター(SC)事業等の商業施設事業に注力し、「未来
あ し た

につながる街づくり」と「豊かな時を人びとと共に育む」事業を推進してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 
＜昨年の試飲会の様子＞ ＜ロンドンで行われた IWC2017授賞式の様子＞ 

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を今年も飲み比べ 

第７回「IWC2017 受賞プレミアム日本酒試飲会」 

日本橋 YUITOで開催 
 



 

 

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、１１年目となる今年のエントリー総数は、390社 1,245銘柄でした。 

 

銘柄を隠した状態できき酒され、9つのカテゴリーごとに、「金」・「銀」・「銅」メダル受賞酒が

選ばれます。そして、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」に選定され、その 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」

の称号を得ます。 

 

また、銀賞以上かつ、四合瓶換算 10万本、720ml を小売価格 1000円以下で販売している受

賞酒の中から、「グレートバリューサケ」が選ばれます。 

 

＜開催概要＞ 

名 称：IWC公認イベント 

「IWC2017 受賞プレミアム日本酒試飲会」 

日 時：2017年 10月 21日（土） 

■日本酒セミナー 13:00～13:45（定員 100名） 

■1部 14：00～15：30 （定員 300名） 

■2部 16：30～18：00 （定員 300名） 
※完全入替制 ※受付は 5 階ホールにて 30 分前から 

 

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 

出展規模：チャンピオン受賞含むトロフィー受賞、 

     地域トロフィー受賞、 

     グレートバリューアワード受賞含むグレートバリューサケ受賞 計22蔵23銘柄（予定） 

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/ 

  チケットコード 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 受賞銘柄 

純米酒 

１ 
チャンピオン・サケ ＆ 

純米トロフィー 
岩手県 南部美人 南部美人 特別純米 

２ 福井・純米トロフィー 福井県 加藤吉平商店 梵・純米 55 

３ 三重・純米トロフィー 三重県 伊藤酒造 鈿女 特別純米 

純米吟醸酒 

４ 純米吟醸トロフィー 福島県 ほまれ酒造 純米吟醸 からはし 山田錦 

５ 福島・純米吟醸トロフィー 福島県 仁井田本家 自然酒 純米吟醸 

６ 茨城・純米吟醸トロフィー 茨城県 府中誉 渡舟 純米吟醸ふなしぼり 

７ 長野・純米吟醸トロフィー 長野県 大信州酒造 大信州 N.A.C. ひとごこち 

純米大吟醸酒 

８ 秋田・純米大吟醸トロフィー 秋田県 小玉醸造 太平山 純米大吟醸 天巧 

９ 岡山・純米大吟醸トロフィー 岡山県 菊池酒造 燦然 純米大吟醸 

１０ 栃木・純米大吟醸トロフィー 栃木県 虎屋本店 菊 純米大吟醸 

本醸造酒 
１１ 本醸造トロフィー 宮崎県 一ノ蔵 一ノ蔵 無鑑査本醸造 甘口 

１２ 佐賀・本醸造トロフィー 佐賀県 富久千代酒造 鍋島 特別本醸造 

吟醸酒 １３ 吟醸トロフィー 静岡県 土井酒造場 開運 吟醸 山田錦 

大吟醸 

１４ 大吟醸トロフィー 山形県 後藤酒造店 辯天 極上 大吟醸原酒 山田錦 

１５ 秋田・大吟醸トロフィー 秋田県 齋彌酒造店 雪の茅舎 花朝月夕 

１６ 広島・大吟醸トロフィー 広島県 梅田酒造場 本洲一 大吟醸原酒 

古酒 
１７ 古酒トロフィー 奈良県 西内酒造 談山 貴醸酒 累醸酒 

１８ 宮城・古酒トロフィー 宮城県 一ノ蔵 一ノ蔵 Madena 

スパークリング １９ スパークリングトロフィー 山形県 出羽桜酒造 出羽桜 とび六 

普通酒 

２０ 普通酒トロフィー 群馬県 聖徳銘醸 聖徳 別撰 

２１ 千葉・普通酒トロフィー 千葉県 鍋店 不動 軽快辛口 

２２ 長野・普通酒トロフィー 長野県 遠藤酒造場 渓流 蔵囲い 

グレート 

バリューサケ 

（重複） 

グレートバリュー・アワード & 

グレートバリューサケ 

（本醸造） 

宮城県 一ノ蔵 一ノ蔵 無鑑査本醸造 甘口 

（重複） 
グレートバリューサケ 

（普通酒） 
群馬県 聖徳銘醸 聖徳 別撰 

（重複） 
グレートバリューサケ 

（普通酒） 
千葉県 鍋店 不動 軽快辛口 

（重複） 
グレートバリューサケ 

（普通酒） 
長野県 遠藤酒造場 渓流 蔵囲い 

２３ 
グレートバリューサケ 

（普通酒） 
岐阜県 渡辺酒造店 蓬莱 上撰 

 


