TWSC2021 洋酒部門
特別賞一覧

公開日：2021年5月27日
更新日：2021年6月14日

ベスト・オブ・ザ・ベスト
受賞名
ベスト・オブ・ザ・ベスト

受賞商品名
カバラン 10周年アニバーサリー スカイゴールドワインカスク

出品者名
Kavalan Distillery

国・地域
台湾

Ardbeg

スコットランド

Wolfburn

スコットランド

Chichibu

日本

Bushmills

アイルランド

Cotswolds

イングランド

出品者名
株式会社都光

国・地域
スコットランド

ベスト・ディスティラリー・オブ・ザ・イヤー
受賞名
ベスト・スコッチ・ディスティラリー・オブ・ザ・イヤー
ベスト・スコッチ・クラフトディスティラリー・オブ・ザ・イヤー
ベスト・ジャパニーズ・ディスティラリー・オブ・ザ・イヤー
ベスト・アイリッシュ・ディスティラリー・オブ・ザ・イヤー
ベスト・ワールド・ディスティラリー・オブ・ザ・イヤー

受賞蒸留所名
アードベッグ蒸留所
ウルフバーン蒸留所
秩父蒸溜所
ブッシュミルズ蒸留所
コッツウォルズ蒸留所

国・地域

ベスト・コストパフォーマンス
受賞名
ベストコストパフォーマンス（ウイスキー部門）

受賞商品名
ロッホローモンド 12年

カテゴリーウィナー
受賞名
スコッチウイスキー／シングルモルト／ノンエイジ
スコッチウイスキー／シングルモルト／12年以下
スコッチウイスキー／シングルモルト／13～20年
スコッチウイスキー／ブレンデッド／12年以下
スコッチウイスキー／ブレンデッド／13～20年
スコッチウイスキー／ブレンデッド／21～30年
ジャパニーズウイスキー／シングルモルト／ノンエイジ
ジャパニーズウイスキー／シングルモルト／シングルカスク
ジャパニーズウイスキー／ブレンデッド
ジャパニーズニューメイクウイスキー
アイリッシュウイスキー／シングルモルト
アイリッシュウイスキー／ブレンデッド
アメリカンウイスキー／バーボン
アメリカンウイスキー／ライ
アメリカンウイスキー／シングルモルト
イングリッシュウイスキー／シングルモルト ※
ワールドウイスキー／ブレンデッド
タイワニーズウイスキー／シングルモルト／ノンエイジ
タイワニーズウイスキー／シングルモルト／シングルカスク
コニャック
ブランデー／その他
ラム／ダーク・エイジド／トラディショナル／3-8年
ラム／ダーク・エイジド／トラディショナル／9-15年
ラム／ダーク・エイジド／ソレラシステム
テキーラ／100％アガベテキーラ／ブランコ
テキーラ／100％アガベテキーラ／レポサド
テキーラ／100％アガベテキーラ／アネホ
メスカル
イングリッシュジン
スコティッシュジン
アイリッシュジン
ジャパニーズジン
オセアニアンジン
ウォッカ
その他のスピリッツ

受賞商品名
出品者名
国・地域
グレンモーレンジィ アルタ
MHD モエ ヘネシー ディアジオ 株式会社
スコットランド
グレンファークラス 12年 カスクストレングス バッチ3
ミリオン商事株式会社
スコットランド
グレンアラヒー 15年
株式会社ウィスク・イー
スコットランド
ホワイトホース 12年
キリンビール株式会社
スコットランド
バランタイン 17年 トリビュートリリース
サントリースピリッツ株式会社
スコットランド
デュワーズ ダブルダブル 27年
バカルディ ジャパン株式会社
スコットランド
シングルモルト津貫 ザ ファースト
本坊酒造株式会社
日本
シングルモルト長濱 ボルドーカスクフィニッシュ カスクストレングス バッチ0986 長濱蒸溜所
日本
サントリーウイスキー 響 21年
サントリースピリッツ株式会社
日本
嘉之助 ニューボーン 嘉之助蒸溜所限定ボトル #3 ホワイトワインカスクフィニッシュ 小正醸造株式会社
日本
ランベイ シングルカスク バッチ4616 Y's Cask
株式会社都光
アイルランド
デッド・ラビット
国分グループ本社株式会社
アイルランド
E.H.テイラーJr. スモールバッチバーボンウイスキー
国分グループ本社株式会社
アメリカ
サガモア スピリット ライ ダブルオーク
プレミアム・ビバレッジズ株式会社
アメリカ
ウエストランド ギャリアナ 2020
Remy Cointreau Japan株式会社
アメリカ
コッツウォルズ ファウンダーズチョイス シングルモルトウイスキー
スコッチモルト販売株式会社
イングランド
963ファインブレンデッドウイスキー 21年
福島県南酒販株式会社
日本
カバラン コンサートマスター シェリーカスクフィニッシュ
Kavalan Distillery
台湾
カバラン ソリスト モスカテルシェリー
Kavalan Distillery
台湾
KWV エリタージュ XO コニャック
Warshay Investments (Pty) Ltd t/a KWV フランス
アララット ナイリ 20年
株式会社プロムテック・ビズ
アルメニア
ラムネイション グアテマラ グランレゼルヴァ
株式会社ePower
グアテマラ
ケーンアイランド ニカラグア 12年
株式会社都光
ニカラグア
ディクタドール XO インソレント
ミリオン商事株式会社
コロンビア
アラクラン ブランコ
De Agave株式会社
メキシコ
アラクラン レポサド
De Agave株式会社
メキシコ
ドン・フリオ 1942
ディアジオ ジャパン株式会社
メキシコ
メスカル アラクラン サカテリモン
De Agave株式会社
メキシコ
タンカレー ナンバーテン
ディアジオ ジャパン株式会社
イングランド
ザ・ボタニスト
Remy Cointreau Japan株式会社
スコットランド
エッケンビル ポットスティルジン
タイタニックホールディングス株式会社
アイルランド
Kumamoto jinjinGIN（くまもとジンジンジン）
合資会社高田酒造場
日本
ニュージーランド
ブロークンハート ネイビーストレングス ジン
Broken Heart Spirits LTD
シロック
ディアジオ ジャパン株式会社
フランス
辰巳蒸留所 鬼谷 オレンジ
株式会社アルケミエ
日本

※「ワールドウイスキー／シングルモルト」のカテゴリーウィナーとして選出。授賞カテゴリー名は、より具体的なカテゴリー名にし、一般の愛好家がイメージしやすい名称に変更しております。

■特別賞の選考基準について
各特別賞の選考基準は下記のとおりです。

＜ベスト・オブ・ザ・ベスト＞
TWSC2021洋酒部門で受賞したシングルモルトの中から、特に点数の高かった14本をリストアップ。ベスト・オブ・ザ・ベスト審査のために15名の特別テイスティングチームを編成し、
TWSCの審査と同様に、ミニボトルに詰め替えて、ブラインドでリモート審査を行いました。15名の審査員は各アイテムを100点満点で採点し、それを集計。その平均点の最も高いボトル
を2021年の「ベスト・オブ・ザ・ベスト」としました。

＜ベスト・ディスティラリー・オブ・ザ・イヤー＞
昨年同様、5つのカテゴリーを設定。事前に実行委員で、ベスト・スコッチ・ディスティラリーは30蒸留所、ベスト・スコッチクラフト・ディスティラリー、ベスト・ジャパニーズ・ディスティラリー、ベスト・
アイリッシュ・ディスティラリーは20蒸留所をリストアップし、各部門、Googleフォームによる一般愛好家の投票と、TWSC洋酒部門審査員の投票の結果を集計。各部門のトップ5が決定
した後、実行委員も投票を行い、最終結果を決定しました。ベスト・ワールド・ディスティラリーについては、実行委員長である土屋が”実行委員長賞”として選ぶことにしました。

＜ベスト・コストパフォーマンス＞
TWSC2021洋酒部門で銀賞以上を受賞した製品から、販売価格が6600円（税込み）未満の製品をリストアップ。該当する製品の中から、特にコストパフォーマンスが優れたボトル
が、実行委員の承認で決定されました。TWSC2019では、ウイスキー部門「グレングラント ザ メジャーリザーブ」とラム部門「バカルディ エイト」が受賞し、TWSC2020では受賞製品はあ
りませんでした。消費者目線に立って、TWSC受賞製品の中からコストパフォーマンスの優れたボトルを表彰することを目的としています。

＜カテゴリーウィナー＞
一定数の出品があったカテゴリーから、最高得点ボトルを“カテゴリーウィナー”として表彰しました。最高金賞はのぞき、金賞および銀賞から選定しました。TWSC2021洋酒部門のカテゴ
リーウィナーは全部で35品（ウイスキー：19／スピリッツ：16）でした。

