
東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2022
洋酒部門 受賞結果一覧

公開日：2022年5月18日

カテゴリー 受賞 商品名 度数 容量 企業名

スコッチウイスキー 最高金 ブルックラディ ジ・オーガニック 2010 50% 700ml レミー コアントロー ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 最高金 ロッホローモンド インチマリン 12年 46% 700ml 株式会社 都光

スコッチウイスキー 最高金 24.140 崇高な蜜 50.4% 700ml The Scotch Malt Whisky Society

スコッチウイスキー 最高金 76.146 月明かりの下でセビジャーナスを踊る 50.7% 700ml The Scotch Malt Whisky Society

スコッチウイスキー 最高金 ブレンデッドモルト2001年 18年 バット＃85 扉絵＃01 ウイスキートーク福岡2021限定ボトル 46% 700ml 有限会社　津崎商事

スコッチウイスキー 最高金 ジョニーウォーカー ブラックラベル 12年 40% 700ml ディアジオ ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 最高金 バランタイン 30年 40% 700ml サントリースピリッツ株式会社

ジャパニーズウイスキー 最高金 嘉之助 2021 ファーストエディション 58% 700ml 小正嘉之助蒸溜所株式会社

ジャパニーズウイスキー 最高金 山崎 18年 43% 700ml サントリースピリッツ株式会社

ジャパニーズウイスキー 最高金 イチローズ モルト&グレーン ブレンデッドジャパニーズウイスキー 2022 48% 700ml 株式会社ベンチャーウイスキー

ジャパニーズウイスキー 最高金 響 21年 43% 700ml サントリースピリッツ株式会社

アメリカンウイスキー 最高金 ケンズチョイス・ジャズインスツルメンタル・トランペット 59% 700ml Ken's bar 京橋本店

タイワニーズウイスキー 最高金 カバラン ソリスト モスカテルシェリー 57.1% 750ml Kavalan Distillery

ブランデー 最高金 シャトー ガロー フォルブランシュ 100％ カスクストレングス 2001 46% 700ml NOZOMI株式会社

ブランデー 最高金 ダルティガロング 1989 40% 700ml NOZOMI株式会社

ブランデー 最高金 ドメーヌ ド プトー タルブ 1996 バコ・フォルブランシュ 46% 700ml NOZOMI株式会社

ラム 最高金 アプルトン エステート 21年 43% 750ml CT SPIRITS JAPAN株式会社

ラム 最高金 ラムネイション パナマ 21年 43% 700ml 株式会社ePower

ラム 最高金 ロン サカパ XO 40% 750ml ディアジオ ジャパン株式会社

アガヴェスピリッツ 最高金 カスカウィン タオナ レポサド クアトロ 45% 375ml 株式会社フィデア

アガヴェスピリッツ 最高金 ドン・フリオ 1942 38% 750ml ディアジオ ジャパン株式会社

ジン 最高金 サクラオ ジン オリジナル 47% 700ml 株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー

ジン 最高金 六 47% 700ml サントリースピリッツ株式会社

スコッチウイスキー 金 キルホーマン サナイグ 46% 700ml 株式会社ウィスク・イー

スコッチウイスキー 金 グレンスコシア ダブルカスク 46% 700ml 株式会社 都光

スコッチウイスキー 金 グレンファークラス 105 カスクストレングス 60% 700ml ミリオン商事株式会社

スコッチウイスキー 金 グレンファークラス 185周年記念ボトル 46% 700ml ミリオン商事株式会社

スコッチウイスキー 金 ザ グレンタレット トリプルウッド 2021リリース 44% 700ml 株式会社 都光

スコッチウイスキー 金 アラン 10年 46% 700ml 株式会社ウィスク・イー

スコッチウイスキー 金 ウルフバーン BRAVES会員ボトル Cask No. 48 58.5% 700ml スコッチモルト販売株式会社

スコッチウイスキー 金 グレンアラヒー 12年 46% 700ml 株式会社ウィスク・イー

スコッチウイスキー 金 グレンターナー 12年 40% 700ml 株式会社明治屋

スコッチウイスキー 金 ポートシャーロット 10年 50% 700ml レミー コアントロー ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 金 ロッホローモンド 12年 46% 700ml 株式会社 都光

スコッチウイスキー 金 カーデュ 18年 40% 700ml 日本酒類販売株式会社

スコッチウイスキー 金 グレン グラント 15年 50% 700ml CT SPIRITS JAPAN株式会社

スコッチウイスキー 金 グレンアラヒー 15年 46% 700ml 株式会社ウィスク・イー

スコッチウイスキー 金 グレンフィディック 18年 スモールバッチリザーブ 40% 700ml サントリースピリッツ株式会社

スコッチウイスキー 金 グレンフィディック 21年 40% 700ml サントリースピリッツ株式会社

スコッチウイスキー 金 ザ シングルトン ダフタウン 18年 40% 700ml ディアジオ ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 金 ボウモア 18年 43% 700ml サントリースピリッツ株式会社

スコッチウイスキー 金 18.35 温泉あがりにみつ豆を食べて深海で遊ぶ 58.1% 700ml The Scotch Malt Whisky Society

スコッチウイスキー 金 26.178 グラニースミスのシルクスカーフ 58.7% 700ml The Scotch Malt Whisky Society

スコッチウイスキー 金 9.192 2つの市場の物語 57.4% 700ml The Scotch Malt Whisky Society

スコッチウイスキー 金 ウィルソン＆モーガン グレンエルギン 2008 ヴァージンオーク 46% 700ml 株式会社ePower

スコッチウイスキー 金 ダンカンテイラー レアレスト オブ ザ レア キンクレイス 1969 35年 52.8% 700ml 河内屋酒販株式会社

スコッチウイスキー 金 ジョニーウォーカー ゴールドラベルリザーブ 40% 700ml ディアジオ ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 金 ジョニーウォーカー ダブルブラック 40% 700ml ディアジオ ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 金 ロッホローモンド シグネチャー 40% 700ml 株式会社 都光

スコッチウイスキー 金 ディンプル 12年 40% 700ml 日本酒類販売株式会社

スコッチウイスキー 金 デュワーズ カリビアンスムース8年 40% 700ml バカルディ ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 金 デュワーズ ジャパニーズスムース8年 40% 750ml バカルディ ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 金 バランタイン 7年 40% 700ml サントリースピリッツ株式会社

スコッチウイスキー 金 ホワイトホース 12年 40% 700ml ディアジオ ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 金 バランタイン 17年 トリビュートリリース 48% 700ml サントリースピリッツ株式会社

スコッチウイスキー 金 バランタイン 21年 40% 700ml サントリースピリッツ株式会社

ジャパニーズウイスキー 金 戸河内　ファーストリリース　カスクストレングス 52% 700ml 株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー

ジャパニーズウイスキー 金 嘉之助 2021 セカンドエディション 57% 700ml 小正嘉之助蒸溜所株式会社

ジャパニーズウイスキー 金 嘉之助 蒸溜所限定ボトル #001 50% 200ml 小正嘉之助蒸溜所株式会社

ジャパニーズウイスキー 金 山崎 43% 700ml サントリースピリッツ株式会社

ジャパニーズウイスキー 金 白州 43% 700ml サントリースピリッツ株式会社

ジャパニーズウイスキー 金 イチローズモルト ダブルディスティラリーズ 46% 700ml 株式会社ベンチャーウイスキー

ジャパニーズウイスキー 金 マルスウイスキー モルトデュオ 駒ヶ岳 x 秩父 2021 54% 700ml 本坊酒造株式会社

ジャパニーズウイスキー 金 山桜 ブレンデッドモルトジャパニーズウイスキー シェリーウッドリザーブ 安積 50% 700ml 笹の川酒造株式会社

ジャパニーズウイスキー 金 岡山 トリプルカスク 43% 700ml 宮下酒造株式会社

ジャパニーズウイスキー 金 駒ヶ岳 2014 7年 シングルカスク No.1841 59% 700ml 本坊酒造株式会社

ジャパニーズウイスキー 金 三郎丸 ハンドフィルド 2018 62% 700ml 若鶴酒造株式会社
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ジャパニーズウイスキー 金 山崎 12年 43% 700ml サントリースピリッツ株式会社

ジャパニーズウイスキー 金 津貫 シングルカスク #T491 61% 500ml 本坊酒造株式会社

ジャパニーズウイスキー 金 白州 12年 43% 700ml サントリースピリッツ株式会社

ジャパニーズウイスキー 金 白州 18年 43% 700ml サントリースピリッツ株式会社

ジャパニーズウイスキー 金 響 ジャパニーズ ハーモニー 43% 700ml サントリースピリッツ株式会社

ジャパニーズウイスキー 金 響 ブレンダーズ チョイス 43% 700ml サントリースピリッツ株式会社

ジャパニーズウイスキー 金 日の丸ウイスキー ブレンデッド ニューボーン 2022 48% 700ml 木内酒造合資会社

アイリッシュウイスキー 金 ハイド No.6 プレジデンツ リザーブ 46% 700ml 日本酒類販売株式会社

アイリッシュウイスキー 金 ライターズティアーズ ダブルオーク 46% 700ml リードオフジャパン株式会社

アイリッシュウイスキー 金 ザ ダブリン リバティーズ コッパー アレイ 46% 700ml GAP Drinks

アイリッシュウイスキー 金 ダンヴィルズ 12年 PX カスク 46% 700ml タイタニックホールディングス株式会社

アイリッシュウイスキー 金 ナッポーグキャッスル バローロ 平成 46% 700ml タイタニックホールディングス株式会社

アメリカンウイスキー 金 ウエストランド 46% 750ml レミー コアントロー ジャパン株式会社

アメリカンウイスキー 金 ケンズチョイス コーバル シングルバレル バーボンウイスキー 55% 750ml Ken's bar 京橋本店

アメリカンウイスキー 金 デイビスカウンティ カベルネフィニッシュ 48% 750ml PacRim Wines and Spirits

アメリカンウイスキー 金 デイビスカウンティ フレンチバレルフィニッシュ 48% 750ml PacRim Wines and Spirits

アメリカンウイスキー 金 ブレット バーボン 45% 700ml ディアジオ ジャパン株式会社

アメリカンウイスキー 金 ラッセルズ リザーブ シングルバレル 55% 750ml CT SPIRITS JAPAN株式会社

アメリカンウイスキー 金 レベル 100プルーフ 50% 700ml PacRim Wines and Spirits

アメリカンウイスキー 金 ワイルドターキー レアブリード 58.4% 700ml CT SPIRITS JAPAN株式会社

アメリカンウイスキー 金 ラッセルズ リザーブ 10年 45% 750ml CT SPIRITS JAPAN株式会社

アメリカンウイスキー 金 ワイルドターキー 8年 50.5% 700ml CT SPIRITS JAPAN株式会社

アメリカンウイスキー 金 ワイルドターキー ケンタッキースピリット 50.5% 750ml CT SPIRITS JAPAN株式会社

アメリカンウイスキー 金 アンクルニアレスト 1856 プレミアムウイスキー 50% 750ml 株式会社Big Picture International

アメリカンウイスキー 金 アンクルニアレスト 1884 スモールバッチウイスキー 46.5% 750ml 株式会社Big Picture International

アメリカンウイスキー 金 ジェームズ Ｅ ペッパー 1776 ライ 50% 750ml 日本酒類販売株式会社

アメリカンウイスキー 金 テンプルトン ライ 6年 45.75% 750ml 株式会社ウィスク・イー

タイワニーズウイスキー 金 オマー ピーテッドタイプ 46% 700ml Taiwan Tobacco & Liquor Corporation

タイワニーズウイスキー 金 カバラン アーティストシリーズ ポール・チャン ヴァージンオーク 57.8% 200ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン アーティストシリーズ ポール・チャン パンチョン 57.1% 200ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン アーティストシリーズ ポール・チャン ピーテッドモルト 54% 200ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン アーティストシリーズ ポール・チャン フレンチワインカスク 62.6% 200ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン クラシック 40% 700ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 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 40% 700ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン コンサートマスター ポートカスクフィニッシュ 40% 700ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン ソリスト PX シェリー 57.1% 750ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン ソリスト アモンティリャードシェリー 55.6% 750ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン ソリスト ヴィーニョ バリック 55.6% 700ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン ソリスト オロロソシェリー 59.4% 700ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン ソリスト バーボン 57.1% 700ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン ソリスト フィノシェリー 57.1% 700ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン ソリスト マディラ 56.3% 700ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン ソリスト マンサニージャシェリー 58.6% 750ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン ディスティラリーリザーブ ピーテッドウイスキー 54% 300ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン ディスティラリーリザーブ ラムカスク 55.6% 300ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン トリプル シェリー カスク 40% 700ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン ポーディアム 46% 700ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 金 カバラン ソリスト ヴィーニョ バリック やまいちオリジナルボトル 55.6% 700ml 株式会社ドラジェ

タイワニーズウイスキー 金 カバラン ソリスト マディラカスク 河内屋100周年記念ボトル 57.8% 700ml 河内屋酒販株式会社

ヨーロピアンウイスキー 金 イスフィヨルド ピート 42% 500ml LOERKE international 株式会社

ヨーロピアンウイスキー 金 コッツウォルズ 46% 700ml スコッチモルト販売株式会社

ヨーロピアンウイスキー 金 ザンクトキリアン シグネチャーエディション エイト 53.8% 500ml LOERKE international 株式会社

ヨーロピアンウイスキー 金 ザンクトキリアン シグネチャーエディション ナイン 55.3% 500ml LOERKE international 株式会社

ヨーロピアンウイスキー 金 テーレンペリ クロ 50.7% 500ml 株式会社スマイル

ヨーロピアンウイスキー 金 ベルボア ルージュ 43% 700ml LES BIENHEUREUX

ワールドブレンデッドウイスキー 金 963 セレクトリザーブファーストエディション 46% 700ml 福島県南酒販株式会社

ワールドブレンデッドウイスキー 金 963 ボンズ 46% 700ml 福島県南酒販株式会社

ワールドブレンデッドウイスキー 金 アマハガン エディション 山桜 ヤマザクラ ウッド フィニッシュ 47% 700ml 長浜浪漫ビール 株式会社

ワールドブレンデッドウイスキー 金 アマハガン エディションNo.1 47% 700ml 長浜浪漫ビール 株式会社

ワールドブレンデッドウイスキー 金 レイクス ザ・ワン シェリー カスク フィニッシュ 46.6% 700ml 雄山株式会社

ブランデー 金 ジャン フィユー クリストフ フィユー・セレクション CF25 44% 500ml NOZOMI株式会社

ブランデー 金 ジャン フィユー クリストフ フィユー・セレクション CF35 42% 500ml NOZOMI株式会社

ブランデー 金 バッシュ ガブリエルセン シングルカスク コニャック ボルドリー NO.94 46% 700ml NOZOMI株式会社

ブランデー 金 レミーマルタン テルセ 42% 700ml レミー コアントロー ジャパン株式会社

ブランデー 金 クアトロ・ガヨス 40% 700ml 日本ピスコ協会

ブランデー 金 モストヴェルデ トゥレス セパス 44% 500ml 株式会社G&C CORPORATION

ブランデー 金 いいづなアップルブランデー 2021 ブランシュ ふじ＆高坂りんご 40% 245ml 株式会社サンクゼール
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ブランデー 金 エーファクトリー アオモリシードル アップルブランデー 52% 200ml 株式会社ＪＲ東日本青森商業開発

ブランデー 金 ユーシャン クラフトマン ブランデー オレンジ 40% 700ml Taiwan Tobacco & Liquor Corporation

ラム 金 パッサーズラム ガンパウダープルーフ 54.5% 700ml 株式会社ePower

ラム 金 ディプロマティコ マントゥアノ 40% 700ml 株式会社ウィスク・イー

ラム 金 マウントゲイ XO トリプル・カスク・ブレンド 43% 700ml レミー コアントロー ジャパン株式会社

ラム 金 アプルトン エステート 12年 レアカスク 43% 750ml CT SPIRITS JAPAN株式会社

ラム 金 ケーンアイランド シングルエステイト ニカラグア12年 43% 700ml 株式会社 都光

ラム 金 ディプロマティコ レセルバエクスクルーシバ 40% 700ml 株式会社ウィスク・イー

ラム 金 パッサーズラム 15年 40% 700ml 株式会社ePower

ラム 金 フロール・デ・カーニャ 12年 40% 700ml アイデイ商事株式会社

ラム 金 ロイヤル センテナリオ 12年 グランレガド 40% 700ml 株式会社 都光

ラム 金 ロン アブエロ 12 40% 700ml リードオフジャパン株式会社

ラム 金 ロン カルタビオ エックスオー 40% 750ml 株式会社G&C CORPORATION

ラム 金 ディクタドール 12年 40% 700ml ミリオン商事株式会社

ラム 金 ロン サカパ 23 40% 750ml ディアジオ ジャパン株式会社

アガヴェスピリッツ 金 カスカウィン ブランコ 38% 750ml 株式会社フィデア

アガヴェスピリッツ 金 ドン・フリオ ブランコ 38% 750ml ディアジオ ジャパン株式会社

アガヴェスピリッツ 金 アガバレス プレミアム レポサド 40% 750ml リードオフジャパン株式会社

アガヴェスピリッツ 金 グランオレンダイン レポサド 40% 750ml リードオフジャパン株式会社

アガヴェスピリッツ 金 ドン・フリオ レポサド 38% 750ml ディアジオ ジャパン株式会社

アガヴェスピリッツ 金 アガバレス プレミアム アネホ 40% 750ml リードオフジャパン株式会社

アガヴェスピリッツ 金 アラクラン エクストラアネホ 40% 750ml De Agave株式会社

アガヴェスピリッツ 金 グラン・コラレホ アネホ 40% 1000ml De Agave株式会社

アガヴェスピリッツ 金 グランオレンダイン アネホ 40% 750ml リードオフジャパン株式会社

アガヴェスピリッツ 金 コラレホ 99000 オラス アネホ 40% 750ml De Agave株式会社

アガヴェスピリッツ 金 アカラ アガベ・デ・ロス・アンデス ソルティレヒオ 38% 750ml Seghohr Corporation E.I.R.L.

アガヴェスピリッツ 金 アカラ アガベ・デ・ロス・アンデス レポサード 40% 750ml Seghohr Corporation E.I.R.L.

アガヴェスピリッツ 金 ワハカ エスパディン 40% 750ml De Agave株式会社

アガヴェスピリッツ 金 ワハカ ボタニコ 45% 750ml De Agave株式会社

ジン 金 アイル・オブ・ハリスジン 45% 700ml スコッチモルト販売株式会社

ジン 金 サイレントプール 43% 700ml 株式会社ウィスク・イー

ジン 金 シップスミス Ｖ.Ｊ.Ｏ.Ｐ. 57.7% 700ml サントリースピリッツ株式会社

ジン 金 ローンウルフ 40% 700ml 株式会社ウィスク・イー

ジン 金 イゾラ ディ ファヴィニャーナ 41% 700ml THE FAVIGNANA FLAVOR COMPANY SAS

ジン 金 ビヴロスト アークティクジン 44% 500ml LOERKE international 株式会社

ジン 金 ヘルノ ジュニパーカスク ジン 47% 500ml 株式会社 都光

ジン 金 9148 #0101 45% 700ml 北海道自由ウヰスキー株式会社

ジン 金 AWA GIN classic 45% 700ml 日新酒類株式会社

ジン 金 AWA GIN CLEAR BOTTLE 45% 700ml 日新酒類株式会社

ジン 金 KOMASA GIN 桜島小みかん 45% 500ml 小正醸造株式会社

ジン 金 LAZY MASTER Heavenly Rose 42% 500ml 株式会社FLAVOUR

ジン 金 NAKATSUGIN グレープフルーツルビー 50% 500ml 株式会社サラダコスモ

ジン 金 NAKATSUGIN ピンクレモネード 50% 500ml 株式会社サラダコスモ

ジン 金 石川酒造場 ネイビーストレングス クラフトジン 甕フィニッシュ 57% 500ml 株式会社石川酒造場

ジン 金 オモヤ ジン 47% 500ml 重家酒造株式会社

ジン 金 くまもとジンジンジン 47% 700ml 合資会社高田酒造場

ジン 金 クラフトジン 岡山 50% 700ml 宮下酒造株式会社

ジン 金 クラフトジン瀬戸内 檸檬 47% 700ml 株式会社三宅本店

ジン 金 サクラオ ジン ハマゴウ 47% 700ml 株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー

ジン 金 ジンジンジン 47% 700ml 合資会社高田酒造場

ジン 金 トーキョーハチオウジン CLASSIC 45% 500ml 株式会社大信

ジン 金 ファーストエッセンス WET MMXXI GIN 48% 500ml 株式会社アルケミエ

ジン 金 ヤソジン 100 47% 700ml 株式会社越後薬草

ジン 金 ヤソジン 150 41% 700ml 株式会社越後薬草

ジン 金 ヨハク 45.3% 500ml 芙蓉酒造協同組合

ジン 金 火の帆 KIBOU 45% 500ml 株式会社積丹スピリット

ジン 金 虎ノ門蒸留所 季節のジン ホーリーバジル 46% 500ml 株式会社虎ノ門蒸留所

ジン 金 黒澤 白樺GIN 40% 500ml 黒澤酒造株式会社

ジン 金 秋田杉GIN 46% 500ml 秋田県醗酵工業株式会社

ジン 金 鍛高譚ジン 37% 700ml 合同酒精株式会社

ジン 金 南部美人 クラフトジン 40% 700ml 株式会社南部美人

ジン 金 油津吟 47% 750ml 京屋酒造有限会社

ジン 金 和美人 47% 700ml 本坊酒造株式会社

ジン 金 和美人 ウイスキーカスクフィニッシュ 2021 58% 495ml 本坊酒造株式会社

ジン 金 欅 42% 700ml 株式会社MCG

ジン 金 KWV クラックスランド ジン ブラックウィンタートリュフ 43% 750ml Warshay Investments (Pty) Ltd t/a KWV

ジン 金 ブロークンハート ネイビーストレングス 57% 700ml BrokenHeartSpirits Ltd.
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ジン 金 東京クラフトリキュール トムジン ジェニパーボム 47% 700ml 東京クラフトリキュール　合同会社

ウォッカ 金 14 インカス 40% 750ml 株式会社G&C CORPORATION

ウォッカ 金 シロック 40% 700ml ディアジオ ジャパン株式会社

その他のスピリッツ 金 PRISMA 40% 300ml 有限会社 八重泉酒造

その他のスピリッツ 金 サンブーカ フィーナ コッラジンガリ 40% 700ml 有限会社アビコ

その他のスピリッツ 金 ワイルド アフリカ クリーム 17% 750ml Warshay Investments (Pty) Ltd t/a KWV

その他のスピリッツ 金 沖縄BLUE 8年 40% 750ml 久米仙酒造株式会社

その他のスピリッツ 金 極上堤 40% 720ml 株式会社堤酒造

その他のスピリッツ 金 佐嘉 17年 シェリーシングルカスク 39% 750ml 窓乃梅酒造株式会社

その他のスピリッツ 金 菅原水鏡 25年 ミズナラ 35% 700ml 佐藤焼酎製造場株式会社

その他のスピリッツ 金 八重泉 BARREL 40% 720ml 有限会社 八重泉酒造

スコッチウイスキー 銀 ウルフバーン ジャパン・エクスクルーシブ 5 50% 700ml スコッチモルト販売株式会社

スコッチウイスキー 銀 グレン グラント アルボラリス 40% 700ml CT SPIRITS JAPAN株式会社

スコッチウイスキー 銀 グレンファークラス ヘリテージ 40% 700ml ミリオン商事株式会社

スコッチウイスキー 銀 グレンモーレンジィ エックス バイ グレンモーレンジィ 40% 700ml MHD モエ ヘネシー ディアジオ 株式会社

スコッチウイスキー 銀 ブルックラディ ザ・クラシック・ラディ 50% 700ml レミー コアントロー ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 銀 アバフェルディ 12年 40% 700ml バカルディ ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 銀 オクトモア 12.1 スコティッシュ・バーレイ 59.9% 700ml レミー コアントロー ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 銀 オルトモア 12年 46% 700ml バカルディ ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 銀 グレン グラント 10年 40% 700ml CT SPIRITS JAPAN株式会社

スコッチウイスキー 銀 グレン グラント 12年 43% 700ml CT SPIRITS JAPAN株式会社

スコッチウイスキー 銀 グレンスコシア 10年 40% 700ml 株式会社 都光

スコッチウイスキー 銀 グレンファークラス 12年 43% 700ml ミリオン商事株式会社

スコッチウイスキー 銀 グレンフィディック 12年 スペシャルリザーブ 40% 700ml サントリースピリッツ株式会社

スコッチウイスキー 銀 ザ グレンタレット 10年 ピートスモークド 2021リリース 50% 700ml 株式会社 都光

スコッチウイスキー 銀 ザ グレンタレット 12年 2021リリース 46% 700ml 株式会社 都光

スコッチウイスキー 銀 ザ シングルトン ダフタウン 12年 40% 700ml ディアジオ ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 銀 ラフロイグ 10年 43% 750ml サントリースピリッツ株式会社

スコッチウイスキー 銀 ロッホローモンド インチモーン 12年 46% 700ml 株式会社 都光

スコッチウイスキー 銀 グレン グラント 18年 43% 700ml CT SPIRITS JAPAN株式会社

スコッチウイスキー 銀 グレンフィディック 15年 ソレラリザーブ 40% 700ml サントリースピリッツ株式会社

スコッチウイスキー 銀 ボウモア 15年 43% 700ml サントリースピリッツ株式会社

スコッチウイスキー 銀 ウィルソン＆モーガン ベンリネス 2011 シェリーフィニッシュPX 46% 700ml 株式会社ePower

スコッチウイスキー 銀 クレイグ・アイル 25年 43.8% 750ml 日本酒類販売株式会社

スコッチウイスキー 銀 ウォータープルーフ 45.8% 700ml 日本酒類販売株式会社

スコッチウイスキー 銀 ジョニーウォーカー グリーンラベル 15年 43% 700ml ディアジオ ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 銀 ジェイムズ・ベイ イナー・ハーバー 40% 750ml プレミアム・ビバレッジズ

スコッチウイスキー 銀 ジョニーウォーカー レッドラベル 40% 700ml ディアジオ ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 銀 デュワーズ イリーガルスムース8年 40% 700ml バカルディ ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 銀 デュワーズ ポルトガルスムース8年 40% 750ml バカルディ ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 銀 ジョニーウォーカー 18年 40% 700ml ディアジオ ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 銀 バランタイン 17年 40% 700ml サントリースピリッツ株式会社

ジャパニーズウイスキー 銀 あかし 46% 500ml 江井ヶ嶋酒造株式会社

ジャパニーズウイスキー 銀 桜尾　ファーストリリース　カスクストレングス 54% 700ml 株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー

ジャパニーズウイスキー 銀 許田 シングルカスク 2022 ラム カスク フィニッシュ No.4265 57.1% 700ml ヘリオス酒造株式会社
ジャパニーズウイスキー 銀 駒ヶ岳 2021 エディション 48% 700ml 本坊酒造株式会社

ジャパニーズウイスキー 銀 秩父 ザ・ピーテッド2022 53% 700ml 株式会社ベンチャーウイスキー

ジャパニーズウイスキー 銀 津貫 2021 南さつま市 52% 700ml 本坊酒造株式会社

ジャパニーズウイスキー 銀 津貫 2022 エディション 50% 700ml 本坊酒造株式会社

ジャパニーズウイスキー 銀 イチローズモルト 清里フィールドバレエ32周年記念ウイスキー 58% 700ml 萌木の村

ジャパニーズウイスキー 銀 嘉之助 2018 3年 鶴と空＃01 ウイスキートーク福岡2021限定ボトル 58% 700ml 有限会社　津崎商事

ジャパニーズウイスキー 銀 駒ケ岳 シングルカスク bar ICHINANA 7th アニバーサリー 60% 700ml bar ICHINANA

ジャパニーズウイスキー 銀 江井ヶ嶋 バーボンバレル7年 50% 500ml 江井ヶ嶋酒造株式会社

ジャパニーズウイスキー 銀 三郎丸 Ⅰ THE MAGICIAN カスクストレングス 63% 700ml 若鶴酒造株式会社

ジャパニーズウイスキー 銀 津貫 シングルカスク #T86 60% 500ml 本坊酒造株式会社

ジャパニーズウイスキー 銀 シングルグレーンウイスキー 富士 46% 700ml キリンビール株式会社

ジャパニーズウイスキー 銀 知多 43% 700ml サントリースピリッツ株式会社

ジャパニーズウイスキー 銀 愛知クラフトウイスキー キヨス 45% 500ml 清洲桜醸造株式会社

ジャパニーズウイスキー 銀 OSUZU MALT NEW BORN 59% 700ml 株式会社尾鈴山蒸留所

ジャパニーズウイスキー 銀 三郎丸 ニューポット 2021 アイラピーテッド＋トヤマモルト 47PPM 60% 200ml 若鶴酒造株式会社

ジャパニーズウイスキー 銀 新潟亀田蒸溜所 ニューポット ノンピート 60% 200ml 合同会社新潟小規模蒸溜所

ジャパニーズウイスキー 銀 新潟亀田蒸溜所 ニューポット 新潟県産麦芽 60% 200ml 合同会社新潟小規模蒸溜所

ジャパニーズウイスキー 銀 津貫 ニューポット・へビリーピ―テッド 2021 60% 250ml 本坊酒造株式会社

ジャパニーズウイスキー 銀 別誂仕込 No.001 ニューポット 60% 200ml 西酒造株式会社

ジャパニーズウイスキー 銀 六甲山蒸溜所 ザ ファースト 66% 500ml アクサス株式会社

アイリッシュウイスキー 銀 ハイド No.3 ジ アラス カスク 46% 700ml 日本酒類販売株式会社

アイリッシュウイスキー 銀 ザ デッド ラビット 44% 700ml GAP Drinks
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アイリッシュウイスキー 銀 ハイド No.8 ヘリテイジ カスク 43% 700ml 日本酒類販売株式会社

アイリッシュウイスキー 銀 バスカー アイリッシュウイスキー 40% 700ml 株式会社ウィスク・イー

アイリッシュウイスキー 銀 ライターズティアーズ コッパーポット 40% 700ml リードオフジャパン株式会社

アイリッシュウイスキー 銀 ランベイ ブレンデッドモルト 43% 700ml 株式会社 都光

アイリッシュウイスキー 銀 カネマラ 40% 700ml サントリースピリッツ株式会社

アメリカンウイスキー 銀 コーキゲン 46% 750ml プレミアム・ビバレッジズ

アメリカンウイスキー 銀 IWハーパー ゴールドメダル 40% 700ml ディアジオ ジャパン株式会社

アメリカンウイスキー 銀 ジェームズ Ｅ ペッパー 1776 50% 750ml 日本酒類販売株式会社

アメリカンウイスキー 銀 デイビスカウンティ 48% 750ml PacRim Wines and Spirits

アメリカンウイスキー 銀 リデンプション ハイライ バーボン 46% 750ml PacRim Wines and Spirits

アメリカンウイスキー 銀 レベル 40% 700ml PacRim Wines and Spirits

アメリカンウイスキー 銀 IW ハーパー 12年 43% 750ml ディアジオ ジャパン株式会社

アメリカンウイスキー 銀 テンプルトン ライ 4年 40% 750ml 株式会社ウィスク・イー

アメリカンウイスキー 銀 レベル ライ 45% 700ml PacRim Wines and Spirits

アメリカンウイスキー 銀 ワイルドターキー ライ 40.5% 700ml CT SPIRITS JAPAN株式会社

タイワニーズウイスキー 銀 カバラン ソリスト ブランデー 57.8% 700ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 銀 カバラン ソリスト ポート 56.3% 700ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 銀 カバラン ディスティラリーセレクト No.2 40% 700ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 銀 キングカー コンダクター 46% 700ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 銀 ケタガラン ヂェン レジェンド シングルモルト ウイスキー 40% 700ml THE PROMISING CENTER CO., LTD

ヨーロピアンウイスキー 銀 エーロウイスキー シングルモルト 48% 500ml LOERKE international 株式会社

ヨーロピアンウイスキー 銀 テーレンペリ カスキ 43% 500ml 株式会社スマイル

ヨーロピアンウイスキー 銀 バッドスペンサー ザ レジェンド シングルモルトウイスキーピーテッド 49% 700ml LOERKE international 株式会社

ヨーロピアンウイスキー 銀 ベルボア ヴェール 43% 700ml LES BIENHEUREUX

ヨーロピアンウイスキー 銀 ベルボア ノアール 43% 700ml LES BIENHEUREUX

ワールドブレンデッドウイスキー 銀 アマハガン エディションNo.3 ミズナラ ウッド フィニッシュ 47% 700ml 長浜浪漫ビール 株式会社

ワールドブレンデッドウイスキー 銀 山桜 ピュアモルトウイスキー リミテッドエディション 48% 700ml 笹の川酒造株式会社

ワールドブレンデッドウイスキー 銀 963 アクシス 46% 700ml 福島県南酒販株式会社

ワールドブレンデッドウイスキー 銀 963 スムース＆ピーティー 46% 700ml 福島県南酒販株式会社

ワールドブレンデッドウイスキー 銀 レイクス ザ・ワン ポート カスク フィニッシュ 46.6% 700ml 雄山株式会社

ワールドブレンデッドウイスキー 銀 神路 43% 700ml 株式会社伊勢萬

ワールドブレンデッドウイスキー 銀 碧 Ao 43% 700ml サントリースピリッツ株式会社

ブランデー 銀 オージエ サンギュリエ 41.7% 700ml 株式会社 都光

ブランデー 銀 オージエ ソヴァージュ 40.8% 700ml 株式会社 都光

ブランデー 銀 グラン・デモニオ 44% 500ml 日本ピスコ協会

ブランデー 銀 サルカイ・デ・アスピティア 42% 500ml 日本ピスコ協会

ブランデー 銀 タカマ デモニオ・デ・ロス・アンデス 40% 700ml 日本ピスコ協会

ブランデー 銀 モストヴェルデ プライベート コレクション トロンテル 44% 500ml 株式会社G&C CORPORATION

ブランデー 銀 KWV ブランデー 10年 38% 750ml Warshay Investments (Pty) Ltd t/a KWV

ブランデー 銀 KWV ブランデー 12年 38% 750ml Warshay Investments (Pty) Ltd t/a KWV

ブランデー 銀 グラッパ ディ ブルネッロ リゼルヴァ オロ ディ ｶﾗﾃｨ 40% 700ml 有限会社アビコ

ラム 銀 アコウラム ホワイト 40% 500ml 有限会社大山甚七商店

ラム 銀 イピオカ レゼルヴァ プラタ 38% 700ml リードオフジャパン株式会社

ラム 銀 ディプロマティコ プラナス 47% 700ml 株式会社ウィスク・イー

ラム 銀 ケーンアイランド シングルアイランド バルバドス 40% 700ml 株式会社 都光

ラム 銀 ケーンアイランド シングルエステイト バルバドス8年 43% 700ml 株式会社 都光

ラム 銀 ラムネイション バルバドス 8年 40% 700ml 株式会社ePower

ラム 銀 マツサレム グランレゼルバ 15 40% 700ml リードオフジャパン株式会社

ラム 銀 ロイヤル センテナリオ システマソレラ 20 フンダシオン 40% 700ml 株式会社 都光

アガヴェスピリッツ 銀 アガバレス ゴールド 40% 750ml リードオフジャパン株式会社

アガヴェスピリッツ 銀 アラクラン ブランコ 40% 750ml De Agave株式会社

アガヴェスピリッツ 銀 グランオレンダイン ブランコ 40% 750ml リードオフジャパン株式会社

アガヴェスピリッツ 銀 チャムコス ブランコ 40% 750ml De Agave株式会社

アガヴェスピリッツ 銀 フォルタレサ ブランコ 40% 750ml 株式会社ウィスク・イー

アガヴェスピリッツ 銀 アラクラン レポサド 35% 750ml De Agave株式会社

アガヴェスピリッツ 銀 コラレホ レポサド 40% 750ml De Agave株式会社

アガヴェスピリッツ 銀 チャムコス レポサド 40% 750ml De Agave株式会社

アガヴェスピリッツ 銀 アラクラン クリスタルアネホ 35% 750ml De Agave株式会社

アガヴェスピリッツ 銀 エスポロン アネホ 40% 750ml CT SPIRITS JAPAN株式会社

アガヴェスピリッツ 銀 コラレホ アネホ 40% 750ml De Agave株式会社

アガヴェスピリッツ 銀 チャムコス アネホ 40% 750ml De Agave株式会社

アガヴェスピリッツ 銀 アカラ アガベ・デ・ロス・アンデス アグレステ 45% 750ml Seghohr Corporation E.I.R.L.

アガヴェスピリッツ 銀 ドンマテオ マンソサウアジョ 48% 750ml 株式会社フィデア

アガヴェスピリッツ 銀 メスカル アラクラン ホベン 46% 750ml De Agave株式会社

ジン 銀 ザ・ボタニスト 46% 700ml レミー コアントロー ジャパン株式会社

ジン 銀 シップスミス ロンドンドライジン 41.6% 700ml サントリースピリッツ株式会社

ジン 銀 タンカレー ナンバーテン 47.3% 750ml ディアジオ ジャパン株式会社
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カテゴリー 受賞 商品名 度数 容量 企業名

ジン 銀 ビーフィーター 24 45% 700ml サントリースピリッツ株式会社

ジン 銀 ブルドッグ ロンドンドライジン 40% 700ml CT SPIRITS JAPAN株式会社

ジン 銀 ベンローモンド 43% 700ml 株式会社 都光

ジン 銀 キングスバレル ザ・ブルージン 44% 500ml LOERKE international 株式会社

ジン 銀 9148 #1005 53% 700ml 北海道自由ウヰスキー株式会社

ジン 銀 AMRTA [1-3][2021] 40% 500ml 株式会社GEEKSTILL

ジン 銀 JIN7 シリーズ02 47% 700ml 有限会社大山甚七商店

ジン 銀 LAZY MASTER Shiny Lemonglass 42% 500ml 株式会社FLAVOUR

ジン 銀 LAZY MASTER Silky Citrus 42% 500ml 株式会社FLAVOUR

ジン 銀 LAZY MASTER Smoky Gold 42% 500ml 株式会社FLAVOUR

ジン 銀 NAKATSUGIN カモミール 50% 500ml 株式会社サラダコスモ

ジン 銀 NAKATSUGIN 苺 50% 500ml 株式会社サラダコスモ

ジン 銀 ohoro GIN 47% 720ml 株式会社ニセコ蒸溜所

ジン 銀 PACHIPACHI 48% 720ml 近藤酒造株式会社

ジン 銀 Vir-GIN SIO WASABI SPICY 42% 500ml 株式会社FLAVOUR

ジン 銀 Vir-GIN UME SHISO FRUITY 42% 500ml 株式会社FLAVOUR

ジン 銀 アルケミエジン 犬啼 45% 500ml 株式会社アルケミエ

ジン 銀 オフトレイル アゼオトロープ モルトジン ニューポット・ブレンデッド 47% 500ml Far Yeast Brewing株式会社

ジン 銀 クラフトジン　黄金井 43% 500ml 黄金井酒造株式会社

ジン 銀 サクラオ ジン リミテッド 47% 700ml 株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー

ジン 銀 スティルダムジン リミテッドエディション 南高梅 45% 500ml 株式会社スティルダム・サガ

ジン 銀 ティーンスピリッツ 45% 375ml Whiskey&Co.株式会社

ジン 銀 トーキョーハチオウジン ELDER FLOWER 40% 500ml 株式会社大信

ジン 銀 ナンバーエイトジン 46% 750ml 株式会社HUGE

ジン 銀 ナンバーエイトジン ダブルボタニカル 46% 750ml 株式会社HUGE

ジン 銀 因伯人 47% 720ml 千代むすび酒造株式会社

ジン 銀 赤鳥居 オリジナル 45% 700ml 合資会社光武酒造場

ジン 銀 赤鳥居 プレミアム 45% 700ml 合資会社光武酒造場

ジン 銀 土土土 47% 720ml 株式会社GEN風景

ジン 銀 東経135度 兵庫ドライジン 42% 700ml 明石酒類醸造株式会社

ジン 銀 南部美人 クラフトジン the 1st lot 60% 200ml 株式会社南部美人

ジン 銀 八代不知火蔵　クラフトジン　和柑橘 47% 300ml メルシャン株式会社

ジン 銀 夕凪GIN 40% 500ml 西野金陵株式会社

ジン 銀 コーヴァル ドライ ジン 47% 500ml 株式会社 都光

ジン 銀 ジェイムズ・ベイ ネイビー ・ストレングス・ ジン 57% 750ml プレミアム・ビバレッジズ

ジン 銀 ブロークンハート ジン 40% 700ml BrokenHeartSpirits Ltd.

ジン 銀 コッツウォルズ オールドトムジン 42% 700ml スコッチモルト販売株式会社

ジン 銀 ヘルノ オールドトム ジン 43% 500ml 株式会社 都光

ジン 銀 長崎出島ジン 伝之進1812 TJG 40% 510ml 株式会社杵の川

ウォッカ 銀 キーズアンドブリックス プレミアムショット 35% 720ml ADIATE株式会社

ウォッカ 銀 ケテル ワン 40% 750ml ディアジオ ジャパン株式会社

ウォッカ 銀 ビヴロスト ウォッカ 40% 500ml LOERKE international 株式会社

ウォッカ 銀 ロシアンスタンダード オリジナル 40% 700ml リードオフジャパン株式会社

ウォッカ 銀 ロシアンスタンダード プラチナム 40% 700ml リードオフジャパン株式会社

ウォッカ 銀 南部美人 クラフトウォッカ 40% 700ml 株式会社南部美人

ウォッカ 銀 白 40% 700ml サントリースピリッツ株式会社

その他のスピリッツ 銀 TUMUGI ニューオークカスクストレージ 43% 750ml 三和酒類株式会社

その他のスピリッツ 銀 アルケミエ 地獄谷アブサン 59% 500ml 株式会社アルケミエ

その他のスピリッツ 銀 オークロードプレミアム 41% 500ml 合資会社高田酒造場

その他のスピリッツ 銀 コカレロ・クラシコ 29% 700ml アイデイ商事株式会社

その他のスピリッツ 銀 コカレロ・ネグロ 29% 700ml アイデイ商事株式会社

その他のスピリッツ 銀 さわやかへべすリキュール 14% 500ml 井上酒造株式会社

その他のスピリッツ 銀 ビヴロスト アクアビットミッドソマーブロート 40% 500ml LOERKE international 株式会社

その他のスピリッツ 銀 ヤソ アブサン プロトタイプ03 58% 700ml 株式会社越後薬草

その他のスピリッツ 銀 ヤソスピリッツ レモン 41% 700ml 株式会社越後薬草

その他のスピリッツ 銀 ワイルド アフリカ クリーム ストロベリー 17% 750ml Warshay Investments (Pty) Ltd t/a KWV

その他のスピリッツ 銀 伊良コーラ酎 50% 300ml 有限会社大山甚七商店

その他のスピリッツ 銀 虎ノ門蒸留所 八月のアブサン 58% 500ml 株式会社虎ノ門蒸留所

その他のスピリッツ 銀 佐嘉 12年 シェリーシングルカスク 39% 750ml 窓乃梅酒造株式会社

その他のスピリッツ 銀 佐嘉 15年 シェリーシングルカスク 41% 750ml 窓乃梅酒造株式会社

その他のスピリッツ 銀 新里 WHISKY 43% 700ml 新里酒造株式会社

その他のスピリッツ 銀 菅原水鏡 25年 スモーキースコッチ 35% 700ml 佐藤焼酎製造場株式会社

その他のスピリッツ 銀 菅原水鏡 オロロソ ラ ヒターナ バットフィニッシュ 40% 720ml 株式会社酒商菅原

その他のスピリッツ 銀 菅原水鏡 オロロソシェリーバットフィニッシュ 40% 720ml 株式会社酒商菅原

その他のスピリッツ 銀 菅原水鏡 マンサニージャ樽フィニッシュ 41% 720ml 株式会社酒商菅原

その他のスピリッツ 銀 大島桜薫るボタニカル ウイスキー 40% 720ml 福徳長酒類株式会社

その他のスピリッツ 銀 鳳凰美田 J-SAKE 2012 42% 500ml 小林酒造株式会社
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スコッチウイスキー 銅 アードモア レガシー 40% 700ml サントリースピリッツ株式会社

スコッチウイスキー 銅 アイル オブ ラッセイ R-02 46.4% 700ml 株式会社 都光

スコッチウイスキー 銅 アラン バレルリザーヴ 43% 700ml 株式会社ウィスク・イー

スコッチウイスキー 銅 ウルフバーン ラングスキップ 58% 700ml スコッチモルト販売株式会社

スコッチウイスキー 銅 キルホーマン マキヤーベイ 46% 700ml 株式会社ウィスク・イー

スコッチウイスキー 銅 グレンターナー ポートカスクフィニッシュ 40% 700ml 株式会社明治屋

スコッチウイスキー 銅 カーデュ 12年 40% 700ml 日本酒類販売株式会社

スコッチウイスキー 銅 キングスバーンズ ドリームトゥドラム 46% 700ml 株式会社カクテルワークス

スコッチウイスキー 銅 キングスバーンズ バルコミー シェリーカスクマチュアード 46% 700ml 株式会社カクテルワークス

スコッチウイスキー 銅 グレンファークラス 10年 40% 700ml ミリオン商事株式会社

スコッチウイスキー 銅 ロイヤルブラックラ 12年 46% 700ml バカルディ ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 銅 グレンファークラス 15年 46% 700ml ミリオン商事株式会社

スコッチウイスキー 銅 ブラック＆ホワイト 40% 700ml 日本酒類販売株式会社

スコッチウイスキー 銅 ベル オリジナル ユニオンジャック 40% 700ml 日本酒類販売株式会社

スコッチウイスキー 銅 ホワイトホース ファインオールド 40% 700ml ディアジオ ジャパン株式会社

スコッチウイスキー 銅 ラベル5 クラシックブラック 40% 700ml 株式会社明治屋

ジャパニーズウイスキー 銅 山桜 安積 丑ラベル CASK NO.17202 50% 700ml 笹の川酒造株式会社

ジャパニーズウイスキー 銅 長濱 バッチ 1427 レッド ワイン ホグスヘッド 54.1% 700ml 長浜浪漫ビール 株式会社

ジャパニーズウイスキー 銅 INAZUMA ブレンデッドモルト シナジーブレンド 47% 700ml 長浜浪漫ビール 株式会社

ジャパニーズウイスキー 銅 江井ヶ嶋 シェリーカスク7年 50% 500ml 江井ヶ嶋酒造株式会社

アメリカンウイスキー 銅 ウエストランド コレレ エディション1 50% 700ml レミー コアントロー ジャパン株式会社

アメリカンウイスキー 銅 リデンプション バーボン 42% 750ml PacRim Wines and Spirits

アメリカンウイスキー 銅 コーヴァル ライ 40% 750ml 株式会社 都光

アメリカンウイスキー 銅 リデンプション ライ 46% 750ml PacRim Wines and Spirits

タイワニーズウイスキー 銅 カバラン ディスティラリーセレクト No.1 40% 700ml Kavalan Distillery

タイワニーズウイスキー 銅 オマー カスクストレングス オレンジブランデー バレル フィニッシュ 54% 700ml Taiwan Tobacco & Liquor Corporation

タイワニーズウイスキー 銅 オマー カスクストレングス プラムリキュール バレル フィニッシュ 53% 700ml Taiwan Tobacco & Liquor Corporation

ヨーロピアンウイスキー 銅 イスフィヨルド ノンピート 42% 500ml LOERKE international 株式会社

ヨーロピアンウイスキー 銅 エーロウイスキー スタンダードイシュー 48% 500ml LOERKE international 株式会社

ヨーロピアンウイスキー 銅 オールドサンドヒル ジャーマンオーク 43% 500ml LOERKE international 株式会社

ヨーロピアンウイスキー 銅 オールドサンドヒル ポートワインカスク 43% 500ml LOERKE international 株式会社

ヨーロピアンウイスキー 銅 ベルボア ブラン 40% 700ml LES BIENHEUREUX

ヨーロピアンウイスキー 銅 ベルボア プリュヌ 43% 700ml LES BIENHEUREUX

ヨーロピアンウイスキー 銅 ベルボア ブルー 40% 700ml LES BIENHEUREUX

その他の地域のウイスキー 銅 I AM… Too… 55.1% 500ml The Craft Works Whisky Company 

その他の地域のウイスキー 銅 Ki One 56.2% 200ml THREE SOCIETIES DISTILLERY

その他の地域のウイスキー 銅 ダイキン ブルーラベル 53% 700ml Daiking Louis Whisky Distillery Co. Ltd.

ワールドブレンデッドウイスキー 銅 963 リッチ＆スウィート 46% 700ml 福島県南酒販株式会社

ワールドブレンデッドウイスキー 銅 バッドスペンサー ザ レジェンド ウイスキー 46% 700ml LOERKE international 株式会社

ワールドブレンデッドウイスキー 銅 山桜 ファインブレンデッドウイスキー リミテッドエディション 46% 700ml 笹の川酒造株式会社

ブランデー 銅 トレス・ヘネラシオネス ケブランタ 44% 500ml 日本ピスコ協会

ブランデー 銅 いいづなアップルブランデー 2021 ブランシュ ふじ＆ブラムリー 40% 245ml 株式会社サンクゼール

ブランデー 銅 いいづなアップルブランデー 2021 ライト&メロー 40% 245ml 株式会社サンクゼール

ラム 銅 イピオカ レゼルヴァ オウロ 38% 700ml リードオフジャパン株式会社

ラム 銅 フロール・デ・カーニャ 4年 40% 700ml アイデイ商事株式会社

ラム 銅 マクガン 40% 750ml 株式会社　多良川

ラム 銅 イエラム サンタマリア ボヤージュ ＃01 エイジド イン ワイン カスク 43.5% 750ml 株式会社伊江島物産センター

アガヴェスピリッツ 銅 アガバレス シルバー 40% 750ml リードオフジャパン株式会社

アガヴェスピリッツ 銅 アガバレス プレミアム プラータ 40% 750ml リードオフジャパン株式会社

アガヴェスピリッツ 銅 コラレホ ブランコ 40% 750ml De Agave株式会社

アガヴェスピリッツ 銅 ドン・フリオ アネホ 38% 750ml ディアジオ ジャパン株式会社

アガヴェスピリッツ 銅 アカラ アガベ・デ・ロス・アンデス プラテアード 40% 750ml Seghohr Corporation E.I.R.L.

アガヴェスピリッツ 銅 メスカル アラクラン サカテリモン 40% 750ml De Agave株式会社

アガヴェスピリッツ 銅 メスカル エムジー 45% 750ml De Agave株式会社

アガヴェスピリッツ 銅 ワハカ アボカド コン グサノ 40% 750ml De Agave株式会社

ジン 銅 エッケンビル ポットスティルジン 46% 500ml タイタニックホールディングス株式会社

ジン 銅 ヘルノ ロンドンドライ ジン 40.5% 500ml 株式会社 都光

ジン 銅 メリフェラ 43% 700ml 日本酒類販売株式会社

ジン 銅 HINATA 47% 750ml 京屋酒造有限会社

ジン 銅 JIN7 リミテッド 47% 700ml 有限会社大山甚七商店

ジン 銅 Komaki Gin 48% 500ml 小牧醸造株式会社

ジン 銅 N43 CRAFT GIN 2021 はじまり 43% 300ml 札幌酒精工業株式会社

ジン 銅 黄桜クラフトジン 花物語 47% 700ml 黄桜株式会社

ジン 銅 伊勢神 47% 700ml 株式会社伊勢萬

ジン 銅 無銘 40% 700ml 福徳長酒類株式会社

ジン 銅 棘玉 47% 700ml 株式会社マツザキ

ジン 銅 ジン ソフト&スムース 40% 700ml Bass & Flinders Distillery
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ジン 銅 ディクタドール ジン トレジャー 43% 700ml ミリオン商事株式会社

ジン 銅 ブロークンハート クインスジン 40% 500ml BrokenHeartSpirits Ltd.

ジン 銅 ブロークンハート ルバーブジン 40% 500ml BrokenHeartSpirits Ltd.

ジン 銅 モンスーン ジン イースタン ツイスト 40% 700ml Bass & Flinders Distillery

ウォッカ 銅 ズブロッカ クリア 37.5% 700ml リードオフジャパン株式会社

ウォッカ 銅 ズブロッカ バイソングラス 37.5% 700ml リードオフジャパン株式会社

ウォッカ 銅 炎人 40% 750ml 千代むすび酒造株式会社

その他のスピリッツ 銅 TUMUGI ブンタン 43% 750ml 三和酒類株式会社

その他のスピリッツ 銅 コカレロ・デ・アルトゥーラ 40% 750ml アイデイ商事株式会社

その他のスピリッツ 銅 スピリッツ黒澤 30% 720ml 黒澤酒造株式会社

その他のスピリッツ 銅 ワピリッツ TUMUGI 40% 750ml 三和酒類株式会社

その他のスピリッツ 銅 菅原水鏡 コニャック樽フィニッシュ 40% 720ml 株式会社酒商菅原

その他のスピリッツ 銅 菅原水鏡 スモーキースコッチモルト樽フィニッシュ 41% 720ml 株式会社酒商菅原

その他のスピリッツ 銅 菅原水鏡 ミズナラ樽フィニッシュ 41% 720ml 株式会社酒商菅原

その他のスピリッツ 銅 鳳凰美田 J-SAKE 日光ミズナラ 2016 42% 500ml 小林酒造株式会社
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