
TWSC2022洋酒部門　カテゴリーウィナー受賞ボトル一覧
受賞部門 商品名（日本語表記） 度数 容量 受賞 出品企業名

スコッチウイスキー／シングルモルト／ノンエイジ グレンファークラス 185周年記念ボトル 46% 700ml 金 ミリオン商事株式会社

スコッチウイスキー／シングルモルト／12年以下 ブルックラディ ジ・オーガニック 2010 50% 700ml 最高金 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／シングルモルト／21～30年 グレンフィディック 21年 40% 700ml 金 サントリースピリッツ株式会社

スコッチウイスキー／シングルモルト／ボトラーズ 76.146 月明かりの下でセビジャーナスを踊る 50.7% 700ml 最高金 The Scotch Malt Whisky Society

スコッチウイスキー／ブレンデッド／ノンエイジ ジョニーウォーカー ダブルブラック 40% 700ml 金 ディアジオ ジャパン株式会社

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

スコッチウイスキー／ブレンデッド／21～30年 バランタイン 30年 40% 700ml 最高金 サントリースピリッツ株式会社

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

アイリッシュウイスキー／シングルモルト ダンヴィルズ 12年 PX カスク 46% 700ml 金 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／バーボン ワイルドターキー レアブリード 58.4% 700ml 金 CT SPIRITS JAPAN株式会社

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

ジャパニーズウイスキー／シングルモルト／ノンエイジ 嘉之助 2021 ファーストエディション 58% 700ml 最高金 小正嘉之助蒸溜所株式会社

ジャパニーズウイスキー／シングルモルト／13～20年 山崎 18年 43% 700ml 最高金 サントリースピリッツ株式会社

ジャパニーズニューメイクスピリッツ 日の丸ウイスキー ブレンデッド ニューボーン 2022 48% 700ml 金 木内酒造合資会社

タイワニーズウイスキー／シングルモルト／ノンエイジ カバラン ソリスト モスカテルシェリー 57.1% 750ml 最高金 Kavalan Distillery

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

ワールドブレンデッドウイスキー／ブレンデッドモルト 963 セレクトリザーブファーストエディション 46% 700ml 金 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／ブレンデッド レイクス ザ・ワン シェリー カスク フィニッシュ 46.6% 700ml 金 雄山株式会社

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

ブランデー／ピスコ クアトロ・ガヨス 40% 700ml 金 日本ピスコ協会

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

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

ラム／ダーク・エイジド／3～8年 ディプロマティコ マントゥアノ 40% 700ml 金 株式会社ウィスク・イー

ラム／ダーク・エイジド／16年以上 アプルトン エステート 21年 43% 750ml 最高金 CT SPIRITS JAPAN株式会社

ラム／ダーク・エイジド／ソレラシステム ロン サカパ XO 40% 750ml 最高金 ディアジオ ジャパン株式会社

アガベスピリッツ／100％アガベテキーラ／ブランコ ドン・フリオ ブランコ 38% 750ml 金 ディアジオ ジャパン株式会社

アガベスピリッツ／100％アガベテキーラ／レポサド カスカウィン タオナ レポサド クアトロ 45% 375ml 最高金 株式会社フィデア

アガベスピリッツ／100％アガベテキーラ／エキストラアネホ ドン・フリオ 1942 38% 750ml 最高金 ディアジオ ジャパン株式会社

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

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

ヨーロピアンジン イゾラ ディ ファヴィニャーナ 41% 700ml 金 THE FAVIGNANA FLAVOR COMPANY SAS

ジャパニーズジン／ニュートラルスピリッツベース サクラオ ジン オリジナル 47% 700ml 最高金 株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー

ジャパニーズジン／焼酎ベース ヨハク 45.3% 500ml 金 芙蓉酒造協同組合

オセアニアンジン ブロークンハート ネイビーストレングス 57% 700ml 金 BrokenHeartSpirits Ltd.

ウォッカ シロック 40% 700ml 金 ディアジオ ジャパン株式会社

その他のスピリッツ 極上堤 40% 720ml 金 株式会社堤酒造


