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１ トロフィー受賞酒

 部門：吟醸酒

 銘柄：初孫

 酒蔵：東北銘醸（酒田市）

※「トロフィー」は、

９つの部門別に最も評価の高い銘柄に授与される

２ 金メダル受賞酒

 ９部門のうち、６部門で

部

純米酒

純米吟醸酒

  〃

  〃

純米大吟醸酒

  〃

  〃

  〃

吟醸酒

大吟醸酒

  〃

普通酒

３ メダル受賞結果

 金メダル受賞数は、
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・ＩＷＣ「ＳＡＫＥ部門」金メダル受賞数・ＩＷＣ「ＳＡＫＥ部門」金メダル受賞数・ＩＷＣ「ＳＡＫＥ部門」金メダル受賞数・ＩＷＣ「ＳＡＫＥ部門」金メダル受賞数

年連続年連続年連続年連続

年連続年連続年連続年連続
（㈱フルネット調べ）（㈱フルネット調べ）（㈱フルネット調べ）（㈱フルネット調べ）

年連続年連続年連続年連続

山形

地理的表示（ＧＩ）地理的表示（ＧＩ）地理的表示（ＧＩ）地理的表示（ＧＩ）

・ＩＷＣ「ＳＡＫＥ部門」金メダル受賞数・ＩＷＣ「ＳＡＫＥ部門」金メダル受賞数・ＩＷＣ「ＳＡＫＥ部門」金メダル受賞数・ＩＷＣ「ＳＡＫＥ部門」金メダル受賞数

年連続年連続年連続年連続

年連続年連続年連続年連続
（㈱フルネット調べ）（㈱フルネット調べ）（㈱フルネット調べ）（㈱フルネット調べ）    

年連続年連続年連続年連続

山形

地理的表示（ＧＩ）地理的表示（ＧＩ）地理的表示（ＧＩ）地理的表示（ＧＩ）

・ＩＷＣ「ＳＡＫＥ部門」金メダル受賞数・ＩＷＣ「ＳＡＫＥ部門」金メダル受賞数・ＩＷＣ「ＳＡＫＥ部門」金メダル受賞数・ＩＷＣ「ＳＡＫＥ部門」金メダル受賞数

年連続年連続年連続年連続    第１位第１位第１位第１位

年連続年連続年連続年連続    第１位第１位第１位第１位
    

年連続年連続年連続年連続    第１位第１位第１位第１位

山形

地理的表示（ＧＩ）地理的表示（ＧＩ）地理的表示（ＧＩ）地理的表示（ＧＩ）

・ＩＷＣ「ＳＡＫＥ部門」金メダル受賞数・ＩＷＣ「ＳＡＫＥ部門」金メダル受賞数・ＩＷＣ「ＳＡＫＥ部門」金メダル受賞数・ＩＷＣ「ＳＡＫＥ部門」金メダル受賞数    

第１位第１位第１位第１位

第１位第１位第１位第１位

第１位第１位第１位第１位

山形 

地理的表示（ＧＩ）地理的表示（ＧＩ）地理的表示（ＧＩ）地理的表示（ＧＩ）

第１位第１位第１位第１位

第１位第１位第１位第１位

第１位第１位第１位第１位

地理的表示（ＧＩ）地理的表示（ＧＩ）地理的表示（ＧＩ）地理的表示（ＧＩ）

第１位第１位第１位第１位    

第１位第１位第１位第１位    

第１位第１位第１位第１位    
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