
第10回 "SAKURA" Japan Women's Wine Awards

サクラアワード事務局



2023年 第10回に向けて

テーマは？

• 全ての受賞ワインにメダルロゴを！

• ショップにサクラアワードコーナーを！

• 販売協力会社との強いパートナーシップ！

• サポートレストランへの誘い！

• 国内外への生産者団体との強い協力体制！

消費拡大への更なる訴求



ミッションとビジョン

クレディセゾン「てんとう虫」掲載

消費者への訴求



受賞ワイン販促活動

於：㈱阪急阪神百貨店 阪神梅田本店様

「第48回阪神大ワイン祭サクラアワード審査員トークショー」



ネットショップ＆カタログ販売

酒のやまや様「Message de Yamaya サクラアワード受賞ワイン特集」

受賞ワイン販促活動



受賞ワイン販促活動

コープさっぽろ様 「サクラアワード受賞ワインコーナー」



ネットショップ＆カタログ販売

イオンリカー㈱様 AEON de WINE 「サクラアワード受賞ワインセット」

受賞ワイン販促活動



受賞ワインの販促活動
ネットショップ＆カタログ販売受賞ワイン販促活動

於（株)リカーマウンテン様 主催

「2022リカマンワインフェスタin KYOTO」



受賞ワイン販促活動

モンテ物産(株)様 「サクラアワード金賞受賞ワイン8本セット」



ネットショップ＆カタログ販売

三国ワイン㈱ 様「サクラアワードディスプレイコンテスト審査会」実施

受賞ワイン販促活動



受賞ワインの販促活動
ネットショップ＆カタログ販売受賞ワイン販促活動

於：㈱名畑様 主催「食王（ショッキング）2022 」イベント



ネットショップ＆カタログ販売受賞ワイン販促活動

マンズワイン(株)様「酵母の泡」オリジナルネッカーを作成して

いただきました！



販売協力会社 138社 2022年7月

酒類卸、業務用店卸、SM、デパート、CVS、ドラックストア、DS、ネット販売等の
サクラアワード受賞ワインを積極的に販売してくださるネットワークです。



ワイン国内市場を活性化するために…

サクラアワード
意義と目標

消費量５リットル達成

料理に合うワイン

女性の活躍

消費数量 ＆ 消費金額

増加を目指す！



第9回"SAKURA" Japan Women's Wine Awards授賞式

ホテル雅叙園東京



2014年1月 ”SAKURA" Japan Women's Wine Awardの初回開催。日本人女性による審査会であり、
料理とのマリアージュの審査は世界の先駆けとして評価される。

2014年3月 一般社団法人日本能率協会主催FOODEXJAPANにて、授賞式・受賞ワイン展示会、受賞ワイン試飲会を開催。
2019年まで続く。

2015年2月 第2回開催。エントリー数が3,000アイテムを超える。

2015年3月 ドイツで開催される世界最大のワイン展示会ProWeinに初出展。以降、出展を継続。

2016年2月 第3回を開催。エントリー数が前年比19%増となり、4,000アイテムを超える。

2018年1月 第5回を開催。受賞ワインを積極的に販売する販売協力会社が75社となる。受賞ワインを扱うサポートレストラン
の登録を開始。

2019年1月 第6回を開催。審査員が560名となる。

2020年1月 第7回を開催。販売協力会社130社、サポートレストラン70店舗となり、一般消費者の認知度が向上。スパークリ
ングワイン消費の拡大に伴い、Best Great Value Sparkling Wine賞を新設。

サクラアワード10年の歩み



2021年2月 第8回を開催。東京、大阪の２か所で審査会を実施。
コロナ禍にも関わらずエントリー数は過去最多の4,500アイテム超えに。
販売協力会社が137社、サポートレストランは100店を超える。

2021年6月 サクラアワードの更なる飛躍を目指し、主催の（一社）ワインアンドスピリッツ文化協会及び運営を担う
ワインアンドワインカルチャー㈱は、㈱クレディセゾンの100%子会社となる。

2022年4月 東京と大阪の２か所で第9回審査会を開催。

2022年4月 販売協力会社138社。サポートレストラン100店舗以上。

2022年5月 ３年ぶりとなるサクラアワード授賞式を、ホテル雅叙園東京にて開催。

2022年7月 初の試みとなる、サクラアワード受賞ワイン試飲会を開催。

2022年10月 第10回サクラアワード2023のエントリー開始。

サクラアワード10年の歩み





エントリー数、5000アイテム間近！



国内エントリー

43%海外エントリー

57%

海外生産者

42%

未輸入

15%

輸入会社

35%

国産ワイナリー

8%

未輸入受賞ワインの展開

海外・国内・国産エントリー割合



ゴールド

31%

シルバー

13%

受賞無し

50%

ダブルゴールド

6%

ダブルゴールド 286

ゴールド 1,425

シルバー 614

受賞なし 2,327

総計 4,652

ダブルゴールドの中から60アイテムが

ダイヤモンドトロフィーを受賞！

■2022年受賞数



スパークリング

13.9%

スティルロゼ

4%

スティル甘口

1%

スティル赤

48.5%

スティル白

31.7%

価格帯 受賞数 ％

A ≧ 6001 144 6%

B 4001-6000 159 7%

C 2501-4000 453 19%

D 1501-2500 690 30%

E 1001-1500 515 22%

F ≦ 1000 380 13%

不明 56 2%

合計 2049 100%

価格帯別受賞割合エントリーカテゴリー



JEAN-CLAUDE BOISSET

Ms.LAURE GUILLOTEAU

BOURGOGNE PINOT NOIR

LES URSULINES 2020

注目の特別賞 Special Awards

Women Winemaker of the year 2022



ベストワイン賞 寄せ鍋

特別賞～料理との調和を市場に訴求！

ベストワイン賞 寿司 ベストワイン賞 天ぷら ベストワイン賞 すき焼き

ベストワイン賞 韓国料理 ベストワイン賞 中華料理 ベストワイン賞 タイ料理

ベストワイン賞 鉄板焼き ベストワイン賞 焼き鳥



注目の特別賞 Special Awards

フォーティファイドワイン

賞

デザートワイン

賞

”グランプリ"ジャパニーズワイン

賞

ロゼワイン

賞

いつも飲みたいスパークリングワイン

賞

これから飲みたい品種

賞



国内製造ワインのエントリー推移



WHAT’S NEW!

2021年よりBIOワインを

葉のマークで表示

BIO WINE オレンジワイン

オレンジワインを

新カテゴリーとして導入
※ジョージアからのエントリーが36アイテム！



JOIN ProWein 2023!
ProWein



サクラアワードには、ワインを生産している国の在日大使館やワイン生産者協会など、90を超える団体が協賛しています。

スポンサー団体
審査会

審査員は全員女性

4,652アイテムのエントリーを430人の審査員が

ブラインドテイスティングによって厳正に審査しました。

審査員の構成は、ソムリエ、ワインスクール講師、

輸入や販売会社の担当者、ジャーナリスト、ワイン醸造家。

審査員は5人1組のグループに分かれ、ワインのカテゴリー別に

ブラインドテイスティングを行います。

ワインについて審査で開示される情報は、

品種名とヴィンテージのみ、100点満点で評価します。

1回（フライトと呼ばれています）につき、12本～15本の

テイスティングをし、これを1日に4～5フライト行います。



スポンサー団体受賞ワイン検索システム

受賞ワインが簡単に見つかる！

受賞年度、アワード(メダル)、特別賞、生産者/ワイナリー名、
ワイン名、ワインタイプ、生産国、産地、ヴィンテージ、主要ぶどう品種、

輸入会社 / 取扱会社、価格帯、BIO-WINE、ワイン番号
別に検索が可能です。



サクラアワードには、ワインを生産している国の在日大使館やワイン生産者協会など、90を超える団体が協賛しています。

スポンサー団体



2022年7月

寄付先：駐日ウクライナ大使館

寄付金額：1,500,000円

チャリティー活動2022年7月

寄付先：日本ブドウ・ワイン学会

(ASEV JAPAN)

寄付金額：300,000円

日本ブドウ・ワイン学会 (ASEV Japan) 

は、ブドウやワインに関する研究を

行っている学会です。

ASEVはこの分野で世界最大の学会で

、ぶどう栽培とワイン製造、並びに

これらに関連した分野の研究と技術

の発展を目指しており、2005年、日

本ブドウ・ワイン学会の名称で日本

学術会議協力学術研究団体に登録し

ました。 主な活動として、年次大会

の開催、学会誌の発行、セミナーの

開催、諸外国との国際交流などを行

っています。

ワインのチャリティイベントを通じて、社会貢献活動を行っています。

ウクライナそして、避難民を受け入れている多くの国は、

ワインの産地でもあります。

戦火に苦しむウクライナの方々への支援に

寄付させていただきました。



第10回サクラアワードスケジュール

エントリー期間

2022年10月3日(月)

～

2022年11月30日(水)

サンプル送付期間

2022年10月3日(月)

～

2022年12月10日(土)

ワイン審査会

2023年1月下旬～2月上旬

受賞ワイン

（DG,G,S,特別賞)発表

2023年2月中

受賞ワイン

（DT,特別賞GP)発表

2023年2月中

授賞式

2023年5月(予定)

※ス ケ ジ ュ ー ル は 変 更 に な る 可 能 性 が ご ざ い ま す の で 、 ご 了 承 く だ さ い 。


