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53の公式イベント
（2014年公式イベント数は35）

第5回イタリアワイン三千年



9月27日
AViNOFESTA
開催場所: 大阪市中央公会堂 ３階 中集会室

主催: A.V.I. (Amici Vini Italiani)

・ トスカーナワインの試飲・認知活動

TRADE



10月14日

イタリアワイン試飲会 BORSA VINI
開催場所: ホテル椿山荘
主催: イタリア大使館 貿易促進部

・ 27社によるイタリアワイン試飲会

TRADE



10月19日
ドリームスタジオ・光が丘興産 ２社合同イタリアワイン試飲会
開催場所: ヌッフデュパプ 六本木店
主催: 株式会社ドリームスタジオ

・ イタリア・トスカーナよりブルネロの生産者を迎え、日本の小売、デパート、飲食店、ソムリエ、
プレスへイタリアワインの啓蒙活動を行う

TRADE

10月29日～11月2日
シチリアのワインを日本へ
開催場所: 東京、大阪
主催: ユーロコンサルト/

イタリア大使館 貿易促進部

・ セミナー＆ワイン試飲商談会



10月30日
ガンベロ・ロッソ・トレ・ビッキエーリ試飲会 2015 東京

開催場所: リッツカールトン東京
主催: ガンベロ・ロッソ

・ ウォーク・アラウンド・テイスティング

TRADE



11月12日
フランチャコルタ・
カクテル・パーティー
開催場所: イタリア大使館

・ フランチャコルタとともに楽しむ
カクテルパーティー
Invitation only

主催: フランチャコルタ協会 日本事務局

11月11日
フランチャコルタ・デー
開催場所: グランドハイアット東京

・ 30種類以上のフランチャコルタを
揃えたテイスティングイベント

TRADE



11月17、18日
イタリア料理専門展
「ACCI Gusto2015」

開催場所: 都立産業貿易センター台東館
主催: 日本イタリア料理協会

・ イタリア料理・外食関係者向けの食材、飲料、機器、サービス等が一堂に集う
専門展示会

TRADE



11月18日
テイスティング・セミナー
サン・パオロ醸造協同組合

開催場所: イタリア大使館貿易促進部(青山)
主催:
グリーンポイント株式会社イタリアワインダイレクト

・ サン・パオロ社のプレミアムワインを使った
ヴァーティカル・テイスティング・セミナー

TRADE

11月17日
テヌータ・カレッタ社試飲会

開催場所:
イタリア大使館 貿易促進部 (青山)
主催: テヌータ・カレッタ

・ 試飲商談会、セミナー
講師： 林 茂



11月19、26日
アジェメドワイン＆フードフォージャパン
開催場所: 東京、大阪
主催: ニュートレーディングコレクションズ

・ イタリアワイン＆フード試食試飲セミナー

TRADE

11月19日

FESTA DI VINO
開催場所: 東京
主催: 合同会社 MG. Santovito

・ B2Bと味のイベント



11月24日
ワインの国イタリア：
スローワインとヴィーニ・デル・ピエモンテが誇る逸品

・ ワインジャーナリスト宮嶋勲氏監修の
ウォーク・アラウンド・テイスティング、セミナー、
ワインディナー。

TRADE

開催場所: 八芳園
主催: イタリア商工会議所/

イタリア大使館 貿易促進部/

Ideazione社



11月25日
イタリアヴァリューワイン

開催場所: イタリア大使館 貿易促進部 (青山)
主催: ソロイタリア

・ 試飲商談会

TRADE



TRADE

主催: キアンティ協会

キアンティ・ザ・ワイン 2015 / Chianti IL VINO 2015

11月30日
開催場所: インターコンチネンタルホテル大阪

12月1日
開催場所: ホテルニューオータニ東京

・ 日本/中国インポーター10社による商談会
・ セミナー キャンティD.O.C.G. 講師： 宮嶋 勲
・ ビュッフェ
・ ウォーク・アラウンド・テイスティング（業者対象）
・ ウォーク・アラウンド・テイスティング（一般対象）



10月7日～11月30日
南イタリアワインセミナー

開催場所: レストラン11店舗
主催: イタリア大使館 貿易促進部

・ 南イタリアワインに関するセミナー

Maker’s Dinner

10月7日～11月30日 11月7日 11月12日

11月3日10月30日

11月21日 10月8～31日

11月4 、29日

10月25 日

10月31日

10月27～29 日



10月8日
フォンタナフレッダ - ワインメーカーズディナー

開催場所・主催: ラ・テンダ・ロッサ

Maker’s Dinner

10月16日
トンニーノのワインの夕べ
開催場所: オステリア・トット
主催: トンニーノ社

・ トンニーノ社ワインの試飲とイタリア料理の食べ合わせ



Maker’s Dinner

10月29日
ガロフォリ メーカーズディナー

開催場所: オステリア イル バッティクオーレ
主催: フランチェスコ カンツォニェーレ/

株式会社フードライナー

11月5日
ベルルッキ
ヴァンサンカン・スペシャル・ディナー
開催場所:
ブルガリ銀座タワー プライヴェートラウンジ
主催: 株式会社 ア・ドゥエ

・ ヴァンサンカン定期購読読者のための特別ディナー



11月11日
ブルネッロ・ナイト・クルーズ
～パラディゾーネを迎えて～

開催場所: 神戸 コンチェルト

･ 神戸の素敵な夜景と料理を楽しみな
がら、モンタルチーノの魅力を楽しむディ
ナークルーズ。

11月10日
ブルネッロ・ナイト

～パラディゾーネを迎えて～
開催場所: エルビステッカーロマニャッチョーニ

・ エル ビステッカーロ デイ マニャッ
チョーニ山崎シェフの料理と共に、モンタ
ルチーノの魅力を楽しむ。

主催: 郵船商事株式会社

Maker’s Dinner



11月19日
(一社）日本ソムリエ協会 関東支部分科会
タスカ・ダルメリータ テイスティングセミナー
開催場所: 目黒雅叙園 東京
・ J.S.A.会員ソムリエと一般対象のテイスティングセミナー

主催: タスカ・ダルメリータPRジャパン

Maker’s Dinner

11月17日
タスカ・ダルメリータ オリエンタル・ディナー
開催場所: マンダリン オリエンタル 東京 37F 「センス」
･ シチリアの伯爵家、8代目当主アルベルト・タスカ・
ダルメリータ氏を招き、特別ディナーを開催。



Maker’s Dinner

11月24日
トラヴァリーニ メーカーズディナー
開催場所: トラットリア イル フォルネッロ
主催: フランチェスコ カンツォニェーレ/日欧商事株式会社-JET

11月22～28日
エトナ・シリオ社
創業200周年来日プロモーション
開催場所: 東京、名古屋、大阪
主催: 株式会社アルトリヴェッロ

・ 業務試飲会、メーカーズディナー等



Maker’s Dinner

11月26日
ワインセミナー in コロッセオ

第14回 トスカーナ特集
・ トスカーナ州のワインとその郷土料理のコンビネーションを体験
していただけます。

11月25日
メーカーズディナー ～ヴィーニ・ビドーリ～
・ ビドーリ・ワイナリーのワインとフリウーリ・ヴェネツィア・ジュリア州
の郷土料理のマリアージュが楽しめるメーカーズディナー！

開催場所: リストランテ・イタリアノ・コロッセオ
主催: リストランテ・イタリアノ・コロッセオ/株式会社 メモス



ｚ 10月1～31日
ベルターニ讃!!
@マハロカフェ リストランテ

10月1～31日
イタリアワイン三千年キャンペーン
@リストランテ タントタント

イタリアワインフェア
イタリアの文化と食を知ろう
10月1～30日
@ CaffeGinoTakeAway田園調布店

10月1日～11月30日
@ Caffé Gino 沖縄デパートリウボウ店

@RESTAURANT

9月1日～10月31日
フィレンツェフェア2015
@ ANAクラウンプラザホテル京都



ｚ

10月1日～11月30日

白トリュフとピエモンテワイン
@リストランテ イル ソーレ

10月1日～11月30日
イタリアワインフェア
@トラットリア フェルマータ

ｚ10月1日～11月30日
駆けつけ１グラスのワイン！
@イル プルチーノ

@RESTAURANT

10月1日～11月29日
イタリア各地のワインと
料理の夕べ
@ガッタイオーラ ドルチ



@ RISORANTE

10月27日～11月20日
初心者のための
イタリアワインセミナー&ディナー
@ワインサロン フィオーレ

講師: 依田 雪絵

10月30日
ハロウィンと新酒ノヴェッロのパーティ
@リストランテ イタリアーノ コロッセオ

@RESTAURANT

10月2日～11月30日
楽しいワインでイタリア一周♪
@カヴァレッタ

10月1日～11月30日
グラスで楽しむイタリアワイン!! 
@タヴェルナ デル ソーレ



11月7～23日
ダイナースクラブ
イタリアン レストランウィーク
@日本国内のイタリア料理店200店

10月30日～11月30日
ノヴェッロ2015祭り
@イタリアワイン専門店キューヴィーノ

@RESTAURANT

11月12日～12月6日
アルバ産白トリュフとピエモンテ郷土料理とワインフェア
@トラットリア イル フォルネッロ/
オステリア イル バッティクオーレ



10月20日
対談 林 茂 ×杉山 衛
イタリアワイン＆日本料理
ふたつの文化の出会い

開催場所・主催: イタリア文化会館

・ イタリアワインのプロと日本料理のプロが、いかに両者の関係が興味深いものかを、
長年現場で仕事をしてきた実体験をふまえて語り合います。

EVENT



11月3日
電車でワイン♪
開催場所: 叡山電車 出町柳駅 八瀬比叡山口駅間
主催: カヴァレッタ

・ 叡山電車をチャーターしてイタリアワインを楽しむ会

10月31日
オペラ＆ワイン ストリー Vol.1
<ラ・ボエーム> と <ジノリ侯爵家のワイン>
開催場所: ぶどうの丘 イベント ホール
主催: 株式会社アルテヴィーノ

・ ｲﾀﾘｱの名家ｼﾞﾉﾘ侯爵家のﾜｲﾝとｵﾍﾟﾗを楽しむｲﾍﾞﾝﾄ

EVENT



11月1日
イタリア料理検定試験

開催場所: 北海道、東京、名古屋、大阪、愛媛、福岡、熊本
主催: 日本イタリア料理教室協会

11月5日
第9回
イタリアワイン・ベスト・ソムリエ・コンクール

開催場所: イタリア文化会館
主催: 日欧商事株式会社

EVENT



11月15、16日
カンティーナ・ソチャーレ・チェリネーゼ
イタリアワイン三千年アートラベル展

開催場所: 東京国際フォーラム
主催: カンティーナ・ソチャーレ・チェリネーゼ

・ カンティーナ・ソチャーレ・チェリネーゼのワインに日本の現代芸術家が制作した作品を
ラベルにしたアートワインラベルの展示会。

EVENT



9月29日～10月4日
イタリアウィーク
@伊勢丹新宿店

@ DEPARTMENT STORE



10月21～27日
銀座三越 食のイタリアフェア

・ 食品やインテリア用品のご紹介

@ DEPARTMENT STORE



10月29日～11月3日
イタリアフェスタ BUONO！BUONO！ITALIA！
@東急百貨店 渋谷駅・東急東横店

・ イタリア料理とワインがバルのようにスタンディングで食べ比べ、飲み比べが出来る

@ DEPARTMENT STORE



• ポスター

• ヴィンテージチャート付き州別
ワインリスト

• イタリアワインダイドブック

• 「BORSA  VINI」公式カタログ

PROMOTION TOOL



ADVERTISEMENT

専門料理

Vinoteque

Wands

【掲載誌】

















～お問い合わせ～

〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館16階

Tel  03-3475-1401 

Fax 03-3475-1440

E-mail tokyo@ice.it

http://www.ice-tokyo.or.jp


