
イタリアワイン三千年　2016　イベントリスト
Lista di eventi ufficiali - 3000 anni di vino italiano 2016

イベント名／Nome Evento

開始日 /
Data inizio di

svolgimento

終了日 / Data

fine di

svolgimento

開催場所 / Luogo di

svolgimento
イベント内容 対象　Partecipanti

主催者名 /

organizzatore

イベント問い合わせ先
名称 / Contatti

イベント問い合わせ先電
話番号またはメールアド
レス　Contatti (numero

telefono oppure indirizzo

e-mail)

トスカーナ スタイル / Toscana Style 16/06/2016 31/10/2016
メッシタ フランコ /

Mescita Franco

モンタルチーノやマレンマ、スヴェレートなど
トスカーナ州各地のワインをバイザグラスで！
ワインをもっと身近に感じていただくイベント
です。

一般  Pubblico
メッシタ フランコ /

Mescita Franco
メッシタ フランコ 045-624-8991

ワインが誘うイタリアの旅 2016 / Il vino chiama -

Viaggio in Italia 2016
16/09/2016 31/10/2016

マハロカフェ リストラン
テ / Mahalo Café'

Dinner/Lunch を問わず、ご来店のお客様にイタ
リアワインを愉しんで頂く企画です。

一般  Pubblico
マハロカフェ
/MahaloCafe

マハロカフェ
/MahaloCafe

0266-77-

3258/mse@mahalocafe.c

om

秋のグラスワイン飲み比べフェア / Fiera e

degustazione di vini autunnali
20/09/2016 31/10/2016

ルッコリーナ /

Luccollina

秋の料理と共に厳選した秋らしいイタリアワイ
ンをグラスで楽しめます（スプマンテ１・白
２・赤２）

一般  Pubblico
ルッコリーナ /

Luccollina

ルッコリーナ /

Luccollina
03-6272-5937

シチリアワインフェア / Fiera del Vino Siciliano 01/10/2016 30/11/2016
トラットリア・カーボン /

Trattoria Carbon

トラットリアカーボンは牡蠣と魚介料理の店で
す。シチリアワインをグラス・ボトルで産地や
生産者にスポットをあて、ゆり深くイタリアワ
インを楽しんでもらうイベントです。

一般  Pubblico
トラットリア・カーボン /

Trattoria Carbon
Trattoria Carbon 092-534-7188

サンジョヴェーゼ祭 / Festival del Sangiovese 01/10/2016 15/11/2016 白樺 / Siracaba

期間中は、トスカーナ、リグーリア、エミリア
ロマーニャなど色々な州のサンジョヴェーゼの
飲み比べが出来る

一般  Pubblico 白樺 / Siracaba 092-406-2212

イタリアワイン飲み放題 / Vino italiano a sazieta' 01/10/2016 30/11/2016
テネレッツァ /

Tenerezza

　イタリアワイン限定でブドウ品種ごとに7種程
度を飲み放題で楽しめます。

一般  Pubblico
テネレッツァ /

Tenerezza
　テネレッツァ 06-6450-0678

イタリア・フェア / Italia Fair 04/10/2016 20/10/2016
日本平ホテル /

Nippondaira Hotel

日伊国交樹立150周年を記念し、日本平ホテル
内のレストラン、バー、ショップなどでイタリ
アの食文化やライフスタイルを紹介し、お客様
にイタリアの食・ワインを楽しんでいただくイ
ベントです

一般  Pubblico
日本平ホテル /

Nippondaira Hotel
日本平ホテル

054-335-1131 /

info@ndhl.jp

南イタリアワインセミナー20店舗 / 20 seminari

sui vini del Sud Italia
11/10/2016 09/12/2016 20店舗

日本各地の合計20店のレストランで南イタ
リアワインをテーマとするセミナー・特別
ディナー等の特別イベントを開催します。

一般  Pubblico
イタリア大使館貿易促

進部
イタリア大使館貿易促

進部
03-3475-1401

アルベラータシェフが伝えるイタリア地方料理と
土地のワインのペアリングコース / Corso di

abbinamento di cucina regionale e vino locale

tenuto dall chef di Alberata

11/10/2016 30/10/2015

アルベラータ　リストラ
ンテ　イタリアーノ /

Alberata Ristorante

今年16周年を迎えたアルベラータの高師シェフ
がイタリア修業時代に巡った、思い出の州の地
方料理を再現。食欲の秋を存分にお楽しみ頂け
るコースをご用意させて頂きます。そして、そ
のお料理に合わせて土地のワインをグラスにて
ペアリング。お料理とワインの相性を感じて頂
けます。

一般  Pubblico
高師宏明 / Hiroaki

Takashi

アルベラータ　リスト
ランテ　イタリアーノ

03-5225-3033

ピエモンテワインと白トリュフ / Festival del

Tartufo Bianco e del Vino del Piemonte
11/10/2016 09/12/2016

Ristorante Il Sole / リ
ストランテ　イル　ソーレ

ピエモンテワインと白トリュフ 一般  Pubblico
Ristorante Il Sole / リ

ストランテ　イル　ソーレ
Ristorante Il Sole / リ

ストランテ　イル　ソーレ
052-835-6245

秋のイタリアワイン紀行 / Cronache dei Vini

Italiani autunnali
11/10/2016 09/12/2016

トラットリア　デルソーレ
/ TRATTORIA  Del

Sole

期間中、特別価格で州が異なる数種類のワイン
をグラスにて提供いたします。スタンプラリー
形式でスタンプが全てたまったお客様には素敵
なプレゼントを差し上げます。

一般  Pubblico

トラットリア　デルソーレ
/ TRATTORIA  Del

Sole

トラットリア　デル
ソーレ

0223-36-8829

イタリア中部地震の被災地応援ワイン特集 /

Evento speciale per supportare I terremotati

dell'Italia Centrale

11/10/2016 09/12/2016
パスタ パスタ / Pasta

Pasta

イタリア中部地震の被災エリアからラツィオ
州、マルケ州、ウンブリア州のワインをピック
アップしておすすめします。現地のワインを飲
んで被災地を応援しましょう。

一般  Pubblico
パスタ パスタ / Pasta

Pasta
パスタ パスタ 092-714-3060
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いつもだけれど　イタリアのグラスワインフェア /

Glass of Italian Wine Fair / Glass of Italian

Wine Fair

12/10/2016 07/11/2016 ルフラン / Refranc
いつもよりももう少し幅をもたせてイタリアワ
インを楽しんでいただこうかと思います＾＾

一般  Pubblico ルフラン / Refranc ルフラン refranc@mac.com

第13回　イタリア展 / La　tredicesima mostra

dell'Italia
13/10/2016 19/10/2016

山形屋　1号館6階　大
催場・南催場 /

L'edificio di no. 1 il

sesto piano

イタリア産・イタリア料理・イタリア食材を使
用した食品などの物販やイベント、観光の紹介
をいたします。

一般  Pubblico
株式会社　山形屋 /

Yamagataya
株式会社　山形屋 099-227-6111

アヴィノフェスタ vo.7 / AViNOFESTA VOL.7 16/10/2016 16/10/2016

大阪市中央公会堂 3F

/ OSAKASHI-CHUO-

KOUKAIDO 3F

イタリアワイン試飲会　ヴェネツィア共和国

一般  Pubblico, 業界関
係者　Operatori del

settore, プレス
Giornalisti

AVI (Amici Vini

Italiani)

AVI (Amici Vini

Italiani)
aviavitalia@gmail.com

シチリア郷土料理とシチリアワインの特別ペアリ
ングコース / Menu' speciale di abbinamento tra

piatti e vini siciliani
16/10/2016 27/11/2016

ペスケリア カーラ 三宿
/  Pescheria Cara

mishuku

現地シチリアでの修行経験のあるオーナーシェ
フ北川による、シチリア10分セミナーからスター
トします。
どなたでも分かる様に、プロジェクターとお手製
資料を使い、よりシチリアを身近に感じて頂く為
にさせて頂きます。　シェフとソムリエがベスト
マッチのマリアージュ（料理とワインの相性によ
り、より美味しくなる事）を考え抜きご提供致し
ます。
尚、予約制とさせて頂きますのでお電話、メー
ルにてご予約お願い致します。

一般  Pubblico, 業界関
係者　Operatori del

settore, プレス
Giornalisti

Pescheria Cara

mishuku 北川 浩太郎
Pescheria Cara

mishuku
03-6453-4139

テイスティングセミナー（マッセリア・アルテムラ/

プーリア州） / Seminario di degustazione

~MASSERIA ALTEMURA (Puglia)~

17/10/2016 17/10/2016

アカデミー・デュ・ヴァン
青山 / Academy du

Vin AOYAMA

生産者が来日イベントです。ワインのテイスティング
を通して、南イタリア・プーリアワインの魅力を紐解く
特別セミナーです。

業界関係者
Operatori del settore,

プレス　Giornalisti

株式会社ティーアイト
レーディング / T.I.

Trading Co., Ltd.

株式会社ティーアイト
レーディング

satou@ti-trd.com

メーカーズディナー（Rocca di Montemassi/トス
カーナ州） / Winemaker's dinner (Rocca di

Montemassi/Toscana)

17/10/2016 17/10/2016

グスタヴォ人形町 /

GUSTAVO

NINGYOCHO

生産者のレクチャーを聞きながら郷土料理と 共
にワインペアリングをじっくりとお楽しみ頂け
る企画です。

招待客のみ　Solo

invitati

株式会社ティーアイト
レーディング / T.I.

Trading Co., Ltd.

株式会社ティーアイト
レーディング

048-251-5411

WT Food Tokyo 18/10/2016 20/10/2016
アカデミー・デュ・ヴァン
青山 / Academy du Vin

AOYAMA
イタリア食品・ワイン展示会

業界関係者
Operatori del settore,

プレス　Giornalisti

Sandroni International Sandroni International r.martinelli@sandroni-int.com

イカルディ　メーカーズディナー / Icardi Makers

Dinner
19/10/2016 19/10/2016

トラットリア　イル　フォ
ルネッロ / Trattoria Il

Fornello

ピエモンテのワイン生産者“イカルディ”社の
メーカーズディナー

一般  Pubblico

トラットリア　イル　フォ
ルネッロ / Trattoria Il

Fornello

トラットリア　イル
フォルネッロ

ilfornello1998@gmail.co

m

Borsa Vini 20/10/2016 20/10/2016
目黒雅叙園 / Meguro

Gajoen

イタリア全土より出展する様々なワインを来日
する生産者と直接話しながらお試しいただける
のみならず、今回は和食とワイン、南イタリア
ワインと南イタリア料理を一緒にお試しいただ
けるコーナーも登場します。

業界関係者
Operatori del settore,

プレス　Giornalisti

イタリア大使館貿易促
進部

イタリア大使館貿易促
進部

03-3475-1401

記者発表会 / Conferenza Stampa 20/10/2016 20/10/2016
目黒雅叙園 / Meguro

Gajoen

イタリアワイン三千年キャンペーンプログ
ラムの紹介。DOP/IGP国立ワイン委員会代
表、ジュゼッペ・マルテッリ氏による「最
新イタリアワイン事情」のプレゼンテー
ション他。

業界関係者
Operatori del settore,

プレス　Giornalisti

イタリア大使館貿易促
進部

イタリア大使館貿易促
進部

03-3475-1401

南イタリアワインの夕べ　（招待者限定） / Serata

Sud Italia
20/10/2016 20/10/2016

ヴィーノ・デッラ・パー
チェ / Vino della Pace

日本各地の合計20店のレストランで南イタリアワイ
ンをテーマとするセミナー・特別ディナー等の特別イ
ベントを開催します。

一般  Pubblico
イタリア大使館貿易促

進部
イタリア大使館貿易促

進部
03-3475-1401
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モンテプルチアーノ　ワインとアートの夕べ / Una

serata di Montepulciano, il Vino e l'Arte
20/10/2016 30/10/2016

ガッタイオーラドルチ /

Gattaiòla Dolci

ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチアー
ノの試飲とモンテプルチアーノのアートの紹介

一般  Pubblico, プレス
Giornalisti

ガッタイオーラドルチ /

Gattaiòla Dolci
ガッタイオーラドルチ info@gattaiola.net

SRI x Tre Gatti 20/10/2016 30/11/2016 トレ・ガッティ / Tre Gatti

今年9月にオープンしたばかりのトラットリア
”トレ・ガッティ" が希少価値の高いイタリアワ
インインポーター　ＳＲＩ（セールス・レッ
プ・インターナショナル）とコラボして期間中
様々なイタリア料理とワインの魅力的なアビナ
メントを紹介します。

一般  Pubblico トレ・ガッティ / Tre Gatti
トレ・ガッティ　/

店主　/　真壁　貴広
03-3565-6181

イタリア ワイン フェスティバル GINZA / Italia

Wine Festival Ginza
22/10/2016 23/10/2016

東京交通会館 / Tokyo
Kotsu Kaikan

イタリアのワインセラー10社を招き、イベントを開催 一般  Pubblico

marche-

ginzanouen.jp&mg.sa

ntovito llc

marche-

ginzanouen.jp&mg.sa

ntovito llc

info@mgsantovito.com

マルヴィラのロベルト氏を囲んでのワインパー
ティー / MALVIRA' Wine Party

26/10/2016 26/10/2016 かさ / Kasa

イタリアピエモンテのロエロ地区からマルヴィ
ラ社のロベルト氏が来店します。気さくなロベ
ルト氏を囲んでアットホームなワインパー
ティーを開催致します。日本ではまだマイナー
なエリアの一つに過ぎないロエロ地区ですが新
たな可能性を秘めたネビオロの産地として世界
でも注目浴びているエリアです。高貴な白ブド
ウ品種アルネイスから造られるスプマンテ、長
熟タイプのロエロアルネイスなど、マルヴィラ
社が誇るワインをお楽しみ下さい！

一般  Pubblico かさ / Kasa 金丸裕介 かさ / Kasa
0929864350 /

kasa2023@ezweb.ne.jp

WINE KANSAI 2016 27/10/2016 27/10/2016

Osaka Merchandise

Mart bldg. / 大阪マー
チャンダイズマートビル

第27回ワインの試飲商談イベント「WINE

KANSAI 2016」。

業界関係者
Operatori del settore,

プレス　Giornalisti

株式会社グローバル /

Global Co., Ltd.
株式会社グローバル global@globalwine.co.jp

アレグラメンテ　～南イタリアワインとナポリピッ
ツァの会～ / Allegramente - Festa del vino

dell'Italia meridionale e della pizza napoletana

29/10/2016 29/10/2016

トラットリアピッツェリア
アレグロ梅田店 /

Trattoria Pizzeria

Allegro Umeda

カンパニア州ワイン5種に合わせた世界6位のナ
ポリピッツァ＆南イタリアコース料理を楽しん
で頂けます。

一般  Pubblico

ニュートレーディングコ
レクションズ / New

Trading Collections

ニュートレーディング
コレクションズ

info@newtradingcollectio

ns.com

『料理と楽しむイタリアワインの座談会』 / Tavola

rotonda: I vini migliori per apprezzare la cucina

italiana

30/10/2016 30/10/2016
オステリア　カイ /

Osteria Kai

ワンランク上のキアンティ・クラッシコ　グラ
ンセレツィオーネやリゼルバと楽しむ秋の味覚

一般  Pubblico
オステリア　カイ /

OSTERIA KAI
OSTERIA KAI 092-734-8200

LE FRECCE ワイン会〜 イタリアワインとイタリ
ア料理の会 / Festa del Vino LE FRECCE -

Festa del Vino e della Cucina Italiana

30/10/2016 30/10/2016

エノテカ・エ・クチーナ・
レ・フレッチェ / enoteca

e cucina LE FRECCE

レ フレッチェ恒例のワイン会「イタリアワイン
とイタリア料理の会」。秋のワイン会は、ノ
ヴェッロの解禁日にちなみ、ノヴェッロばかり
を多数銘柄取り揃え、秋の味覚と共に楽しみま
す。要事前予約申込み。

一般  Pubblico, 要事前
予約申込み

エノテカ・エ・クチーナ・
レ・フレッチェ / enoteca

e cucina LE FRECCE

enoteca e cucina LE

FRECCE / エノテカ
エ クチーナ レフレッ

チェ

03-6421-3155

イタリアンワインフェア / Italian Wine Fair / Fiera

del Vino Italiano
01/11/2016 30/11/2016

キッチャーノ
CHICCIANO

当店のコース（生ハム、前菜二品、パスタ、メ
インの熟成肉）それぞれに合わせたグラスワイ
ンをご提供致します。

一般  Pubblico
株式会社アペックス /

Apex Co., Ltd.

キッチャーノ
CHICCIANO

03-3568-1129

18/10/2016
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ロエロ バイザグラス キャンペーン [ロエロスタイ
ル] / Campagna "Roero Al Bicchiere" (Roero

Style)

01/11/2016 30/11/2016 カサ / Kasa

今年5月に訪問してきたピエモンテロエロ地区の
ワインを紹介するロエロバイザグラスキャン
ペーンです！まだ日本ではマイナーな生産エリ
アですが、バローロに並ぶ産地として今世界中
で注目されている生産地区です。ネビオロを中
心とした赤ワインの産地ですが砂地の土壌から
造られるアルネイスも今注目されています。当
店でも人気が高く、生産者来店も一番多いエリ
アでもあります。近年はスプマンテの生産量も
増え、泡、白、赤、ロゼと高品質なワイン生産
地として頭角表しているロエロ地区のワインを
日替わりでグラスワインとして提供しその魅力
に触れて頂くイベントです！この機会に是非、
まだ見ぬ生産者に触れて見てください！

一般  Pubblico かさ / Kasa 金丸裕介 かさ / Kasa
0929864350/kasa2023@

ezweb.ne.jp

南イタリアワイン プロモーション / Promozione

dei Vini dell’Italia Meridionale
01/11/2016 30/11/2016 A e B

期間中、南イタリア各州のワインをグラス提供
にて、その実態や魅力を紹介

一般  Pubblico A e B A e B 078-707-3270

第10回JETCUPイタリアワイン・ベスト・ソムリエ・
コンクール / 10th JETCUP Italian Wine Best

Sommelier Concour

01/11/2016 01/11/2016

イタリア文化会館（東
京） /  Istituto Italiano

di Cultura Tokyo
ベストソムリエ・コンクール

業界関係者
Operatori del

settore, プレス

日欧商事株式会社 /

Japan Europe Tradin

Co., Ltd.

日欧商事株式会社 03-5730-0316

イタリア展2016 / ITALIAN FAIR 2016 02/11/2016 08/11/2016

阪急阪神百貨店　大阪
梅田本店 /Hankyu

Hanshin Osaka

イタリアンフェア2016 一般  Pubblico

株式会社阪急阪神百貨
店 / Hankyu Hanshin

Department Store

株式会社阪急阪神百貨
店 / Hankyu Hanshin

Department Store

06-6345-1201

イタリア料理検定 / Esame di certificazione di

cucina italiana
06/11/2016 06/11/2016

東京、名古屋、大阪、九
州、北海道 / Tokyo,

Nagoya, Osaka,

Kyushu, Hokkaido

イタリア料理とワインの知識の腕試し、『イタ
リア料理検定』は、毎年１１月（年１回）に開
催されます。

一般  Pubblico

日本イタリア料理教室
協会 / Associazione

delle Scuole di Cucina
Italiana in Giappone

日本イタリア料理教室
協会　担当　岸摩弥子

info@ascig.com

ヴィーニェ・エ・ヴィーニ　ワインメーカーズディ
ナー / Vigne e vini - Winemaker's dinner

08/11/2016 08/11/2016

リストランテ・イタリアー
ノ・コロッセオ /

Ristorante italiano

Colosseo

プーリア州のワイン生産者「ヴィーニェ・エ・ヴィー
ニ」社より、マルツィア・ヴァルヴァリオーネさんが来
日します。

一般  Pubblico
株式会社メモス /

Memo's Co., Ltd.
有限会社コロッセオ 06-6252-2024

Franciacorta Day 2016  “Franciacorta Tasting” 09/11/2016 09/11/2016
帝国ホテル東京　４F

桜の間

2016年11月9日13時より17時まで 「帝国ホテル東京
４F 桜の間」におきまして、「フランチャコルタ」の試
飲会を開催いたします。
お申し込みは「イタリアワイン3千年招待応募」とし、
必要事項（お名前、会社名、住所、TEL, Mailadress）
を明記の上、MAIL: franciacorta@akatokyo.comもし
くはFAX:03 -5468-3006にてお申込みください。
当日の急なご来場でも入場可能ですが、必ずお名
刺2枚をご持参のうえ受付にお越しください。（入場
無料・ただし関係者に限ります）
フランチャコルタを代表するワイナリーの魅力を実
際に味わい、触れていただく機会です。ぜひ、ご参
加ください。

業界関係者
Operatori del settore,

プレス　Giornalisti

フランチャコルタ協会
日本事務局

フランチャコルタ協会
日本事務局

03-5468-3005

トップイタリアンワインロードショーin 大阪 / Top

Italian Wine Roadshow Osaka
14/11/2016 14/11/2016

ホテル日航大阪 / Hotel

Nikko

2年ぶりにガンベロロッソの試飲会が大阪で開催
されます。イタリアの優良ワイナリーが一堂に
会す機会です。

業界関係者
Operatori del settore,

プレス　Giornalisti

ガンベロロッソ /

Gambero Rosso

ガンベロロッソ イベ
ント運営事務局

segreteria.estero@gamb

erorosso.it

18/10/2016
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イベント名／Nome Evento

開始日 /
Data inizio di

svolgimento

終了日 / Data

fine di

svolgimento

開催場所 / Luogo di

svolgimento
イベント内容 対象　Partecipanti

主催者名 /

organizzatore

イベント問い合わせ先
名称 / Contatti

イベント問い合わせ先電
話番号またはメールアド
レス　Contatti (numero

telefono oppure indirizzo

e-mail)

イタリア流ワインと共に楽しむライフスタイルのす
すめ（仮） / Consigli di stile di vita per

apprezzare I vini italiani (temporaneo)

15/11/2016 15/11/2016

ドコモ・ヴェンチャー・ラ
ウンジ / Docomo

Venture's Lounge

イタリアワインの起源は3000年前とされてお
り、ギリシャからブドウの栽培とワインの製法
が伝えられたと言われています。イタリアの風
土と気候がぶどうの栽培に適していたため、現
在のバラエティに富んだゆたかなワイン文化が
形作られたと考えられます。 イタリアのワイン
生産量は500万トンを超え、フランスを抜いて
世界第１位を記録しています。また、国内の全
ての州（20州）でワインが生産されている国は
イタリアだけです。ワイン用に栽培されている
ブドウの品種も250種類を超えており、イタリ
ア全土で風土に適した栽培と、個性的で味わい
深いワイン作りが行われています。 イタリア全
土より出展する様々なワインをソムリエと直接
話しながらお試しいただけます。

一般  Pubblico, 業界関
係者　Operatori del

settore, プレス
Giornalisti, 招待客のみ

Solo invitati

日本イタリア文化促進
協会 / Associazione

culturale tra Giappone
e Italia

日本イタリア文化促進
協会 / Associazione

culturale tra Giappone

e Italia

dde453@gmail.com

イタリア料理専門展「第6回ACCI Gusto2016」 /

ACCI Gusto 2016
16/11/2016 17/11/2016

都立産業貿易センター
台東館 / Tokyo

Metropolitan Industrial

Trade Center TAITO

イタリア料理に関連する食材、飲料、機器、
サービスが集まる、イタリア料理専門展示会。
イタリアンレストランやカフェ、バール、ホテ
ルからイタリアンテイストを取り込みたい居酒
屋、寿司店、ラーメン店など、ご興味のある方
はぜひご来場ください。

一般  Pubblico, 業界関
係者　Operatori del

settore, プレス
Giornalisti

日本イタリア料理協会 /

ASSOCIAZIONE

CUOCHI CUCINA

ITALIANA

日本イタリア料理協会 03-6427-6883

トレ・ビッキエーリ試飲会 / Tre Bicchieri Tokyo 16/11/2016 16/11/2016

ザ・プリンスパークタ
ワー東京 / Prince Park

Tower Hotel

恒例となったガンベロロッソの試飲会を今年は
VINEXPOの会場内で開催します。

業界関係者
Operatori del settore,

プレス　Giornalisti

ガンベロロッソ /

Gambero Rosso

ガンベロロッソ イベ
ント運営事務局

segreteria.estero@gamb

erorosso.it

イタリアワイン試飲＆セミナー / Seminario e

degustazione di vino italiano
17/11/2016 17/11/2016

イタリア大使館貿易促
進部　大会議室 / ICE

sara grande

大倉フーズ取扱いワインを一同に集め試飲会お
よびワインセミナーを行います。セミナーには
IL COLLE社（VENETO)とCANTELE社
（Puglia）を予定しています。

業界関係者
Operatori del settore,

プレス　Giornalisti

大倉フーズ株式会社 /

Okura Foods Co,. Ltd.

大倉フーズ　ワイン試
飲＆セミナー

03-3538-7979

カンテレ ＆　イル・コッレ　ワインメーカーズディ
ナー / CANTELE & IL COLLE Winemaker's

dinner

18/11/2016 18/11/2016

オステリア・バラババオ
銀座 / Osteria

Barababao

プーリア州のワインメーカー「CANTELE」と
ヴェネト州のプロセッコメーカー「IL COLLE」
のコラボによるワインメーカーズディナーを開
催します。

一般  Pubblico, 招待客
のみ　Solo invitati

ヴェンティ ピノ /

Ventipino
VENTIPINO 03-3562-2028

南イタリアのワインと郷土料理 / Vino e Cucina

Regionale dell'Italia Meridionale
19/11/2016 26/11/2016 コルマータ / Colmata

南イタリアの郷土料理とワインの魅力について
ソムリエが説明いたします。

一般  Pubblico, 業界関
係者　Operatori del

settore

川上直人 / Naoto

Kawakami
COLMATA 06-7710-6256

コッポ　メーカーズディナー / Coppo Makers

Dinner
20/11/2016 20/10/2016

トラットリア　イル　フォ
ルネッロ / Trattoria Il

Fornello

ピエモンテのワイン生産者コッポ社のメーカー
ズディナー

一般  Pubblico

トラットリア　イル　フォ
ルネッロ / Trattoria Il

Fornello

トラットリア　イル
フォルネッロ

03-3387-5210

ilfornello1998@gmail.co

m

 5周年記念パーティ / Festa dell'Anniversario di

Quinto anno
20/11/2016 20/11/2016

都内リストランテ予定 /

Un Ristorante a Tokyo

南イタリアワインをインポーター様やソムリエ
にご説明頂きながらテイスティング致します。
お料理もワインに合わせた内容でお楽しみ頂け
ます。

一般  Pubblico, 業界関
係者　Operatori del

settore

IVS Japan IVS Japan ivsjapan.reg@gmail.com

18/10/2016
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イベント名／Nome Evento

開始日 /
Data inizio di

svolgimento

終了日 / Data

fine di

svolgimento

開催場所 / Luogo di

svolgimento
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主催者名 /

organizzatore

イベント問い合わせ先
名称 / Contatti

イベント問い合わせ先電
話番号またはメールアド
レス　Contatti (numero

telefono oppure indirizzo

e-mail)

ワインの国イタリア / Italy, Land of Wine 21/11/2016 21/11/2016

八芳園・３F・グレース・
チャット会議室 /

Happoen 3F, Grace

開催は10:30から17:30、東京、八芳園の優美な
ロケーションで、スローフード・エディトーレ
が紹介するワイナリーが誇る逸品や、イ・
ヴィーニ・デル・ピエモンテ組合が選出した卓
越のピエモンテ・ワイン、また日本未上陸ワイ
ンの試飲を行なえます。

業界関係者
Operatori del settore,

プレス　Giornalisti, オ
ナーシェフ・ソムリエ

Owner chef,

sommelier

在日イタリア商工会議
所・イデアツィオネｓｒｌ /

ICCJ Ideazione srl

在日イタリア商工会議
所

projects@iccj.or.jp

シンプリー・イタリアン・グレート・ワインズ /

Simply Italian Great Wines
21/11/2016 21/11/2016 ホテルニューオータニ イタリアワインセミナー＆試飲会

業界関係者
Operatori del settore

I.E.M. International

Exhibition

I.E.M. International

Exhibition

+39 045 8303 264 -

info@iem.it

Wonderfud試飲商談会 / B to B Wonderfud 24/11/2016 25/11/2016

イタリア大使館貿易促
進部　大会議室 / ICE

sara grande

試飲商談会

業界関係者
Operatori del settore,

プレス　Giornalisti, 招
待客のみ　Solo

ワンダーフッド /

Wonderfud
Soloitalia s.h.salute@m9.dion.ne.jp

「トスカーナ・ナイト！」ワインと料理で学ぶ・味わ
う / "Toscana Night!" - Assaggiamo e

scopriamo la cucina e I vini italiani

26/11/2016 26/11/2016

ガッタイオーラドルチ
（目白） / Gattaiòla

Dolci

ガッタイオーラ直輸入のここでしか飲めないト
スカーナワインとお店ご自慢のお料理でトス
カーナな一夜を楽しみましょう。通になりま
しょう。当日はミニセミナー付き。着席型のワ
イン夕食会です。知識を深めながら美味しい時
間を過ごしましょう。

一般  Pubblico

ワインのお教室・ワイン
サロン・フィオーレ　依
田雪絵　/ ガッタイオー
ラ・ドルチ / Wine Salon

Fiore / Gattaiola Dolci

ワインのお教室　ワイ
ンサロン　フィオーレ

bellayuki@gmail.com

ペリッセロ　メーカーズ　ディナー / Pelissero

Makers Dinner
28/11/2016 28/11/2016

オステリア　イル　バッ
ティクオーレ / Osteria Il

Batticuore

ピエモンテ　バルバレスコの生産者　ペリッセ
ロのメーカーズディナー

一般  Pubblico

オステリア　イル　バッ
ティクオーレ / Osteria Il

Batticuore

オステリア　イル
バッティクオーレ

03-6457-4888 /

batticuore@khh.biglobe.n

e.jp

トレ・ドンネ　ワインメーカーズディナー / Tre

Donne - Winemaker's dinner
29/11/2016 29/11/2016

リストランテ・イタリアー
ノ・コロッセオ /

Ristorante italiano

Colosseo

ピエモンテ州のワイン生産者「トレ・ドンネ」
社より、ピエルニコラ・ブルーノさんとマル
ティーナ・ピリーシさんが来日します。

一般  Pubblico

リストランテ・イタリアー
ノ・コロッセオ /

Ristorante italiano

Colosseo

リストランテ・イタリアー
ノ・コロッセオ

06-6252-2024

イタリアのチーズとワインのアッビナメント（組み
合わせ） / Abbinamento tra formaggi e vini

italiani

29/11/2016 29/11/2016

リストランテ・イタリアー
ノ・コロッセオ /

Ristorante italiano

Colosseo

イタリアのチーズを召し上がりながら、それに
よく合うワインを楽しんで頂く会になります。

一般  Pubblico 株式会社　メモス
リストランテ・イタリアー

ノ・コロッセオ
06-6252-2024

イタリア・ヴァリュー・ワイン / Italia Value Wine 05/12/2016 05/12/2016

イタリア大使館貿易促
進部　大会議室 / ICE

sara grande

試飲商談会

業界関係者
Operatori del settore,

プレス　Giornalisti, 招
待客のみ　Solo

Soloitalia Soloitalia s.h.salute@m9.dion.ne.jp

第43回林茂さんとイタリアワインを楽しむ会 /

Piacere di degustare i vini italiani con il Sig.

Shigeru Hayashi

07/12/2016 07/12/2016 未定
今年で11年目となる、林茂氏のプライベート・イタリ
アワイン会。　イタリアワインを広く、カジュアルに一
緒に楽しもうという企画です。

一般  Pubblico

林　茂さんとイタリアワ
インを楽しむ会事務局 /

Ufficio di

Coordinamento

"Piacere di degustare i

vini italiani con il Sig.

Shigeru Hayashi"

林茂さんとイタリアワイ
ンを楽しむ会事務局

cbmayumi@f7.dion.ne.jp

18/10/2016


