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プロフィール URL

BEPPE MARINO ベッペ・マリーノ ピエモンテ州 ○ ○ www.beppemarino.it

LA BIOCA ラ・ビオカ ピエモンテ州 ○ ○ www.labioca.it

PELASSA ペラッサ
ピエモンテ
州

○ ○

モンタ・ダルバのペラッサ社は、ロエーロとヴェルドゥーノでブドウ栽培にたずさわり、バ
ローロを生産しています。
ペラッサ社の市場は2000年まではイタリア北西部に限られていましたが、現在、事業は
創業者の息子ダヴィデとダニエーレ兄弟の取り組みにより、現代的かつダイナミックな成
長を遂げています。一貫した方向性、仕事への献身、そして細部への愛情あふれる気
配りのもと、国内市場だけでなく海外市場にも進出を果たし、ペラッサのワインは短期間
にヨーロッパ、アメリカ、アジアの一流レストランのワインリストに名を連ねるようになりま
した。新しい施設における慎重なブドウの選定作業やクローン選抜計画の策定、さらに
は積極的なワイナリーへの投資によって、ワイン、ブドウ畑、テロワールの間に完全な調
和がとれたワイン造りという、創業当初からの目標が達成されました。
近年においては、特にアルネイス、ネッビオーロ、バルベーラの栽培に力を注いでいま
す。

www.pelassa.com

SCHENK ITALIAN

WINERIES
シェンク・イタリアン・ワイナ
リーズ

トレン
ティーノ・
アルト－ア
ディジェ州

○ ○

1952年、レッジョ・エミリアに創業したシェンク・イタリアは、イタリア有数のワイン業者とし
て事業を展開しています。1960年にはオーラ（ボルツァーノ県）に移転し、生産地域に直
結した最初のワイナリーが設立されました。その後シェンク・イタリアは、ワイン醸造の伝
統で知られるイタリアの他州にも根を下ろすようになり、2011年にはヴェネト州ヴァルドッ
ビアーデネDOCGの中心地であるヴィドールのバーチョ・デッラ・ルーナ（月のキス）社を
買収しました。シェンク・イタリア・ワイナリーズ・グループに加入したイタリアで2番目の
バーチョ・デッラ・ルーナ社は、プロセッコを中心とするスパークリングワインを製造してい
ます。また、2016年4月にシェンク・イタリアが買収したグループ3番目の企業は、トスカー
ナ州モンテプルチャーノの丘陵地に12 ヘクタールのブドウ畑が広がる、まさに小さな真
珠のようなルナドーロ（金の月）社です。

www.schenkitalia.it

CANTINA DI

VERONA SPA
カンティーナ・ディ・ヴェローナヴェネト州 - ○

ヴェローナの町の北東に広がるすばらしい丘陵地にワイナリーを置くカンティーナ・ディ・
ヴェローナ社は、アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ、レチョート・デッラ・ヴァルポリ
チェッラ、ヴァルポリチェッラDOC、ヴァルポリチェッラ・リパッソ、ソアーヴェ、バルドリー
ノ、ピノ・グリージョ、その他のIGT白・赤ワインを販売しています。

www.cantinadiverona.it

DAL MASO ダル・マーゾ ヴェネト州 ○ ○

ダル・マーゾ社の歴史は、19世紀末、曾祖父セラフィーノ・ダル・マーゾと共に、ガンベッ
ラーラDOCの生産地である美しい丘陵地セルヴァ・ディ・モンテベッロ（ヴィチェンツァ県）
で始まります。所有するブドウ畑は、コッリ・ベリチDOC、ガンベッラーラDOC、レッシーニ
DOCの３つの産地を合わせて30ヘクタールを超え、年間生産量は約30万本です。ダル・
マーゾ社ではとりわけガルガネーガ・ア・ガンベッラーラ、タイ・ロッソ・スイ・コッリ・ベリ
チ、ドゥレッラ・スイ・モンティ・レッシーニといった土着品種の価値と伝統を広く伝えること
に力を注いでいます。

www.dalmasovini.com

DOMUS VINI ドムス・ヴィーニ ヴェネト州 ○ ○

ドムス・ヴィーニ社がヴェネト州のヴェネツィア近郊に創設されたのは20世紀初めの頃で
す。以来、ヴェドヴァート家では、叡智に満ちた経験と深いノウハウを生かし、３世代、１
世紀以上にわたって最高のイタリアワインを選び抜き、提供してきました。
ドムス・ヴィーニの製品は、熟練の醸造士たちと高度に専門的な技術チームによる精細
かつ継続的な品質管理の結晶といえるでしょう。品質を第一に心がけ、純正な製品を提
供するために、最高のブドウのみを選別し、ヴェネト州特産のワインや最高級のイタリア
ワインを生産しています。つねに独創性を追求する当社では、カスタマイズされたエレガ
ントなパッケージも用意しています。また、レストランやケータリング向けには、フレッシュ
タイプからオーク樽で寝かせた長熟タイプ、フルボディの赤ワイン、さらにはプロセッコの
ような洗練されたスパークリングワインまで、幅広い種類のワインを取り揃えています。
製品は特注の上品なボトルやボックス型バッグ、最近ではプラスチック製容器にも収め
られています。

www.domusvini.eu

ORA WINE

GROUP
オーラ・ワイン・グループ ヴェネト州 ○ ○

若い、ダイナミックなグループ企業であるオーラ・ワインは、ワイン造りの盛んなヴェネト
州の中心部で高品質なスパークリングワインとスティルワインを製造しています。
プロセッコ・スペリオーレDOCG、ソアーヴェ、ピノ・グリージョ、アマローネ、モンテプル
チャーノ・ダブルッツォ、ネーロ・ダヴォラなど、ヴェネトに限らず、イタリアを代表するワイ
ンを数多く取り揃え、世界の顧客ニーズやテイストに適った、さまざまな銘柄とラベルを
用意しています。

www.orawine.it

COZZAROLO コッツァローロ

フリウリ・
ヴェネツィ
ア・ジュー
リア州

Coordinate

dalle Camera

di Commercio

di Udine e

Camera di

Commercio

I.A.A. Venezia

Giulia

○ ○

コッツァローロ家がワインの生産を始めたのは20世紀初めのことです。最初は折半小作
の形でしたが、1952年にはわずかな広さとはいえ土地を買い上げ、農園の経営に乗り
出しました。
1979年、ティッタの愛称で親しまれた父ジョヴァンニ・バッティスタが二人の兄弟から離れ
て、2ヘクタールにも満たない畑でブドウの栽培を始め、その道を今、息子や孫たちが歩
んでいます。
現在、約47ヘクタールの自社ブドウ畑を、父親に負けない情熱をそそいで耕し、誠実で
純粋なワインを造りあげています。
偉大なワインは、成長を日々見守られながら育ったブドウからのみ生まれる、その信念
のもとで、日々、ブドウ畑とワイナリーでの作業に取り組んでいます。
コッツァローロ社のワインをお飲みになれば、この大地と、この地のブドウならではの味
と香りを感じられることでしょう。そしてワインについては、お客さまこそが最高の宣伝媒
体となってくれています。
すぐれたワインをこよなく愛する大切な友人として、皆さまのおいでをワイナリーでお待
ちしています。

www.cozzarolo.it

DRI GIOVANNI IL

RONCAT
ドゥリ・ジョヴァンニ・イル・
ロンカット

フリウリ・
ヴェネツィ
ア・ジュー
リア州

Coordinate

dalle Camera

di Commercio

di Udine e

Camera di

Commercio

I.A.A. Venezia

Giulia

○ ○

ジョヴァンニ・ドゥリは、ラマンドロというワインを「発明」しました。実際、彼は1968年、イタ
リア内外の市場でこのワインの名前を一躍有名にしました。ラマンドロはフリウリ・ヴェネ
ツィア・ジュリア州で最初のDOCGワインであり、フリウリでは唯一、産地の名が付けられ
たワインでもあります。フリウリのブドウ栽培地としては北東のはずれに位置する農園
は、険しい山の傾斜地に広がっています。ジョヴァンニ・ドゥリは先端テクノロジーを駆使
するのではなく、ブドウ畑を丹念に世話することで最高の品質を得る道を選びました。レ
フォスコ、スキオペッティーノ、ピニョーロといった主に土着品種のブドウを用いた赤ワイ
ンもよく知られており、また1987年からは自社の蒸留所でラマンドロのグラッパをはじめ
とするブドウの蒸留酒を製造しています。さらに、2002年には自社のオリーヴ畑で収穫さ
れたオリーヴを原料にエクストラヴァージン・オリーヴオイルの生産も開始しました。伝統
に根ざしながらも、常に未来に目を向けるジョヴァンニ・ドゥリは、共に働く家族に、ワイン
造りに傾けるひたむきな情熱と強い意志を伝えています。

www.drironcat.com

VALENTINO

BUTUSSI SSA
ヴァレンティーノ・ブトゥッシ

フリウリ・
ヴェネツィ
ア・ジュー
リア州

Coordinate

dalle Camera

di Commercio

di Udine e

Camera di

Commercio

I.A.A. Venezia

Giulia

○ ○

ヴェレンティーノ・ブトゥッシ社は、コルノ・ディ・ロザッツォのコッリ・オリエンターリ・デル・フ
リウリDOC地域、モレーン質土壌の丘陵のふもと、「プラ・ディ・コルテ（宮廷の草原）」と
呼ばれる魅力的な谷あいの地に置かれています。
1910年に一族の祖先ヴァレンティーノによって設立されたブトゥッシ社は、現在、その息
子アンジェロが妻のピエリーナや４人の子供たち（エリカ、フィリッポ、トビア、マティーア）
と共に、伝統を大切に守りながらも現代的なアプローチで、情熱と誠意をこめて運営して
います。古来より白ワインの生産に適したこのフリウリの丘陵地で、ヴァレンティーノ・ブ
トゥッシ社が取り組んでいるのは、フリウラーノ、ピノ・グリージョ、シャルドネ、リボッラ・
ジャッラ、ソーヴィニョン、ヴェルドゥッツォ・フリウラーノといった白ワインですが、さらに、
メルロー、レフォスコ・ダル・ペドゥンコロ・ロッソ、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニョ
ン、ピニョーロといった有名な赤ワインも手がけています。

www.butussi.it

ZAGLIA

VINEYARDS &

WINES

ザリア・ヴィンヤーズ＆ワ
インズ

フリウリ・
ヴェネツィ
ア・ジュー
リア州

Coordinate

dalle Camera

di Commercio

di Udine e

Camera di

Commercio

I.A.A. Venezia

Giulia

○ ○

1960年代末に父アルドによって設立されたジョルジョ・ザリア社は、フリウリ地方の沿岸
部にほど近いプレチェニッコのブドウ栽培／ワイン醸造で知られるフリウリ・ラティサーナ
DOC地域で事業を行っています。ステッラ川とタリアメント川にはさまれたブドウ畑の広さ
は約30ヘクタール。土壌の特性からいっても、独特なミクロクリマからいっても、ブドウ栽
培には大変適した地域といえます。
自然環境や伝統に対する敬意、そして、たゆみない品質の追求。こうした経営理念が、
ザリア社が情熱をこめて取り組む事業を支えています。ブドウ畑での栽培は環境にあま
り負荷をかけない方法で行われ、収穫作業はすべて手摘みです。また、醸造工程では
化学的方法よりも洗練された物理的な方法を採用しています。

www.zaglia.com
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イタリアワイン試飲会 BORSA VINI
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ZORUTTI ゾルッティ

フリウリ・
ヴェネツィ
ア・ジュー
リア州

Coordinate

dalle Camera

di Commercio

di Udine e

Camera di

Commercio

I.A.A. Venezia

Giulia

○ ○

コミス家は、2世代、45年以上にわたってワインを生産しています。しかし、ゾルッティ社
のワインがすばらしいのはそのためだけではありません。
私たちは伝統の栽培法を守るとともに技術革新にも目を向けながら、25ヘクタールの畑
でブドウを栽培していますが、そこは、ゴリツィアからフリウリ東部にかけて広がる丘陵
地、イタリアでも指折りの高品質で革新的なワインの生産地として知られています。
しかし、ゾルッティ社の品質の秘密はそれだけではありません。
ワイナリーは、フリウリの詩人ピエトロ・ゾルッティの生家であり住まいでもあった18世紀
の城の地下に設けられ、私たちはブドウを手摘みで収穫する際にも、その後の丁寧な圧
搾、発酵の管理、さらには熟成に際しても、彼の詩の精神が存分に発揮されていること
を確信しています。
こうした言葉が嘘いつわりのないものであることは、ワインを味わってみて頂ければおわ
かりになるはず。それ以上の言葉はいりません！

www.zoruttivini.com

ZORZON ゾルゾン

フリウリ・
ヴェネツィ
ア・ジュー
リア州

Coordinate

dalle Camera

di Commercio

di Udine e

Camera di

Commercio

I.A.A. Venezia

Giulia

○ ○

ゾルゾン社は、３代にわたって培われた豊かな農業の伝統を支えに、20世紀初頭、ゴリ
ツィア県コルモンスの一地区ブラッツァーノに設立されました。経営にはジョルジョとペト
ラが分担してあたり、ジョルジョはオーナーとして生産部門の責任者を務め、ペトラは販
売部門を統括しています。
家族経営のワイナリーは、緑なす丘陵地や美しい風景が広がるコッリオの中心部、ゴリ
ツィア、グラード、トリエステ、アクイレイア、ウーディネ、チヴィダーレといった主要観光地
から数キロほど離れたところに位置しています。
ゾルゾン社のワインは、イタリアはもちろん、海外でも高い評価を受けています。

www.zorzon.it

VENCHIAREZZA ヴェンキアレッツァ

フリウリ・
ヴェネツィ
ア・ジュー
リア州

○ ○

ヴェンキアレッツァ社は、オーガニック・ワインを製造するフリウリ・ヴェネツィア・ジュリア
州の農園です。自然のままの大地に昔からのマサル・セレクションによって植樹されたブ
ドウ畑、フリウリの清涼な気候、伝統的な栽培技術、周到な醸造管理。それらから、独自
の特性をもった10種類のワインが生みだされ、そのすべてがオーガニック認証を取得し
ています。
白ワイン： ピノ・グリージョ、シャルドネ、ヴィーニャ・デル・テンポ（トカイ・フリウラーノ）、リ
ベッラ（リボッラ・ジャッラ）、ソーヴィニョン。
赤ワイン： レフォスコ・ダル・ペドゥンコロ・ロッソ、スキオペッティーノ、カベルネ・フラン、メ
ルロー。
スプマンテ： メトド・クラッシコ・パス・ドゼ、シャルドネとリボッラ・ジャッラを原料に40か月
瓶内発酵させたブラン・ド・ブラン。
ヴェンキアレッツァ社はまた、オリーヴ栽培の北限の地であるフリウリでは数少ないオ
リーヴオイルの生産者でもあります。この地方のオリーヴオイルの味と香りは、他の地
域ではみられない、きわめて個性的な特色をもっています。
オリーヴオイルの種類は２つ。ゴルガッツォ、マウリーノ、レッチーノ品種を原料とするV’
OLIOブレンド、そしてビアンケーラ品種のみを用いたV’OLIOモノクルティヴァル・ビアン
ケーラです。

www.venchiarezza.it

TENUTE D'ITALIA テヌーテ・ディタリア

エミリア・
ロマーニャ
州

○ ○

テヌーテ・ディタリアは、農業コンサルティング、ワインの研究室分析、イタリアワインの輸
出を専門とするモリーニ･グループの一部門です。
各部門は、ワイン造りのさまざまな工程の検査、指導、管理にあたる高度な技術者や専
門家で構成されています。
テヌーテ・ディタリアが提供する製品は、スタッフ数十名による献身的な努力とプロフェッ
ショナルな技量、そして研究開発の結晶です。
テヌーテ・ディタリア社は、そうした技術者たちの高い専門性に加えて、イタリア国内のみ
ならず世界中のワイン研究所、ワイナリー、マーケティング会社とのパートナーシップを
築きあげてきたことにより、伝統的な銘醸ワインを提供するだけでなく、顧客ニーズに応
えるカスタムメイドの製品にも対応しています。

www.tenuteditalia.com

AZIENDA

AGRICOLA

CIACCIONI

ROBERTA

チアッチョーニ トスカーナ州
partecipa con

Promosiena ○ ○

チアッチョーニ社は創業以来、トスカーナの大地やブドウとの強い絆を決して見失うこと
なく、ワイン造りに情熱を注いでいます。
チアッチョーニ家は何代にもわたって近接するウンブリア州で醸造業を営んできました
が、1997年からはトスカーナにおいてもワインの生産を開始しました。
経営にあたるロベルタ・チアッチョーニは、一族の伝統を堅持するとともに、それを受け
継ぐ次世代の家族にワイン造りにかける思いを伝えています。
このように伝統を損なわずに守り続けるチャッチョーニ社ですが、同時に現代性にも目を
向け、ブドウ栽培／ワイン醸造の長い伝統を新たな視点で読み解きながら、独自のスタ
イルで表現しています。

www.ciaccioni.it

Cavalierino wines カヴァリエリーノ・ワインズ トスカーナ州
partecipa con

Promosiena ○ ○

標高500メートルに位置するカヴァリエリーノ社のブドウ畑は、一日じゅう日当たりがよく、
常にそよ風が吹き、昼夜の温度差が大きいといった良好な条件が揃っており、化学処理
に頼る必要のない健康なブドウが育ちます。ワインは2000年に植樹された畑のブドウを
原料に、経験豊富な醸造士マリオ・エルコリーノのチームの監修のもとで造られ、その品
質は世界中で高い評価を受けています。

www.cavalierino.it

CINCIANO チンチアーノ トスカーナ州
partecipa con

Promosiena ○ - www.cinciano.it

LOSI

QUERCIAVALLE
ロージ・クエルチャヴァッレ トスカーナ州

partecipa con

Promosiena - ○

1870年から醸造業をいとなむロージ家は、1954年、ポンティニャーノ修道院のブドウ畑を
買い受けました。その後、２代にわたりこの畑でブドウ栽培にたずさわってきたロージ家
は、キアンティ・クラッシコDOCGの生産を開始し、以来、キアンティの中心に位置する丘
陵地で、伝統にのっとった質の高いワイン造りに力を尽くしてきました。古いルーツをも
つ知恵は、このようにして世代を超えて引き継がれていきます。

www.agricolalosi.it

CASTELLO

VICCHIOMAGGIO
カステッロ・ヴィッキオマッ
ジョ

トスカーナ州 ○ ○

カステッロ・ヴィッキオマッジョは、キアンティ・クラッシコの生産拠点グレーヴェ・イン・キ
アンティで事業をいとなむ家族経営の農園です。ヴィンテージ（収穫年表示）、リセル
ヴァ、グラン・セレツィオーネと、３種類のキアンティ・クラッシコを生産していますが、さら
にスーパータスカンと呼ばれるIGTワインも手がけています。

www.vicchiomaggio.it

TENUTA DEL

BUONAMICO
テヌータ・デル・ブオナミー
コ

トスカーナ州 ○ ○

テヌータ・デル・ブオナミーコは、トスカーナ州北部モンテカルロ・ディ・ルッカで古くからワ
イン業をいとなむ家族経営の農園です。海からもアペニン山脈からも同じくらいの距離と
いう恵まれた立地条件と、個性的なテロワールから得られるのは、きわめて繊細な長熟
タイプのワインです。イタリアで最も古いブドウ畑で栽培されるシラーの醸造に適したこ
の地域で、テヌータ・デル・ブオナミーコは19世紀末からワイン造りを続け、シャルマー法
によるスプマンテ（当社ワイナリー内で完全製造）から、白ワイン、さらにはロゼやしっか
りとしたストラクチャーの赤ワインまで、洗練されたワインを幅広く取り揃えています。
価値ある“小さな”保護呼称ワイン、モンテカルロ DOCも、伝統と革新をきわめてエレガ
ントな形で融合させるブオナミーコのワインの中に見出すことができるでしょう。

www.buonamico.com

TENUTA COCCI

GRIFONI
テヌータ・コッチ・グリーフォ
ニ

マルケ州 ○ ○

家族経営のコッチ・グリーフォニ社は4世代にわたり、持続可能な農法と環境にやさしい
醸造技術を用いて、テロワールの恵みを活かしたワイン造りに取り組んでいます。近代
的な当社の創業者グイード・コッチ・グリフォーニは、イタリアにおけるブドウ栽培／ワイ
ン醸造の発展に大きな役割を果たしました。その貢献の一つとして挙げられるのは、近
年イタリアでも世界でも高い評価を受けている品種、ペコリーノの再発見です。現在、経
営にあたっているのは、彼の娘たち、醸造士のパオラと営業部長マリレーナです。所有
地の50％をブドウ畑が占め、残りの土地の多くは生態系の維持や、フローラとファウナ
（動植物相）の再生のためにあてられています。栽培するブドウはこの地域の典型的な
品種、白ワイン用のペコリーノ、パッセリーナ、トレッビアーノ、ヴェルディッキオ、赤ワイン
用のサンジョヴェーゼ、モンテプルチャーノです。コッチ・グリーフォニ社では、ワインを生
みだす土地と同じように、決して裏切ることのない、健康的で高品質な製品を提供してい
ます。

www.tenutacoccigrifoni.it

CASALE DEL

GIGLIO
カサーレ・デル・ジリオ ラツィオ州 ○ ○

カサーレ・デル・ジリオ社のワイナリーは、ローマから30マイルほど南の平地アグロ・ポン
ティーノに置かれています。この地域は、ラツィオ州の他の地域やイタリアの他州とは異
なり、ベラルディーノ・サンタレッリとその息子アントニオが調査を開始した1985年にはま
だブドウの栽培地としては未知の土地でした。
その後これまでに200ヘクタールのブドウ畑を開拓したカサーレ・デル・ジリオ社は、地域
の特性に最も適したブドウ品種を選び抜き、最高級のワインを生産しています。
現在、白ワイン7銘柄、ロゼ１銘柄、赤ワイン７銘柄、パッシート1銘柄、グラッパ3銘柄、
それにエクストラ･ヴァージン・オリーヴオイルを加えた計20銘柄を製造しています。

www.casaledelgiglio.it

06/10/2017　時点　（予告なしに変更の可能性があります） イタリア大使館貿易促進部
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winewas - vini

senza solfiti

aggiunti

ワインワス ラツィオ州 ○ ○

Winewas  - vini senza solfiti aggiunti（亜硫酸塩無添加ワイン）
ワインワス社では、硫黄を一切使用しないワイン製造のための製法を登録しています。
自社の醸造士によってブドウの選別と購入を行うとともに、ワイナリーでは独自の製法を
用いてスタッフが醸造作業にあたっています。第三者検査機関による検査･分析を受け
た後、ワインはWAS®の登録商標を付けて瓶詰めされます。これは製法が正しく守られ
ていることや、含有硫黄質成分の総量が10mg/l未満であることを証明するものです。

www.winewas.com

CRYPTA

CASTAGNARA

CANTINE

クリプタ・カスタニャーラ
カンパーニア
州

ATS - -

クリプタ・カスタニャーラ社の創業は2004年ですが、スピニエッロ家でははるか昔からワ
イン造りにたずさわってきました。ワイナリーの所在地はアヴェッリーノの内陸部で、かつ
てのアグロ・ディ・クリプタ・カスタニャーラ、現在の呼び名ではグロットレッラです。すばら
しい立地環境に恵まれたブドウ畑は、標高600メートルのグレコ・ディ･トゥーフォ生産地
域とフィアーノ・ディ・アヴェッリーノ生産地域に広がっています。
セルジョ・スピニエッロは自ら手がける約15ヘクタールの畑で収穫されたブドウを原料
に、次のようなワインを生産しています。タウラージDOCG、フィアーノ・ディ・アヴェッリー
ノDOCG、グレコ・ディ・トゥーフォDOCG、イルピニア･アリアニコDOC、イルピニア・ファラ
ンギーナDOC。

www.cryptacastagnara.it

FATTORIA

PAGANO

ファットリア・パガーノ
カンパーニア
州

ATS - -

2001年、すべての始まりは、ワイン造りの世界にそそがれるアントニオ・パガーノ（会計
士）の情熱でした。熱血漢で情熱家のパガーノは、故郷の大地をこよなく愛する異色の
事業家です。パガーノ社のブドウ畑は、イスキア島やプロチダ島、ガエタ湾を一望する、
たとえようもなく美しい憩いの郷、カサーレ・ディ・カリーノラ（カセルタ県）の二つの段丘に
広がっています。そこには、2002年、2003年、2004年にアリアニコ、ピエディロッソ、ファラ
ンギーナ品種を植樹した畑と、70年以上前から白ブドウと黒ブドウの土着品種を栽培す
る昔ながらの古い畑とが共存しています。海岸から5キロほど離れた死火山ロッカモン
フィーナのふもと、標高270〜300メートルの昼夜の寒暖差が大きい土地に植えられたブ
ドウからは、とりわけ香り高く、複雑な味わいのワインが生まれます。

www.fattoriapagano.it

AZ. AGR. LA CASA

DELL'ORCO
ラ・カーサ・デ・ロルコ

カンパーニア
州

ATS - - www.lacasadellorco.it

CANTINE COLLE

DI SAN

DOMENICO SRL

カンティーネ・コッリ・ディ・
サン・ドメニコ

カンパーニア
州

ATS - ○

歴史あるイルピニアの大地と強い絆で結ばれたワイナリー、コッレ・ディ・サン・ドメニコ
は、カンパーニア州の原産地呼称ワインの生産、瓶詰め、販売を専門に行っています。
どのワインも単一品種のブドウから造られ（ラベルには100％同一品種使用を表示）、イ
タリア内外の有名ワインコンクールで数々の受賞を果たしています。
コッレ・ディ・サン・ドメニコ社は、1998年、ヴィオラーノ家に何代にもわたって伝えられて
きた事業への情熱と郷土愛から誕生しました。
伝統に深く根ざしながらも、迷うことなく革新的姿勢を貫くコッレ・ディ・サン・ドメニコ社
は、タウラージDOCG、フィアーノ・ディ・アヴェッリーノDOCG、グレコ・ディ・トゥーフォ
DOCG、アリアニコDOC／IGT、ファランギーナDOC／IGTといった、カンパーニア地方固
有の卓越したワイン造りに専念しています。
どのワインもすべて、土着品種のブドウ畑で収穫されたブドウがそれぞれ単一品種で醸
造されていることを特徴としています。

www.cantinecolledisando

menico.it

CONTEA DE'

ALTAVILA SRL -

AZIENDA

VINICOLA

コンテア・デ・アルタヴィッ
ラ

カンパーニア
州

ATS - -

コンテア・デ・アルタヴィッラ社は、カンパーニア州のイルピニア地方、正確にはコントラー
ダ・サッサーノのアルタヴィッラ・イルピーナで事業を営んでいます。
中世に遡る昔、この地方にはカプア大公の一族が住んでいました。その中の一人、アン
ドレアは、ナポリ王と離縁したコスタンツァ・ディ・キアロモンテと結婚することで、3,000ドゥ
カーティの持参金を得ました。この結婚は大公家にさらなる恩恵をもたらし、最高の王領
地を譲り受けましたが、その土地が現在、グレコ・ディ・トゥーフォの栽培地となっていま
す。アルタヴィッラ・イルピーナの土壌は硫黄分やその他のミネラルを豊富に含んでお
り、そうした成分がグレコ・ディ・トゥーフォ独自の感覚的特性を作りあげています。この地
はまさに小さな飛び地であり、イタリアワイン界の秘宝でもあります。コンテア・デ・アルタ
ヴィッラ社は古代ギリシャから伝えられたブドウ樹をこの地で栽培し、グレコ・ディ・トゥー
フォDOCG、フィアーノ・ディ・アヴェッリーノDOCG、タウラージDOCG、ファランギーナ、ア
リアニコを生産しています。

www.conteadealtavilla.co

m

TENUTA DEL

MERIGGIO
テヌータ・デル・メリッジョ

カンパーニ
ア州

ATS - - www.tenutadelmeriggio.itq

MACCHIE SANTA

MARIA CANTINE
マッキエ・サンタ・マリア・カ
ンティーネ

カンパーニア
州

南イタリア
輸出プロ
ジェクト

- ○

イルピニアでは、遠い昔から、家族の間で消費するためにブドウの栽培が行われてきま
した。３代にわたって続いたそうした伝統のなかから、2010年に設立されたのがマッキ
エ・サンタ・マリア社です。現在、新しい世代の企業家精神と情熱のもとで、革新技術と
昔ながらの生産方法を巧みに融合させ、最高レベルのワインを実現しています。緑深い
イルピニアの中心部、モンテミレットの町に本社を置くマッキエ・サンタ・マリア社は、丹念
に根気強く、最良のブドウや畑地を選定しています。その最大の目標は、前の世代がそ
うしてきたように、昔から守られてきたこの地域独自のブドウ栽培／ワイン醸造の伝統に
忠実な製品を造ることにあります。それと同時に、高級ワインの品質と完璧な保存状態
を保証するために、最先端の醸造手段を活用し、熟成にも細心の注意を払っています。

www.macchiesantamaria.i

t

TENUTA

SCUOTTO
テヌータ・スクオット

カンパーニア
州

南イタリア
輸出プロ
ジェクト

- ○

ワインに対する情熱と、人間と自然の調和への願い。そうした思いに導かれて、エドゥア
ルド・スクオットはイルピニアの地に定住しました。持ち前の起業家精神に加えて、息子
のアドルフォの頼もしい協力や、最高の仕事にこだわる先祖伝来の追求心に支えられ、
エドゥアルドは独自の思いを形にし、今やよく知られるブドウ栽培／ワイン製造プロジェク
トへと磨きあげました。こうして生まれたテヌータ・スクオットは、高品質の代名詞とされ、
並外れた個性をもったワインを求める人々にとってこの上ない拠り所となっています。

www.tenutascuotto.it

CANTINA DI RUVO

DI PUGLIA SOC.

COOP. AGR.

カンティーナ・ディ・ルー
ヴォ・ディ・プーリア

プーリア州
南イタリア
輸出プロ
ジェクト

○ ○

「私」の力を結集して、「私たち」に。1960年、何人かの勇気ある先駆者たちが、「私＝個
人」よりもまず「私たち＝仲間の結束」を優先させることを決断しました。現在、50年以上
の経験を重ねる中で、700のブドウ栽培業者と900ヘクタールを超えるブドウ畑を擁する
カンティーナ・ディ・ルーヴォ・ディ・プーリアは、100年を超す伝統を大切にしながら、革新
的な技術で栽培された土着品種のブドウ（ネーロ・ディ・トロイア、ボンビーノ・ビアンコ、
ボンビーノ・ネーロ、パンパヌート）を原料に、高品質なワインを生産しています。その使
命は、伝統と文化の薫り高い豊饒な大地、世界遺産にも指定された壮大なカステル・デ
ル・モンテがそびえ立つムルジア・バレーゼの魅力を物語る上質なワインを生産すること
にあります。
カンティーナ・ディ・ルーヴォ社のブドウを生みだす大地は、なだらかな斜面が標高450
メートルから250メートルにかけてつづく丘陵地に広がっています。地中海性の気候と、
カルスト性の砂が混じった、やや粘土質の泥灰質土壌のおかげで、造り出されたエレガ
ントなワインは、アルコール度は高すぎず、香りは芳醇、味わいは調和に富んでいます。

www.cantinadiruvodipugli

a.it

ERMINIO CAMPA

VITICOLTORE
エルミニオ・カンパ プーリア州

南イタリア
輸出プロ
ジェクト

○ ○

エルミニオ・カンパ社は、３代以上にわたって、祖父フランチェスコや父アンジェロから受
け継いだ豊かな経験を生かしながら、サレント中心部に位置する農園で土着品種のブド
ウを栽培しています。ブドウ畑はイオニア海から3キロほど離れたプリミティーヴォ・ディ・
マンドゥリア生産地（タラント県トッリチェッラ）の二つの地区「リ・カメーリ」、「リ・ヤンニ」に
あり、エルミニオ・カンパ社の最上級ワインにはこの名前がつけられています。
主にプリミティーヴォ・ディ・マンドゥリアが植えられた畑の総面積は約22ヘクタール。ほと
んどが「プーリア式アルベレッロ」で仕立てられたブドウ樹は、バランスのとれた粘土質
の土壌や「テラロッサ（赤い土）」の土壌に根を下ろし、豊富な日射しと風通しのよい穏や
かな気候のもとで育ちます。そうした要素だけでもすでに、上質なブドウの収穫、ひいて
はアルコール度の高いワインの生産に大きな貢献を果たしています。

www.erminiocampa.it

LE VIGNE DI SAMMARCO 
レ・ヴィーニェ・ディ・サンマ
ルコ

プーリア州
南イタリア
輸出プロ
ジェクト

○ ○ www.levignedisammarco.it

AGRICOLA

BRIGHA SRL
アグリコラ・ブリーガ カラブリア州

南イタリア
輸出プロ
ジェクト

- ○

カラブリア州イオニア海沿岸の深い谷を見下ろす山頂に築かれた町ボーヴァ。ギリシャ
語で「ヴーア」と呼ばれるこの小さな町は、カラブリアに移住した古代ギリシャ人たちに
とって、文化の中心地、心の拠り所となってきました。そうした環境の中で、土着品種の
ネレッロ・カラブレーゼを原料に、アンベーリ、シェロ、マラーサ、フェンガーリといったワイ
ンが生産されています。

www.agricolabrigha.com

06/10/2017　時点　（予告なしに変更の可能性があります） イタリア大使館貿易促進部
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Cantina Malena カンティーナ・マレーナ カラブリア州
南イタリア
輸出プロ
ジェクト

○ ○

チロ・マリーナにあるカンティーナ・マレーナ社は、その昔、18才になったばかりの祖父カ
タルドがクトゥーラ・デル・マルケーゼ村の古い醸造所で始めた一途な冒険の証しです。
彼の情熱と献身が生みだしたワイン造りの文化が、長年にわたり一つのスタイルと伝統
を通じて生き続け、今にいたっています。
カンティーナ・マレーナの本社は、すばらしい地理的環境の中に置かれています。30ヘク
タールの自社ブドウ畑で収穫されたブドウは、近年建造された最新設備の整ったワイナ
リーに運ばれます。ワイナリーの床面積は1,300平方メートル。ステンレスタンクでの貯蔵
量は4,000ヘクトリットル。さらに250を数えるフランス産オーク樽には500ヘクトリットルの
ワインが貯蔵されています。また、モストの発酵やワインの熟成工程は、コンピュータに
よる温度管理システムで電子制御されています。

DU CROPIO

WINERY
ドゥ・クロピオ カラブリア州

南イタリア
輸出プロ
ジェクト

○ ○

ドゥ・クロピオ社は、カラブリア州で最大かつ最も重要なチロDOC生産地域で4代にわた
りワインを生産しています。栽培しているのはいずれも、おそらくイタリアで最も古い土着
品種、広く普及しているガリオッポと、グレコ・ネーロ、マルヴァジーア・ネーラです。ブドウ
畑の総面積は約30ヘクタール。経営方針として、極上の赤ワインのみを製造していま
す。ドゥ・クロピオ社のワイン造りは、厳密なブドウ栽培プロジェクトから始まり、ブドウ本
来の特質を大切にした醸造工程での取り組みへと続きます。丘陵地の畑であることから
１ヘクタール当たりの収量は低く、約60キンタル。一方、植樹密度は高く、ほとんどのブド
ウ樹が上質なワインを生産するのに適した南向きの石灰／粘土質の土壌に植えられて
います。高い品質水準を維持するために、ワインはすべて「ブドウ畑で生みだされ」、過
剰に洗練された醸造法で「つくりだされる」ことはありません。市場には、大樽で最低でも
３年間寝かした後に送り出されます。

ducropio.wine

CANTINE GULINO カンティーネ・グリーノ シチリア州
南イタリア
輸出プロ
ジェクト

○ ○

エノファヌーザ社“カンティーネ・グリーノ”の農園は、歴史と伝統にゆたかに彩られた、す
ばらしいシラクーザの大地に広がっています。
はるか昔、1793年創業のカンティーネ・グリーノは、モスカート・ディ・シラクーザや有名な
ネーロ・ダヴォラを自社のブドウ畑で栽培し、芳醇な香りがきわだつ、個性的なワインを
生産しています。
こうした土着品種は昔からグリーノ家の農園内にあったブドウ畑で育てられていました
が、1850年、フィロキセラ（ブドウネアブラムシ）の大発生によって壊滅しました。
その後、20世紀初頭にアメリカのブドウ樹に接ぎ木をすることで、モスカートやネーロ・ダ
ヴォラの栽培が再開されます。
1950年には野菜畑に転換されましたが、1995年、グリーノ家の子孫たちがネーロ・ダ
ヴォラとモスカート・ディ・シラクーザを植樹し、古い伝統をよみがえらせました。エノファ
ヌーザ社では、シラクーザのもうひとつの歴史的遺産、かつて建築家ポンペオ・ピケラー
リが所有していた約700平方メートルの古い建物の改修・保存にも努めています。
生産するワインはカンティーネ・グリーノの商標のもとで販売されています。

www.cantinegulino.it

FEUDO DISISA フェウド・ディシーサ シチリア州
南イタリア
輸出プロ
ジェクト

○ ○

フェウド・ディシーサ社のワイナリーは、シチリア島の北西部、パレルモ県内陸部の町モ
ンレアーレにあり、ベリーチェ川からヤート川にかけて広がる谷あいの地でシチリアの土
着品種や国際品種の上質なブドウを栽培しています。
ディシーサという名は、「すばらしい」という意味のアラビア語「アジズ」に由来するもの
で、周囲を取り巻く自然環境のすばらしさを表現しています。
ディ・ロレンツォ家は、そうした古い伝統と最先端のテクノロジーを融合させ、この地域に
最も適したブドウ品種を導入することに成功しました。情熱、強固な意志、豊富な経験に
よって、以前は牧草地や野菜畑であった土地を豊かなブドウ畑やオリーヴ畑に変え、そ
こから、高品質で国際的にも広く知られたワインやオリーヴオイルを生産しています。

www.vinidisisa.it

SENTIERI

SICILIANI
センティエリ・シチリアーニ シチリア州

南イタリア
輸出プロ
ジェクト

○ ○

センティエリ・シチリアーニ社は、シチリアのワイン文化の精髄を世界中に輸出したいと
いう思いから誕生しました。当社のワイン、エトナ・ビアンコやエトナ・ロッソは、エトナ火
山のふもとで育てられ、厳しく選び抜かれたブドウから生まれます。一方、南東沿岸部の
ブドウ畑ではフラッパート、西海岸ではインツォリアの上質なブドウを選別しています。
これらの製品を通じて当社は、何千年もの歴史をもつ文化と伝統の島シチリアに秘めら
れた、無限の可能性を発見する旅へと、皆さまをいざないたいと考えているのです。

www.sentierisiciliani.com

合計出展数 31 38

06/10/2017　時点　（予告なしに変更の可能性があります） イタリア大使館貿易促進部

http://www.cantinegulino.it/
http://www.vinidisisa.it/

