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イタリアワインフェア 2017/8/1 2017/12/31
バール イタリアーノ

ヴィエニ
グラス ワイン、ボトルワインを全てイタリアワインで提供いたします。（シャンパーニュを除く） 一般 久保 裕貴

バール イタリアーノ ヴィエニ

078-252-1323

マルシェバイキング「イタリアンフェア」

www.showakan.co.jp
2017/9/1 2017/10/31 フォレスト・イン 昭和館

合鴨のインパデッラをはじめ、海老と白身魚のアクアパッツア、ピッツァなどイタリアの味わいが勢揃い

したバイキング料理をお愉しみいただけます。

１．ロエロ アルネイス レチット　Roero Arneis Recito　柑橘系の爽快な果実味のあるワイン　２．ラン

ゲ ネッビオーロ レグレット Langhe Nebbiolo Regret　赤いジャムのようで柔らかで極めの細かいワイ

ン

両方ともにピエモンテを代表するワインです。グラスにて御用意させていただきます。

１．フェラーリ ブルット Ferrari Brut　エレガントでありながら絹のような滑らかさがあります。　２．

キャンティクラシコ リゼルバ　Chianti Classico Riserva 　キャンティの中でもより格上の畑から厳選さ

れたワインです。

３．バローロ　Barolo　赤ワインの王様と世界中から信頼をされています

一般

アーバン

リゾーツ

昭和の森

株式会社

フォレスト・イン 昭和館 レス

トラン セントロ

042-542-6767

JETCUP

イタリアワイン・ベストソムリエ・コンクール

www.jetlc.co.jp/event/11-jetcup

2017/9/14 2017/11/8

１次予選：全国５会場

２次予選＆本戦：

イタリア文化会館

イタリア大使館公認「イタリアワイン大使」の称号が授与される唯一のコンクール

業界関係者,

プレス,

招待客のみ

日欧商事

株式会社

日欧商事株式会社

info@jetlc.co.jp

エトナワイン特集 2017/9/15 2017/11/30 福岡市中央区白金1-15-7 シチリア エトナ周辺のワインをピックアップしてグラス&ボトルワインでご提供。 一般
トッラトリア カー

ボン

トッラトリアカーボン

092-534-7188

メーゼ・デル・プロセッコ2017

www.ice-tokyo.or.jp/
2017/10/1 2017/10/31

日本各地の

レストラン50店舗

プロセッコDOCをより気軽にご賞味いた だけるキャンペーンを実施します。特別価格を設定したり、複

数ワイ ンを揃えたり、特別イベントを主催したりと、 キャンペーンの内容は各店舗によって異なり ま

す。

一般

イタリアプロセッ

コＤＯＣワイン保

護協会

イタリア大使館貿易促進部

03-3475-1401,

tokyo@ice.it

イタリアワインバイザグラスキャンペーン 2017/10/1 2017/10/31 群馬県高崎市八島町58ｰ1
アラカルトで用意した料理に、それぞれに合うイタリアのグラスワインを10種用意。料理に合わせてワイ

ンを選ぶ楽しさを感じてもらえればと思います。
一般

ラ・

ファミーリア

ラ・ファミーリア

027-381-6600

イタリア　ワインフェア

www.trattoria-fermata.com/
2017/10/1 2017/11/30 トラットリアフェルマータ イタリアワインの普及 一般

トラットリアフェ

ルマータ

トラットリアフェルマータ

info@trattoria-fermata.com

イタリアワイン三千年2017　田舎料理とイタリ

アワインのお気軽講座

http://kantorii.jp

2017/10/1 2017/12/8
ラーメン勘鳥居

山形県東根市神町東1-18-10

田舎料理や、和洋折衷の創作料理を美味しいイタリアワインとお気軽に楽しんでしまおうという企画。10

銘柄程度のイタリアワインをお安く呑み比べ出来るプランも設定して、ブドウ品種による香りと味わいの

違いや料理との相性などを楽しく知って頂くイベントにしたいと思います。

一般 ラーメン勘鳥居
ラーメン　勘鳥居

090-6220-0855

イタリアンワインとヴィーガンジェラートのマリ

アージュ＠京都三条

https://gelato.organic/2017/09/03/3000-

anni-di-vino-italiano/

2017/10/1 2017/12/8

プレマルシェ・ジェラテリア

〒604-8331 京都市中京区三

条通猪熊西入御供町308

1)プロセッコとプロセッコジェラートを期間限定で提供します2)11月7日夜　イタリアンワインテイス

ティングとビーガンジェラート食べ放題ナイト

一般 ,

プレス
プレマ株式会社

プレマ株式会社

info@prema.co.jp

SASALA イタリアワインフェア

http://sasa-la.com/
2017/10/2 2017/11/30

ヴィーニ・エ・パニーニ

ササラ

SASALAでは、イタリアワインフェア中、各種イベントや 季節にあったワインのご提案、ロゼワインなど

のフェアを開催致します。 追って、詳細はホームページやFacebook等でご案内いたします。
一般

ヴィーニ・

エ・パニーニ

ササラ

ヴィーニ・エ・パニーニ　サ

サラ

03-3479-3701

misola 自家製手打ちパスタとイタリアワイン

フェア

http://mi-sola.com/

2017/10/2 2017/11/30 リストランテ・ミソラ

季節感のあるポルチーニを、シンプルなバターソースで仕上げた自家製自家製手打ちパスタ（タヤリン）

をスペシャルメニューとしてフェア期間中お楽しみいただけます。また、それに合わせたイタリアワイン

もお楽しみください。

一般
リストランテ・ミ

ソラ

リストランテ・ミソラ 03-

3479-3700

イタリアワイン三千年 2017　記者発表会 2017/10/3 2017/10/3
インターコンチネンタル

東京ベイ
イタリアワイン三千年 2017　記者発表会 プレス

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,

tokyo@ice.it

アウレリオ・セッティモ ワインメーカーズディ

ナー

www.facebook.com/osakacolosseo/

2017/10/5 2017/10/5
リストランテイタリアーノ

コロッセオ

ピエモンテ州・世界遺産登録のラ・モッラの伝統的なバローロ生産者の 「アウレリオ・セッティモ」 社

より、マヤ・ヨドレイチックさんとラウラ・カニアッツォが来日します。

一般 ,

業界関係者,

プレス

リストランテイタ

リアーノ

コロッセオ

リストランテイタリアーノ

コロッセオ

06-6252-2024

秋のイタリアワイン旅行 2017/10/5 2017/12/8 トラットリア デルソーレ

このキャンペーンの為にセレクトしたワインをお出しします。ワインはグラスで供されお客様は新しい種

類のワインをオーダーするごとにスタンプカードに1個のスタンプがもらえます。キャンペーンの全ての

種類のワインをトライしたお客様には賞品があります。

一般
トラットリア　デ

ルソーレ

トラットリア　デルソーレ

0223-36-8829
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WINE KANSAI 2017

www.winekansai-winetokyo.com/
2017/10/5 2017/10/5

大阪マーチャンダイズマート

ビル
ワインと洋酒の試飲・商談会

業界関係者 ,

プレス ,

 招待客のみ

株式会社

グローバル

株式会社グローバル

06-6543-9686

イタリアワインと美術の夕べ

http://gattaiola.net/
2017/10/6 2017/12/8

ガッタイオーラドルチ

東京都豊島区目白5-15-12
週毎にイタリア各地方のワインと美術を楽しむ夕べ

一般 ,

プレス

ガッタイオーラ

ドルチ

ガッタイオーラ　ドルチ

03-6915-3271（金土日）,

info@gattaiola.net

ビバ！シチリアワイン 2017/10/7 2017/10/29 カオリーニョス シチリアワインの魅力を広めるため、現地より生産者を迎えて、プロモーション活動を行う。
一般 ,

業界関係者

株式会社

クラ・プラス

株式会社　クラ・プラス 045-

962-8297

ワインが誘う「イタリアの旅」 2017/10/8 2017/12/31 マハロカフェ リストランテ
当リストランテでお食事を愉しまれる方達に、イタリアワインの魅力をお伝えして、ワインの楽しさを

知って頂くイヴェントです。
一般

マハロカフェ

リストランテ

マハロカフェ リストランテ

mse@mahalocafe.com

バルベーラの飲み比べをしよう！！ 2017/10/10 2017/12/8 イルプルチーノ バルベーラを3種類の飲み比べセットを用意し飲んでもらう。 一般 イルプルチーノ
イルプルチーノ

ilpulcino@aol.jp

第92回世界の酒とチーズフェスティバル

www.daimaru.co.jp/tokyo/sakefes/
2017/10/11 2017/10/17 大丸　東京店　11階催事場

1975年から続く日本で最も歴史のあるワインフェア。年に二回開催し、1週間で約2万3千本の売上を誇

る。全27カ国約950種類のワインを取扱う中で、2017年春のイタリアワインの売上実績は第二位である

が、毎回対前年１０７％前後の伸び率を更新しており、2017年秋の開催では第一位に躍り出る予定。

一般
株式会社大丸松坂

屋百貨店

大丸東京店　営業推進部　催

事運営担当

03-3212-8011（店舗代表番

号）

山形屋　第14回イタリア展

www.yamakataya.co.jp
2017/10/11 2017/10/18 1号館6階　大催場、南催場 ワイン、料理の講演会やイートインコーナーを設け、お客様に喜んでいただきます。

一般 ,

業界関係者
山形屋

山形屋

099-227-6327

トスカーナの夕べ 2017/10/12 2017/10/12 コルティブォーノ東京

トスカーナのワイナリー“バディア・ア・コルティブォーノ”より6代目社長のエマニュエラ・ストゥッ

キ・プリネッティ氏が来日します。自社のワインをエマニュエラ氏が紹介しながら、有楽町の街が眼下に

広がる自慢のテラス席でトスカーナ料理とコルティブォーノワインをコーススタイルでお楽しみいただけ

ます。

予約制

ジローレストラン

システム

株式会社

営業推進部

03-6418-5218

リグーリア、ピエモンテ郷土料理コース 2017/10/12 2017/12/3 アンティコジェノベーゼ
リグーリア、ピエモンテ州の郷土料理とグラスのピエモンテ、リグーリア州のワインとのアッビナ面とメ

ント、２か月ありますが、料理とワインはその中でも、色々変えていきます
一般

アンティコ

ジェノベーゼ

アンティコジェノベーゼ 043-

245-7055

ベラティーナ友の会　ワイン会 2017/10/14 2017/11/11
イタリアワインショップ

ベラティーナ

アルベロ・ジャパンが運営するイタリアワインショップにて、アブルッツォとトスカーナワインの試飲会

を実施
一般

アルベロ・

ジャパン

株式会社

イタリアワインショップ　ベ

ラティーナ

03-3868-2048

シチリアペアリングディナー

www.caramishuku.me
2017/10/14 2017/10/14 カーラ三宿

現地シチリアでの修行経験のあるオーナーシェフソムリエ北川による、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。  その後料理のスタート。 シチリアの郷土料理全8品と、シチリアワイン4種(希

望者は6種)をソムリエが解説しながらご提供します。 シチリアワインは大地のパワーとミネラルをたっ

ぷりと頂き、お食事にとても合います。 ただ、土着品種と呼ばれるシチリア固有の品種が多く難しいと思

われがちです。 こちらもご安心下さい。 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。  シチリア料理を知り、ペアリング

するお約束をさせて頂きます。 当日はどうぞごゆっくりお楽しみ下さい。

一般 カーラ三宿
カーラ三宿

03-6453-4139

歴史と共に楽しむイタリアワイン

Parte1: フリウリ・ヴェネチア・ジュリア州、ト

レンティーノ・アルト・アディジェ州 ～複雑な

歴史　オーストリア(ハプスブルク家）の影響～

Parte2: ピエモンテ州 ～イタリアを統一、王国

を樹立したサヴォイア家の本拠地～

2017/10/18 2017/11/29 イタリア料理　マルコンチ

近年、品質の向上が目覚ましく様々なニーズに応えることが可能なイタリアワイン。イタリアワインを楽

しむ方法は土地を知りブドウを知り味わうことですが、歴史的背景に興味を持つこともイタリアワインの

成り立ちを知るうえで有意義なことだと考えます。歴史的考察を交えてワインを楽しんでいただける食事

会を開催します。

一般 和崎　真司
イタリア料理　マルコンチ

0942 27-7985

カザーレ・デル・ジリオ  ワインメーカーズディ

ナー

www.facebook.com/osakacolosseo/

2017/10/19 2017/10/19
リストランテイタリアーノ

コロッセオ
 ラツィオ州のワイン生産者「カザーレ・デル・ジリオ」 社より、 リンダ・シッデラさんが来日します。

一般,

業界関係者,

プレス

リストランテイタ

リアーノ

コロッセオ

リストランテイタリアーノ

コロッセオ

06-6252-2024

山形-イタリア　ワイン交流を楽しむ夕べ

http://256256.jp/
2017/10/19 2017/10/19

山形グランドホテル8階

レストランアルカス
老舗のホテルレストランでFARNESEワインとイタリアン素材を紹介。 一般

山形-イタリア ワ

インを楽しむ

夕べ 委員会

株式会社井筒屋

023-642-0256



イベント名

イベントサイト
開始日 終了日 開催場所 イベント内容 対象 主催者名

お問合せ

(Tel/e-mail)

                              イタリアワイン三千年2017  公認イベントスケジュール

アヴィノフェスタ 2017/10/22 2017/10/22 中之島中央公会堂中集会室
イタリアワインの普及、認知度向上のための年に一度のAVI主催によるイベント。今回はマルケ、アブ

ルッツォ、ウンブリア、モリーゼ州に特化します

一般,

業界関係者,

プレス

アヴィ
アヴィ

aviavitalia@gmail.com

イタリアワインセミナー＆試飲会 2017/10/23 2017/10/23
イタリア大使館貿易促進部

（青山）

プーリア州「カンテレ社ウンベルト・カンテレ氏」とアブルッツォ州「ドラガーニ社アンソニー・ドメニ

コ氏」が来日。イタリアプロフェッショナルソムリエ林茂氏による通訳と解説でワインセミナーを開催。

また、同日、大倉フーズ取り扱いワインを全て試飲できる試飲会も開催します。

業界関係者,

プレス

大倉フーズ

株式会社

大倉フーズ株式会社

03-3538-7979

林茂さんと学ぶイタリアの会「ドラガーニ＆カン

テレ・ワインメーカーズディナー」
2017/10/24 2017/10/24 バラババオ銀座

アブルッツォ州ＤＲＡＧＡＮＩ社とプーリア州カンテレ社をお迎えし林茂氏の通訳と解説によるワイン

メーカーズディナーを開催します。
招待客のみ

大倉フーズ株式会

社（VENTIPINO)

VENTIPINO

03-3562-2028

ガンベロロッソ、

トップイタリアンワインロードショー in 大阪

www.gamberorosso.it/en/eventi-

internazionali/roadshow/78-osaka-2

2017/10/27 2017/10/27 ホテル日航大阪
世界で最も権威あるイタリアワインのガイドブックを出版しているガンベロロッソによる毎年好評の大阪

での業界向け試飲会。イタリアのトップクラスのワイナリーが数多く集結する機会です。

業界関係者 ,

プレス,

招待客のみ

ガンベロロッソ

ガンベロロッソ イベント運営

事務局

gamberorosso@asahiagenc

y.com

オーガニックワイン大試飲会

https://mavie.jp/akasaka/event/201710272

8/

2017/10/27 2017/10/28
オーガニックワイン専門店

マヴィ 赤坂本店

2017年冬に新入荷予定の4生産者のイタリアワインを中心にマヴィのオーガニックワインを20種類以上

テイスティング（チケット制）

一般 ,

業界関係者
マヴィ株式会社

オーガニックワイン専門店マ

ヴィ 赤坂店

03-6277-7169

ノヴェッロ　フェア 2017/10/30 2017/11/15 栃木県宇都宮市板戸町360-3 イタリアの各州の新酒ののみくらべイベント 一般 若林　孝典
(株)村上酒店

028-670-8899

アモーレ♡イタ×マツ2017

www.facebook.com/events/1997379503826

174/

2017/10/30 2017/10/30
カワラデッキ

(瓦町FLAG南広場)
ノヴェッロ解禁日に、イタリアワインとイタリア料理を楽しむイベント。参加無料、自由。 一般

讃岐

フードリンク

タヴェルナ ラ リベルタ 087-

802-2101

taverna@laliberta.jp

収穫祭2017

www.vineriapincopallino-tokyo.com/
2017/10/30 2017/11/11

ヴィネリア・ピンコパリーノ

トウキョウ

2017年のイタリア新酒と店主セレクトの秋の長夜に飲んで美味しいワインをこの一週間だけリーズナブ

ルに楽しんで頂くことが出来ます。イタリア家庭料理の海山の幸も召し上がれ。
一般

ヴィネリア・

ピンコパリーノ

トウキョウ

ヴィネリア・ピンコパリーノ

トウキョウ 03-5849-4744  /

vinovinopincopallino@diam

anti.co.jp

トレ・ビッキエーリ試飲会

www.gamberorosso.it/en/eventi-

internazionali/trebicchieriworldtour/80-tokyo

2017/10/31 2017/10/31 ザ・リッツカールトン東京

毎年好評のガンベロロッソ主催の業界向け試飲会。世界で最も権威のあるイタリアワインのガイドブック

で最高賞「トレ・ビッキエーリ」を受賞したトップクラスのイタリアワイナリーが集結！対象は商社・

卸・小売・飲食・報道関係者

業界関係者 ,

プレス,

招待客のみ

ガンベロロッソ

ガンベロロッソ イベント運営

事務局

gamberorosso@asahiagenc

y.com

イタリアワイン3000年にまつわるトークと

SENSYソムリエによるイタリアワインの新しい

楽しみ方。 「AI×Pepper」

www.nttdocomo-v.com/div/

2017/10/31 2017/10/31

NTT DoCoMo

イノベーションビレッジ

〒107-6031

東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル31階

始めにイタリアワインの最新事情をご紹介。 多くのメディアに出演している今話題の会社。カラフル・

ボード㈱渡辺社長による「SENSYソムリエ」～AI ×Pepper ～にてイタリアワインの新しい楽しみ方をご

紹介。 慶応大学と共同開発した「SENSYソムリエ」を伊勢丹新宿店にSOFTBANKのロボットPepper を

設置した事例を元にお話し頂きます。 来店されたお客様にワインを試飲頂き、それを人工知能

「SENSY」がユーザの味覚を解析して、ソムリエのようにお酒を提案。「甘み、酸味、苦味」などの味覚

や、好みに関する感想を入力して頂くことで、人工知能がユーザの味覚を解析し、店頭に在庫のある商品

の中から、一人一人の味覚に合わせた最適な１本を提案します。【アジェンダ】 ドコモ・イノベーション

ビレッジの取り組み紹介」について。15min 日本イタリア文化促進協会の江泉による「イタリアワイン

事情」15min カラフル・ボード㈱渡辺社長によるAIロボット「SENSYソムリエ」60min 質疑応答

30min

一般 ,

業界関係者

日本イタリア

文化促進協会

ICA

日本イタリア文化促進協会ICA

dde453@gmail.com

イタリアフェア 2017/10/31 2017/11/12 蔵家 イタリアのワインフェア 一般 蔵家
蔵家

yoshino@kura-ya.com

特選伝統ピエモンテワイン試飲会 2017/11/1 2017/11/2
イタリア大使館貿易促進部

（青山）
ピエモンテ各地の伝統ワインを生産するファミリー経営者を紹介

業界関係者,

プレス
SOLOITALIA

SOLOITALIA

info@soloitalia.co.jp

オーガニックワイン特別講座「イタリア編」

https://mavie.jp/akasaka/event/itariakouza1

711/

2017/11/1 2017/11/1 マヴィ赤坂本店

オーガニックワイン専門インポーター「マヴィ」が開催するイタリアワイン講座。イタリアの北から南ま

で、合計5つの産地のワインを6種類、試飲しながら学びます。講師は「オーガニックワインの本」の著者

でありマヴィ代表の田村安。イタリアワインの魅力をこの機会にたっぷり感じてくださいね。

一般 マヴィ株式会社
マヴィ赤坂本店

03-6277-7169

イタリア展

www.suzuran-dpt.co.jp
2017/11/1 2017/11/6 高崎スズラン 第4回イタリアフェア 一般 高崎スズラン

高崎スズラン

027-326-1190 （内線

3951）
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泡祭り（仮） 2017/11/1 2017/12/8 京都市　京洋食まつもと 様々なスパークリングワインとのマリアージュワイン会。 一般 京洋食まつもと
京洋食まつもと

075-708-7616

今注目の産地ロエロを巡るバイザグラスキャン

ペーン
2017/11/1 2017/11/30 カサ

昨年に引き続き今年は5月7月と二度に渡り訪問したロエロ。ことしは特に各エリアのクリュを中心にロエ

ロのワインの核心に迫り、余すことなく紹介したいと思います
一般 金丸裕介 カサ 092-986-4350

楽しいワインでイタリア一周

www.cavalletta.jp
2017/11/1 2017/12/8 カヴァレッタ

期間中飲んでいただいたワインの州のシールを集めていただきます。集めた数によりプレゼントを進呈し

ます。
一般 カヴァレッタ

カヴァレッタ

cavalletta@me.com

イタリアフェア2017

www.hankyu-dept.co.jp/
2017/11/1 2017/11/7 阪急うめだ本店 イタリア展 一般 阪急百貨店

阪急百貨店

06-6361-1381

亜硫酸無添加ワイン

www.winewas.com
2017/11/2 2017/11/2

駐日イタリア大使館

（三田）
亜硫酸無添加ワインのプレゼンテーション

業界関係者 ,

プレス,

招待客のみ

winewas ―

〈CLASS ONE×Winart 〉ワインジャーナリスト

宮嶋勲氏が語るイタリアワイン＆美食

※CLASS ONE会員様限定

 http://www.classone.jp/

2017/11/2 2017/11/2
H.I.S.旅と本と珈琲と

Omotesando（表参道)

“まだ見ぬ理想の旅と、出会える場。"をテーマにした、コンセプトショップ「H.I.S.旅と本と珈琲と

Omotesando」と雑誌「Winart」のコラボでトークイベントを開催。 ワインジャーナリストの宮嶋勲氏

をゲストに迎え、イタリアワインと美食についてうかがいます。CLASS ONE会員様限定イベントとなり

ます。

一般

（CLASS

ONE会員様

限定）

株式会社クオリ

タ、株式会社 美術

出版社

CLASS ONE事務局

03-5360-4755

アルバ産白トリュフとピエモンテの郷土料理

＆銘醸ワインフェア

www.ilfornello.jp

2017/11/2 2017/12/3
トラットリア イル

フォルネッロ

この季節だけの白トリュフをピエモンテの郷土料理そして、ピエモンテのワインと共にお楽しみいただく

フェアです。
一般

トラットリア　イ

ル

フォルネッロ

トラットリア　イル　フォル

ネッロ

ilfornello1998@gmail.com

白トリュフとピエモンテ郷土料理

＆銘醸ワインフェア

www.ilbatticuore.jp

2017/11/2 2017/12/3
オステリア

イル バッティクオーレ
この時期だけの白トリュフをピエモンテの郷土料理と銘醸ワインの数々でお楽しみいただきます。 一般

オステリア

イル バッティク

オーレ

オステリア　イル　バッティ

クオーレ

03-6457-4888

LE FRECCE ワイン会

"2017Novelloワインとイタリア料理の会"

www.facebook.com/events/2003672746570

411/?ti=icl

2017/11/3 2017/11/3
エノテカ エ クチーナ

レフレッチェ 自由が丘

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

エノテカ・エ・ク

チーナ  レフレッ

チェ

エノテカ・エ・クチーナ  レフ

レッチェ

lefrecce.enoteca@gmail.co

m,  03-6421-3155

イタリア新着オーガニックワイン試飲会 2017/11/4 2017/11/4 大阪ガス　ハグミュージアム

大阪ガスハグミュージアムで、関西よつ葉連絡会直輸入のイタリアオーガニックワインの試飲会を行いま

す。当日はソムリエのルカ・ブロッツィ氏によるワイン講座（定員制）、またワインの即売会も行いま

す。

一般, 招待客
関西よつ葉

連絡会

関西よつ葉連絡会

（株）ひこばえ

072-638-2915

イタリア料理検定

www.ascig.com/authoriz.html
2017/11/5 2018/1/14

東京、名古屋、大阪、札幌、

福岡、熊本

イタリア料理とイタリアワインの知識レベルの認定試験で毎年開催しています。出題範囲は２０州すべて

の郷土料理とワインです。これらを体系的に学び、理解することで、イタリア料理とワインのさらなる普

及に貢献することを目的としています。

一般,

業界関係者

日本イタリア

料理教室協会

イタリア料理検定

info@ascig.com

イタリアワイン試飲会 Borsa Vini

www.ice-tokyo.or.jp
2017/11/7 2017/11/8

リーガロイヤルホテル京都／

インターコンチネンタル

東京ベイ

「イタリアワイン三千年」イタリア大使館貿易促進部主催イベントとして実施します。イタリア全土より

来日する様々な生産者との商談の場です。
業界関係者

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,

tokyo@ice.it

トレ・ドンネ　ワインメーカーズディナー / Tre

Donne - Winemaker's dinner

www.facebook.com/osakacolosseo/

2017/11/8 2017/11/8
リストランテイタリアーノ

コロッセオ
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・ブルーノさんが来日します。

一般,

業界関係者,

プレス

リストランテイタ

リアーノ

コロッセオ

リストランテイタリアーノ

コロッセオ

06-6252-2024

独自輸入フリウリ＝ヴェネチア・ジュリア州の

ワイン試飲会

www.facebook.com/leonbiancojp?ref=hl

2017/11/8 2017/11/8 オステリア　レオンビアンコ

19世紀末から1990年代までコルモンスに存在したオステリア・レオンビアンコが東京で復活し、フリウ

リ地方の食文化を発信しています。3回目を迎えるフリウリワイン試飲会では、映像による蔵の紹介や来

日する生産者によるコルモンスワインのセミナーのほか、ご来場の皆様に現地の料理とともにワインをお

楽しみ戴きます。

一般,

業界関係者,

プレス

株式会社アントヒ

ル／ヴィノアトラ

ンテ

株式会社

オステリア　レオンビアンコ

03-6328-9363

leonbiancojp@gmail.com

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ

DOCGワイン生産者協会来日試飲会

（業界関係者限定）

2017/11/8 2017/11/9

リッツカールトンホテル大阪

（11月8日 大阪）

／八芳園 （11月9日 東京）

11月8日、9日　13:00～16:30

業界対象試飲会とセミナー（業界関係者のみ・招待制／一般参加不可）

業界関係者,

プレス

ブルネッロ・

ディ・モンタル

チーノワイン

生産者協会

ヴィノテーク

info@vinotheque.co.jp

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ

DOCGワイン生産者協会来日試飲会

（消費者対象）

2017/11/9 2017/11/9 八芳園（東京・目黒）

11月9日　18：00～20：00

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノDOCGの生産者が出展する試飲会（自由試飲方式） 。

有料　一般ワイン愛好家募集。

一般

ブルネッロ・

ディ・モンタル

チーノワイン

生産者協会

ヴィノテーク

info@vinotheque.co.jp
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〈arflex × Winart 〉イタリアンナイト 2017

スプマンテ“フェッラーリ”を楽しむ会

www.arflex.co.jp/topics/winart_04/

2017/11/10 2017/11/10
アルフレックス東京

（東京・恵比寿）

アルフレックスジャパンでは、雑誌「ワイナート88号」イタリア特集に合わせ、イタリアモダンインテリ

アとスプマンテ「フェッラーリ」を楽しむ会を開催。アルフレックスジャパン創業者で半世紀にわたりイ

タリアのライフスタイルを日本に紹介してきた保科正氏とワインジャーナリスト宮嶋勲氏によるトークイ

ベントも開催。

一般

＜主催＞株式会社

アルフレックス

ジャパン　＜共催

＞株式会社 美術出

版社　＜協力＞日

欧商事株式会社

アルフレックス東京

（東京・恵比寿）

03-3486-8899

ワインの国イタリア

スローワインとピエモンテ州ワインの逸品

https://italylandofwine.wordpress.com/

2017/11/13 2017/11/13
八芳園 3階

(東京都 港区 白金台1-1-1)

本年も「ワインの国イタリア」では、30軒を超えるブドウ栽培農家が愛情を注いで醸造した100銘柄を以

上のワインの試飲会を実施します。 試飲会の他にもイタリアワインエキスパートによる実践セミナーも同

日開催更にイタリアワインのエキスパートによる実践セミナー開催も決定。

業界関係者,

プレス

スローワイン・ピ

エモンテ州ワイン

協会

在日イタリア商工会議所

analyst@iccj.or.jp,

03-6809-5802

プロセッコ・スペリオーレ DOCG

記者発表、セミナー＆試飲会
2017/11/13 2017/11/14 ホテル雅叙園東京　他

DOCG C.V. プロセッコ保護協会による記者発表、セミナー＆試飲会。　DOCG コネリアーノ・ヴァル

ドッビアデネ・プロセッコのセミナー試飲をもとに、品質訴求と市場拡大を行う。

業界関係者,

プレス

コネリアーノ・

ヴァルドッビアデ

ネ・プロセッコ保

護協会

SOLOITALIA

info@soloitalia.co.jp

【ヴィーニェ・エ・ヴィーニ/ヴァルヴァリオー

ネ1921】　ワインメーカーズディ ナー

www.facebook.com/osakacolosseo/

2017/11/14 2017/11/14
リストランテイタリアーノ

コロッセオ

プーリア州のワイン生産者「ヴィーニェ・エ・ヴィーニ/ヴァルヴァリオーネ1921」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, 業界関

係者, プレス

リストランテイタ

リアーノコロッセ

オ

リストランテイタリアーノ

コロッセオ

06-6252-2024

Franciacorta Day 2017

"Franciacorta Tasting"
2017/11/14 2017/11/14 帝国ホテル東京

フランチャコルタ協会主催のフランチャコルタテイスティングです。お申し込みは「イタリアワイン三千

年応募」とし、必要事項（お名前、会社名、住所、℡、mail）を明記の上、

franciacorta@akatokyo.com　またはFAX03-5468-3006にお申込み下さい。ただし業界関係者、プレ

スに限ります。

業界関係者,

プレス

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

イタリア料理専門展

「第7回ACCI Gusto2017」

www.a-c-c-i.com/usto

2017/11/15 2017/11/16 都立産業貿易センター台東館
イタリア料理に関する食材、ワイン、飲料、機器、サービスのすべてがそろう！イタリアンテイストを取

り込みたい飲食店の方は必見の展示会です！

業界関係者,

プレス

日本イタリア

料理協会

日本イタリア料理協会

03-6427-6883

プロセッコ・スペリオーレ DOCG・

ジャパン・プロモーション
2017/11/15 2017/12/17 全国各地の飲食店 DOCG C.V.プロセッコの普及と知名度アップの為、日本全国のレストランにてプロモーションを展開

一般 ,

業界関係者

コネリアーノ・

ヴァルドッビアデ

ネ・プロセッコ保

護協会

SOLOITALIA

info@soloitalia.co.jp

〈Winart×Mercedes-Benz presents 〉

 当主リヴェッティ氏来日記念！"コントラット"

メーカーズディナー

http://peatix.com/group/45515/

2017/11/19 2017/11/19
メルセデス・ベンツ

コネクション UPSTAIRS

雑誌「ワイナート88号」イタリア特集に掲載されている、スパークリングワインの名門ワイナリー「コン

トラット」。当主のジョルジョ・リヴェッティ氏の来日を記念し、メーカーズディナーを開催。会場は、

メルセデス・ベンツのブランド拠点「メルセデス・ベンツ コネクション」に併設するレストラン

"UPSTAIRS"。　10月19日よりチケット発売。

一般

＜主催＞株式会社

美術出版社　＜共

催＞メルセデス・

ベンツ日本株式会

社、モンテ物産

株式会社

「Winart」編集部

03-6809-0572

シンプリーイタリアングレイトワインズ　東京

www.simplyitaliangreatwines.com
2017/11/20 2017/11/20 ホテル雅叙園東京 輸入業者対象商談会

業界関係者 ,

プレス, 招待

客のみ

アイ・イー・エム

社

イタリア大使館貿易促進部

03-3475-1401,

tokyo@ice.it

グランデマルキ協会イベント

www.istitutograndimarchi.it
2017/11/20 2017/11/20

駐日イタリア大使館

（三田）
業界関係者とプレス対象のセミナーとカクテルディナー

業界関係者 ,

プレス, 招待

客のみ

アイ・イー・エム

社

イタリア大使館貿易促進部

03-3475-1401,

tokyo@ice.it

カンティーナ・クリフォ 　ワインメーカーズ

ディナー

www.facebook.com/osakacolosseo/

2017/11/21 2017/11/21
リストランテイタリアーノ

コロッセオ

プーリア州のワイン生産者「カンティーナ・クリフォ」 社より、 エマヌエーレ・サッコテッリさんが来

日します。

一般, 業界関

係者, プレス

リストランテイタ

リアーノ

コロッセオ

リストランテイタリアーノ

コロッセオ

06-6252-2024

Le Macchiole 社

Messorio垂直テイスティング食事会

（東京）

2017/11/21 2017/11/21 マリオットホテル　東京
生産者の来日に伴い、フラッグシップワインの１つ「Messorio」４ヴィンテージ程を、大使館公認イタリ

アワイン大使ソムリエ永瀬喜洋氏のナビゲートによる垂直テイスティングを含む食事会。

一般 ,

業界関係者,

プレス,

事前予約者の

み

永瀬　喜洋

クアトロヴィーニ

quattrovini2010@gmail.co

m
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Le Macchiole 社

Messorio垂直テイスティング食事会

（名古屋）

2017/11/22 2017/11/22 リストランテ　イル・ソーレ
Le Macchiole社の来日に合わせ、フラッグシップワインの１つMessorioの垂直テイスティングを大使館

公認イタリア大使ソムリエ永瀬喜洋氏のナビゲートで楽しむ食事会を開催

一般,

業界関係者,

事前予約者の

み

永瀬　喜洋

クアトロヴィーニ

quattrovini2010@gmail.co

m

肉料理とワインのマリアージュ！

www.facebook.com/osakacolosseo/
2017/11/29 2017/11/29

リストランテイタリアーノ

コロッセオ
肉料理とワインのマリアージュ！

一般,

業界関係者

リストランテイタ

リアーノ

コロッセオ

リストランテイタリアーノ

コロッセオ

06-6252-2024

キャンティクラシコの魅力 2017/12/1 2017/12/31 カサ

キャンティクラシコの名門マッツェイ社の公式アンバサダーでもあるkasa。昨年に引き続きキャンティク

ラシコ、グランセレツィオーネの魅力に迫ったワインと料理のペアリングを提案します。期間中はマッ

ツェイ社のグランセレツィオーネの垂直テースティングの会も予定しています。

一般 金丸裕介 カサ 092-986-4350

スプマンテでアペリチェーナ！！ 2017/12/2 2017/12/2
イル トラメッツィーノ

@東北沢
イタリア式アペリチェーナをスプマンテとともに楽しむ。ミニ・ワインセミナーあり。 一般

WINE SALON

FIORE 　×　IL

TRAMEZZINO

ワインサロン・フィオーレ

bellayuki@gmail.com

日本初上陸！オルトレポーの魅力満載

（ピノ・ネロ種にフォーカスした）

試飲セミナー＆試飲会

2017/12/5 2017/12/5
イタリア大使館貿易促進部

（青山）
日本初上陸！オルトレポーの魅力満載（ピノ・ネロ種にフォーカスした）試飲セミナー＆試飲会

業界関係者,

プレス

オルトレポー・パ

ヴェーゼ

保護協会

SOLOITALIA

info@soloitalia.co.jp

ザ・ワインネット

http://wonderfud.it
2017/12/12 2017/12/12

イタリア大使館貿易促進部

（青山）

協同組合を母体とするワイナリーが集まる「ワインネット」を日本市場に紹介。流通業者、報

道関係者、広報担当者に向けてプロジェクトを発表する。

業界関係者,

プレス
ワンダーフッド

イタリア大使館貿易促進部

03-3475-1401,

tokyo@ice.it

ワンダーフッド・ジャパン・ツアー2017

http://wonderfud.it
2017/12/13 2017/12/14

イタリア大使館貿易促進部

（青山）

今年もイタリア各地の優良ワイナリーを日本の輸入業者に紹介。一方、来日ワイナリーには日

本のワイン市場をレクチャーし、リテーリングツアーを行う。
業界関係者 ワンダーフッド

イタリア大使館貿易促進部

03-3475-1401,

tokyo@ice.it


