
イタリアワイン三千年　2015　イベントリスト
Lista di eventi ufficiali - 3000 anni di vino italiano 2015

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　/　Descrizione evento 対象　Partecipanti 主催者名　/　Organizzatore

イベント問い合わせ先名称
/　Contatti (nome

azienda/consorzio/ente/or
ganizzatore)

イベント問い合わせ先
Contatti

フィレンツェフェア2015　/　Fireze Fair 2015 01/09/2015 31/10/2015 ホテル内レストラン・バー　/　hotel トスカーナワインフェスタ　/　Toscana Wine Festa 一般  Pubblico
ANAクラウンプラザホテル京都

/　ANA　CROWNE　PLAZA
KYOTO

営業企画 marketing@anacpkyoto.com

AViNOFESTA　/　AViNOFESTA 27/09/2015 27/09/2015
大阪市中央公会堂　３階　中集会室

/　osaka-shi chuo kokaido

AVI はワインをはじめとする イタリアの素敵な文化を多くの皆様を共
有するために生まれたコミュニティ。毎年秋には、魅力的な地域にス
ポットを当て、イタリアを旅するかのように、ワインの楽しさを満喫でき

るイベントを開催。今回のテーマは『ワインと旅するトスカーナ』

一般  Pubblico, 業界
関係者　Operatori del

settore, プレス
Giornalisti

アヴィ　/　A.V.I. (Amici Vini
Italiani)

アヴィ　/　A.V.I. (Amici Vini
Italiani)

aviavitalia@gmail.com

イタリアウィーク / "Italian Week" at Isetan 29/09/2015 04/10/2015 伊勢丹新宿店　/　Isetan Shinjuku イタリアウィーク　イタリア展　/　Italian Fair 一般  Pubblico
㈱三越伊勢丹　/　Isetan
Mitsukoshi Holdings Ltd.

伊勢丹新宿店 03-3352-1111

Vino italiano per gustare al bicchiere!!　/　グ
ラスで楽しむイタリアワイン!!

01/10/2015 30/11/2015
タヴェルナ デル ソーレ / Taverna

del Sole
様々なイタリアワインをグラスで楽しんで頂きます 一般  Pubblico 馬場　剛 Taverna del Sole タヴェルナ デル ソーレ 049-299-7772

イタリアワインフェア　/　Italian Wine Fair 01/10/2015 30/11/2015
トラットリア　フェルマータ　/

trattoria fermata
イタリアの食、主にワインについて広く一般の方に知っていただく展

示及ぶワインの販売、試飲
一般  Pubblico

トラットリア　フェルマータ　/
Trattoria Fermata

info@trattoria-fermata.com

イタリアワインフェア イタリアの文化と食を知
ろう　/　Italian wine fairness

01/10/2015 30/10/2015
CaffeGinoTakeAway田園調布店　/
CaffeGinoTakeAway Denenchofu

直輸入イタリアワインと食材のご紹介 一般  Pubblico 株式会社Gino　/　Gino co.,ltd. 株式会社Gino info@ginogino.jp

イタリアワインフェア イタリアの文化と食を知
ろう　/　Italian wine fairness

01/10/2015 30/11/2015
Caffé Gino 沖縄デパートリウボウ店

/　Caffé Gino - Ryubo Okinawa
直輸入イタリアワインと食材の紹介 一般  Pubblico 株式会社Gino　/　Gino co.,ltd.

株式会社Gino　/
info@ginogino.jp

info@ginogino.jp

イタリアワイン三千年キャンペーン　/　Corso
tre bicchieri

01/10/2015 31/10/2015
リストランテ タントタント　/

Ristorante Tantotanto
グラスワインを3杯セットのコース仕立てでご提供致します。オールド
ヴィンテージのワインやハイランクのワインもお選びいただけます。

一般  Pubblico
リストランテ タントタント　/

Ristorante Tantotanto
リストランテ タントタント　/

Ristorante Tantotanto
075-212-1051

イタリア各地のワインと料理の夕べ　/　A
cena con i migliori vini italiani

01/10/2015 29/11/2015
ガッタイオーラ ドルチ　/　Gattaiòla

dolci
イタリア郷土料理とそれぞれの皿に合わせたワインのコースディナー

/　I cene dei piatti e vini locali italiani

一般  Pubblico, 業界
関係者　Operatori del

settore, 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　/
Gattaiòla Dolci

info@gattaiola.net

ベルターニ讃!!　/　Viva!! Bertani 01/10/2015 31/10/2015
マハロカフェ リストランテ　/

MahaloCafe Ristorante

マハロカフェ「イタリアワインを愉しむ  2015 」
今回の「ワインを愉しむ015」は,  イタリア　ベルターニ社を代表する赤

/白 ワインから、逸品をご用意致しました!
マハロカフェ・シェフ妙子のお料理と共にお愉しみ下さい!

一般  Pubblico, 当店
からご案内のお客様

有限会社エム・エス・イー研究
所　/　MSE Institute

有限会社エム・エス・イー
研究所　/　MSE Institute

0266-77-3258
/mse@mahalocafe.com

駆けつけ１グラスのワイン！/ Un bicchiere di
vino per cominciare!

01/10/2015 30/11/2015  イルプルチーノ 店内 / ilpulcino 期間中ハウスワイン500円を300円にてご提供いたします。 一般  Pubblico イルプルチーノ　/　ilpulcino イタリアワイン3000年 ilpulcino@aol.jp

  19/10/2015

http://avisupporter.jimdo.com/avinofestavol-6%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8A/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E8%A9%B3%E7%B4%B0/
http://www.isetanguide.com/20150929/italia/
https://www.facebook.com/tavernadelsole
https://www.facebook.com/tavernadelsole
mailto:info@trattoria-fermata.com
http://www.ginogino.jp/
http://www.ginogino.jp/
http://www.ginogino.jp/
http://www.ginogino.jp/
https://www.facebook.com/gattaiola
https://www.facebook.com/gattaiola
http://www.mahalocafe.com/
https://www.facebook.com/Il-Pulcino-661446703878479/timeline/
https://www.facebook.com/Il-Pulcino-661446703878479/timeline/
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白トリュフとピエモンテワイン / Tartufo
bianco e vino piemontese

01/10/2015 30/11/2015
リストランテ　イル　ソーレ　/

Ristorante Il Sole
白トリュフとピエモンテワイン 一般  Pubblico 増井　伸也　Ristorante Il Sole

リストランテ　イル　ソーレ /
Ristorante Il Sole

052-835-6245

南イタリアワインセミナー　/　Seminari sui
vini del Sud Italia

01/10/2015 30/11/2015
レストラン11店舗　/　11 ristoranti

italiani in Giappone
南イタリア　ワインセミナー　/　Seminario di vini italiani del sud

一般  Pubblico, 業界
関係者　Operatori del

settore, プレス
Giornalisti, 各店による

イタリア大使館貿易促進部　/
ITA

イタリア大使館貿易促進部
/　ITA

tokyo@ice.it

楽しいワインでイタリア一周♪/ Giro d'Italia
con vini squisiti♪

02/10/2015 30/11/2015 カヴァレッタ　/　CAVALLETTA
期間中にカヴァレッタでワインを飲んでいただくとそのワインの産地の

州のステッカーをお渡しします。　10州、15州、20州と集めたステッ
カーの数によってプレゼントを差し上げます。

一般  Pubblico カヴァレッタ　/　CAVALLETTA
カヴァレッタ /
CAVALLETTA

075-451-1555

フォンタナフレッダ
ワインメーカーズディナー /  Fontana Fredda

Wine Maker's Dinner
08/10/2015 08/10/2015

ラ・テンダ・ロッサ　/　LA TENDA
ROSSA

ワインメーカーズディナー 一般 Pubblico
ラ・テンダ・ロッサ / LA TENDA

ROSSA
ラ・テンダ・ロッサ / LA

TENDA ROSSA
045-663-0133

イタリアワイン三千年記者発表会　/
CONFERENZA STAMPA 3000 ANNI DI VINO

14/10/2015 14/10/2015 ホテル椿山荘　/　Hotel Chinzanso 記者発表会　/　Conferenza stampa プレス　Giornalisti

イタリア大使館　/ イタリア大
使館貿易促進部　/

AMBASCIATA D'ITALIA   /
ITA

イタリア大使館貿易促進部
/　ITA

tokyo@ice.it

イタリアワイン試飲会/　Borsa Vini 14/10/2015 14/10/2015
ホテル椿山荘　/　Hotel Chinzanso

Ball Room
イタリアワイン試飲会　/　Degustazione dei vini italiani

業界関係者
Operatori del settore,

プレス　Giornalisti

　イタリア大使館貿易促進部
/ 　ITA

イタリア大使館貿易促進部
/　ITA

tokyo@ice.it

トンニーノのワインの夕べ / Serata di Vini di
TONNINO

16/10/2015 16/10/2015 オステリア・トット / Osteria TOTTO
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 /

Degustazione di vini di TONNINO　abbinamento cucina italiana

業界関係者
Operatori del settore,

プレス　Giornalisti

トンニーノ社 /Vitivinicola
TONNINO

鏑木貴子 / Takako
Kaburagi

tak.kaburagi@nifty.com

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　　/　Due società di
campionamento di vino comune in Italia

19/10/2015 19/10/2015
ヌッフデュパプ 六本木店　・Neuf du

Pape Roppongi

イタリア・トスカーナよりワイン・ツーリズム運動の発起人で、「ワイナ
リーを一般に公開する日」の発案者、女性だけで運営される最初の

蔵である、ブルネッロの造り手、DONATELLA　CINELLI　COLOMBINI
（ドナテッラ　チネッリ　コロンヴィーニ）の現オーナーと娘のViolante女

史が来日します。
そこで、ドリームスタジオ、光が丘興産2社が取り扱うイタリアワインの

合同試飲会を開催することになりました。

業界関係者
Operatori del settore,

招待客のみ　Solo
invitati

株式会社ドリームスタジオ 小
山　訓央 / Norinaka　Oyama -

Dream Studio Co.,Ltd.
株式会社ドリームスタジオ n.oyama@dreamstudio.co.jp

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 / I vini italiani e la
cucina giapponese:

20/10/2015 20/10/2015
イタリア文化会館 / Istituto Italiano

di Cultura di Tokyo

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。
一般/Pubblico

Istituto Italiano di Cultura di
Tokyo / イタリア文化会館

イタリア文化会館 03-3264-6011(内線13,29)

  19/10/2015

http://www.ice-tokyo.or.jp/event-category1/%E5%8D%97%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E7%89%B9%E5%88%A5%E4%BC%81%E7%94%BB%EF%BC%91-%E3%80%80%E5%8D%97%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A
http://www.ice-tokyo.or.jp/event-category1/%E5%8D%97%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E7%89%B9%E5%88%A5%E4%BC%81%E7%94%BB%EF%BC%91-%E3%80%80%E5%8D%97%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A
http://www.cavalletta.jp/
http://www.cavalletta.jp/
http://www.ice-tokyo.or.jp/event-category1/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%89%E5%8D%83%E5%B9%B4%E3%80%802015
http://www.ice-tokyo.or.jp/event-category1/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%89%E5%8D%83%E5%B9%B4%E3%80%802015
http://www.ice-tokyo.or.jp/event-category1/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E8%A9%A6%E9%A3%B2%E4%BC%9A-borsa-vini%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC
mailto:tak.kaburagi@nifty.com
ttp://www.dreamstudio.co.jp/
ttp://www.dreamstudio.co.jp/
ttp://www.dreamstudio.co.jp/
http://www.iictokyo.esteri.it/IIC_Tokyo/webform/SchedaEvento.aspx?id=705&citta=Tokyo
http://www.iictokyo.esteri.it/IIC_Tokyo/webform/SchedaEvento.aspx?id=705&citta=Tokyo
http://www.iictokyo.esteri.it/IIC_Tokyo/webform/SchedaEvento.aspx?id=705&citta=Tokyo
http://www.iictokyo.esteri.it/IIC_Tokyo/webform/SchedaEvento.aspx?id=705&citta=Tokyo
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銀座三越　食のイタリアフェア　/　Ginza
Mitsukoshi Italian Foods Fair

21/10/2015 27/10/2015
銀座三越　７階　催物会場　/

Mitsukoshi Department Store,Ginza
Store

銀座三越「食のイタリアフェア」は、人気店のメニューからスウィーツ・
ワインまで、多彩なイタリアングルメが

一堂に揃う食の祭典。本年はローマ風の切り売りピッツァ、ナポリ地
方のスフォリアテッレをはじめ、

「ヘルシー＆ビューティー」をテーマに集めた食材や限定メニューも登
場します。

会場内で購入したフード＆ドリンクを気軽に召し上がれる会場となっ
ております。

一般  Pubblico
銀座三越　/　Ginza

Mitsukoshi
銀座三越　/　Ginza

Mitsukoshi
03-3562-1111

初心者のためのイタリアワインセミナー＋ディ
ナー　/　” 3000 anni di vino italiano"
Seminari sui Vini Italiani  e Wine Diner

27/10/2015 20/11/2015
ワインサロン　フィオーレ　/　wine

Salon Fiore
セミナーと食事会　/　Wine Salon Fiore 一般  Pubblico

ワイン　サロン　フィオーレ　依
田　雪絵　/　wine Salon Fiore

Yukie YODA

ワインサロン　フィオーレ　/
bellayuki@gmail.con

090-6509-2385

ガロフォリ　メーカーズディナー / Garofoli
Maker's Dinner

29/10/2015 29/10/2015
オステリア　イル　バッティクオーレ /

Osteria Il Batticuore

マルケ州を代表する白ヴェルディッキオと赤のモンテプルチャーノを
産する生産者“ガロフォリ”からオーナー婦人ダリア・ガロフォリ女史を
お迎えして、マルケの風土やワインの楽しみ方についてのお話を伺
いながら、当店シェフフランコのお料理と共にお楽しみいただく、ワイ

ンディナー。

一般  Pubblico

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 /

Francesco
Canzoniere/Foodliner

オステリア　イル　バッティ
クオーレ / Osteria Il

Batticuore
03-6457-4888

イタリアフェスタ BUONO！BUONO！ /
BUONO！BUONO！

ITALIA！
ITALIA！

29/10/2015 03/11/2015
渋谷駅・東急東横店

8階 催物場　/　Tokyu Department
Store -  Toyoko Branch (Shibuya)

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
一般

東急百貨店　東横店　/
Tokyu Department Store Co.,

Ltd.

東急百貨店 東横店　/
Tokyu Department Store

Co., Ltd.

03-3477-3111（代表）

シチリアのワインを日本へ　/　SICILY WINE
TO JAPAN

29/10/2015 02/11/2015 東京　‐　大阪　/　Tokyo - Osaka セミナー＆ワイン試飲会　/　Seminari e Wine Tasting
業界関係者

Operatori del settore,
プレス　Giornalisti

ユーロコンサルト / ICE　/
Euroconsult in collaborazione

con ICE Tokyo

Via Roma 93 Enna Italy　/
Euroconsult

+39.0935.22599

ガンベロ・ロッソ　トレ・ビッキエーリ試飲会
2015 東京　/　Tre Bicchieri Gambero Rosso
e 3000 anni di vino italiano in Giappone 2015

30/10/2015 30/10/2015
リッツカールトン東京　/　Ritz Carlton

Hotel Tokyo 
Walk around tasting 業界関係者、メディア

ガンベロ・ロッソ　/
GAMBERO ROSSO

ガンベロ・ロッソ　/
GAMBERO ROSSO

GAMBEROROSSO@ASAHIAGE
NCY.COM

ノヴェッロ2015祭り　/　Enotica Qvino 30/10/2015 30/11/2015
イタリアワイン専門店キューヴィーノ

/ Enotica Qvino

10/30解禁の新酒ワイン、「Novello飲み比べフェスタ」
イタリア北部、中部、南部それぞれの土着品種を使用した美味しい

Novelloをご用意します。
今年も美味しく出来たばかりの新酒を飲みながら、遠きイタリアの光
景が見えるようなプレゼンテーションをソムリエQが演出します。特

に、毎週土曜日は、サバト・イタリアーノに乗じて、「わい！ワイ‼︎和飲
会‼︎！」と命名し、サプライズがありますよ。

一般  Pubblico
Qvino  横田　久 / Hisashi

Yokota - Qvino
Qvino  横田　久 / Hisashi

Yokota - Qvino
090-3397-0770

ハロウィンと新酒ノヴェッロのパーティ　/
Halloween&Novello festa di vino

30/10/2015 30/10/2015
リストランテ　イタリアーノ　コロッセオ

/　Ristorante Italiano Colosseo
ハロウィンとノヴェッロのワインパーティ　/　Festa di vino 一般  Pubblico

コロッセオ　/　Ristorante
Italiano Colosseo

コロッセオ　/　Ristorante
Italiano Colosseo

06-6252-2024

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”　<ラ・ボエーム>　と

<ジノリ侯爵家のワイン>　”　 /  Opera &
Wine Story Vol.1 "La Boheme & Ginori Lisci"

31/10/2015 31/10/2015 ぶどうの丘　イベント　ホール
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。演目のﾗ･ﾎﾞｰｴ

ﾑはﾌﾟｯﾁｰﾆがジノリ侯爵に捧げたといわれています。
一般  Pubblico

(株)アルテヴィーノ　/
Artevino Inc.

opera@artevino.co.jp

イタリア料理検定試験　/  Esame di idoneita':
cucina italiana tradizionale e conoscenza del

vino italiano
01/11/2015 01/11/2015

北海道･東京･名古屋･大阪･愛媛･福
岡･熊本

イタリア伝統料理とiイタリアワインの知識の検定試験 一般  Pubblico
日本イタリア料理教室協会　/
Associazione di Scuola Cucina

Italiana in Giappone

日本イタリア料理教室協会
/　Associazione di Scuola

Cucina Italiana in Giappone
info@ascig.com

  19/10/2015

http://mitsukoshi.mistore.jp/store/ginza/index.html
http://mitsukoshi.mistore.jp/store/ginza/index.html
http://www.ilbatticuore.jp/
http://www.ilbatticuore.jp/
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http://www.tokyu-dept.co.jp/toyoko
http://www.tokyu-dept.co.jp/toyoko
http://www.tokyu-dept.co.jp/toyoko
http://www.ascig.com/authoriz.html
http://www.ascig.com/authoriz.html
http://www.ascig.com/authoriz.html


イタリアワイン三千年　2015　イベントリスト
Lista di eventi ufficiali - 3000 anni di vino italiano 2015

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　/　Descrizione evento 対象　Partecipanti 主催者名　/　Organizzatore

イベント問い合わせ先名称
/　Contatti (nome

azienda/consorzio/ente/or
ganizzatore)

イベント問い合わせ先
Contatti

電車でワイン♪ /  Festa del Vino Italiano in
treno

03/11/2015 03/11/2015
叡山電車　出町柳駅、八瀬比叡山口

駅間

叡電を借り切って出町柳駅と八瀬比叡山口駅間を往復します。  八瀬
叡山口駅では約3時間留め置きしますので車内でゆっくり飲んでいた
だくのも、河原で飲むのも楽しいですよ。付近を散策していただくのも
ご自由です。 秋の一日、美味しいイタリアワインをお楽しみ下さい。

一般  Pubblico カヴァレッタ　/　Cavalletta カヴァレッタ　/　Cavalletta cavalletta@me.com

ベルルッキ　ヴァンサンカン・スペシャル・ディ
ナー　/　BERLUCCHI 25ans Special Dinner

05/11/2015 00/01/1900
ブルガリ銀座タワー　プライヴェートラ
ウンジ　/　BVLGARI GINZA TOWER

PRIVATE LOUNGE
ヴァンサンカン定期購読読者のための特別ディナー

招待客のみ　Solo
invitati

株式会社ア・ドゥエ　/　A DUE
Co.,Ltd.

株式会社ア・ドゥエ　/　A
DUE Co.,Ltd.

adue@adue.co.jp

第9回　イタリアワイン・ベスト・ソムリエ・コン
クール　/　JETCUP

05/11/2015 05/11/2015
イタリア文化会館　/　Istituto Italiano

di Cultura, Tokyo
ソムリエ・コンクール　/　Sommelier competition

一般  Pubblico, 業界
関係者　Operatori del

settore, プレス
Giornalisti

日欧商事株式会社　/　Japan
Europe Trading Co., Ltd.

日欧商事株式会社　/
Japan Europe Trading Co.,

Ltd.
info@jetlc.co.jp

ダイナースクラブ イタリアン レストランウィー
ク　/　Diners Club Italian Restaurant Week

07/11/2015 23/11/2015
日本国内のイタリア料理店200店　/
at 200 Italian Restaurant in Japan

レストラン送客イベント　/　Restaurant Fair
一般  Pubblico, Diners
Club Card Members

ダイナースクラブ イタリアン レ
ストランウィーク事務局　/
Secretariat of Diners Club
Italian Restaurant Week

ダイナースクラブ イタリア
ン レストランウィーク事務

局　/　Secretariat of
Diners Club Italian
Restaurant Week

infoweb@itrw.jp

ブルネッロ・ナイト～パラディゾーネを迎えて
～ / "Brunello Night" with PARADISONE

colle degli angeli
10/11/2015 10/11/2015

エル ビステッカーロ マニャッチョーニ
/ Er bisteccaro dei magnaccioni

トスカーナ/モンタルチーノから来日するワイナリー1社を迎え、ビス
テッカの名店エル 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。

一般  Pubblico, 業界
関係者　Operatori del

settore

郵船商事株式会社　/　NYK
Trading Corporation

郵船商事株式会社 ワイン
事業グループ（川又、大

石、滝沢）　/　NYK Trading
Corporation

TEL:03-5408-7119 E-
mail:yusen-wine@nyk-

trading.com

ブルネッロ・ナイト・クルーズ～パラディゾーネ
を迎えて～  / "Brunello Night" with

PARADISONE colle degli angeli
11/11/2015 11/11/2015 神戸 コンチェルト / Kobe Concerto

トスカーナ/モンタルチーノから来日するワイナリー1社を迎え、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。

一般  Pubblico, 業界
関係者　Operatori del

settore

郵船商事株式会社　/　NYK
Trading Corporation

郵船商事株式会社 ワイン
事業グループ（川又、大

石、滝沢）　/　NYK Trading
Corporation Wine Business

Group (Mr.Kawamata,
Oishi, Takizawa)

TEL:03-5408-7119 E-
mail:yusen-wine@nyk-

trading.com

フランチャコルタ・デー　/　Franciacorta Day 11/11/2015 11/11/2015
グランドハイアット東京　/　Grand

Hyatt

フランチャコルタ協会　セミナーとテイスティング
Franciacorta Day, Grand Hyatt

会場：グランドハイアット東京　2F CORIANDER
　　　東京都港区六本木6-10-3　TEL:03-4333-1234

Location; Grand Hyatt:　Coriander Room 2F, 6-10-3 Roppongi,
Minato, Tokyo 106-0032

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　/　Franciacorta Japan

Office
N/A N/A

フランチャコルタ・カクテル・パーティー　/
Franciacorta Cocktail Party

12/11/2015 12/11/2015 イタリア大使館　/　Italian Embassy

「フランチャコルタ協会」　レセプション パーティ－
Cocktail Party

（ONLY　WITH INVITATION 招待客のみ)

招待客のみ Invitation
only

フランチャコルタ協会日本事務
局　/　Franciacorta Japan

Office
N/A N/A

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　/  Piemonte Fair

12/11/2015 6/12/2015

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 /

Trattoria Il Fornello / Osteria Il
Batticuore

アルバ産白トリュフをはじめとする、ピエモンテ郷土料理とバローロ、
バルバレスコなどピエモンテの銘醸ワインをバイザグラスでお楽しみ

いただけるフェアです！ / Piemonte Fair
一般  Pubblico

 /  Trattoria Il Fornello /
Osteria Il Batticuore

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

03-3387-5210(Fornello)
03-6457-4888(Batticuore)

  19/10/2015

mailto:adue@adue.co.jp
http://www.jetlc.co.jp/event/9-jetcup
http://www.jetlc.co.jp/event/9-jetcup
http://www.itrw.jp/
http://www.itrw.jp/


イタリアワイン三千年　2015　イベントリスト
Lista di eventi ufficiali - 3000 anni di vino italiano 2015

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　/　Descrizione evento 対象　Partecipanti 主催者名　/　Organizzatore

イベント問い合わせ先名称
/　Contatti (nome

azienda/consorzio/ente/or
ganizzatore)

イベント問い合わせ先
Contatti

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　/　Cantina

Sociale Cellinese - Mostra di etichette
artistiche per i 3000 anni di vino italiano

15/11/2015 16/11/2015
東京国際フォーラム　/　Tokyo

International Forum

イタリア・プーリア州のカンティーナ・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て、そのアートワイ

ンラベルの展示会です。　/　Mostra di etichette artistiche di vino
italiano recanti le opere di artisti e maestri giapponesi moderni.

一般  Pubblico, 業界
関係者　Operatori del

settore, プレス
Giornalisti

カンティーナ・ソチャーレ・チェ
リネーゼ　/　Cantina Sociale

Cellinese

カンティーナ・ソチャーレ・
チェリネーゼ　/　Cantina

Sociale Cellinese
info@cantinacellinese.it

Tenuta Carretta, a Piobesi d'Alba dal 1467 /
テヌータ・カレッタ社試飲会

17/11/2015 17/11/2015
イタリア大使館 貿易促進部 会議室

/　ICE Conference Room
試飲会　/　Degustazione vini della Tenuta Carretta

業界関係者
Operatori del settore,

プレス　Giornalisti

テヌータ・カレッタ　/　Tenuta
Carretta

テヌータ・カレッタ　/
Tenuta Carretta

info@tenutacarretta.it

イタリア料理専門展「ACCI Gusto2015」　/
ACCI Gusto2015

17/11/2015 18/11/2015 都立産業貿易センター台東館
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

業界関係者
Operatori del settore,

プレス　Giornalisti

日本イタリア料理協会 /
ASOOCIAZIONE CUOCHI

CUCINA ITALAINA

日本イタリア料理協会 /
ASOOCIAZIONE CUOCHI

CUCINA ITALAINA
info@media-flex.co.jp

タスカ・ダルメリータ /  Tasca d'Almerita
Oriental Dinner

オリエンタル・ディナー
17/11/2015 17/11/2015

マンダリン オリエンタル 東京　広東
料理「センス」 / Mandarin Oriental

Tokyo
３７F 　Sence

タスカ・ダルメリータ
オリエンタル・ディナー

招待客のみ
タスカ・ダルメリータPRジャパ
ン　/　Tasca d'Almerita PR

Japan

株式会社ア・ドゥエ　/
aDue Co.,Ltd.

adue@adue.co.jp

テイスティング・セミナー　-　サン・パオロ醸
造協同組合 / Tasting Seminar - St. Pauls

Cantina Produttori
18/11/2015 18/11/2015

イタリア大使館 貿易促進部 会議室
/　ICE Conference Room

ガンベロロッソのトレ・ヴィッキエーリをはじめ、毎年数々のアワードを
受賞しているSt. Paulsの代表的なプレミアムワインについて、ヴィン
テージの違いを飲み分けるユニークなヴァーティカル・テイスティング

を開催。

業界関係者（飲食業、
小売業）、メディア　３０

名　（要事前申込）

グリーンポイント㈱ イタリアワ
インダイレクト　/　Green Point

KK

グリーンポイント株式会社
/　Green Point KK

03-5436-6636

(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　/
Tasca d'Almerita Tasting Seminar - Japan

Sommelier Association sez.  Kanto

19/11/2015 19/11/2015
目黒雅叙園 東京　/　Meguro Gajoen

Tokyo

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　「シチリアワ
インの歴史を紡ぐタスカ・ダルメリータ、その伝統と新たなる魅力を探
る」と題するセミナーを開催します。シチリア島タスカ・ダルメリータ社
の代表取締役社長で、今回来日するアルベルト・タスカ・ダルメリータ
氏をプレゼンターに迎え、シチリア島で初めてシャルドネ種の栽培を
始めたタスカのシャルドネを含めた、シチリア固有品種のテイスティン
グを行います。同社のぶどう栽培や醸造における哲学などを学べる

貴重なセミナーです。　/　sommelier JSA ePartecipanti :
professionisti in genere

一般  Pubblico, 業界
関係者　Operatori del

settore, プレス
Giornalisti

タスカ・ダルメリータPRジャパ
ン　/　Tasca d'Almerita PR

Japan

株式会社ア・ドゥエ　/
aDue Co.,Ltd.

adue@adue.co.jp

FESTA DI VINO 19/11/2015 19/11/2015 東京　/　TOKYO B2Bと味イベント　/　B2B TASTING EVENT
業界関係者

Operatori del settore
合同会社 MG. Santovito 合同会社 MG. Santovito info@mgsantovito.com

アジェメドワイン＆フードフォージャパン　/
AGEMED Wine & Food for Japan

19/11/2015 26/11/2015 東京、大阪　/　TOKYO / OSAKA

ニュートレーディングコレクションズが、南伊カンパニア州の加工食品
生産者組合 “アジェメド” とタイアップ。

 
2015年11月以降、東京・大阪にて試飲および試食セミナーを順次開

催して参ります。
 

私たちとアジェメドは、生産者と背景がしっかりと見える本物のワイ
ン・食材リストの中から、品質、価格、数量の点で日本のお客様に満

足して頂ける商材を見つけ出し、提案致します。

業界関係者
Operatori del settore

 ニュートレーディングコレクショ
ンズ　/　NEW TRADING

COLLECTIONS

NEW TRADING
COLLECTIONS / ニュート
レーディングコレクションズ

/　0

0743-20-4585, 080-6636-6771
/

info@newtradingcollections.com

エトナ・シリオ社創業200周年来日プロモー
ション /  　Promozione Etna Scilio - Japan

Tour 2015 - 200th Anniversary
22/11/2015 28/11/2015

東京／名古屋／大阪　/　TOKYO /
OSAKA / NAGOYA

今年で創業200年を迎えた、シチリア州エトナに在る老舗ワイナリー
SCILIO社から

オーナーのサルヴァトーレ＝シリオ氏が初来日。1週間に渡りプロ
モーションを行います。

一般  Pubblico, 業界
関係者　Operatori del

settore

株式会社アルトリヴェッロ　/
ALTOLIVELLO CO.,LTD.

info@altolivello.jp

  19/10/2015
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イタリアワイン三千年　2015　イベントリスト
Lista di eventi ufficiali - 3000 anni di vino italiano 2015

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　/　Descrizione evento 対象　Partecipanti 主催者名　/　Organizzatore

イベント問い合わせ先名称
/　Contatti (nome

azienda/consorzio/ente/or
ganizzatore)

イベント問い合わせ先
Contatti

トラヴァリーニ　メーカーズディナー　/
Travaglini Mekers Dinner

24/11/2015 24/11/2015
トラットリア　イル　フォルネッロ　/

TRATTORIA IL FORNELLO

バローロ、バルバレスコが台頭する以前、イタリアワインの王として隆
盛を誇っていた、ピエモンテ北部アルプスの裾野ガッティナーラ。

　　現在は生産量が1/100にまで縮小してしまいましたが、
バローロ、バルバレスコとは異なる火山性の土壌のテロワールを表
現した、丸みのあるしっとりとした優雅なスタイルのネッビオーロを造

り続けています。
　　今回はそのガッティナーラを代表する生産者トラヴァリーニより、エ
キスポートマネージャー、Alessandro・Guagliardiアレッサンドロ・グアリ

アルディ氏をお迎えして、
ガッティナーラの歴史や風土、ワインの特徴などを語っていただきな
がら、同社のラインナップと共に同ワインを最も好きなワインとして愛

する当店シェフ、フランコのお料理で
お楽しみいただく特別なディナーを開催いたします。

　生産者も少なく、希少な伝統ある生産者と触れ合える、またとない
機会になると思いますので、皆様のご参加心よりお待ち申し上げま

す。

一般  Pubblico

フランチェスコ　カンツォニェー
レ / 日欧商事株式会社　/

Francesco Canzoniere/ Japan
Europe Trading Co., Ltd.

トラットリア　イル　フォル
ネッロ　/　TRATTORIA IL

FORNELLO
ilfornello1998@gmail.com

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　/　L'italia del
vino: le eccellenze di Slow Wine e de I Vini

del Piemonte

24/11/2015 24/11/2015
八芳園　（東京都港区白金台）　/

Happo-en

スローワイン2015に掲載されている生産者、及びピエモンテワイン協
会(I vini del piemonte)に加盟している生産者が、訪日して行われるこ
の企画は、イタリアの卓越したワイン醸造を、ピエモンテワインに焦点

を当てて紹介するものです。
このイヴェントは、2015年11月24日、11時～17時に、業界従事者のみ
を対象に、東京の八芳園で行われるもので、ウォーク・アラウンド・テ

イスティング形式。　このほか、日本のワイン・エキスパートとして著名
なジャーナリスト宮嶋勲氏を招いたセミナーや、厳選されたレストラン

で行われるワインディナーが開催されます。

業界関係者
Operatori del settore,

プレス　Giornalisti

イタリア商工会議所、イタリア
大使館貿易促進部、Ideazione

社　/　Italian Chamber of
Commerce Japan / ICE
Giappone / Ideazione srl

analyst@iccj.or.jp

イタリアヴァリューワイン　/
ITALIAVALUEWINE

25/11/2015 25/11/2015 イタリア大使館貿易促進部
イタリア各地の優れた中・小ワイナリーの紹介イヴェントです。

日本におけるパートナーを探しています。
興味のある方は是非ご参加下さい。

招待客のみ　Solo
invitati

ソロイタリア　/　SOLOITALIA
ソロイタリア　/
SOLOITALIA

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

メーカーズディナー　～ヴィーニ・ビドーリ～
Winery Dinner Vini Bidoli　/　Winry Dinner:

Vini Bidoli
25/11/2015 25/11/2015

リストランテ・イタリアノ・コロッセオ　/
Ristorante Italiano Colosseo

フリウーリ・ヴェネツィア・ジュリア州の有名なビドーリ・ワイナリーのワ
インとその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！大阪で本格イタリアンが楽しめるレストラン“コロッセオ”のベテ
ランシェフとシニアソムリエによって厳選されたワインと料理で、本場
フリウーリ・ヴェネツィア・ジュリア州ならではの味わいを堪能していた
だけます！　/　Ai vini della rinomata cantina friulana Bidoli.verranno

accompagnati piatti tipici della tradizione friulana, abbinati con
sapienza dall'esperto chef e dal senior sommelier del Colosseo per

assaporare al meglio i sapori tipici di questa terra.

一般  Pubblico, 業界
関係者　Operatori del

settore

リストランテ・イタリアノ・コロッ
セオ/株式会社　メモス　/

Ristorante Italiano Colosseo/
Memo's Co., Ltd

リストランテ・イタリアノ・コ
ロッセオ　/　Ristorante

Italiano Colosseo

06-6252-2024
osaka@colosseo.co.jp

ワインセミナーinコロッセオ・第14回・トスカー
ナ特集　/　14th Wine Seminar @ Colosso -

Toscany Wines
26/11/2015 26/11/2015

リストランテ・イタリアノ・コロッセオ　/
Ristorante Italiano Colosseo

年に6回行われるこのディナー・セミナーでは、世界的に最も有名なイ
タリアワイン特産地である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。料理・ワインはもちろん大阪
で本格イタリアンが楽しめるレストラン“コロッセオ”のシェフとシニアソ

ムリエによる特選品！　/　Durante questa cena/seminario, che si
tiene 6 volte l'anno,verranno abbinati meravigliosi vini toscani,tra i
vini italiani più conosciuti in tutto il mondo, ai piatti della tradizione

toscana, sapientemente selezionati dagli esperti del Ristoriante
Italiano Colosseo.

一般  Pubblico, 業界
関係者　Operatori del

settore

リストランテ・イタリアノ・コロッ
セオ/株式会社　メモス　/

Ristorante Italiano Colsseo /
Memo's co., Ltd

株式会社　メモス　/
Memo's co ., Ltd

06-6264-5153

  19/10/2015

http://www.ilfornello.jp/
http://www.ilfornello.jp/
http://www.baroloevent.com/eventi/piemonte-slow-wine-tokyo-2015/
http://www.baroloevent.com/eventi/piemonte-slow-wine-tokyo-2015/
http://www.baroloevent.com/eventi/piemonte-slow-wine-tokyo-2015/
http://www.baroloevent.com/eventi/piemonte-slow-wine-tokyo-2015/
http://www.colosseo.co.jp/new.html
http://www.colosseo.co.jp/new.html
http://www.colosseo.co.jp/new.html


イタリアワイン三千年　2015　イベントリスト
Lista di eventi ufficiali - 3000 anni di vino italiano 2015

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　/　Descrizione evento 対象　Partecipanti 主催者名　/　Organizzatore

イベント問い合わせ先名称
/　Contatti (nome

azienda/consorzio/ente/or
ganizzatore)

イベント問い合わせ先
Contatti

キアンティ・ザ・ワイン　２０１５　/　Chianti il
vino 2015

30/11/2015 01/12/2015

インターコンチネンタルホテル大阪 /
ホテルニューオオタニ　/

INTERCONTINENTAL HOTEL
OSAKA / NEW OTANI HOTEL

B2B, セミナー、　試飲会　/　B2B, SEMINARIO, DEGUSTAZIONE
業界関係者

Operatori del settore,
キアンティ協会

株式会社スペースメディア

ジャパン
vino-italiano@smj.co.jp

  19/10/2015

http://www.iem.it/
http://www.iem.it/

