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※本カタログに掲載のボトルデザインと実際のボトルデザインは、一部異なる場合がございます。
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エミリオ・ブルフォン

Toscana

Emilia=Romagna

エミリオ・ブルフォン 、古代土着品種 ぶどうからワイ

ンを生産しています。こだわり ワインを生産するため、
近年で 栽培がほとんど行われず絶滅に瀕していた
ぶどうを、ワイン醸造研究所
ラベルが特徴的です。

シャリンIGP

Abruzzo
Puglia

B

ブラン ディ サンズァン
BLANC DI SANZUAN

商品コード：71503
品
種：シャリン
産
地：フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州
荷
姿：750ml×12

商品コード：71504
品
種：チヴィディン
産
地：フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州
荷
姿：750ml×12

緑かかった麦わら色。華やかでアロマチックな
香りに、ドライですっきりした長い余韻が楽しめ
ます。魚にハーブを合わせた前菜と ペアリン
グがおすすめ。シャリン種 ジュリア・アルプス
山脈麓 土着品種です。

麦わら色。豊かなりんご 深い香りが長く残りま
す。ドライでありながら暖かで、柔らかさがあり、
ほん りと塩味を感じるバランス 取れた味わ
いです。パーティーシーンでお楽しみいただく
にふさわしいワインに仕上がっています。チヴィ
ディン種 18世紀 文献にも記された古代品種
です。

チャノロス

Campania

専門家たちと一緒に

蘇らせました。「最後 晩餐」を模したデザイン ワイン

SCIAGLIN IGP

Sicilia

イタリア北東部
フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州

CIANOROS

R

ロス ディ サンズアン
ROS DI SANZUAN

商品コード：71502
品
種：チャノーリエ
産
地：フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州
荷
姿：750ml×12

商品コード：71505
品
種：コルデノッサ
産
地：フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州
荷
姿：750ml×12

ルビー ような赤色。フルーティーで華やかな
香りに、暖かく澄んだ味わいを感じることができ
ます。トマトソースパスタやサラミ、チーズと 相
性が抜群。エミリオ・ブルフォンが、フリウリ地域
で初めてチャノーリエ種を栽培しています。

ルビー ような淡い赤色。余韻が長く残るワイ
ルドベリー 深い香りに、黒胡椒 スパイシーさ
と暖かくまろやかな味わいが楽しめます。赤身
肉と ペアリングにピッタリ 赤ワインです。コ
ルデノッサ種 、1923年 文献に古代品種とし
て紹介されています。

B

RR

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO

R

ピクリットネリ IGP
PICULIT NERI IGP

商品コード：71507
品
種：ピクリット ネリ
産
地：フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州
荷
姿：750ml×12

濃いルビー色。ベリー系 豊潤な香りに、丸み
ある柔らかな味わいと長く続く余韻が特徴で
す。ローストした赤身肉と 組み合わせがおす
すめ。レフォスコ 栽培記録 ローマ時代まで
遡ることができます。栽培が非常に難しい古代
品種です。

紫かかった輝くような赤色。ワイルドベリーや
バニラ 香りに、燻したようなニュアンスが感じ
られます。フレッシュで暖かみがあり、しっかりと
したタンニン ある味わいです。ピクリットネリ 、
ピクリットと 異なる地域特有 品種です。

FUMO ROSSO

紫かかった赤色。赤いベリー系にスモーキーな
ニュアンスが感じられます。ほど良いタンニンを
楽しむことができ、お肉料理と好相性です。ス
モーキーなニュアンスを感じることから「赤い煙」
という意味 「フーモ ロッソ」と名付けられました。

Emilia=Romagna

商品コード：71508
品
種：フーマ
産
地：フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州
荷
姿：750ml×12

R

Piemonte

フーモ ロッソ

Veneto

商品コード：71506
品
種：レフォスコ
産
地：フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州
荷
姿：750ml×12

R
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レフォスコダル ぺダンコロ ロッソ
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Abruzzo
Puglia
Campania
Sicilia
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アンドレオーラ

イタリア北東部
ヴェネト州トレヴィーゾ県

Emilia=Romagna

生産しているワイナリーです。2019年7月、ユネスコ世界

Toscana

1984年 創業時から家族経営でこだわり プロセッコを

います。

遺産に登録されたコネリアーノ・ヴァルドッビアーデネ
丘陵地にぶどう畑を所有。こ 丘陵地 、大半が南向き
ため、太陽 光をたっぷりと浴びて美しい自然 恵み
豊かに育ったぶどうから、秀逸なプロセッコを造り出して

ヴェルヴエクストラドライプロセッコDOC トレヴィーゾ

Abruzzo

VERV EXTRA DRY PROSECCO DOC TREVISO

Campania

Puglia
Sicilia

S

ヴェルヴブリュットプロセッコDOC トレヴィーゾ
VERV BRUT PROSECCO DOC TREVISO

商品コード：86401
品
種：グレラ
産
地：ヴェネト州トレヴィーゾ県
荷
姿：750ml×6

商品コード：86402
品
種：グレラ
産
地：ヴェネト州トレヴィーゾ県
荷
姿：750ml×6

淡く透明な色と豊かな泡が印象的です。比較的
樹齢が若い樹で育ったグレラ種から作られてい
ます。赤りんごや完熟フルーツ、桃やアカシア
花など 柔らかい甘味と酸味、フレッ
シュな後味を楽しめます。

淡く透明な色合いに、デリーケートな泡が特徴
的なプロセッコです。赤・青りんご、熟成フルーツ、
桃とアカシア 花 香りが口内に広がります。
最初 少し甘みを感じますが、酸味と バラン
スがよく、フレッシュな後味が楽しめます。

ディルポエクストラドライ
ヴァルドッビアーデネプロセッコスーペリオーレDOCG

ディルポブリュット
ヴァルドッビアーデネプロセッコスーペリオーレDOCG

DIRUPO EXTRA DRY VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG

S

DIRUPO BRUT VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG

商品コード：86403
品
種：グレラ、ペレラ、ビアンケッタ
産
地：ヴェネト州トレヴィーゾ県
荷
姿：750ml×6

商品コード：86404
品
種：グレラ、ペレラ、ビアンケッタ
産
地：ヴェネト州トレヴィーゾ県
荷
姿：750ml×6

淡く透明な色合いに、豊かな泡が印象的です。
バラやアカシア、桃、赤りんご、アーモンド柑橘
香りを感じることができます。柔らかでほん
りと甘く、ミネラルと酸味 バランスが良い、ブ
リュットより更にフルーティーで味わい深いプロ
セッコです。

淡く透明な色合いに、軽い泡が楽しめます。デリ
ケートな花 香りと、青りんご ニュアンスが特
徴。最初 甘みを感じますが、バランス 良い
酸味とミネラル、軽い泡 ハーモニーが魅力的
なプロセッコです。

S

S

MAS DE FER EXTRA DRY VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG

S

セストセンソドライ
ヴァルドッビアーデネプロセッコスーペリオーレDOCG
SESTO SENSO DRY VALDOBBIADENE PROSSECO SUPERIORE DOCG

商品コード：86406
品
種：グレラ、ペレラ、ビアンケッタ
産
地：ヴェネト州トレヴィーゾ県
荷
姿：750ml×6

グレラ種 栽培高度として限界に近い、海抜
500mに位置する5ヘクタール 畑で栽培された
希少なぶどうを使用しています。カモミール、抹
茶、アーモンド 香りに、濃厚なフローラルと後
味 わずかな苦味が特徴 、色も味わいも濃
厚なプロセッコです。

繊細ながら強く持続的な泡と、クリーミーな味わ
いが特徴です。甘みとミネラル感、酸味が絶妙
なバランスで、様々な料理に合わせることがで
きます。強い甘みが特徴ですが、ミネラルと酸
味で調和され、バランス 取れた味わいを楽し
めます。

Veneto

商品コード：86405
品
種：グレラ
産
地：ヴェネト州トレヴィーゾ県
荷
姿：750ml×6

S
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マスドフェエクストラドライ
ヴァルドッビアーデネプロセッコスーペリオーレDOCG

Piemonte
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ブリオーニ

ブリオーニ 1993年からぶどう 栽培を始め、2000年に

Toscana

Emilia=Romagna

本格的なワイン販売を開始しました。所有するぶどう畑で
土着品種をメインに栽培し、高品質なワインを
生産しています。優れたぶどう み厳選するため、醸造
に使用される

Abruzzo
Puglia

ワインを生産している情熱

溢れるワイナリーです。

ビアンコ トレヴェネツィエイル ディスペラートIGT

B

ルガーナ ムーザ DOC
LUGANA MUSA DOC

商品コード：84504
品
種：ガルガネガ
産
地：ヴェネト州ヴェローナ
荷
姿：750ml×6

商品コード：84511
品
種：トレッビアーノ ディルガーナ
産
地：ヴェネト州ヴェローナ
荷
姿：750ml×6

黄金色かかった麦わら色。濃厚で華々しい、パ
イナップルやマンゴーなどトロピカルフルーツ
香りと柔らかで程よい酸味 バランスが取れた
上品で繊細な白ワインです。

緑かかった淡い黄色。フローラルや柑橘類 香
りに、しっかりした酸味とミネラル 風味を楽しめ
ます。2014年にルガーナ地区に新しく購入した3
ヘクタール ぶどう畑から生まれた、ブリオーニ
新しい白ワインです。

ブリュットロゼ イル ヴィリャッコ

Campania

収穫量 約40%程。選び抜かれた

ぶどうから年間28万本

BIANCO TREVENEZIE IL DISPERATO IGT

Sicilia

イタリア北東部
ヴェネト州ヴェローナ

BRUT ROSE IL VIGLIACCO

S RS

ロザート トレヴェネツィエローザチポッラIGT
ROSATO TREVENEZIE ROSACIPOLLA IGT

商品コード：84506
品
種：モリナーラ
産
地：ヴェネト州ヴェローナ
荷
姿：750ml×6

商品コード：84510
品
種：コルヴィーナ
産
地：ヴェネト州ヴェローナ
荷
姿：750ml×6

明るいピンク色。フルーティーな香りを感じるフ
ローラルで繊細なロゼスプマンテです。ドライで
フレッシュな深い味わいをお楽しみいただけま
す。食前酒としてお召し上がりいただく にピッ
タリです。

むらさき玉 ぎ ようなピンク色。フローラル、ベ
リー、柑橘類 香りが楽しめます。口当たり ま
ろやかでバランスが良く、余韻が続くしっかりとし
た味わいです。綺麗なピンク色から、イタリア語
でむらさき玉 ぎ 意味を持つローザチポッラと
名づけられました。

B
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AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOCG IL LUSSURIOSO

R

リパッソデッラヴァルポリチェッラクラシコ
スーペリオーレDOC イルブジャルド
RIPASSO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE DOC IL BUGIARDO

商品コード：84502
品
種：コルヴィーナ、コルヴィノーネ、

商品コード：84501
品
種：コルヴィーナ、コルヴィノーネ、

ロンディネッラ、クロアティーナ

ロンディネッラ、オセレタ、クロアティーナ

産
荷

産
荷

地：ヴェネト州ヴェローナ
姿：750ml×6

地：ヴェネト州ヴェローナ
姿：750ml×6

アマローネデッラ
ヴァルポリチェッラクラシコリセルヴァDOCG

スーペリオーレデッラヴァルポリチェッラ
クラシコDOC リンペルフェット
PE IO E DELLA ALPOLICELLA CLA

商品コード：84509
品
種：コルヴィーナ、コルヴィノーネ、
ロンディネッラ、クロアティーナ

ロンディネッラ、オセレタ、クロアティーナ

産
荷

地：ヴェネト州ヴェローナ
姿：750ml×6

産
荷

地：ヴェネト州ヴェローナ
姿：750ml×6

濃いルビー色。良く熟れたフルーツ 香りに赤
いベリーやブラックチェリー、スパイス、バニラ
香りが特徴的です。味わい ドライでエレガント
なワインです。しっかりした味わい パスタやリ
ゾット、ローストビーフ、ラム肉、中期〜長期熟成
チーズとも相性抜群です。

O

R

Toscana

深いルビー色。上品で濃厚なチェリー、完熟フ
ルーツ、スパイス、バニラ、タバコ、リコリス
っきりとした香りが感じられます。柔らかいベ
ルベット ような、まろやかな味わいが特徴。限
られた数 み造られる至極 1本です。

ICO DOC L’(IM)PE FE

Emilia=Romagna

商品コード：84507
品
種：コルヴィーナ、コルヴィノーネ、

R

Piemonte

ルビー色。完熟フルーツとスパイス 香りに、バニラ
アロマが感じられます。長く残る温かく柔らかな味
わいが印象的です。あるソムリエがアマローネと間
違え「これがアマローネでないなら嘘つきだ！」と
言ったことから、「嘘つき」 意味を持つ「ブジャルド」
と名付けられたと言われています。

Veneto

深いルビー色。完熟フルーツ、レーズン、スパイ
ス、バニラ、ココア、リコリス 香りを感じることが
でき、豊潤で濃厚な味わいが楽しめるブリオー
ニ社を代表するワインです。上品でまろやかな
タンニンに包まれる特別な赤ワイン 、贈り物に
もおすすめです。

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA DOCG

R
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アマローネデッラヴァルポリチェッラ
クラシコDOCG イルルッスリオーゾ

Abruzzo
Puglia
Campania
Sicilia

Friuli=V・G
Veneto
Piemonte

コッティーニ

Toscana

Emilia=Romagna

コッティーニ 、1925年にカルロ・コッティーニ氏が創業。

約100年にわたってヴェローナを拠点とし、気候や地域が
それぞれ異なる140ha 広大なぶどう畑で栽培、厳選した
ぶどうからワインを生産しているワイナリーです。近年 、
世界的に著名な醸造家であるリッカルド・コタレッラ氏と共
にワイン造りを行っています。

カリンヴェルノIGT

Campania

Puglia

Abruzzo

CALINVERNO IGT

Sicilia

イタリア北東部
ヴェネト州ヴェローナ

商品コード：84901
品
種：コルヴィーナ、ロンディネッラ
クロアティーナ、カベルネソーヴィニヨン

産
荷

地：ヴェネト州ヴェローナ
姿：750ml×6

深いルビー色。さくらんぼと甘いスパイス ニュ
アンスに加え、バニラとリコリス 香りが特徴で
す。フレッシュな酸味と、タンニンがバランス良く
楽しめます。ガルダ湖周辺で有機栽培されたぶ
どうを乾燥して作られるしっかりとした赤ワインで、
肉料理や長期熟成チーズと相性抜群です。

R

Friuli=V・G
商品コード：83703
品
種：ドゥレッロ
産
地：ヴェネト州ヴェローナ
荷
姿：750ml×6

商品コード：83701
品
種：ガルガネガ,シャルドネ
産
地：ヴェネト州ヴェローナ
荷
姿：750ml×6

緑かかった麦わら色。華々しく白いフルーツを感
じる香りに、ミネラル感とフレッシュさが持続し、
後味に柑橘類と甘いアーモンド 味わいが感じ
られます。ビロード ような優しい泡が特徴 、
前菜からデザートまで合わせられる多彩なワイ
ンです。

黄金色かかった麦わら色。デリケートで魅了的
な香りが心地よく、エレガントなアロマが感じられ
ます。柔らかくフレッシュな味わいが特徴的です。
魚介 リゾットや野菜入りラザニア、鶏肉料理と
相性がとても良いソアヴェです。

ソアヴェ ラ カペリーナDOC
SOAVE LA CAPELINA DOC

商品コード：83702
品
種：ガルガネガ
産
地：ヴェネト州ヴェローナ
荷
姿：750ml×6
麦わら黄色。柑橘類とフローラル、シトラス、百
合、アプリコット 香りが感じられます。持続的で
エレガントでありながら、フレッシュさとミネラルも
併せもつソアヴェです。魚介類やスパイシーな
サラミ、フレッシュチーズと合わせる がおすす
めです。

B

Emilia=Romagna

Piemonte

Veneto
ソアヴェ レコルビアンDOC
SOAVE RECORBIAN DOC

B

Abruzzo

S

Puglia

BORGOLETTO LESSINI DURELLO SPUMANTE DOC

Campania

ボルゴレットレッシーニ ドゥレッロスプマンテDOC

Toscana

フランケット 、1982年にワイン醸造を開始しました。
伝統と地域と 関わりを大切に、ワイン造りを始める100
年以上前から、ぶどう栽培を専門に行っていたノウハウを
活かし、ヴェネト州 代表的な土着品種である「ガルガネ
ガ」と「ドゥレッロ」をメインにワインを生産しています。ぶど
う 栽培に適したテッロッサとヴェステナノヴァ 二つ 地
域に所有する畑で栽培したぶどうを使用しています。

Sicilia

フランケット

イタリア北東部
ヴェネト州ヴェローナ

Friuli=V・G

Veneto
Piemonte

マルケージ・ディ・バローロ

イタリア北西部ピエモンテ州
クオネ・バローロ村

Emilia=Romagna

1807年にバローロ家がスタートした小さなワイナリーを、
現オーナー アッボーナ家が引き継ぎ、200年以上
長い間ワインを生産してきた歴史あるワイナリーです。
ネッビオーロ種から作られる、赤ワイン バローロや
バルバレスコなど、香味豊かで洗練されたワインを

Toscana

数多く生産しています。

ロエロ アルネイスDOCG

Puglia

Abruzzo

ROERO ARNEIS DOCG

Campania

バローロ DOCG カンヌービ
BAROLO DOCG CANNUBI

商品コード：69020
品
種：アルネイス
産
地：ピエモンテ州バローロ村
荷
姿：750ml×6

商品コード：69001
品
種：ネッビオーロ
産
地：ピエモンテ州バローロ村
荷
姿：750ml×6

淡い麦わら色。りんごやピーチ フルーティーな
香りと、アカシアとカモミール 華やかなアロマ
が楽しめます。フレッシュでほ かなミネラルを
感じる、前菜にピッタリ 白ワインです。

ガーネット ようなルビー色。 っきりしたバラ、
バニラ、スパイス、ローストしたオーク材など
濃厚な香りと、豊満で上品な味わいを持つ厳か
なボディが特徴です。ラビオリ、赤身肉と 相性
抜群です。

バローロ DOCG サルマッサ

Sicilia

B

BAROLO DOCG SARMASSA

R

バローロ DODG コステ ディ ローゼ
BAROLO DOCG COSTE DI ROSE

商品コード：69002
品
種：ネッビオーロ
産
地：ピエモンテ州バローロ村
荷
姿：750ml×6

商品コード：69003
品
種：ネッビオーロ
産
地：ピエモンテ州バローロ村
荷
姿：750ml×6

濃いガーネット ような赤色。豊満で上品なイヌ
バラ、バニラ、リコリス、スパイス アロマに、わ
ずかな松ヤニとタバコ 香りが感じられます。
しっかりしたタンニンと、どっしりしたストラク
チャー 赤ワインです。ジビエ肉や熟成ハード
チーズと 組み合わせがおすすめです。

ガーネット ようなルビー色。 っきりしたバラや
リコリス 繊細な香りに、ミント、スパイス 濃厚
なアロマが感じられます。しっかりしたボディで、
豊満かつ上品な味わい ワインです。トリュフを
合わせた卵料理と 相性抜群です。

R

R

BARBARESCO DOCG SERRAGRILLI

R

バルベラ ダルバ DOC ペイラガル
BA BE A D’ALBA DOC PEI AGAL

ガーネット ようなルビー色。 っきりした持続
性 あるアロマで、フルーツ、バラ、スパイスが
感じられます。豊満なボディとエレガントでまろや
かなタンニンが絶妙なバルバレスコです。赤身
肉料理、シチューなどと合わせていただく が
おすすめです。

ガーネット ようなルビー色。 っきりしたクロス
グリ、ベリー類、ローストしたナッツ、バニラ 香
りで、温かみがあり力強くバランス 良い味わ
いが楽しめます。こ 地域 バルバレスコ 、
がっしりしたストラクチャーと適度な酸味が特徴
です。お肉料理やミネストローネとご一緒にお楽
しみください。

ドルチェットダルバ DOC ボセット
DOLCE

O D’ALBA DOC BO

E

R

バローロ DOCG デッラ トラディツォーネ
BAROLO DOCG DELLA TRADIZIONE

紫色かかったルビー色。フルーティーでくっきりし
たスミノミザクラやベリー フレッシュな香りが感
じられます。ドライで酸味が少なく、バランス 取
れたワインです。良質なぶどうを醸造しているた
め、長期間味わいを保つことが出来ます。ミネス
トローネやフレッシュチーズと ペアリングがお
すすめです。

濃いガーネット ようなルビー色。長く続く、スパ
イスやシナモンなど 複雑な香りが特徴的です。
フルボディで、エレガントなタンニンが楽しめます。
卵を使ったパスタ料理や、肉料理、熟成ハード
チーズとご一緒にお楽しみ下さい。

バローロ DOCG デル コムーネディ バローロ
BAROLO DOCG DEL COMUNE DI BAROLO

R

ネッビオーロ ダルバ DOC ロチェリ
NEBBIOLO D’ALBA DOC OCE I

ガーネット ようなルビー色。シナモン、アブサン、
タバコ、バラ 強く深い持続的なアロマに、柔ら
かいタンニンとエレガントな味わいが感じられま
す。ワイナリーが所有する8つ 区画 ぶどうを
ブレンドして作られる、特別なバローロです。
ビーフシチューや熟成ハードチーズとご一緒に
お楽しみください。

ガーネット ようなルビー色。ワイルドベリー、バ
ラ、すみれ、ほ かなスパイスとバニラ 深く調
和が取れた香りに、柔らかなタンニンが特徴で
す。少し熟成させても楽しめるネッビオーロワイ
ンです。ビーフシチューやローストしたお肉と相
性抜群です。

Puglia

商品コード：69021
品
種：ネッビオーロ
産
地：ピエモンテ州バローロ村
荷
姿：750ml×6

R

Abruzzo

商品コード：69018
品
種：ネッビオーロ
産
地：ピエモンテ州バローロ村
荷
姿：750ml×6

Toscana

商品コード：69007
品
種：ネッビオーロ
産
地：ピエモンテ州バローロ村
荷
姿：750ml×6

Emilia=Romagna

商品コード：69006
品
種：ドルチェット
産
地：ピエモンテ州バローロ村
荷
姿：750ml×6

R

Piemonte

商品コード：69005
品
種：バルベーラ
産
地：ピエモンテ州バローロ村
荷
姿：750ml×6

Veneto

商品コード：69004
品
種：ネッビオーロ
産
地：ピエモンテ州バローロ村
荷
姿：750ml×6

R

Friuli=V・G

バルバレスコDOCG セッラグリッリ

Campania
Sicilia

Friuli=V・G
Veneto
Piemonte

チェチ

イタリア北東部
エミリア・ロマーニャ州パルマ

Emilia=Romagna

に裏打ちされた技術を有するワイナリーです。創設者

Toscana

スパークリングワイン造りにおいて、長年 歴史と伝統

を、世界中 お客様へお届けしています。

オテッロ・チェチ氏が経営していたレストランで、ランブル

スコワインを販売したことから、そ 歴史が始まりました。
1938年からワイン造りに専念し、ワイン 品質 もちろん
こと、ボトルやカラーデザインにおいても革新的な製品

スプマンテ トレ ディ テッレ ヴェルディアーネ

Puglia

Abruzzo

SPUMANTE TRE DI TERRE VERDIANE

Campania

商品コード：53816
品
種：シャルドネ
産
地：エミリア・ロマーニャ州
荷
姿：750ml×6
グリーンかかった麦わら色。白桃、青りんご、シ
トラス 香り 後にブリオッシュ ニュアンスが
感じられます。香水瓶をイメージしたボトルも魅
力 一つです。エクストラドライより、甘さ控えめ
に仕上げました。

NANI OTELLO EXTRA DRY

グリーンかかった麦わら色。白桃、青りんご、シ
トラス 香り 後に、ブリオッシュ 余韻があり、
ふくよかな香り スプマンテです。香水 瓶をイ
メージしたシンプルでスマートなボトルデザイン
も魅力です。 「ナニ」 エミリア・ロマーニャ地方
で子どもに呼びかける際 言葉で、オテッロ・
チェチ氏が自身 幼かった子供たちに捧げたワ
インです。

麦わら色。バラなど フローラルで華やかな香
りに、ブリオッシュやバニラ 余韻が感じられる
スプマンテです。作曲家ヴェルディ生誕 地で
あるパルマ近郊で栽培されている、3品種をブレ
ンドして造られています。

NANI OTELLO BRUT

ナニ オテッロ エクストラ ドライ
商品コード：53815
品
種：シャルドネ
産
地：エミリア・ロマーニャ州
荷
姿：750ml×6

商品コード：53810
品
種：マルヴァジア、ソーヴィニヨンブラン、
ピノビアンコ
産
地：エミリア・ロマーニャ州
荷
姿：750ml×6

ナニ オテッロ ブリュット

Sicilia

S

S

S

NANI OTELLO EXTRA DRY

S

BLUE

GOLD

Friuli=V・G

ナニ オテッロ エクストラ ドライ 限定モデル
商品コード：53819（ブルー）、53820（ブラック）、53821（ゴールド）
品
種：シャルドネ
産
地：エミリア・ロマーニャ州
荷
姿：750ml×6

Veneto

グリーンかかった麦わら色。白桃、青りんご、シ
トラス 香り 後にブリオッシュ 余韻があり、
ふくよかな香り スプマンテです。香水 瓶をイ
メージしたボトルにカラーデザインを施した、限
定モデルです。

OTELLO ROSE

S RS

オテッロ ネロ ディ ランブルスコ
OTELLO NERO DI LAMBRUSCO

商品コード：37181、53825
品
種：ランブルスコ マエストリ
産
地：エミリア・ロマーニャ州
荷
姿：750ml×6、375ml×12

明るいピンク色。赤いフルーツやフローラル
香りに、爽やかでミネラルを感じる味わいです。
まろやかで、サラミや魚介類など様々な食材と
相性が良い、食前酒にピッタリ ロゼスプマンテ
です。

ルビーかかった紫色。ストロベリー、ラズベリー、
ブラックベリー、桑 実 後にスミレ 香りが感
じられます。甘みと爽やかさ バランスが良く、
適度な酸と泡が口内をすっきりさせてくれます。
CECI フラッグシップワインです。

O ELLO ON‘ICE

S R

テッレ ヴェルディアーネ ランブルスコアマビレ
TERRE VERDIANE LAMBRUSCO AMABILE

赤みかかった紫色。ストロベリー、ラズベリー、ブ
ラックベリー、桑 実 後にスミレが香ります。
凝縮感 あるランブルスコで、華やかなパー
ティーシーンにピッタリ ボトルデザインも特徴
です。そ 名 とおり氷を浮かべて、オンザロッ
クで楽しんでいただきたい、夏にぴったり ラン
ブルスコです。

深い赤色。ストロベリー、ラズベリー、ブラックベ
リー、桑 実 後にスミレが香ります。エミリア
州で収穫された選りすぐり ランブルスコマエス
トリ種を用いて造った、甘口 ネロディランブル
スコです。

ア テ トゥー ユー ランブルスコ ロッソ

オテッロ ブラック ラベル ランブルスコ
OTELLO BLACK LABEL LAMBRUSCO

S R

商品コード：53817
品
種：ランブルスコ
産
地：エミリア・ロマーニャ州
荷
姿：750ml×6

商品コード：53823
品
種：ランブルスコ
産
地：エミリア・ロマーニャ州
荷
姿：750ml×6

濃いルビー色。ベリー系 酸味とスミレ アロマ
が特徴 甘口ランブルスコです。生ハムやサラ
ミ、チーズと合わせる がおすすめ。付属
チョークで自由にイラストやメッセージなどをボト
ルに描くことができ、贈り物にもピッタリです。

赤紫色。柔らかいブラックベリーやプラムなど 、
フルーティーなニュアンスがしっかり味わえます。
適度な酸味と泡が、口内をすっきりさせる で、
パスタ料理全般と非常に相性が良いスプマンテ
です。

Sicilia

S R

Campania

A TE TO YOU LAMBRUSCO ROSSO

Puglia

商品コード：53811
品
種：ランブルスコ マエストリ
産
地：エミリア・ロマーニャ州
荷
姿：750ml×6

S R

Abruzzo

商品コード：53808
品
種：ランブルスコ マエストリ
産
地：エミリア・ロマーニャ州
荷
姿：750ml×6

Toscana

オテッロ オン アイス

Emilia=Romagna

商品コード：53813
品
種：ピノネロ
産
地：エミリア・ロマーニャ州
荷
姿：750ml×6

S R

Piemonte

オテッロ ロゼ

BLACK

Friuli=V・G
Veneto

紫かかったルビー色。野いちごやすみれ 豊潤
なアロマが楽しめます。凝縮感 ある柔らかな
香りとベルベット ような舌触りが心地よく、甘
みと酸味 バランスが良いワインです。肉料理
やコンポートを使ったデザート、チーズとご一緒
にお召し上がりください。

Sicilia

Campania

Puglia

Abruzzo

Toscana

Emilia=Romagna

Piemonte

オテッロ ブラック ラベル ランブルスコアマビレ
OTELLO BLACK LABEL AMABILE

商品コード：53824
品
種：ランブルスコ
産
地：エミリア・ロマーニャ州
荷
姿：750ml×6

S R

Friuli=V・G
Veneto
Piemonte

チェッリ

イタリア北東部
エミリア・ロマーニャ州ベルティノーロ

しました。サンジョヴェーゼ種を中心とした特別なワインを、
創業から現在まで50年以上にわたり生産しています。土
着品種 ぶどうを使用した「最上 ロマーニャワイン」を
目指し、郷土を愛する心と味わいへ こだわりを大切に、

イ クロッピ ロマーニャ アルバーナセッコ DOCG
I CROPPI ROMAGNA ALBANA SECCO DOCG

B

カンピ ディ フラッタ パガデビットDOC
CAMPI DI FRATTA PAGADEBIT DOC

品種 特徴である、銅色がかった金色が印象
的なワインです。アプリコットなど イエローフ
ルーツ 香りに、豊かで丸みを帯びた爽やかで
エレガントな味わいが広がります。パスタや魚介
類と ペアリングがおすすめです。

緑かかった淡い黄色。繊細でフローラルな香り
に、セイヨウサンザシ わずかなアロマが感じら
れます。バランスが良く柔らかで、すっきりとした
爽やかな後味が特徴です。ポタージュや、
優しい味わい ソースを使用したエビ、カニ
料理と相性抜群です。

ルグリッラーイエロマーニャDOC サンジョヴェーゼスーペリオーレ

R

ブロン&ルセヴァルロマーニャDOC サンジョヴェーゼリセルヴァ
BRON&RUSEVAL ROMAGNA DOC SANGIOVESE RISERVA

商品コード：97204
品
種：サンジョヴェーゼ
産
地：エミリア・ロマーニャ州
荷
姿：750ml×6

深いルビーレッド色。マラスキーノ・チェリー フ
ルーティーな香りと、スミレ フローラルなアロマ
が爽やかで若々しい印象 味わいで、みずみ
ずしく刺激的な辛口が特徴です。生ハムや
ピザ、様々な肉料理に合わせられる万能赤ワイ
ンです。

華やかなルビーレッド色。赤いベリーとマラス
キーノ・チェリー フルーティーな香りに、スミレ
フローラルなアロマが感じられる、きめ細かく
エレガントで柔らかな味わいが特徴です。
ぶどう 出来が良い年に み作られ、テロワー
ルを最大限に表現した希少なワインです。

Sicilia

商品コード：97203
品
種：サンジョヴェーゼ
産
地：エミリア・ロマーニャ州
荷
姿：750ml×12

R

Campania

LE GRILLAIE ROMAGNA DOC SANGIOVESE SUPERIORE

Puglia

商品コード：97202
品
種：パガデビット、シャルドネ
産
地：エミリア・ロマーニャ州
荷
姿：750ml×12

B

Abruzzo

商品コード：97201
品
種：アルバーナ
産
地：エミリア・ロマーニャ州
荷
姿：750ml×12

Toscana

生産に取り組んでいます。

Emilia=Romagna

1963年に創業し、1965年から本格的なワイン生産を開始

Friuli=V・G
Veneto
Piemonte

ピアンダッコリ

Toscana

Emilia=Romagna

「トスカーナ ルネッサンス」を掲げ、歴史に深く根差しなが
らも常に革新的な取り組みを行っています。ルネサンス

時代に栽培されていた古代品種 復活に取り組んでい
るワイナリーです。テロワールを尊重しながら、プニテッロ
やサンジョヴェーゼなど 品種を栽培し、高品質でエレガ
ントなワインをお届けしています。

コスムスキャンティDOCG リセルヴァ

Puglia

Abruzzo

COSMUS CHIANTI DOCG RISERVA

Campania

R

フォーリアトンダ トスカーナIGT
FOGLIA TONDA TOSCANA IGT

商品コード：71301
品
種：サンジョヴェーゼ
産
地：トスカーナ州
荷
姿：750ml×6

商品コード：71302
品
種：フォーリアトンダ
産
地：トスカーナ州
荷
姿：750ml×6

ルビー色。さくらんぼ、黒胡椒、ナツメグに、フレ
ンチオーク由来 豊潤な香りを楽しめる、デリ
ケートなストラクチャーと柔らかなタンニン 味
わいが特徴です。大樽で12ヶ月、ボトル内で12ヶ
月 熟成を経て造られます。ステーキ、カルボ
ナーラと相性抜群です。

輝くような赤色。赤いベリー 魅惑的な香りと、
甘くスパイシーなニュアンスが魅力的な、力強い
ワインです。口に含むと常にエレガントな酸味が
あり、複雑な余韻が長く残ります。ピアンダッコリ
ワイナリー ハイエンドワインです。ステーキ、ジ
ビエ、長期熟成チーズ、すき焼きと合わせる
がおすすめです。

インプリミストスカーナIGT

Sicilia

イタリア中部
トスカーナ州フィレンツェ

INPRIMIS TOSCANA IGT

商品コード：71304
品
種：サンジョヴェーゼ、プニテッロ、

R

マイヨラム トスカーナIGT
MAIOREM TOSCANA IGT

商品コード：71308
品
種：サンジョヴェーゼ、プニテッロ、
フォーリアトンダ、マンモーロ、コロリーノ

フォーリアトンダ

産
荷

地：トスカーナ州
姿：750ml×6

ルビー色。甘いスパイス、ミント、インク、プラム、
さくらんぼ 豊潤な香りが溢れ出します。滑らか
な舌触りで、しっかりしたタンニン ストラク
チャーが感じられます。大樽で12ヶ月、ボトル内
で15ヶ月 熟成期間を設けています。 っきりし
た味付け 料理全般と良く合います。

産
荷

地：トスカーナ州
姿：750ml×6

ルビー色。力強くアロマティックで、土着品種
ポテンシャルを感じる味わいです。トスカーナ由
来 5品種をブレンドし、最大3年 熟成を経て
造られるプレミアムキャンティです。ジビエ、ス
テーキ、長期熟成チーズ、ミートパスタと好相性
です。

R

R

CHIANTI DOCG

商品コード：71313
品
種：サンジョヴェーゼ
産
地：トスカーナ州
荷
姿：750ml×6

Veneto
Piemonte

ルビー色。さくらんぼや赤いベリー 香りに、
ローレルやサフラン ニュアンスが楽しめます。
果実感と滑らかなタンニンが口 中で感じられ
る上品なキャンティです。アッコリと呼 れる、渓
谷へ続くなだらかな丘に広がるぶどう畑で栽培
されたぶどうを使用しています。ステーキ、中期
熟成チーズ、魚介 トマト煮込みと良く合います。

R

Friuli=V・G

キャンティ DOCG

Emilia=Romagna

Toscana
Abruzzo
Puglia
Campania
Sicilia

Friuli=V・G
Veneto
Piemonte

ヴィッラ・ラ・パリアイア

Toscana

Emilia=Romagna

ヴィッラ・ラ・パリアイア 、気候風土に恵まれたキャン
ティ・クラッシコ 指定地域で、1895年よりワインを生産し
ています。長い歴史を通し、現在 原産地 風土を生か
したキャンティクラッシコ、キャンティクラッシコグランセレ
ツィオーネ、キャンティクラッシコリセルヴァ 3種類 ワ
インを生産しています。

キャンティ クラッシコDOCG

Puglia

Abruzzo

CHIANTI CLASSICO DOCG

Campania

R

キャンティ クラッシコグラン セレツィオーネDOCG
CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE DOCG

商品コード：88601
品
種：サンジョヴェーゼ、メルロー
産
地：トスカーナ州シエーナ県
荷
姿：750ml×6

商品コード：88602
品
種：サンジョヴェーゼ
産
地：トスカーナ州シエーナ県
荷
姿：750ml×6

ルビー色。チェリーやラズベリー、スミレ ニュア
ンスに、ドライな味わいを感じることができます。
デリケートなタンニンとフレッシュな酸味が特徴
です。香り豊かなパスタ料理、チキンや羊 グリ
ルとご一緒にお召し上がりください。

鮮やかなルビー色。タバコやリコリス 香りにス
ミレと黒スグリ 余韻が感じられます。しっかりと
したボディに、まろやかで完熟したタンニンと酸
味がバランス良く調和しています。ジビエ、バー
ベキューやグリル、また熟成チーズと相性抜群
です。

キャンティ クラッシコリセルヴァ DOCG

Sicilia

イタリア中部
トスカーナ州シエーナ県
カステルヌォーヴォ・ベラルデンガ

CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG

商品コード：88603
品
種：サンジョヴェーゼ
産
地：トスカーナ州シエーナ県
荷
姿：750ml×6
深いルビー色。長く続く豊かなスミレとベリー
香りを感じられます。しっかりしたボディに完熟し
たタンニン、フレッシュな酸味が特徴です。ミート
ソースパスタ、ローストチキン、ステーキとご一緒
にお召し上がりいただく がおすすめです。

R

R

Friuli=V・G
Veneto
Piemonte

カストラーニ

イタリア中部
アブルッツォ州ペスカーラ

まった1793年起源 歴史あるぶどう園を、 1999年、仲間
と共に蘇らせました。丁寧にぶどうを栽培し、アブルッツォ
地方 伝統を守りながら、香味豊かなワインを生産して
います。ワインに使用しているぶどう 、オーガニック方

アモリーノトレッビアーノ ダブルッツォDOC
AMO INO

EBBIANO D’AB

ZZO DOC

B

カデット トレッビアーノ ダブルッツオDOC
CADE

O

EBBIANO D’AB

ZZO DOC

商品コード：89305
品
種：トレッビアーノ
産
地：アブルッツォ州
荷
姿：750ml×6

麦わら色。白花やエキゾチックフルーツ 豊か
な香りと、シトラスやミネラル 味わいが口いっ
いに広がる白ワインです。ホワイトソースを
使った料理におすすめです。エチケット アブ
ルッツオ州でプロポーズ 際に贈る装飾品がモ
チーフになっています。

麦わら黄色。白花 深い香りにエキゾチックなト
ロピカルフルーツ アロマを感じられます。ラス
トに柑橘系 味わいがあり、程良い酸味と バ
ランスが取れた白ワインです。前菜や生ハム、
ソーセージとご一緒にお楽しみください。

ココチョーラ

産
荷

地：アブルッツォ州
姿：750ml×6

ゴールドかかった深い麦わら色。ドライフルーツ、
黄色い花、シトラス、南国フルーツ、スパイスや
バニラ 香りが印象的です。滑らかな口当たり
で長い余韻が特徴 、やや甘口 白ワインで
す。

アモリーノ モンテプルチアーノ ダブルッツオ DOC
AMO INO MON EP LCIANO D’AB

ZZO DOC

R

商品コード：89301
品
種：モンテプルチャーノ
産
地：アブルッツォ州
荷
姿：750ml×6
深いルビー色。スパイス、ワイルドベリー、リコリ
ス 香りと、胡椒、バニラ、チョコレート アロマ
が感じられます。しっかりしたストラクチャーに、
エレガントなタンニンが特徴です。濃厚な果実感
とスパイシーなニュアンス 赤ワインです。

Sicilia

商品コード：89307
品
種：トレッビアーノ、マルヴァジア、

B

Campania

JARNO BIANCO COLLINE PESCARESI IGT

Puglia

ヤルノ ビアンコ コッリーネ ペスカレージ IGT

B

Abruzzo

商品コード：89302
品
種：トレッビアーノ
産
地：アブルッツォ州
荷
姿：750ml×6

Toscana

式で栽培されています。

Emilia=Romagna

元F1パイロット ヤルノ・トゥルーリ氏が、１度 廃れてし

Friuli=V・G
Veneto
Piemonte
Emilia=Romagna

Toscana
Abruzzo
Puglia
Campania
Sicilia

ヤルノ ロッソ コッリーネ ペスカレージIGT

R

JARNO ROSSO COLLINE PESCARESI IGT

カデット モンテプルチアーノダブルッツオDOC
CADE

O MON EP LCIANO D’AB

ZZO DOC

商品コード：89303
品
種：モンテプルチャーノ
産
地：アブルッツォ州
荷
姿：750ml×6

商品コード：89304
品
種：モンテプルチャーノ
産
地：アブルッツォ州
荷
姿：750ml×6

ルビーかかった深いザクロ色。濃厚な乾燥ぶど
う 香りに、エレガントなタンニン、完熟フルーツ、
ジャム、バルサムやスパイスを感じる味わいで
す。パワフルなテイストながら飲み飽きない、ヤ
ルノ氏 名を冠したフラッグシップモデルです。

深いルビー色。赤いベリー 香りに、ほん りと
スパイス アロマを感じられます。また、ほど良
いタンニンがあり、後味にスパイス、フルーツや
チョコレート 味わいが楽しめます。カストラーニ
社を代表する、デイリーにぴったり 赤ワインで
す。

ポデーレ カストラーニ
モンテプルチアーノダブルッツオDOC リセルヴァ
PODE E CA

O ANI MON EP LCIANO D’AB

ZZO DOC I E

商品コード：89306
品
種：モンテプルチャーノ
産
地：アブルッツォ州
荷
姿：750ml×6
紫かかった深いルビー色。スパイスやフルーツ
香りに、バニラやチョコレート、バラ ニュアン
スが印象的です。シルキーでエレガントなタンニ
ン 余韻が長く続きます。40日以上かけてじっく
りとマセレーションし、香味成分を抽出していま
す。

A

R

R

Friuli=V・G
Veneto
Piemonte

サン ドナーチ

イタリア南部プッリヤ州
サレント地域

げ、現在 ぶどう農家約300軒で共同運営をしている、サ
レント地域ワイン 礎を築いたワイナリー。良質なぶどう

みを使用し、最新技術を積極的に取り入れることに
よって、ぶどう 香味を余すことなく活かしたワインを生

フォンタネッラビアンコ サレント IGP
FONTENERA BIANCO SALENTO IGP

B

フォンタネッラ ロザート サレント IGP
FONTENERA ROSATO SALENTO IGP

薄緑かかった麦わら色。持続性 あるフローラ
ルかつ白いフルーツ 柔らかな香りに、軽い
ハーブ アロマが特徴です。ドライでフレッシュ
な、やや酸味 ある味わい ため、前菜や魚介
類、野菜と合わせる がおすすめです。

鮮やかな赤色。フレッシュなフルーツ 香りに
ブーケ アロマが合わさり、ドライでほ かな苦
味がある伝統的な手法で作られたロゼワイン。
ミネストローネや野菜 ポタージュ、魚介料理と
相性が抜群です。

フォンタネッラネグロアマーロサレント IGP
商品コード：88103
品
種：ネグロアマーロ
産
地：プッリヤ州サレント地域
荷
姿：750ml×6
深いルビー色。口に含むと赤いフルーツとハー
ブ 香りがふわっと広がります。味わい 、デリ
ケートかつ持続性 あるストラクチャーが特徴。
前菜からメインまで、あらゆるシーンに良く合う
ワインです。

Sicilia

R

Campania

FONTENERA NEGROAMARO SALENTO IGP

Puglia

商品コード：88102
品
種：ネグロアマーロ
産
地：プッリヤ州サレント地域
荷
姿：750ml×6

B
RS

Abruzzo

商品コード：88101
品
種：シャルドネ、フィアノ
産
地：プッリヤ州サレント地域
荷
姿：750ml×6

Toscana

産しています。

Emilia=Romagna

1933年にサレント地域 ぶどう農家13軒が共同で立ち上

Friuli=V・G
Veneto
Piemonte

ラ・フォルテッツァ

Toscana

Emilia=Romagna

ワイナリーがある地域 、手つかず 自然が広がってお
り、何百年も前から素晴らしいワイン 生産地域として有
名です。「ワイン ぶどう畑から作られる」という考え も

と、香味豊かなワインを生産しています。「ラ・フォルテッ
ツァ」 イタリア語で「力」を意味し、きめ細やかな栽培方
式により、高い品質を維持しています。

オーロデルマルケーゼファランギーナエクストラドライ

Abruzzo

ORO DEL MARCHESE FALANGHINA EXTRA DRY

Puglia

イタリア南部カンパニア州
ベネヴェント市トッレクーソ

S

ファランギーナDOC サンニオ タブルノ
FALANGHINA DOC SANNIO TABURNO

商品コード：46680
品
種：ファランギーナ
産
地：カンパニア州ベネヴェント
荷
姿：750ml×6

商品コード：46662
品
種：ファランギーナ
産
地：カンパニア州ベネヴェント
荷
姿：750ml×6

緑かかった麦わら色。グレープフルーツやパイ
ナップルなどエキゾチックフルーツ 香りが華や
かで、柔らかな辛口 スプマンテです。繊細な
泡と調和的でエレガントなストラクチャーが特徴。
生ハムやチーズなど 前菜とご一緒にお召し
上がりください。

緑かかった麦わら色。柑橘類や青りんご フ
レッシュな香りに、豊かな酸味が爽やかな白ワ
インです。前菜や魚介類、カンパニア州特産
モッツァレラチーズと合わせる がおすすめで
す。

ファランギーナIGT ベネヴェンターノ

フィアノDOC サンニオ タブルノ
FIANO DOC SANNIO TABURNO

Campania

B

商品コード：46676
品
種：ファランギーナ
産
地：カンパニア州ベネヴェント
荷
姿：750ml×6

商品コード：46679
品
種：フィアーノ
産
地：カンパニア州ベネヴェント
荷
姿：750ml×6

Sicilia

FALANGHINA IGT BENEVENTANO

緑かかった麦わら色。柑橘類と青りんご フレッ
シュなアロマを感じることができます。 っきりし
た酸味で、バランスが取れた味わい 白ワイン
です。昔ながら 方法でマセレーション後、温度
管理されたスチールタンクで発酵させています。

麦わら色。爽やかな白桃や白系果実 フルー
ティーさと、ヘーゼルナッツ ふくよかな香りがマ
リアージュした白ワインです。バランス 取れた
酸味があり、蒸し野菜や貝類と相性抜群です。

B

B

AGLIANICO DEL TABURNO DOCG

R

アリアニコ ベネヴェンターノ IGT
AGLIANICO BENEVENTANO IGT

商品コード：46675
品
種：アリアニコ
産
地：カンパニア州ベネヴェント
荷
姿：750ml×6

ルビー色。赤い果実、タバコ、スパイスなど ア
ロマに、滑らかなタンニンとアマレーナジャム
ニュアンスが感じられる、まろやかな味わいです。
伝統的な醸造方法で作ったアリアニコで、赤身
肉 グリルやジビエ、熟成したチーズと相性抜
群です。

ルビー色。ベリー 香りとアマレーナジャム ま
ろやかな味わいが特徴です。アリアニコ 果実
感をストレートに楽しめる、カジュアルなワインで
す。ピザやトマトソースパスタ、チーズと ペアリ
ングがおすすめです。

AGLIANICO RISERVA DOCG

深いガーネット色。赤い果実やスパイス、タバコ
ニュアンスと暖かみ ある味わいが特徴です。
しっかりしたタンニンと、黒胡椒 余韻が残る、
とても複雑なアリアニコです。

Emilia=Romagna

商品コード：46678
品
種：アリアニコ
産
地：カンパニア州ベネヴェント
荷
姿：750ml×6

R

Piemonte

アリアニコリセルヴァ DOCG

Veneto

商品コード：46661
品
種：アリアニコ
産
地：カンパニア州ベネヴェント
荷
姿：750ml×6

R

Friuli=V・G

アリアニコデル タブルノDOCG

Toscana
Abruzzo
Puglia
Campania
Sicilia

Friuli=V・G
Veneto
Piemonte

ファツィオ

Toscana

Emilia=Romagna

ファツィオ 4代にわたり、香り豊かでフレッシュなワインを

生産しているワイナリーです。エリチェ地区 DOC認定取
得 ために重要な役割を担い、認定後もエリチェ 土地
と気候から生み出されるワイン 普及に尽力しています。
たっぷり 太陽光と爽やかな風を活かし、香り豊かでほ
ど良い酸味 あるワインを造り出しています。

ペタリモスカート DOC エリチェ

Puglia

Abruzzo

PETALI MOSCATO DOC ERICE

Campania

S

ミュレトゥルガウスプマンテブリュットDOC エリチェ
MÜLLER THURGAU SPUMANTE BRUT DOC ERICE

商品コード：46603
品
種：モスカートビアンコ
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

商品コード：46623
品
種：ミュレトゥルガウ
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

淡い黄色。上品で華やかな白い花やバラ 花
びら 香りに、適度な酸味が爽やかな甘口スプ
マンテ。バニラアイスやケーキなど デザート、
チーズ、トロピカルフルーツと組み合わせる が
おすすめです。

淡い黄色。細かくエレガントな泡にデリケートな
白い花、白桃や青りんご フルーティーな香り
が感じられます。柔らかでアロマティックな口当
たり 、フレッシュな辛口スパークリングワインで
す。海鮮料理や前菜とご一緒にお楽しみくださ
い。

ミュレ トゥルガウDOC エリチェ

Sicilia

イタリア南部
シチリア州トラーパニ県エリチェ

MÜLLER THURGAU DOC ERICE

B

ブルシオカリッカンテ カタラットDOC シチリア
BRUSIO CARRICANTE CATARRATTO DOC SICILIA

商品コード：46601
品
種：ミュレトゥルガウ
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

商品コード：46605、46698
品
種：カリッカンテ、カタラット
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6、375ml×12

黄金色かかった深い黄色。黄色い花や青りんご
上品な香りに、優しく爽やかな酸味を感じる味
わいです。新鮮な魚介類を使用した和食に良く
合います。冷涼気候 地域で主に栽培されて
いる品種を、エリチェ地区で栽培して造られた白
ワインです。

エキゾチックフルーツ ニュアンスを感じる、透
明感 ある味わいです。フレッシュな魚介類や、
シチリア 郷土料理であるカニやエビ クスク
スと ペアリングを是非お楽しみください。

S

B

U CANTU CATARRATTO IGT TERRE SICILIANE

B

ウ マルス グリッロ DOC シチリア
U Marusu GRILLO DOC SICILIA

商品コード：46618
品
種：グリッロ
産
地：シチリア州トラーパニ県
荷
姿：750ml×6

緑かかった麦わら黄色。華やかなトロピカルフ
ルーツ 香りに、フレッシュな味わいとミネラル
感が感じられます。海鮮料理全般、特にエビや
カニと相性が良い爽やかな白ワインです。

緑かかった深い麦わら色。エレガントで深み
あるトロピカルフルーツ 深い香りが広がります。
複雑で余韻が長く、 っきりしたミネラルを感じ
る味わいです。魚介類や野菜料理と組み合わ
せてお楽しみください。

CATARRATTO CALEBIANCHE DOC ERICE

B

モンテリーモ ビアンコ テッレ シチリアーネ IGT
MONTELIMO BIANCO TERRE SICILIANE IGT

商品コード：46631
品
種：カタラット、シャルドネ
産
地：シチリア州トラーパニ県
荷
姿：750ml×6

緑かかった麦わら色。爽やかなエキゾチックフ
ルーツ 香りで、調和が取れた持続性 ある深
い味わいです。野菜や魚介類を使用した前菜、
クスクスとご一緒にお召し上がりください。

黄金かかった淡い黄色。力強くまろやかで、口
当たり 良い濃厚な南国フルーツ 味わいに、
フレッシュさとミネラルも感じられます。優しい酸
味があり、カジュアルにお楽しみいただけます。

MÜLLER THURGAU DOC SICILIA

B

グリッロ エガデス DOC エリチェ
GRILLO AEGADES DOC ERICE

黄金かかった深い黄色。黄色 花や青りんご
香りに、優しい酸味と爽やかな味わいを感じ
られます。新鮮な魚介類を使用した料理を含む、
和食全般と組み合わせてお楽しみください。

黄金かかった麦わら黄色。エキゾチックなシトラ
ス 深い香りに、ミネラルを感じる味わいです。
前菜や海鮮料理、クスクスと ペアリングがお
すすめです。

ピエトラ サクラ ビアンコ
商品コード：46655
品
種：カタラット
産
地：シチリア州トラーパニ県
荷
姿：750ml×6

インソリア テッレ シチリアーネIGT
INSOLIA TERRE SICILIANE IGT

商品コード：46656
品
種：インソリア
産
地：シチリア州トラーパニ県
荷
姿：750ml×6
黄金かかった麦わら黄色。深く、上品でエレガン
トな香りに、ややエキゾチックなフルーツ ニュ
アンスがあります。ミネラル感があり、フレッシュ
な余韻が長く、調和が取れた味わいです。新鮮
な魚料理、白身肉、甲殻類と相性抜群です。

B

Sicilia

緑かかった淡い黄色。柑橘類やエキゾチックフ
ルーツ 芳醇な香りと、樽熟成由来 バニラや
ドライフルーツ 複雑なアロマが香ります。平均
樹齢70年 木から収穫される厳選したぶどうを
使用。ツナやフレッシュチーズとご一緒にお召し
上がりください。

B

Campania

PIETRA SACRA BIANCO

Puglia

商品コード：46636
品
種：グリッロ
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

B

Abruzzo

商品コード：46635
品
種：ミュレトゥルガウ
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

Toscana

ミュレ トゥルガウDOC シチリア

Emilia=Romagna

商品コード：46630
品
種：カタラット
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

B

Piemonte

カタラットカレビアンケ DOC エリチェ

Veneto

商品コード：46617
品
種：カタラット
産
地：シチリア州トラーパニ県
荷
姿：750ml×6

B

Friuli=V・G

ウ カントゥ カタラットIGT テッレ シチリアーネ

Friuli=V・G
Veneto
Piemonte
Emilia=Romagna

Toscana

ヴィオニエDOC シチリア
VIOGNIER DOC SICILIA

商品コード：46713 、46715
品
種：グリッロ
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

緑かかった照り返すような黄金色。ヴィオニエ
特徴である、濃厚で洗練されたトロピカルフルー
ツやアプリコット 香りを楽しめます。上品でバ
ランス 取れた、複雑で余韻が残る白ワインで
す。魚介類全般と相性抜群です。

黄金かかった麦わら色。濃厚でフルーティーな
白ワインです。芳醇な完熟果実 豊かな味わ
いが持続します。魚介 前菜や、魚 グリル
料理とご一緒に楽しんでいただきたい、デイリー
ワインにもおすすめ 1本です。

ブルシオ ロザート DOC シチリア
BRUSIO ROSATO DOC SICILIA

Abruzzo
Puglia

RS

ピエトラ サクラ ロッソ リセルヴァ DOC シチリア
PIETRA SACRA ROSSO RISERVA DOC SICILIA

商品コード：46682
品
種：ネレッロ マスカレーゼ、シラー
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

商品コード：46602
品
種：ネロダヴォラ
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

地域 特産品でもある、サンゴ ような鮮やか
な色合い。フレッシュないちごやラズベリー 爽
やかな香りに、フルーティーな味わいが口内に
残ります。チキンや新鮮な魚介類を使用した前
菜に最適なロゼワインです。

オレンジかかった深いルビー色。完熟 赤ベ
リーやタバコ、ココア、黒胡椒 香りと力強くまろ
やかなタンニン 調和が取れています。ぶどう
出来が良い年に み造られる、こだわり 赤
ワインです。ラム肉やジビエと相性抜群です。

カーサ サンタ DOC エリチェ

R

モンテリーモ ロッソ テッレ シチリアーネ IGT
MONTELIMO ROSSO TERRE SICILIANE IGT

商品コード：46610
品
種：カベルネ ソーヴィニヨン
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

商品コード：46611
品
種：ネロダヴォラ
産
地：シチリア州トラーパニ県
荷
姿：750ml×6

深いガーネット色。フルーティーな赤いベリーと、
リコリスやスパイスを感じる味わいです。さらに、
スイートで柔らかなタンニン 、しっかりしたスト
ラクチャーを感じられる赤ワインです。

紫かかった赤ルビー色。赤い果実 チャーミン
グな香りが印象的でカジュアルに楽しめます。
口内に余韻が長く残り、ビロード ような滑らか
な舌触りが特徴です。ピッツァやトマトソースパ
スタ、マグロステーキと ペアリングがおすすめ
です。

ガバル ネロ ダヴォラ DOC シチリア

Campania

クレウサ DOC シチリア（コルク/ スクリュー）
CREUSA DOC SICILIA

商品コード：46681
品
種：ヴィオニエ
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

CASA SANTA DOC ERICE

Sicilia

B

GABAL NE O D‘A OLA DOC ICILIA

R

ロッソ エリチェ ネロ ダヴォラ DOC エリチェ
O

O E ICE NE O D’A OLA DOC E ICE

商品コード：46613、46614
品
種：ネロダヴォラ
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6、375ml×24

商品コード：46619
品
種：ネロダヴォラ
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

深いルビー色。ネロ ダヴォラ 特徴であるブ
ルーベリーやラズベリー、チェリーを じめとした
ベリー系 繊細なアロマが口内に広がります。
上品で果実感 ある味わいに、長め 余韻と
ベルベット ような滑らかな舌触りを感じていた
だけます。

深い赤色。ブルーベリーやラズベリー、ブラック
ベリーなど 芳醇なアロマに、調和 取れたス
パイスとバニラ ニュアンスが感じられます。滑
らかな舌触りに、フルーティーで持続的な深い
味わいがあり、品種 特徴と魅力を最大限に表
現したワインです。

B

R

R

R

MERLOT DOC SICILIA

R

カヴェルネ DOC シチリア
CABERNET DOC SICILIA

商品コード：46633
品
種：カベルネ ソーヴィニヨン
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

ガーネット色かかった濃いルビー色。メルロー
特徴である赤いベリー 香りにバルサミコ
ニュアンスを感じる赤ワインです。味わいが優し
く柔らかで、肉料理やチーズ料理など幅広い料
理とペアリングが可能です。

とても深い赤色。濃縮感 ある豊かなベリー
香りに、バニラやウッド アロマを感じます。ス
パイス 味わいが溶け込んでおり、特に赤身肉
やジビエと相性抜群です。

TORRE DEI VENTI DOC ERICE

R

バイア ディ ムリーニ テッレ シチリアーネIGT
BAIA DEI MULINI TERRE SICILIANE IGT

商品コード：46649
品
種：ネロダヴォラ、カベルネ ソーヴィニヨン
産
地：シチリア州トラーパニ県
荷
姿：750ml×6

深いルビー色。ネロ ダヴォラ 持つ豊かでデリ
ケートな赤いベリー 香りと、樽熟成由来 ス
パイシーなニュアンスを併せ持ちます。メイン
肉料理や、程よく熟成したチーズ、マグロ ス
テーキと合わせる がおすすめです。

深い赤ルビー色。芳醇な赤いベリー、スパイス
やバニラ 深いニュアンスを感じられ、ベルベッ
ト ような滑らかなタンニンが口内に広がります。
ほど良く熟成したチーズ、グリルやオーブン焼き
にした赤身肉とよく合います。

PASSO DEI PUNICI DOC ERICE

R

ルーチェ ドリエンテ DOC エリチェ
L CE D’O IEN E DOC E ICE

っきりしたブルーベリーやチェリー 香りに、
バニラ ニュアンスがエレガントに溶け込んだ
赤ワインです。相性 良いローストポークなど
肉料理や、チーズと合わせてお召し上がりくださ
い。

深いルビー色。黒いベリー 香りとシラー特有
黒胡椒、さらに樽熟成由来 バニラ ニュア
ンスを感じることができます。非常にスパイシー
で、濃厚な果実感 ある味わいです。黒胡椒を
ふんだんに使った肉料理やジビエ料理とご一緒
にお召し上がりください。

ア ヴァンパ ネレッロ
マスカレーゼ IGT テッレ シチリアーネ

CASTELMEDIO NERELLO MASCALESE IGT TERRE SICILIANE

R

商品コード：46652
品
種：ネレッロ マスカレーゼ
産
地：シチリア州トラーパニ県
荷
姿：750ml×6

商品コード：46683
品
種：ネレッロ マスカレーゼ
産
地：シチリア州トラーパニ県
荷
姿：750ml×6

深い赤色。赤いベリー ような豊かで長く続くア
ロマに、ベルベット ような滑らかな舌触りが特
徴です。カジュアルにピッツァや生ハム、サラミ、
フレッシュチーズと合わせてお楽しみください。

深い赤色。ネレッロ マスカレーゼ由来 赤いベ
リー ような繊細で持続性 あるフルーティーさ
をお楽しみいただけます。やわらかな酸味と濃
厚なタンニンが印象的な、調和 取れた赤ワイ
ンです。

Sicilia

R

Campania

A VAMPA NERELLO MASCALESE IGT TERRE SICILIANE

カステルメディオネレッロ
マスカレーゼIGT テッレ シチリアーネ

Puglia

商品コード：46651
品
種：シラー
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

R

Abruzzo

商品コード：46650
品
種：メルロー
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

Toscana

パッソ ディ プニチ DOC エリチェ

Emilia=Romagna

商品コード：46645
品
種：ネロダヴォラ
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

R

Piemonte

トッレ ディ ヴェンティ DOC エリチェ

Veneto

商品コード：46632
品
種：メルロー
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

R

Friuli=V・G

メルロー DOC シチリア

Friuli=V・G
Veneto
Piemonte
Emilia=Romagna

Toscana
Abruzzo
Puglia
Campania
Sicilia

ロッソ エリチェ メルロー DOC エリチェ
ROSSO ERICE MERLOT DOC ERICE

R

アエネアスDOC シチリア （コルク/ スクリュー）
AENEAS DOC SICILIA

商品コード：46711
品
種：メルロー
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6、375ml×24

商品コード：46712、46714
品
種：ネロダヴォラ、メルロー
産
地：シチリア州トラーパニ県エリチェ
荷
姿：750ml×6

深い赤色。メルロー特有 黒すぐりやブルーベ
リー、チェリーなど 持続的で繊細なニュアンス
が楽しめます。調和がとれた果実 味わいと、
長い余韻が特徴です。赤身 肉料理や、グリル
した魚料理とご一緒にお楽しみ下さい。

紫がかった、鮮やかなルビー色。ビロード よう
になめらかで、いちごやチェリーなど 赤いフ
ルーツが香ります。赤身 肉料理や、熟成チー
ズと ペアリングがおすすめ。デイリーワインと
してお楽しみ下さい。

R

弊社 直営アンテナショップ、il gusto Dolce Vita（イルグスト ドルチェ
ヴィータ） ポリシー 、「Degusta You＝あなたに食べてもらいたい」
世界中から輸入した安心・安全なイタリア各地から厳選した豊富な種
類 ワインを じめ、香り高いトリュフソルト、現地で愛されるバルサミ
コ酢やパスタ、チーズ、生ハムなど、こだわり食材 数々をたっぷりと
ご用意してお待ちしております。
il gusto Dolce Vita
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂6-8-30 1F
TEL：03-3235-7780 FAX:03-5227-5755
営 業 時 間
【 月 ・ 水 〜 金 】12:00〜19:00
【土・日 ・ 祝 日 】12:30〜19:00
【 定 休 日 】毎週火曜 及び 年末年始

