
1965年創業のブッキーニ農園は
ジーノ・ジロロモーニ農協がある
イゾラ・デルピアーノ村から南へ
20km程下ったフォッソンブローネ
地区のイゾラ・ディ・ファーノ村に
あります。創業者でオーナーのア
ルフレッド・ブッキーニ氏はカナダで5年間生活した後にイタ
リアに戻り、この地で小規模な農園を設立しました。当初は
穀類とブドウの生産農家としてスタートし、やがて醸造設備
を整えてワイナリーとしての活動も開始しました。現在もオ
リーブオイルやレンズ豆、ひよこ豆などの豆類、スペルト小
麦などの穀類の栽培も行っています。同社は1988年より圃場
の拡大と共に生産設備の拡充を進め、2005年以降は50ヘク
タールの自社圃場の内、約10ヘクタールの畑で自家栽培した
ブドウを100%使用して少量生産体制でこだわりのあるワイ
ンを作っています。2005年ブドウ畑のEUオーガニック認証取
得し、2009年に醸造設備についても認証取得を完了しました。
2019年には、ジーノ・ジロロモーニ氏が設立したモンテベッ
ロ農協に加盟しました。また、ブッキーニ氏は、環境・健康志
向の有機農業を実践することに加え、地域環境との親和性を
強く意識する中、地元の地形や気候条件に合った品種のブド
ウの栽培とワイン醸造に取り組んで来ました。結果的にサン
ジョヴェーゼやモンテプルチアーノ等のイタリアの代表品種
だけでなく、希少な地場品種であるビアンケッロ・デル・メタ
ウロの生産に注力してカジュアルかつ高品質のワインを製造
し続けています。

ファットリア・デグリ・オルシはエミーリア・ロマーニャ州 モデナ県で、アペニ
ン山脈北側の大平野部南端に位置し、ポー川流域の肥沃な土地で、夏は暑く冬は
寒い気候がぶどうの栽培に適しています。
２代目社長のアントニオ・ロレンツィ氏ジロロモーニ有機バルサミコ酢のサ
プライヤーです。同社はバルサミコ酢だけでなくワイン用の有機ぶどう農家とし
ても有名で、ワインは、例年 9 月頃に完熟状態でぶどうを収穫した後、醸造に入
ります。同社のワインは、単にオーガニックであること以上に自然の摂理に沿っ
た環境との共生を形にした高品質な逸品であると言えます。
ブドウは古代から栽培されているとされるランブルスコの亜種の一つ、ラン
ブルスコ・グラスパロッサ・ディ・カステルベットを１００% 原料に使用、果実
味豊かな微発泡の赤ワインで、外観は深みのあるルビー色、ソフトな口当た
りの泡がほのかな甘みとともに味わいを豊かにし、軽い酸味と滑らかなタン
ニンへと続き、余韻にも黒系果実の香りを感じさせるフルーティなワインで
す。肉料理全般やチーズとよく合いますが、特にパルマ産生ハムや、パルミ
ジャーノ・レッジャーノチーズ、モデナ産バルサミコ酢など地域の名産品との
相性が良いワインです。
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ぶどう品種：
ランブルスコ・グラスパロッサ・ディ・
カステルベットロ100%
味の特長：軽い酸味とフルーティーな香り

エミーリア = ロマーニャ州モデナ
産の「ランブルスコ・グラスパロッ
サ・ディ・カステルヴェートロ」
100％で作られた辛口の赤の弱発
泡性スパークリングワイ
ン。 深みのあるルビー色
で、チェリーやスミレの
花の香りが感じられま
す。肉料理全般やチーズ
とよく合います。
よく冷やしてお召し上が
りください。

（エミーリア・ロマーニャ州 モデナ）（マルケ州 フォッソンブローネ地区イゾラ・ディ・ファーノ村）

ぶどう品種：
ビアンケッロ・デル・メタウロ100％
味の特長：柑橘系の香りと、しっかりと
した酸味 

「ビアンケッロ・デル・メタウロ」
という地場のぶどうを 100% 使用
した辛口の白ワイン。柑橘系の香
りとしっかりした酸味のあるフレッ
シュな味わい。
どんな料理との相性もよ
く、ビネガーの効いた前
菜からチーズ、トマトソー
スのピッツァ、塩焼きの魚
まで幅広く合わせる事がで
きます。

GUALTRESCO
グアルトレスコ

ぶどう品種：
サンジョヴェーゼ
100％。
味の特長：フルーティで華やかな香りと、
しっかりとした酸味

イタリア中部の代表品種「サンジョ
ヴェーゼ」を１００% 使用して作ら
れた辛口の赤ワイン。明るいルビー
色で、スミレの花やチェリーの華
やかな香りがし、果実味と酸味が
豊かなフレッシュ感が
特長。酸味のあるトマ
トソースの料理やハー
ブやガーリックを効か
せた肉料理、すきや
きなど和風の肉料理
にもおすすめです。

Sempronius
センプロニウス

ファットリア・デグリ・オルシブッキーニ農業法人 

ぶどう品種：
モンテプルチアーノ
100％。
味の特長：豊かな果実感とスパイス感も
ある風味豊かな味

イタリア・中南部地域の代表品種
のひとつである「モンテプルチアー
ノ」を 100% 使用した辛口の赤ワ
イン。チェリーやプラムのような華
やかな果実感に加えてスパイス香
も感じられる豊かな風味が印象的
で、まろやかな酸味は
トマトベースの肉料理
など様々な料理とよく
合います。赤ワインの
力強さとクセが強過ぎ
ないサッパリした味な
ので、いろいろな料理
と合わせやすいワイン
です。

バローネ
Barone

ぶどう品種：
シャルドネ100％
味の特長：フレッシュな果実の香り
と酸味、軽やかな味

最もポピュラーな白ぶどう品種
「シャルドネ」を使用したフレッシュ
で軽やかな白の辛口スパークリング
ワインです。繊細な泡と明るいゴー
ルドで、ライムなどの柑橘類、洋梨
などの木なりのフレッ
シュな果実、ミネラル、
ハーブ等の香りがあり、
酸味が爽やかで豊かな
味わいのワインです。
魚介類や鶏肉料理、グ
リル野菜などと良く合
います。

ぶどう品種：
パッセリーナ100％
味の特長：フレッシュで調和がとれ、
バランスのとれた味

「パッセリーナ」と呼ばれる品種のぶ
どうから作られた辛口の白ワイン。
黄色い果実と黄色い花の香りがする
調和のとれた風味。
華やかな小麦色でフレッシュな果実
味とミネラル感が特長の
飲み易いワインです。
シーフード、チーズ、鶏肉
や白身魚の料理、パスタ
などと良く合います。

エルコーレ
ERCOLE

Bucchini Bucchini

Bucchini Bucchini Bucchini Fattoria degli Orsi

　　

CHARDONNAY
BRUT  SPUMANTE 
シャルドネ  ブリュット スプマンテ ランブルスコ　

Lambrusco
Grasparossa di Castelverto 



株式会社 創健社
横浜市神奈川区片倉２－３７－１１ 
お客様相談室 TEL:0120 - 101702
（受付時間 : 土・日・祝日を除く9:00～17:00）　
 https://sokensha.co.jp

ワイン原産国　イタリア　 定温海上輸送

※パッケージは予告なく変更することがございます。予めご了承願います。

お酒は二十歳になってから

ORGANIC 
WINE

ORGANIC 
WINE

イタリアオーガニックの先駆者　ジーノ・ジロロモーニ

ジロロモーニブランドサプライヤーや組合に所属する生産者が

こだわりの自家栽培原料で

丁寧に作ったオーガニックワイン 

AZ.AGR. Fattoria degli Orsi

Bucchini AZ.AGR.

創健社　おすすめの

（EUオーガニック認証）

（EUオーガニック認証）

2022

輸入販売元

商品コード :094073 

税込価格：2,200円（税抜価格 :2,000円）

（税抜価格 :2,000円）

入数 :6　

内容量 :７５０ml

ぶどう品種  

アルコール度数:1２%

シャルドネ ブリュット
スプマンテ 

CHARDONNAY 
BRUT SPUMANTE 

Bucchini AZ.AGR.

シャルドネ100%

商品コード :094071 

税込価格：2,200円（税抜価格 :2,000円）

入数 :6　

内容量 :７５０ml

ぶどう品種  

格付け 

アルコール度数:12%

エルコーレ

ERCOLE
Bucchini AZ.AGR.

I.G.T.

パッセリーナ100%

商品コード :094066 

税込価格：2,750円（税抜価格 :2,500円）

入数 :6　

内容量 :７５０ml

ぶどう品種  

格付け 

アルコール度数:1３.5%

バローネ

Barone 
Bucchini AZ.AGR.

I.G.T.

モンテプルチアーノ
100%

入数 :6　

内容量 :７５０ml

商品コード :094067 

税込価格：2,200円

ぶどう品種  

格付け 

アルコール度数:12.5%

Bucchini AZ.AGR.

I.G.T.

サンジョヴェーゼ100%

センプロニウス

Sempronius

ランブルスコ　

Lambrusco
Grasparossa
di Castelvetro

AZ.AGR. Fattoria degli Orsi Bucchini AZ.AGR.

グアルトレスコ

Gualtresco

商品コード :094070 

税込価格：2,200円（税抜価格 :2,000円）

入数 :6　 商品コード :094068 

税込価格：2,200円（税抜価格 :2,000円）

入数 :6　

内容量 :７５０ml

ぶどう品種  

格付け D.O.P. 

ランブルスコ・グラスパロッサ・
ディ・カステルベットロ100%

アルコール度数:11% 内容量 :７５０ml

ぶどう品種  

格付け 

アルコール度数:13%

ビアンケッロ・デル・
メタウロ100%

D.O.C. 

赤

白

白

赤

赤・微発泡

白・発泡


