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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 

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://http://www.sokensha.co.jp

ワイン原産国　イタリア　 定温輸入

AZ.AGR. Fattoria degli Orsi

Bucchini AZ.AGR.

創健社　おすすめの

※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。

（EUオーガニック認証）

（EUオーガニック認証）

お酒は二十歳になってから

表面　山折

2021

輸入販売元

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.Marche（マルケ）

モンテプルチアーノ
100%

（税抜価格 :2,000円）

入数 :6　

内容量 :７５０ml

ランブルスコ　
Lambrusco dell’Emilia

AZ.AGR. Fattoria degli Orsi

商品コード :094070 

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 I.G.T. dell’Emilia
（デッレミリア）
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%

アルコール度数:11%

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 

アルコール度数:13%

Bucchini AZ.AGR.

グアルトレスコ

Gualtresco

ビアンケッロ・デル・
メタウロ100%

D.O.P. ／ Bianchello del 
Metauro（ビアンケッロ・デル・メタウロ）

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:13%

Bucchini AZ.AGR.

I.G.T.Marche（マルケ）

サンジョヴェーゼ100%

センプロニウス

Sempronius

商品コード :094071 

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 プマンテ ブリュット

CHARDONNAY 
SPUMANTE BRUT

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:12.5%

エルコーレ

ERCORE
Bucchini AZ.AGR.

I.G.T.Marche（マルケ）

パッセリーナ100%



ファットリア・デグリ・オルシは、ご周知の通りジロロモーニブランド
の有機バルサミコ酢のサプライヤーです。ワイナリーがあるエミーリア・
ロマーニャ州 モデナ県は、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 冬は寒い気候がブドウの栽培に
適しています。地場品種のランブルスコから作られた果実味豊かな微発
泡の赤ワインが有名で、カジュアルで様々な料理に合わせ易いワインと
して 近年日本でも人気が出ています。同社はバルサミコ酢だけでなく
ランブルスコの亜種であるランブルスコ・グラスパロッサの良質なス
パークリングワインの作り手としても有名です。ブドウは９月に完熟状
態で収穫されてワイン醸造を行います。
同社が醸造するワインは、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。

AZ.AGR. Fattoria degli Orsi

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。2009 年ブドウ畑の EU オーガニック認証取得
を完了し、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。

Bucchini AZ.AGR.

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：フルーティで華やかな香り、
低アルコールでタンニン控えめ

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100％で作られた赤
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
いう。よく冷やしてお
召し上がりください。

Lambrusco dell’ Emilia
Lambrusco
ランブルスコ　

（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・マルケ州で
栽培された、イタリア
中部の代表品種のサン
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

農業法人 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

、

中面　谷折り

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、バランスの取れた味

フレッシュで軽やかな
辛口のスパークリング
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、石灰、ハーブ等
の香りがあり、酸味が
フレッシュで豊かな味
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、バランスの取れた味

「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
ネラル感が特徴の飲み
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
ERCOLECHARDONNAY

 SPUMANTE BRUT
シャルドネ  スプマンテ ブリュット

Bucchini Bucchini

Bucchini Bucchini Bucchini Fattoria degli Orsi


