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優れたワインを造るために満たさなければならない条件が多くあります。葡萄、
土壌、気候、人間の知恵、情熱や技術。ルーマニアワインに出会った時それぞれ
の条件が見事に満たされていることが分かり、中々言葉にできない感動的な出
会いでした。ルーマニアワイン文化の素朴さ、素晴らしさと誠実さを日本に紹介
したいと思い、数多くのルーマニアワインを輸入して参りました。ルーマニア現地
の80社以上のワインメーカーを訪ね、多くの情熱的な醸造家に出会いました。
ルーマニアの高品質なワインを常に探し求め、日本の愛好家のワインライフをよ
り豊かにするためのお手伝いが出来れば光栄です。

ユーロアジアトレーディング株式会社 代表取締役
ベレシュ・アレクサンドル・ダニエル

Euro Asia Trading Corporation CEO
Daniel Alexandru BERES

代表挨拶
Greetings from the CEO
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ルーマニアって、どんなところ？
What kind of country is Romania?

ルーマニアはヨーロッパ大陸の中央部に位置するワイン大国。
ワインをはじめとする、様々な魅力が詰まっている国です！

ルーマニアは葡萄の発祥地として知
られ、偉大なワイン文

化を持っています。6000年前まで
遡るワインの歴史を持

ち、ワインは昔からルーマニア人の
生活に欠かせない文化

遺産です。ギリシャ神話のワイン神「
ディオニュソス」はルー

マニアで生まれたと言われるほど、
ワインの文化が昔から

根付いています。

ルーマニアのワインは古い歴史だけ
でなく、数多くの葡萄

品種、ワインに適した土壌と気候、世
界基準を上回る最新

技術と人間の情熱から出来上がっ
ています。近年、ヨー

ロッパ諸国やアメリカではルーマニ
アワインの人気が急上

昇中ですが、生産量の90%以上は
ルーマニア国内で消費

されているため、入手は容易ではあり
ません。

ルーマニアはフランスとほぼ同じ緯度にあり、気候は「大陸性気候」に分類されています。日本と同様に四季があります。国土の中央に走るカルパチア山脈を境に、山岳部と平原部で気候が大きく異なるため、生産されるワインも多種多様です。

当社では、厳格なテイスティングによってワインを分析・評価し、ルーマニアの中でも最高の品質のワインのみを直接メーカーから輸入しています。ルーマニアワインの美味しさだけでなく、造り手の情熱、テロワールの特徴や産地の文化を正確に伝えることにも重点を置いています。様々な観点から、100%の本物だけを提供することが我々の理念で

国土面積:約29万㎢
 人口:約2千万人
首都:ブカレスト 

言語:ルーマニア語
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Romanian Wine Regions
ルーマニアのワイン産地

ルーマニアの葡萄栽培面積はヨーロッパでは5位、世界から見ると10位です。国土全体で葡萄が栽培され、12のIG（地理的
表示）産地と33のDOC（原産地統制呼称）産地があります。DOCの産地は163のDOC地区に分類されています。

１）地理的表示の産地（IG）産地：12の産地

２）原産地統制呼称（DOC）産地：33の産地

・ IG デアルリレ・トランシルヴァニエイ（Dealurile Transilvaniei）
・ IG デアルリレ・モルドヴェイ (Dealurile Moldovei)
・ IG デアルリレ・ヴランチェイ (Dealurile Vrancei) 
・ IG デアルリレ・ムンテニエイ (Dealurile Munteniei)
・ IG テラセレ・ドゥナリー (Terasele Dunării)
・ IG デアルリレ・オルテニエイ (Dealurile Olteniei) 

・ IG デアルリレ・サトマルルイ (Dealurile Sătmarului) 
・ IG デアルリレ・クリシャネイ (Dealurile Crişanei) 
・ IG デアルリレ・ザランドゥルイ (Dealurile Zarandului)
・ IG ヴィイレ・ティミシュルイ (Viile Timişului)
・ IG ヴィイレ・カラシュルイ (Viile Caraşului)
・ IG コリネレ・ドブロジェイ (Colinele Dobrogei)

・ DOC レキンツァ (Lechința)
・ DOC タルナーヴェ (Târnave)
・ DOC アユッド (Aiud)
・ DOC アルバ・ユリア (Alba Iulia)
・ DOC セベシュ·アポルド (Sebeș Apold)

・ DOC パンチウ (Panciu)
・ DOC オドベシュティ (Odobești)
・ DOC コテシティ (Cotești) 

・ DOC バナット (Banat) 

・ DOC コトナリ (Cotnari)
・ DOC ヤシ (Iași)
・ DOC ボホティン (Bohotin)
・ DOC フシ (Huși) 
・ DOC ヤナ (Iana)
・ DOC デアル・ブジョールルイ (Dealu Bujorului)
・ DOC ニコレシティ (Nicorești)

・ DOC デアル・マーレ (Dealu Mare) 
・ DOC ピエトロアサ (Pietroasa) 
・ DOC シュテファネシティ (Ștefănești)

・ DOC メヘディンツィ (Mehedinți)
・ DOC バヌ・マラチネ (Banu Mărăcine)
・ DOC セガルチェア (Segarcea)
・ DOC ドラガシャニ (Drăgășani)
・ DOC サンブレシティ (Sâmburești)

・ DOC ウンスラツェイ (Însurăței)

・ DOC クリシャナ (Crișana)
・ DOC ミニシュ (Miniș)

・ DOC レカシュ (Recaș)

・ DOC サリカ・ニクリツェル (Sarica-Niculițel)
・ DOC ババダグ (Babadag)
・ DOC ムルファトラール (Murfatlar) 
・ DOC オルティナ (Oltina)
・ DOC アダムクリシ (Adamclisi)
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CONSTANTA
コンスタンツァ

BRASOV
ブラショヴ

BUCURESTI
ブカレスト
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なぜルーマニアのワイン法はすごいの？

欧州連合（EU）のワイン法は世界で最も厳しく、消費者を第1に
考えて作られたものとされています。特にラベルの表示法が明確
に定められ、消費者にとって分かりやすくなっています。
その厳しいEUの中でも、ルーマニアではさらに厳しい基準があ
りワイン法律に関してはかなりの先進国です。葡萄の栽培方法か
らボトリング環境までのすべてのワイン造りプロセスがしっかり
管理され品質や安全性の面でルーマニアワインは業界最先端だ
と言えます。

ルーマニアのワイン法
Romanian Wine Law

ルーマニアのワイン法はルーマニアの農業省により管理され、欧
州連合（EU）の規定よりも厳しいとされています。各ワインメーカ
ーは法律を厳守し消費者に明確な情報を提供しなければなりま
せん。ルーマニアのワインラベル表示法は原産地名称を誤用や盗
用から保護し、消費者に正しい情報を提供することを目的として
定められています。また、ワインというものはそれぞれの生産地の
文化に強く根付き、各生産地の歴史や伝統に重点が置かれていま

Denumire de Origine Controlata (DOC) - 原産地統制呼称
デヌミーレ・デ・オリジネ・コントロラータ（DOC）は、ルーマニアの
農業製品に対して与えられる認証であり、製造過程及び品質評価
において、特定の条件を満たしたものにのみ付与される品質の保
証です。ルーマニアの法律では、DOCの基準を満たさないものは、
DOCで規制された名称で製品を製造または販売することは違法
とされ、厳しく罰せられています。全てのDOC製品は、ラベルや製
品そのものに印刷された証印によって識別され、ラベル不当表示
を行ったメーカーはライセンスを失うこととなり、ワイン生産がで
きなくなります。DOCのワインは定められた地域の原産品である
とともに、定められた製法で生産・加工・調整されたものでなけれ
ばなりません。ルーマニアワイン制度の中で最も厳しい基準です。
欧州連合（EU）の原産地名称保護（略称PDO）に相当します。「デ
ヌミーレ・デ・オリジネ・コントロラータ（DOC）」を日本語に訳すと
「原産地統制呼称」となります。原産地統制呼称（DOC）法では生
産地域、葡萄品種、葡萄品種の純度、アルコール度数、収穫期の葡
萄の糖度、1ヘクタール辺りの収穫量、栽培法、剪定法、醸造法、熟
成法などが規制されています。

葡萄の収穫時期に関する表示方法

1）クレス・ラ・マトゥリターテ・デプリーナ
　（Cules la Maturitate Deplina、略称 CMD） 
　日本語訳：「葡萄は完熟期に収穫」
2）クレス・タールジウ（Cules Tarziu、略称 CT）
　日本語訳：「完熟期より遅めに収穫」
3）クレス・ラ・インノビラーレア・ボアベロール
　（Cules la Innobilarea Boabelor、略称 CIB）
　日本語訳：「貴腐菌発生後に収穫」

ワインの糖分に関する表示方法

1) 辛口 / Sec（糖度 0 ～3.99 g/ℓ）
2) 中辛口 / Demisec（糖度 4 ～ 11.99 g/ℓ）
3) 中甘口 / Demidulce（糖度 12 ～ 49.99 g/ℓ）
4) 甘口 / Dulce（糖度 50g/ℓ以上）

ワインの熟成に関する表示方法

1) レゼルヴァ / Rezerva
　（オーク樽熟成６ヶ月間以上、瓶内熟成も６ヶ月間以上）
2) ヴィン・デ・ヴィノテーカ / Vin de vinoteca
　（オーク樽熟成１年間以上、瓶内熟成も４年間以上）
3) ヴィン・タナル / Vin Tanar
　（生産年に販売される若いワイン）

Indicatie Geografica (IG) - 地理的表示

インディカツィエ・ジェオグラフィカ（IG）は、「DOC」と同様に、ルー
マニアの農業製品に対して与えられる認証であり、定められた地域
の原産品の生産地域、葡萄品種、葡萄品種の純度、最低アルコー
ル度数、収穫期の葡萄の糖度、1ヘクタール辺りの最大収穫量、栽
培法、剪定法、醸造法、熟成法などの規制を目的とします。欧州連
合の原産地名称保護（略称PGI）に相当します。
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世界で初めてスパークリングワインを生産し
た国はフランスでした。フランスで発明された
後、スパークリングワイン技術がドイツとロシ
アに渡りました。その次にスパークリングワイ
ンを作り出した国がなんと、ルーマニアでした
。当時のミハイル・ストゥルザ王の命令で、
1841年にイオネスク・デ・ラ・ブラド博士がル
ーマニア初のスパークリングワイン醸造所を
モルドヴァ地方のヤシ県に設立しました。当時
はヤシ産地の葡萄を使い生産していましたが
、その後数十年で、ほぼ全国でスパークリング
ワインは生産されるようになりました。

Mihai Sturdza
ミハイル・ストゥルザ 王

Ionescu De La Brad
イオネスク・デ・ラ・ブラド 博士

スパークリングワインのDOC及びIG規定はスティルワインと同じですが、糖分に関するラベルの表示方法が別途定められています。

スパークリングワインの糖分に関する表示方法

1) ブリュット・ナチュール / Brut Natur（糖度 0 ～3 g/ℓ）
2) エキストラ・ブリュット / Extra Brut（糖度 3 ～ 6 g/ℓ）
3) ブリュット / Brut（糖度 6 ～ 15 g/ℓ）
4) エキストラ・セック（又はエキストラ・ドライ） / Extra Sec (Extra Dry)（糖度 12 ～ 20 g/ℓ）
5) セック（又は辛口） / Sec（糖度 17 ～ 35 g/ℓ）
6) デミ・セック（又は中辛口） / Demisec（糖度 33 ～ 50 g/ℓ）
7) 甘口 / Dulce（糖度 50 g 以上）

ルーマニアのスパークリングワイン
Romanian Sparkling Wine
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ルーマニアを代表する土着品種
Romanian Grapes

ルーマニアには、ピノ・ノワール、カベルネ・ソーヴィニヨン、メル
ロー、ソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ、ゲヴルツトラミネール
などといった世界中にある葡萄品種以外にも、古代から栽培さ
れ続けている、歴史の古い「土着品種」や「固有品種」も多くあり
ます。2008年に行われた、日本ルーマニアビジネス協会の調査
により、ルーマニアの土着・固有品種は100種類以上確認されて
います。ルーマニアの代表的な土着・固有品種はフェテアスカレ
ガーラ（王家の乙女）、フェテアスカ・アルバ（白い乙女）、クルンポ
シエ、タマイオアサ・ロマネアスカ、シャルバ、ズギハラ・デ・フシ、フ
ェテアスカ・ネアグラ、バベアスカ・ネアグラ、カダルカ、ネグル・デ
・ドラガシャニ、ノヴァック、ブスイオアカ・デ・ボホティン等。

ルーマニアワインを語る上で、「土着品種」は重要なキーワード
です。ルーマニアのワイン用の葡萄はヴィティス・ヴィニフェラ種
に属し、欧州連合によって承認されています。ルーマニアの農業
省が各地方毎に地形、気候、歴史、食文化等を考慮し、「推奨品
種」と「許可品種」を定め、遺伝子組換え品種の使用は禁止され
ています。EUの中でも、ルーマニアは単一品種の自然的な多様
性を守る国として知られ、昔から存在する葡萄を守りながら、消
費者の安全性にも重点を置いた法律の枠組みをしっかり作って
います。ワイン業界関連の法律に関してルーマニアは世界の先
進国の一つになっており、EUとの密着なパートナーシップによ
って、世界のワインの品質や多様性に大きく貢献しています。

日本語訳 【白い乙女】
イメージ 【七変化する美しく、爽やかな若い美女】

特徴：フェテアスカ・アルバで造られたワインは辛口又は中辛口
が多く、アルコールと酸味のバランスが良く取れている。香りは
とてもフローラルで、葡萄の花、シトラス、菩提樹の花、桃や干草
のニュアンスを持つ。遅摘みの場合、辛口だけではなく、長期保
存向けの甘口ワインを造ることも可能。ステンレスタンク熟成が
多いが、樽熟成を行なった場合はより複雑でエレガントになる。

栽培国（地域）：ルーマニア（トランシルヴァニア地方、モルドヴ
ァ地方等）、ハンガリー、モルドバ共和国。

歴史：フェテアスカ・ネアグラ種の自然変異によって、ルーマニア
のモルドヴァ地方で誕生したと思われている。歴史は長く、数千
年前から栽培されている。

フェテアスカ・アルバ
Feteasca Alba

フェテアスカ・レガーラ
Feteasca Regala

日本語訳 【王家の乙女】
イメージ 【エレガンスに溢れる美しい王女】

特徴：葡萄の皮に含まれているタンニンの量が多く、長期保存
に適したワインを生み出す。フェテアスカ・レガーラで造られた
ワインの多くは辛口又は中辛口で、アルコール度数と酸味のバ
ランスが取れている。酸味がやや高く、優れたスパークリングワ
インも多く造られる。香りはとてもフローラルで、アカシアの花、
白い薔薇やドライアプリコットのニュアンスを持つ。樽熟成する
とエレガントなアーモンドの香りが現れることが多い。

栽培国（地域）：ルーマニア（主にトランシルヴァニア地方）

歴史：1920年にトランシルヴァニア地方のジドヴェイ産地で初
めて確認された。ワイン用の葡萄品種としてのポテンシャルが評
価され、現在は全国で栽培されるようになった。
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フェテアスカ・ネアグラ
Feteasca Neagra

バベアスカ・ネアグラ
Babeasca Neagra

日本語訳 【黒い貴婦人】又は【黒い熟女】

イメージ 【甘いエレガンスを持ったふくよかな女性】

特徴：香りには赤い果実主体で、ピノ・ノワールとの共通点が多
い。サワーチェリー、スミレ、牡丹、黒蜜、カカオパウダー、オリエ
ンタルスパイスやドライプラムのニュアンスを持つ。フルーティ
ーで、口当たりは優しい。早飲みタイプのワインが多い。

栽培国（地域）：ルーマニア（モルドヴァ地方、ムンテニア地方）、
モルドヴァ共和国、ウクライナ、米国。

歴史：14世紀にルーマニアのモルドヴァ地方で初めて確認さ
れた。ルーマニア以外のシノニムは、モルドヴァ共和国「Rara 
Neagra」、ウクライナ「Chernyi-Redkii」、米国「Sereksiya」と
して知られている。

日本語訳 【黒い乙女】

イメージ 【時には力強く、時には優しく、気品のある美女】

特徴：プルーン、ブラックベリーやカカオを思わせる香り。タンニ
ンは豊富だが、まろやかで口当たりが柔らかい。ミディアムボデ
ィからフルボディまで、幅広い飲み口のワインが造られ、高い評
価を受けている。ポテンシャルが高く、長期保存に適しているワ
インも多い。最近は国際コンクールでも評価されるようになり、
多くの賞を取得している。

栽培国（地域）：ルーマニア（モルドヴァ地方、ムンテニア地方、
オルテニア地方、バナット地方、ドブロジェア地方）、ハンガリー
、モルドバ共和国等。

歴史：ダキア時代から栽培され続け、数千年の歴史を持つ。

ネグル・デ・ドラガシャニ
Negru de Dragasani

カダルカ
Cadarca

日本語訳 【ドラガシャニ村の黒】

イメージ 【個性的で、品のあるジェントルマン】

特徴：香りが豊富。ブラックチェリー、サワーチェリー、ブラック
ベリーなどの香りが特徴。味わいはフレッシュかつパワフルで、
印象的。ポリフェノールを多く含む。

栽培国（地域）：ルーマニア（ムンテニア地方、オルテニア地方）。 

歴史：ドラガシャニ産地に由来する、比較的に若い葡萄品種。ル
ーマニアの「ネグル・ヴァルトス」種とジョージア（旧グルジア）の
サペラヴィ種の交配によって誕生し、1993年に初めて正式的
に登録された。

イメージ 【ハッピーで若い、チャーミングな美人】

特徴：赤い果実と赤い花を思わせる香りが特徴。チェリー、フラ
ンボワーズ、メントール、ラベンダー、ピンクペッパーの香りが
現れやすい。口当たりは柔らかく、非常にフルーティなワインが
多い。しっかりとした酸と穏やかなタンニン。赤い果実とフラワ
リーな要素が強い。

栽培国（地域）：ルーマニア（バナット地方、クリシャーナ地方、
トランシルヴァニア地方）、ハンガリー、セルビア等。

歴史：17世紀にトランシルヴァニア地方で初めて確認された。
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バラ・ゲーザ ワイナリー
Balla Geza Winery

Domeniile Săhăteni Winery

バラ・ゲーザは、ルーマニア西部に位置するDOCミニシュ産地の代表
的なワイナリーです。ミニシュ産地の歴史は古く、ワイン用の葡萄が紀
元前から栽培されています。ミニシュ産地の初めてのワイナリーが
1023年に設立され、1000年間に渡って、ヨーロッパ諸国へ輸出され
る高級ワインを産み出しました。ミニシュのワインは昔からハンガリー
の王に好まれ、現在のハンガリーの総理大臣や外務大臣もミニシュ産
地のワインを飲んでいます。現在のハンガリーの国家はハンガリーのト
カイワインを語りますが、昔はミニシュのワインを語っていたという伝
説もあります。

バラ・ゲーザワイナリーはこのDOCミニシュ産地の恵まれたテロワー
ルを生かし、個性あふれるワインを造っています。オーナー醸造家のバ
ラ・ゲーザ氏はミニシュ産地の立役者であり、この地域のワイン文化を
再び引き上げた功労者です。120ヘクタールの自社畑を所有し、主に
ルーマニア土着品種中心の赤ワインを生産しています。特に評価され
ているのは、フェテアスカ・ネアグラ（黒い乙女）とカダルカ種。

Aurelia Vișinescu
The team

ミニシュ

土壌、標高、昼夜の寒暖差、平均気温、最低気温、最高気温、平均降水
量、湿度やこの産地の固有の風の向きが特に黒葡萄の栽培に適して
います。この産地で造られ、大変厳しい基準を満たしたワインだけが「
ミニシュ」と名乗ることができます。

バラ・ゲーザワイナリーのオンライン情報
www.euroasia-trd.jp/balla-geza.html

オナー醸造家 バラ・ゲーザ氏
Dr. Balla Geza, owner and winemaker
オナー醸造家 バラ・ゲーザ氏
Dr. Balla Geza, owner and winemaker
オナー醸造家 バラ・ゲーザ氏
Dr. Balla Geza, owner and winemaker

バラ・ゲーザワイナリーのオンライン情報
www.euroasia-trd.jp/balla-geza.html

バラ・ゲーザワイナリーのオンライン情報
www.euroasia-trd.jp/balla-geza.html
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バラ ゲーザ フェテアスカ ネアグラ 2017年

【ルーマニア産赤ワイン】 果実とスパイスの香りを持ち
フェテアスカネアグラの個性を綺麗に表している。野生
の果実とまろやかで上品なタンニンのバランスが良い。
独特の個性を感じさせるが、バランスは非常によく、食
事と合わせると素晴らしい相性をみせる。

赤 / 辛
13.5%

ライト フル
甘 辛

Balla Geza Feteasca Neagra 2017

税込：2,860円
2,600円生産者：バラ ゲーザ

産地：DOC-CMD ミニシュ
熟成：ルーマニア産樽熟成

飲頃温度
16～18

葡萄品種：フェテアスカ ネアグラ (Feteasca Neagra)100%

750ml

バラ ゲーザ カダルカ 2017年

【ルーマニア産赤ワイン】 心地よいフルーツの要素と
ラベンダーのような芳香が印象的で、しっかりとした酸
に支えられた味わいはカダルカ種の特徴をよく表して
います。複雑さも持ち合わせ、バランス感覚に優れた高
品質なワインで、土着葡萄の魅力を表現しています。

赤 / 辛
13%

ライト フル
甘 辛

Balla Geza Cadarca 2017

税込：2,860円
2,600円生産者：バラ ゲーザ

産地：DOC-CMD ミニシュ
熟成：ルーマニア産樽熟成

飲頃温度
16～18

葡萄品種：カダルカ (Cadarca) 100%

750ml



ブドゥレアスカワイナリーは2003年に設立され、比較的に新しいワイ
ナリーです。 ルーマニア南部にあるムンテニア地方のデアルマーレ産
地に位置します。デアルマーレ産地はフランスのボルドー地方と同緯
度で同気候。雨は少なく冬夏と夜昼の温度差が大きく、気候は葡萄の
栽培に最適です。

ブドゥレアスカのワインメーカーはイギリス出身のスティーブン・ドネリ
ー氏。カリフォルニアのDAVIS大学卒業後、30年間をかけて世界各
地（アメリカ、イギリス、ハンガリー、インド等）のワイン造りに従事して
きました。30年間の経験をルーマニアのテロワールで活かそうという
想いを心に込めて、1995年にこのデアルマーレ産地にやってきました
。彼のワイン造りはルーマニアの伝統的なスタイルというよりは、大変
モダンで分かりやすく、万人受けするワインが多いです。

Aurelia Vișinescu

ブドゥレアスカワイナリーの自社葡萄畑面積は約280ヘクタールで、カ
ルパチア山脈の南方に位置し、標高は175~400m。黒葡萄に適した
微気候に大変恵まれ、主に赤ワインを生産しています。

醸造家 スティーブン・ドネリー氏
Stephen Donnelly, winemaker
醸造家 スティーブン・ドネリー氏
Stephen Donnelly, winemaker
醸造家 スティーブン・ドネリー氏
Stephen Donnelly, winemaker
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ブドゥレアスカ スタンダード フェテアスカ ネアグラ 2017年

【ルーマニア産赤ワイン】 香りは赤系果実主体。フラ
ンボワーズ、サワーチェリー、ピンクペッパー、シナモ
ン、赤い花とカカオのニュアンスを持つ。クリーンでフ
レッシュ。舌触りはツルっとしており飲み心地がよく、
アフターまで可愛らしい果実が感じられる。

赤 / 中辛
14.5%

ライト フル
甘 辛

Budureasca Standard Feteasca Neagra 2017

税込：2,035円
1,850円生産者：ブドゥレアスカ

産地：DOC-CMD デアルマーレ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
18~20℃

葡萄品種：フェテアスカ ネアグラ (Feteasca Neagra)100%

750ml

ノーブル ファイヴ 2015年

【ルーマニア産赤ワイン】  五つのメジャーな葡萄品種
のユニークなブレンド。カベルネソーヴィニヨンの骨格
とタンニン、ピノノワールの柔らかさとデリケートな香り
、メルロのまろやかな余韻、シラーの若々しさのフェテ
アスカ ネアグラのカリスマが見事に溶け込む。

赤 / 辛
14.5%

ライト フル
甘 辛

Noble Five 2015

税込：2,860円
2,600円生産者：ブドゥレアスカ

産地：DOC-CT デアルマーレ
熟成：ルーマニア産オーク樽

飲頃温度
16～18

葡萄品種：CS + PN + Me + Sy + FN

750ml



ジドヴェイ ワイナリー
Jidvei Winery

Domeniile Săhăteni Winery

ジドヴェイワイナリーはルーマニア中央部、トランシルヴァニア地方の
タルナーヴェ産地にあります。ドラキュラの出生地として知られている
トランシルヴァニア地方は古い歴史を持ち、伝説が多く、魅力に溢れる
ユニークな地域です。この地域にはルーマニア人、ハンガリー人、ドイ
ツ人などの民族が共存し、ともに生活をすることで独特な文化を作り
上げました。多くの民族の知恵や経験により、ワイン生産を含めた様々
な分野で素晴らしい技術が発展しました。

タルナーヴェ産地はルーマニアの最高品質の白ワインを生み出す、最
も有名な産地で、数多くの白葡萄品種が栽培されています。気候はド
イツやオーストリアと似ています。

ルーマニアで最も評価の高い白葡萄品種は
フェテアスカ·レガーラ（王家の乙女）で、その
発祥地はタルナーヴェ産地です。土壌と気候
に一番馴染んでいるので、 ジドヴェイのフェ
テアスカ·レガーラは本物のフェテアス・カレ
ガーラだと言われています。

Aurelia Vișinescu

The team

ミニシュ

ワインのエチケットにも描かれているジドヴェイ城は、同社のシンボル
でもあり地域のランドマークでもあります。

タルナーヴェ

ジドヴェイ自社葡萄畑の合計面積は2,700ヘクタールで、標高は200
～500メートルです。殆どの畑の斜面は南向きで、土壌は褐色土、河岸
土壌と黒土壌。葡萄成熟期の昼夜の寒暖差は糖度、酸度と旨味の優
良なバランスをもたらします。

醸造家 イオアン・ブヤ氏（右）
Ioan BUIA, winemaker (right)

ルーマニアで最も評価されているスパークリ
ングワインはタルナーヴェ産地のジドヴェイ
ワイナリーで造られています。瓶内ニ時発酵
方式の素晴らしいスパークリングが出来上
がり、毎年世界の様々なワインコンクールで
メダルを受賞し続けています。

醸造家 イオアン・ブヤ氏（右）
Ioan BUIA, winemaker (right)
醸造家 イオアン・ブヤ氏（右）
Ioan BUIA, winemaker (right)
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ジドヴェイ ワイナリー
Jidvei Winery
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税込：1,430円
1,300円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CMD タルナーヴェ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
8～10℃

葡萄品種：フェテアスカ アルバ (Feteasca Alba)100% 

750ml

トラディショナル フェテアスカ アルバ 2018年

コク 爽
甘 辛

【ルーマニア産白ワイン】 光沢のある、やや金色がかっ
た黄金色。香りはフローラルで、葡萄の葉、白い花と青
りんごのニュアンスを持つ。第一印象は控えめで穏やか
だが、時間と共によりチャーミングに変化する。優しく、
軽快な果実味を持つ。バランスが良く、優雅なニュアン
スが感じられる。爽やかでナチュラルな味わい。

白 / 辛
11%

Traditional Feteasca Alba 2018

税込：1,430円
1,300円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CMD タルナーヴェ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
8～10℃

葡萄品種：フェテアスカ レガーラ (Feteasca Regala)100%

750ml

トラディショナル フェテアスカ レガーラ 2018年

コク 爽
甘 辛

【ルーマニア産白ワイン】 輝きのある淡い金色。フレッ
シュで、フローラルなワイン。ミネラルも豊富に感じられ
、アカシア、青リンゴやライムのニュアンスが目立つ。味
わいは爽やかで、軽快な果実味を持つ。バランスが良く
、エレガントなワイン。料理との相性は全般的に良く、食
中ワインとしては最適。

白 / 中辛
11.5%

Traditional Feteasca Regala 2018

税込：1,430円
1,300円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CMD タルナーヴェ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
8～10℃

葡萄品種：イタリアン・リースリング100%

750ml

トラディショナル リースリング 2017年

コク 爽
甘 辛

【ルーマニア産白ワイン】 若 し々い要素が多く、フロー
ラルでミネラリーなワイン。白い花、ほのかなリンゴ、グ
レープフルーツ、アカシアの花やライムのようなニュアン
スが感じられる。爽やかな味わいで、酸味も程よく、軽
快な果実味を持つ。ミネラリーでバランスが良く、素朴
なやさしさを持つワインは素直に味を楽しめる。

Traditional Riesling 2017
白 / 辛
11.5%

税込：1,430円
1,300円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CMD タルナーヴェ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
8～10℃

葡萄品種：ゲヴルツトラミネール (Gewurztraminer) 100% 

750ml

トラディショナル トラミネール 2017年

コク 爽
甘 辛

【ルーマニア産白ワイン】 香りは若 し々くフローラル。
ミネラルとフルーツの要素が強く感じられる。バラ、リ
ンゴと熟した葡萄のニュアンスを持つ。味わいは白桃
のコンポートを思わせる。アタックが心地よく、酸味も
爽やか。複雑な要素を持つ。バランスが良い。

白 / 中甘
11%

Traditional Traminer 2017

税込：1,430円
1,300円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CMD タルナーヴェ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
8～10℃

葡萄品種：マスカット オットネル (Muscat Ottonel)100%

750ml

トラディショナル マスカット オットネル 2018年

コク 爽
甘 辛

モナコ国際ワイン大会でダイヤモンド賞受賞！
【ルーマニア産白ワイン】 まるで果実を食べているかの
ようにフルーティで、甘さもほどよく感じられる。様々な
フレッシュフルーツの香りは心地よく、味わいはシンプ
ルで分かりやすい。日常的に様々な場面で楽しめる。

白 / 中甘
11.5%

Traditional Muscat Ottonel 2018

税込：1,760円
1,600円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CMD タルナーヴェ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
8～10℃

葡萄品種：マスカット オットネル (Muscat Ottonel)100%

750ml

グリゴレスク ドライ マスカット 2017年

コク 爽
甘 辛

【ルーマニア産白ワイン】 麦わら色を帯びた金色。リン
ゴ、グレープフルーツと洋なしのアロマティックな香り
を楽しめる。味わいはシトラスのような心地よいニュア
ンスを持つ。フレッシュでフルーティー。ラベルに描かれ
ているのは、「干し草に横たわる少女」という作品。

白 / 中辛
12%

Grigorescu Dry Muscat 2017

税込：1,760円
1,600円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CMD タルナーヴェ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
8～10℃

葡萄品種：ゲヴルツトラミネール (Gewurztraminer) 100%

750ml

グリゴレスク ゲヴルツトラミネール 2018年

コク 爽
甘 辛

【ルーマニア産白ワイン】 白いバラ、軽いスパイス、熟し
た洋梨とライチのニュアンスを持ち、とても豊富な香り
を楽しめる。心地よく、爽やかな飲み口。程よい果実味
を持ち、酸味とのバランスが良く、優雅な余韻に包まれ
る。ラベルに描かれているのは、ルーマニアの国民的画
家、ニコラエグリゴレスク氏の「ヌード」という作品。

白 / 中辛
13%

Grigorescu Gewurztraminer 2018

税込：1,760円
1,600円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CMD タルナーヴェ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
8～10℃

葡萄品種：ピノ グリ (Pinot Gris) 100%

750ml

グリゴレスク ピノ グリ 2018年

コク 爽
甘 辛

【ルーマニア産白ワイン】 非常にフレッシュで、あろm
ティックなピノグリ。蜜蝋とビスケットのニュアンスを
持つ。味わいは果実主体で、ミネラルも感じられる。酸
味とミネラルのバランスが非常に良い。ラベルにルー
マニアの国民的画家、ニコラエ・グリゴレスク氏の「グ
ランヴィーユの漁師」が描かれている。

白 / 中辛
13%

Grigorescu Pinot Gris 2018



ジドヴェイ ワイナリー
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税込：1,760円
1,600円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CMD タルナーヴェ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
8～10℃

葡萄品種：Pinot Noir + Cabernet Sauvignon + Syrah

750ml

グリゴレスク ロゼ 2016年
ライト フル
甘 辛

【ルーマニア産ロゼワイン】 輝きのあるピンク色。香り
はラズベリー、ストロベリー、アセロラ、ピンクペッパー
とすみれを思わせる。軽快なアタックながら、ボディは
ほどよく、爽やかな飲み心地で、アフターは中程度。品
がよくまとまっている印象で、タンニンもまろやか。

ロゼ/中辛
12.5%

Grigorescu Roze 2016

税込：1,870円
1,700円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CMD タルナーヴェ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
8～10℃

葡萄品種：シャルドネ (Chardonnay) 100%

750ml

クラシック シャルドネ 2015年

コク 爽
甘 辛

【ルーマニア産白ワイン】 香りは洋ナシ、青リンゴ、白い
花、セルフィーユとバターのニュアンスを持つ。フレッシ
ュな果実を持ち、アフターにはバターのような滑らかな
ニュアンスに変わってゆく。ほのかな花やハーブ香がア
クセントになり、上品さを感じる。全体的にキレイにま
とまっているブルゴーニュスタイルのシャルドネ。

白 / 辛
12.5%

Clasic Chardonnay 2015

税込：1,870円
1,700円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CMD タルナーヴェ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
8～10℃

葡萄品種：フェテアスカ レガーラ (Feteasca Regala)100%

750ml

クラシック フェテアスカ レガーラ 2017年

コク 爽
甘 辛

【ルーマニア産白ワイン】 果実の充実度があり、新鮮な
フルーツを口に入れているような感覚をもつ。ほのかな
花の香りやハーブの要素が上品な印象を与え、おおら
かな構造はどのような食事とも相性もが良く、気軽に
楽しめるワインとなっており、ルーマニアの土着品種の
個性がしっかりと感じられる。  

白 / 辛
12.5%

Clasic Feteasca Regala 2017

税込：2,035円
1,850円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CMD タルナーヴェ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
8～10℃

葡萄品種：ソーヴィニヨン ブラン (Sauvignon Blanc)100%

750ml

ネク プルス ウルトラ ソーヴィニヨン ブラン 2017年

コク 爽
甘 辛

【ルーマニア産白ワイン】 世界のソーヴィニヨンコン
クールで6年間連続金メダル受賞。レモン、パッショ
ンフルーツ、バジル、白い花、芝生と程よいハーブの
青さがが残る上品な香り。酸と果実のバランスがよ
く、比較的滑らか。アフターに爽快な果実味とほの
かな苦味が繊細に残る。柔らかくて、上品な中辛口。

白 / 中辛
12.5%

Nec Plus Ultra Sauvignon Blanc 2017

税込：2,750円
2,500円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CMD タルナーヴェ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
8～10℃

葡萄品種：Gewurztraminer 50% + Sauvignon Blanc 50%

750ml

ミステリウム トラミネール ローズ ＆ ソーヴィニヨン ブラン 2017年

コク 爽
甘 辛

【ルーマニア産白ワイン】 　　　　　　
透明感のあるやや麦わら色を帯びた金色。明確で豊富
な香り。ハチミツ、メロン、熟した洋なしとジャスミンの香
りを持ち、アロマティックな要素も感じる。爽やかで心地
良く、豊かな味わい。余韻も長く、のどごしは心地よい。
調和の取れたワイン。

白 / 辛
12.5%

Mysterium Traminer Roz & Sauvignon Blanc 2017

Night Harvest

税込：2,750円
2,500円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CMD タルナーヴェ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
9～11℃

葡萄品種：Pinot Noir + Cabernet Sauvignon + Syrah

750ml

ミステリウム ピノ ノワール、カベルネ ソーヴィニオン、シラー2018年
Mysterium Pinot Noir, Cabernet Sauvignon & Syrah 2018

ライト フル
甘 辛

【ルーマニア産ロゼワイン】 　　　　　　少し色は淡
めだが香りの要素は洗練され、赤いフルーツやスパイ
ス、赤い花などの要素がみられ、複雑さを感じる。例年
よりも酸がはっきりとしており、一本芯の通ったエレガ
ントでしっかりとした辛口のロゼワイン。

ロゼ / 辛
12.5%

Night Harvest

税込：3,300円
3,000円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CMD タルナーヴェ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
8～10℃

葡萄品種：シャルドネ (Chardonnay)100%

750ml

アナ シャルドネ 2017年
コク 爽
甘 辛

【ルーマニア産白ワイン】　　　　　    透明感のある
淡い黄金色を帯びた金色。トロピカルフルーツに、若干
スモーキーな木樽のニュアンスが感じられる。ハチミツ
や黄桃のコンポートのアロマが印象的。ヴォリューム感
のある、豊かな味わい。しっかりした骨格。バランスが良
く、優雅な味わいを持ち、余韻も長い。

白 / 辛
12.5%

Ana Chardonnay 2017

税込：3,300円
3,000円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CMD タルナーヴェ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
8～10℃

葡萄品種：ソーヴィニヨン・ブラン (Sauvignon Blanc)100%

750ml

アナ ソーヴィニヨン ブラン 2017年

コク 爽
甘 辛

【ルーマニア産白ワイン】     　　　　 　新鮮で優しい
果実とハーブの香りが特徴的で、気品を感じさせる。口
に含むと心地よい酸味と適度なボリューム感を持ちな
がら引っかかるところがなく、綺麗に口中を流れていく。
各要素は高いレベルでバランスがとれており、食事に
寄り添う白ワインとしては最適。

白 / 辛
12.5%

Ana Sauvignon Blanc 2017

Night Harvest Night Harvest



ジドヴェイ ワイナリー
Jidvei Winery
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税込：3,520円
3,200円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CMD タルナーヴェ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
8～10℃

葡萄品種：フェテアスカ アルバ  (Feteasca Alba) 100%

750ml

マリア フェテアスカ アルバ 2017年
コク 爽
甘 辛

Maria Feteasca Alba 2017
白 / 辛
12%

Night Harvest【ルーマニア産白ワイン】 　　　　　　透明感のある
金色。白い花やフルーツ系のニュアンスが主体。豊かな
香りの中には複雑性も感じられる。豊かな味わいの中
に、チャーミングな果実味を持ち、非常にバランスの取
れたワイン。適度な酸味と心地よい余韻が続く。

税込：3,740円
3,400円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CT タルナーヴェ
熟成：瓶内熟成16年間

飲頃温度
10～12

葡萄品種：ゲヴルツトラミネール100% 

750ml

カステル ゲヴルツトラミネール 2002年
コク 爽
甘 辛

【ルーマニア産白ワイン】 淡い金色を帯びた黄金色。
複雑で豊かな香り。オリエンタル・スパイス、蜜蝋と
熟した洋梨のニュアンスを持つ。とてもミネラリーで
、甘みと酸味のバランスが綺麗に取れている。甘すぎ
ず、洗練された味わい。

白 / 中甘
12%

Castel Gewurztraminer 2002

税込：3,960円
3,600円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC-CT タルナーヴェ
熟成：瓶内熟成16年間

飲頃温度
10～12

葡萄品種：フェテアスカ アルバ  (Feteasca Alba) 100%

750ml

カステル フェテアスカ アルバ 2002年
Castel Feteasca Alba 2002

コク 爽
甘 辛

【ルーマニア産白ワイン】 淡い金色を帯びた黄金色。
香りはドライフラワー、蜜蝋、ローズヒップ、軽いスパ
イスと柑橘類の皮のニュアンスを持つ。ヴォリューム
感があり、甘みと酸味のバランスが素晴らしい。チャ
ーミングな果実味も心地よい。複雑で調和の取れた
ワイン。余韻が長い。

白 / 甘
12%

税込：2,970円
2,700円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC タルナーヴェ
熟成：瓶内熟成16ヶ月

飲頃温度
6～8℃

葡萄品種：Feteasca Regala + Chardonnay + Pinot Noir

750ml

ジドヴェイ エクストラ ブリュット
コク 爽
甘 辛

【ルーマニア産泡白】 透明感のある、明るい金色。持続
性のある極細かい泡立ち。香りはカモミール、アカシア、
青リンゴとライムのニュアンスを持つ。爽やかで、イキイ
キとした極辛口のスパークリングワイン。心地よい酸味
と軽快な果実味のバランスが素晴らしい。 

白泡 / 辛
12%

Jidvei Extra Brut

税込：2,970円
2,700円生産者：ジドヴェイ

産地：DOC タルナーヴェ
熟成：瓶内熟成16ヶ月

飲頃温度
6～8℃

葡萄品種：ピノ ノワール (Pinot Noir) 100%

750ml

ジドヴェイ ロゼ ブリュット
Jidvei Rose Brut

ライト フル
甘 辛

【ルーマニア産泡ロゼ】 光沢のあるバラ色。泡立ちが力
強く、きめ細やか。香りはチェリー、ラズベリー、ハーブと
ピンクペッパーのニュアンスを持つ。とてもフレッシュな
果実に少しライチのニュアンスを感じさせる。酸と果実
が上手く混ざり合い、バランスが取れている。非常にチ
ャーミングなスパークリングワイン。

ロゼ泡 辛 
12%



メタモルフォシス ワイナリー
Metamorfosis Winery

イタリアのワイン産業に大きく貢献したアンティノリ家がルーマニアで
ワインを生産することを決め、2009年にルーマニアのデアルマーレ産
地で「メタモルフォシス」というワイナリーを設立しました。デアルマー
レ産地の緯度は北イタリアのピエモンテ州とほぼ同じで、6000年間
のワイン歴史を誇り、ピエロ・アンティノリ氏の心を魅了しました。

イタリアワインの神と言われるアンティノリ家の歴史は、1385年に始
まり、600年以上にわたってワイン造りを続けています。「ティニャネロ
」や「ソライア」などのワインを生み出し、世界にイタリアワインの実力
を認識させ、現在はピエモンテを始め、トスカーナ、ウンブリアなどの産
地に10以上のワイナリーを所有し、2009年にはルーマニアへ進出を
果たしました。「土地とのつながり」をモチーフにし、土地のテロワール
と歴史を反映した多彩なワインを造り出しています。現在の当主、26
代目のピエロ・アンティノリ氏が、ルーマニアへの進出を決意し、アン
ティノリ家の新しい時代に踏み出しました。

イタリアで生産されたアンティノリのワインは高額ですが、ルーマニア
で作られた同じ品質のワインが千円台～５千円台で手に入ることにな
り、注目を浴びています。

醸造家 フィオレンゾ・リスタ氏
Fiorenzo Rista, winemaker
醸造家 フィオレンゾ・リスタ氏
Fiorenzo Rista, winemaker
醸造家 フィオレンゾ・リスタ氏
Fiorenzo Rista, winemaker
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ヴィイレ メタモルフォシス カベルネ ソーヴィニヨン 2015年

【ルーマニア産赤ワイン】 やや熟した黒系果実とほのか
な樽香、ミントやスギの要素がカベルネ・ソーヴィニヨン
の特徴をよく表している。タンニンも豊富に感じられる
が、全体的に酸がしっかりしており、芯が一本通ってい
るので、エレガントさを兼ね備えた男性的な赤ワイン。

赤 / 辛
14%

ライト フル
甘 辛

Viile Metamorfosis Cabernet Sauvignon 2015

税込：2,255円
2,050円生産者：メタモルフォシス

産地：DOC-CMD デアルマーレ
熟成：イタリア産オーク樽

飲頃温度
16～18

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン (Cabernet Sauvignon) 100%

750ml

ヴィイレ メタモルフォシス ピノ ノワール 2017年

【ルーマニア産赤ワイン】 口に含むと、噛めるほどのし
っかりと熟した果実味があり、豊富なタンニンと共に甘
やかな香りが広がる。舌触りが滑らかで、高アルコール
とは感じさせない綺麗な余韻は、ルーマニアの力強い、
高品質なピノ ノワールを表現している。

赤 / 辛
14.5%

ライト フル
甘 辛

Viile Metamorfosis Pinot Noir 2017

税込：2,255円
2,050円生産者：メタモルフォシス

産地：DOC-CMD デアルマーレ
熟成：イタリア産オーク樽

飲頃温度
16～18

葡萄品種：ピノ ノワール (Pinot Noir) 100%

750ml税込：2,255円
2,050円生産者：メタモルフォシス

産地：DOC-CMD デアルマーレ
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
6～8℃

葡萄品種：マスカット・オットネル + タマイオアサ・ロマネアス

750ml

メタモルフォシス マスカットオットネル＆
タマイオアサ ロマネアスカ 2017年

【ルーマニア産白ワイン】 淡いゴールド色を帯び
た黄色。印象に残るフルーティでフローラルな香
り。白いバラの香りが目立つ。フレッシュでスッキ
リ。豊富な味わいを持ち、バランスが取れている。

コク 爽
甘 辛

白 / 辛
12.5％

ヴィイレ メタモルフォシス メルロー 2015年

【ルーマニア産赤ワイン】 果実は少し熟しており、樽の
香りやスパイスがアクセントを加えている。品種特性が
しっかり表現された、しなやかな口当たりで温かみがあ
る味わいは、どんな料理とも相性が良く、食卓で活躍で
きる赤ワインとなっている。

赤 / 辛
14.5%

ライト フル
甘 辛

Viile Metamorfosis Merlot 2015

税込：2,255円
2,050円生産者：メタモルフォシス

産地：DOC-CMD デアルマーレ
熟成：イタリア産オーク樽

飲頃温度
16～18

葡萄品種：メルロー (Merlot) 100%

750ml



メタモルフォシス ワイナリー
Metamorfosis Winery
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メタモルフォシスフェテアスカ ネアグラ 2016年

【ルーマニア産赤ワイン】 イタリアのワイン技術とルー
マニアの葡萄品種の共生を綺麗に表現したワイン。濃
いめなルビー色。ブラックチェリーやプラムのニュアン
スを持つ。イタリア産の大樽由来のスパイスやスモーク
のニュアンスも若干感じられる。柔らかいタンニンとし
っかりしたボディーで、余韻は長い。

赤 / 辛
14.5%

ライト フル
甘 辛

Metamorfosis Feteasca Neagra 2016

税込：2,255円
2,050円生産者：メタモルフォシス

産地：DOC-CMD デアルマーレ
熟成：イタリア産オーク樽

飲頃温度
16～18

葡萄品種：フェテアスカ ネアグラ (Feteasca Neagra)100%

750ml

ヴィア コルツル ピエトレイ シラー 2015年

【ルーマニア産赤ワイン】 ほどよく熟れた果実としっ
かりとしたペッパースパイスが印象的。樽の要素もは
っきりと感じ取れ、奥行きのある香りを演出している。
口の中に含むと各要素がバランスよく配置され、非常
によくまとまり、料理を呼ぶワインとなっている。

赤 / 辛
14%

ライト フル
甘 辛

Via Coltul Pietrei Syrah 2015

税込：3,575円
3,250円生産者：メタモルフォシス

産地：DOC-CMD デアルマーレ
熟成：イタリア産オーク樽

飲頃温度
16～18

葡萄品種： シラー (Syrah) 100%

750ml

ヴィア マルキーズルイ ピノ ノワール 2016年

赤 / 辛
14.8%

ライト フル
甘 辛

Via Marchizului Pinot Noir 2016

税込：3,685円
3,350円生産者：メタモルフォシス

産地：DOC-CMD デアルマーレ
熟成：イタリア産オーク樽８ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：ピノ ノワール (Pinot Noir) 100%

750ml

【ルーマニア産赤ワイン】 はっきりとした果実や花の香
りをもち、スパイスの要素と混ざりあい複雑さをみせる。
噛めるようなしっかりとした果実味が口の中に広がり、
非常にボリューム感のある飲み口。タンニンは穏やか。
フルーツケーキのような余韻が印象的。生産本数限定
ワイン（5,262本）。

ヴィア マルキーズルイネグル デ ドラガシャニ 2017年

【ルーマニア産赤ワイン】 ピエロ・アンティノリ侯爵が
初めてルーマニアを訪問した時に現地のワインに魅了
され、早速、デアル・マーレ産地の１ヘクタールの小さな
葡萄畑を購入しました。その畑を「侯爵の畑」と名付け、
ネグル・デ・ドラガシャニという貴重な品種を栽培し始
めました。シングルヴィンヤード。本数限定。

赤 / 辛
14.8%

ライト フル
甘 辛

Via Marchizului Negru de Dragasani 2017

税込：3,685円
3,350円生産者：メタモルフォシス

産地：DOC-CMD デアルマーレ
熟成：イタリア産オーク樽８ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：ネグル デ ドラガシャニ100%

750ml

カントゥス プリムス フェテアスカ ネアグラ 2016年

【ルーマニア産赤ワイン】 限界まで熟度を高めたフェテ
アスカ・ネアグラから広大なスケール感のあるワインが
できました。スパイスの要素がふんだんに盛り込まれて
おり、とろけるような甘さを感じる果実は他の品種では
感じられない独自の個性を持っています。間違いなくル
ーマニア最高峰のワインの一つです。 

赤 / 辛
15.5%

ライト フル
甘 辛

Cantus Primus Feteasca Neagra 2016

税込：7,150円
6,500円生産者：メタモルフォシス

産地：DOC-CMD デアルマーレ
熟成：イタリア産オーク樽

飲頃温度
16～18

葡萄品種：フェテアスカ ネアグラ (Feteasca Neagra)100%

750ml

カントゥス プリムス カベルネ ソーヴィニヨン 2015年

【ルーマニア産赤ワイン】 凝縮した果実味とハリのある
酸、豊富に含まれるタンニンが偉大なワインであること
を実感させてくれます。樽熟成によって滑らかになった
質感と溶け込んだ木樽の香りが心地よく、ハーブやス
パイスの要素が複雑に絡み合い、ルーマニア最高峰の
カベルネ・ソーヴィニヨンとなっています。

赤 / 辛
14%

ライト フル
甘 辛

Cantus Primus Cabernet Sauvignon 2015

税込：6,490円
5,900円生産者：メタモルフォシス

産地：DOC-CMD デアルマーレ
熟成：イタリア産オーク樽

飲頃温度
16～18

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン (Cabernet Sauvignon) 100%

750ml



サハテニ ワイナリー
Sahateni Winery

サハテニワイナリーは2003年にルーマニアで最も有名な女性醸造家
といわれるアウレリア・ヴィシネスク氏によって創業されました。大学
から博士コースまでワイン醸造法を研究し、僅か15年あまりで、世界
17カ国への輸出実績を作り上げた才能ある女性です。アウレリア氏の
ワイン造り哲学の中心に「テロワール」があり、大地と葡萄の個性を最
大限に表現することを第一のミッションにしています。 また、環境に敬
意を払い、最小限の人の介入で自然に近い葡萄栽培に努めています。

サハテニワイナリーはデアルマーレ産地の中心にあり、サブカルパチア
丘に取り囲まれた82ヘクタールの葡萄畑を所有しています。この産地
は、コート・デュ・ローヌ地方と同緯度、ブルゴーニュ地方と同気候であ
り、雨は少なく、朝晩の寒暖差が激しいのが特徴で、葡萄の品質の良
さで知られています。ワイン造りに最適の環境とメーカーの経験とノウ
ハウを活かし、どこにも負けない、完成度の高いワインを造っています。

アウレリア氏は量を求めず、毎年、確実に質の高いワインを得るための
努力を行う醸造家です。新しい技術を取り入れ、国際的なコンクール
でも多くの賞を獲得し、ルーマニアワイン産業において、最も著名な女
性ワインメーカーです。

醸造家 アウレリア・ヴィシネスク氏
Aurelia VISINESCU, winemaker
醸造家 アウレリア・ヴィシネスク氏
Aurelia VISINESCU, winemaker
醸造家 アウレリア・ヴィシネスク氏
Aurelia VISINESCU, winemaker
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税込：1,430円
1,300円生産者：ドメニーレ サハテニ

産地：DOC-CMD デアルマーレ 
熟成：ルーマニアオーク樽12ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：ピノ ノワール (Pinot Noir) 100%

750ml

ノマド ピノ ノワール 2017年

【ルーマニア産赤ワイン】 チャーミングな赤系果実を
主体にブルーベリーやすみれが混じり、そこに僅かな
木樽が顔を覗かせる。樽由来のロースト香が溶け込み、
余韻は穏やかで落ち着いている。赤果実の素直さに、
黒果実の要素も見え、樽の風味と共により複雑さを増
している、口当たりはしなやかで心地よい。

ライト フル
甘 辛

Nomad Pinot Noir 2017
赤 / 辛
13.5%

税込：1,430円
1,300円生産者：ドメニーレ サハテニ

産地：DOC-CMD デアルマーレ  
熟成：ルーマニアオーク12ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン (Cabernet Sauvignon) 100%

750ml

ノマド カベルネ ソーヴィニヨン 2017年

【ルーマニア産赤ワイン】 ブラックベリー、アメリカンチ
ェリー、クローヴ、黒胡椒とカカオのニュアンスを持つ。
タンニンはほどよく、果実味を重視したカベルネ・ソー
ヴィニヨン。フルーツの中にわずかな樽のニュアンスが
感じられ、やや複雑な印象。飲み心地が良い。

ライト フル
甘 辛

Nomad Cabernet Sauvignon 2017
赤 / 辛
14%

税込：1,540円
1,400円生産者：ドメニーレ サハテニ

産地：IG デアルリレムンテニエイ 
熟成：ルーマニアオーク樽12ヶ

飲頃温度
16～18

葡萄品種：フェテアスカ ネアグラ (Feteasca 

750ml

ノマド フェテアスカ ネアグラ 2016年

【ルーマニア産赤ワイン】 フェテアスカ・ネアグラ種の特
徴を綺麗に表現し、しっかりとした果実味を持つ。果実
の熟度があり、甘やかな果実と樽の要素がより前面に
出ている。 酸がしっかり感じられるが果実の熟度も高い
ので全体的にボリュームのある味わいとなっている。  

ライト フル
甘 辛

Nomad Feteasca Neagra 2016
赤 / 辛
13.5%

税込：2,640円
2,400円生産者：ドメニーレ サハテニ

産地：DOC-CMD デアルマーレ  
熟成：ステンレスタンク

飲頃温度
6～8℃

葡萄品種：タマイオアサ ロマネアスカ 100% 

750ml

アルティザン タマイオアサ ロマネアスカ 2017年

【ルーマニア産赤ワイン】 香りは桃、洋ナシ、バジル、ジ
ャスミン、とエルダーフラワーのニュアンスを持つ。甘く
熟しており、ふんだんにフルーツが主張するが、口に含
んでみると、酸もしっかりハリがある。余韻もしっかり。

Artisan Tamaioasa Romaneasca 2017
コク 爽
甘 辛

白 / 辛
13.5%



サハテニ ワイナリー
Sahateni Winery
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税込：2,640円
2,400円生産者：ドメニーレ サハテニ

産地：DOC-CT デアルマーレ
熟成：ルーマニアオーク12ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：フェテアスカ ネアグラ (Feteasca Neagra)100%

750ml

アルティザン フェテアスカ ネアグラ 2016年

【ルーマニア産赤ワイン】 プラムのジャム、レーズン、シ
ナモン、ヴァニラ、スミレとホワイトチョコレートのニュア
ンスを持つ。樽熟成による上品で複雑な味わい。しっか
りとしたタンニンがあり、ヴォリュームを感じる。やや凝
縮した果実味にスパイスや樽のニュアンスが混じり、複
雑な印象を受ける。

ライト フル
甘 辛

Artisan Feteasca Neagra 2016
赤 / 辛
14.5%

税込：2,970円
2,700円生産者：ドメニーレ サハテニ

産地：DOC デアル マーレ
熟成：ルーマニアオーク３ヶ月

飲頃温度
10～12

葡萄品種：シャルドネ  (Chardonnay) 100%

750ml

アニマ シャルドネ 2014年

【ルーマニア産白ワイン】 輝きがあるゴールデンイエロ
ー。熟したパイナップル、メロン、マンゴー、バター、バニ
ラとホワイトペッパーの香り。ボリュームがある口当た
りで、しっかりしたアタック。トロピカルフルーツが主張
する中で、樽のニュアンスが混じり複雑さを出している。
余韻には酸が感じられ、綺麗にフィニッシュする。

Anima Chardonnay 2014
コク 爽
甘 辛

白 / 辛
13.5%

税込：3,080円
2,800円生産者：ドメニーレ サハテニ

産地：DOC デアル マーレ
熟成：ルーマニアオーク12ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：ピノ ノワール (Pinot Noir) 100%

750ml

アニマ ピノ ノワール 2009年

【ルーマニア産赤ワイン】 レンガ色がかったルビーのカ
ラー。香りは熟したチェリー、プルーン、カンゾウ、チョコ
レート、バニラとタバコのニュアンスを持つ。口当たりは
滑らかで、タンニンも綺麗に溶け込み、上品さを感じさせ
る。穏やかにスパイスと熟した果実のニュアンスを持つ。

ライト フル
甘 辛

Anima Pinot Noir 2009
赤 / 辛
14%

750ml 税込：3,850円
3,500円生産者：ドメニーレ サハテニ

産地：DOC  デアル マーレ
熟成：ルーマニアオーク12ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：メルロー (Merlot) 100%

750ml

アニマ メルロー 2012年

【ルーマニア産赤ワイン】 香りはブラックベリー、バニ
ラ、カカオ、クローヴ、黒コショウと熟した果実のニュア
ンスを持つ。しっかりしたアタック。熟した果実が感じ
られ、飲みごたえがある。樽の風味がバランス良く溶け
込み、ヴォリュームを与える。余韻は全体をまとめ、エレ
ガントに仕上がる。

ライト フル
甘 辛

Anima Merlot 2012
赤 / 辛
14.6%

税込：3,850円
3,500円生産者：ドメニーレ サハテニ

産地：DOC デアルマーレ
熟成：ルーマニアオーク19ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン (Cabernet Sauvignon) 100%

750ml

アニマ カベルネ ソーヴィニヨン 2014年

【ルーマニア産赤ワイン】 生産本数限定（13,956本）。
紫がかったダークレッド。香りはボリュームがあり、カシ
ス、ブルーベリージャム、ミント、杉、バニラ、カカオやス
パイスを感じさせる。アタックは柔らかく、ボリュームを
感じさせ、熟した果実や樽香、スパイス等、さまざな要
素が顔を見せ複雑さを感じさせる。

ライト フル
甘 辛

Anima Cabernet Sauvignon 2014
赤 / 辛
14.5%

税込：5,060円
4,600円生産者：ドメニーレ サハテニ

産地：DOC デアル マーレ
熟成：ルーマニアオーク12ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：フェテアスカ ネガグラ 2014 (33%)、2015 (33%)、2016 (34%)

750ml

アニマ トレイ フェテ ネグレ 14/15/16 

【ルーマニア産赤ワイン】 濃縮した果実に上品な樽使
いでエレガントさを感じさせる赤ワイン。タンニンは豊
富で樽の要素とうまく融合している。甘やかなスパイス
とわずかな花、鉛筆の芯といった要素を持ち、ニュアン
スに富んでいる。土着品種の個性を残しながら、美しく
モダンに仕上げた唯一無二のワイン。

ライト フル
甘 辛

Anima 3 Fete Negre 2014/2015/2016
赤 / 辛
14.5%



セガルチェア ワイナリー
Segarcea Winery

一歩足を踏み入ると、そこには葡萄畑の印象とはかけ離れた景色が舞
い込んで来ます。春から秋までの間ワイナリーは多種多彩な薔薇が咲
きみだれ童話の世界へ迷い込んだような錯覚をうけるでしょう。
オーナー兼醸造家を務めるアンゲル・コルネリア女史が織りなすワイ
ンに対する環境作りには、独特のフィロソフィーがあり、単なるワイン
生産所とは一線を画しています。
整然と並んだ畑の葡萄樹から醸造所に至るまで、ワイナリーの全てに
完璧な手入れが行き届いた光景は、妥協を許さない強い信念を感じ
とる事でしょう。
最新のテクノロジーを駆使して出来上がるクリーンなワインにもチャ
ーミングな一面が感じとれます。現在の満足にとどまらず常に新しい
挑戦を続けて行く姿勢を感じるワイナリーです。
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ヴァルド ピカトゥラ ヴィエツィー 2011年

【ルーマニア産赤ワイン】 透明感のある果実味をもち、
フローラルな香りが華やかさを演出している。ナチュラ
ルな要素もあり、タンニンも穏やかなので飲み心地が
良く、酸が全体を引き締め、余韻が綺麗に続いていく。
様々なスパイスの要素も持ち合わせ、個性的なワイン
となっている。

赤 / 辛
13%

ライト フル
甘 辛

Vardo Picatura Vietii 2011

税込：4,620円
4,200円生産者：セガルチェア

産地：IG デアルリレ オルテニエイ
熟成：フレンチオーク樽12ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：トウリガ・ナシオナル（Touriga Nacional）100%

750ml

ヴァルド パティマ セーリ 2011年

【ルーマニア産赤ワイン】 やや熟成が始まり、湿った花
や土、紅茶の要素が顔をみせる。香りのボリュームは強
く、樽の要素や熟した果実が印象的で、オリエンタルス
パイスがアクセントに加わり複雑さを感じさせる。ここ
まで綺麗に熟成をしているフェテアスカ・ネアグラは珍
しく、ルーマニアワインの奥深さを表現している。

赤 / 辛
14%

ライト フル
甘 辛

Vardo Patima Serii 2011

税込：4,620円
4,200円生産者：セガルチェア

産地：DOC-CMD セガルチェア
熟成：フレンチオーク樽12ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：フェテアスカ ネアグラ (Feteasca Neagra) 

750ml

ヴァルド プテーレア ヴォインツェイ 2011年

【ルーマニア産赤ワイン】 暖かみのある柔らかく熟した
果実とミルキーな要素を含みながら、樽やスパイス、わ
ずかなユーカリの香りがアクセントになり複雑さを感じ
る。ビロードのような質感で、ボリュームある果実味を
支えるしっかりとした酸をもち、スケールの大きな赤ワ
インとなっている。

赤 / 辛
14%

ライト フル
甘 辛

Vardo Puterea Vointei 2011

税込：4,620円
4,200円生産者：セガルチェア

産地：DOC-CMD セガルチェア
熟成：フレンチオーク樽12ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：カベルネ フラン + マルセラン

750ml

ヴァルド アディエレア ヴァントゥルイ 2011年

【ルーマニア産赤ワイン】 ブラックペッパーを中心とし
た様々なスパイスと、上品な果実、樽の要素が混ざり合
い複雑さを演出している。ほどよく熟成し、タンニンが
溶け込んだ滑らかな質感と鉄の要素、骨格を支える酸
が気品を感じさせ、上質な赤ワインとなっている。

赤 / 辛
13.5%

ライト フル
甘 辛

Vardo Adierea Vantului 2011

税込：4,620円
4,200円生産者：セガルチェア

産地：DOC-CMD セガルチェア
熟成：フレンチオーク樽12ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：シラー (Syrah) 100%

750ml



ヴィンアルテ ワイナリー
Vinarte Winery

ヴィンアルテ社は、1998年に設立され、ポテンシャルの高いワイナリ
ーです。ルーマニア国内で有名な三箇所（デアル・マーレ、メヘディンツ
ィとサンブレシュティ）の産地に自社葡萄畑を所有し、テロワールに合
った葡萄品種を栽培しています。

ヴィンアルテのプレミアムシリーズはルーマニアのワイン業界に革新を
もたらしたワインです。品質面において新しい基準を作り上げ、長年に
わたり重要な国際コンクールで重要な賞を受賞し続け、ワイン愛好家
からの支持を得続けています。

醸造家 ユスティン・ウルク氏
Iustin URUCU, winemaker
醸造家 ユスティン・ウルク氏
Iustin URUCU, winemaker
醸造家 ユスティン・ウルク氏
Iustin URUCU, winemaker
醸造家 ユスティン・ウルク氏
Iustin URUCU, winemaker
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カステル スタルミナ フェテアスカ ネアグラ 2017年

【ルーマニア産赤ワイン】  若 し々い果実味が主体。フェ
テアスカ・ネアグラらしいスパイシーな香りも併せ持ち
とても親しみやすい赤ワイン。やや野性的な風味が特
徴的で、お肉料理とも相性は抜群。タンニンと酸のバラ
ンスも非常に良く、土着品種ならではの魅力を存分に
味わえる赤ワイン。 

赤 / 辛
13%

ライト フル
甘 辛

Castel Starmina Feteasca Neagra 2017

税込：2,035円
1,850円生産者：ヴィンアルテ

産地：DOC-CMD メヘディンツィ
熟成：フレンチオーク樽4ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：フェテアスカ ネアグラ (Feteasca Neagra)100%

750ml

カステル スタルミナ ネグル デ ドラガシャニ 2017年

【ルーマニア産赤ワイン】 様々な果実とフラワリーな要
素が混ざり合い、個性的ですが、タンニンも滑らかでス
パイスの香りもほのかに感じ、複雑で洗練された赤ワ
インに仕上がっています。様々な料理との相性も良く、
シャルキュトリーやチーズ、トマトソースを使った料理な
どは最高の組み合わせです。

赤 / 辛
13%

ライト フル
甘 辛

Castel Starmina Negru de Dragasani 2017

税込：2,530円
2,300円生産者：ヴィンアルテ

産地：DOC-CMD メヘディンツィ
熟成：フレンチオーク樽４ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：ネグル デ ドラガシャニ 100%

750ml

テラセ ダヌビエーネ ネグル デ ドラガシャニ 2017年

【ルーマニア産赤ワイン】  貴重な土着品種から造られ、
しっかりとした果実味とタンニンは木樽にかけられ滑ら
かな舌触りとなっており、エレガントさを感じさせます。
土着品種ならではの個性を生かしつつ丁寧に仕上げた
高品質な赤ワインとなっています。他の品種では味わえ
ないルーマニアの個性をお楽しみ下さい。

赤 / 辛
13%

ライト フル
甘 辛

Terase Danubiene Negru de Dragasani 2017

税込：3,025円
2,750円生産者：ヴィンアルテ

産地：DOC-CMD メヘディンツィ
熟成：フレンチオーク樽6ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：ネグル デ ドラガシャニ 100%

750ml

プリンス ミルチェア メルロー 2016年

【ルーマニア産赤ワイン】 全体的にしっかりとし
た味わいで、タンニンも豊富に含まれていますが、
メルローらしいしなやかさも兼ね備えています。
熟度の高い果実と木樽熟成からくる香りは上質
なボルドーワインを彷彿とさせてくれます。

赤 / 辛
14%

ライト フル
甘 辛

Prince Mircea Merlot 2016

税込：3,410円
3,100円生産者：ヴィンアルテ

産地：DOC-CMD メヘディンツィ
熟成：フレンチオーク樽18ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：メルロー 100%

750ml

プリンス マテイ メルロー 2010年

【ルーマニア産赤ワイン】  輝きのあるスミレがかったガ
ーネット色。香りはブラックベリー、ブラックペッパー、
カシス、チョコレート、リコリス、バニラ、タバコ、熟した
果実のニュアンスを持つ。ビロードのような舌触り。滑
らかなタンニン。果実味が酸に支えられて、バランスが
良い。しっかりしたボディ。

赤 / 辛
14.5%

ライト フル
甘 辛

Prince Matei Merlot 2010

税込：4,840円
4,400円生産者：ヴィンアルテ

産地：DOC-CMD デアル マーレ
熟成：フレンチオーク樽18ヶ月

飲頃温度
16～18

葡萄品種：メルロー 80% + カベルネ ソーヴィニヨン 20%

750ml

HITOMI NAKANO

HITOMI NAKANO

HITOMI NAKANO

HITOMI NAKANO

HITOMI NAKANO



ルーマニアの蒸留酒
Romanian Spirits

ワイン以外にもルーマニアの豊かな自
然の力によって造られた、大変面白い
商品が多くあります。ユーロアジアトレ
ーディングでは常に新しいもの、伝統
のあるもの、そして何よりも人の心に感
動を与えるものを探し求めています。

ルーマニアのワインを日本に紹介する
というパイオニアの役割を果たしなが
ら、日本でなかなか手に入らないルー
マニアの素晴らしい蒸留酒も輸入を始
めました。ぜひ、2000年以上の伝統の
ある味わいをお楽しみ下さい。
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Domeniile Săhăteni Winery

Aurelia Vișinescu
The team

ジドヴェイ ヴィンアルス VSOP

【ルーマニア産ブランデー】 ジドヴェイ産地
のヴィンアルスはルーマニアの伝統的なブラ
ンデーで、その歴史は13世紀までに遡る。ワ
インを蒸留し、同じジドヴェイ産地の樫の木
から作られた木樽で5年間熟成。アルコール
度数は42度。ヴィンアルスの原料となるワイ
ンはフェテアスカ・レガーラとリースリングを
使用する。

ブランデー
42%

Jidvei Vinars VSOP / 700ml

税込：4,510円
4,100円

生産者：ジドヴェイ
産地：タルナーヴェ産地 / ジドヴェイ地区
熟成：ルーマニア産オーク樽５年間
原料：ワイン

サン・オヴ・ザ・ドラゴン

【ルーマニア産ツイカ】 ルーマニアの伝統的
なレシピによって造られた「ツイカ」（ルーマニ
アの蒸留酒）。プラムのみを使用して造られた
無添加、無香料のナチュラルなお酒。深い味
わいと上品なアロマを持つ。色合いはゴール
ドカラー。香りはプラムを感じさせる。味わい
はスモーキーで、フルーティー。

ツイカ
38%

Son of the Dragon / 700ml

税込：4,730円
4,300円

生産者：レジェンダリー・ドラキュラ
産地：トランシルヴァニア地方
熟成：ルーマニア産オーク樽
原料：プラム

スピリット・オヴ・ドラキュラ

【ルーマニア産パリンカ】 ルーマニアの伝統
的な蒸留酒。プラムのみを使用して造られた、
無添加、無香料のナチュラルなお酒。アルコー
ル度数は強いが、香りと味わいは上品。色合
いはゴールドカラー。香りはプラムやアーモン
ドを感じさせ、味わいはスモーキーで、フルー
ティー。約３年間樽熟成されている。

パリンカ
50%

Spirit Of Dracula / 500ml

税込：5,280円
4,800円

生産者：レジェンダリー・ドラキュラ
産地：トランシルヴァニア地方
熟成：ルーマニア産オーク樽
原料：プラム

エージ・オブ・ヴァンパイア

【ルーマニア産ホリンカ】 ルーマニアの伝統
的なレシピのよって造られた「ホリンカ」。プラ
ムのみを使用して造られた、無添加、無香料
のナチュラルなお酒。深い味わい、上品なアロ
マ、完璧なバランス。ゴールド色。香りはプラ
ムを感じさせる。味わいはスモーキーで、とて
もフルーティー。

ホリンカ
50%

Age of Vampires / 700ml

税込：6,380円
5,800円

生産者：レジェンダリー・ドラキュラ
産地：トランシルヴァニア地方
熟成：ルーマニア産オーク樽
原料：プラム



ルーマニア産 純度100%天然蜂蜜
Romanian Natural Honey, 100% pure

ルーマニア産の純度100%の天然蜂蜜を2017年5月より
発売開始しました。ルーマニアはヨーロッパの最後の原生
林と言われ、世界最高基準の純度100%の蜂蜜を生み出し
ます。ルーマニア蜂蜜の生産は古く、ククテニ文明（BC 
5500年）まで遡ります。ルーマニアの豊かな自然の中で造
られた蜂蜜をそのまま巣箱から絞り出した天然の「本物の
蜂蜜」をお届けします。巣箱から採取した蜂蜜は養蜂家単位
で濾過し、品質検査を行います。蜂蜜の天然の味と香り、品
質を保つために、温度管理の出来るコンテナで少量を随時
輸入しています。また、日本国内の倉庫も定温管理し、蜂蜜
を最高の状態でお届けする為の最善の努力をしています。是
非、一度純度100％の味をお試し下さい。
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世界最高峰、純度100%の天然蜂蜜

アカシアの蜂蜜はルーマニアでも人気No.1の蜂蜜です。全世界へ輸
出され、高級蜂蜜として知られています。過去の２０年間世界の蜂蜜
コンクールの舞台で輝き、世界最高基準を誇る蜂蜜です。ルーマニア
では膨大なアカシアの森が広がり、品質の高い蜂蜜が取れます。又、
ルーマニアのアカシア蜂蜜は他国より極めて高い糖度を持ちます。通
常のアカシアの花の開花期間は１週間程度ですが、ルーマニアの養
蜂家は「トレーラー養蜂」というオリジナルな方法を昔から採用し、南
から北へ移動し、花蜜を集められる期間を伸ばしているため、他国で
は不可能な高い純度のアカシア蜂蜜を生み出せます。

菩提樹の蜂蜜はルーマニアを代表する蜂蜜の一つです。ヨーロッパ
では菩提樹は昔から愛され、お茶や化粧品にも使われている人気の
高い花です。ルーマニアでは膨大な菩提樹の森が広がり、品質の高
い蜂蜜がそこで取れます。輸入を始めた菩提樹蜂蜜の産地はトラン
シルヴァニア地方で、「ヨーロッパ最後の手つかずの原生林」と呼ばれ
、菩提樹の森は国立公園保護区内にあります。芳醇で豊かな菩提樹
の花の芳香が鼻から抜けていきます。深みのある味わいとコクのある
甘さが特徴です。菩提樹の蜂蜜は古くからルーマニア人の生活に密
着していて、ククテニ時代（BC 5500年）から造られています。

HP: www.euroasia-trd.com
Instagram: @danielswine.club

Facebook.com/danielswine.club
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純度100%天然アカシア蜂蜜 / 250g

【ルーマニア産ハチミツ】 加熱処理しない、天
然蜂蜜。ふくよかで、アカシアの優しい花のニ
ュアンスを持つ。あっさりで上品な味わいとエ
レガントな甘さが特徴。蜜蜂によって自然的
に熟成されたもので、豊かな味わいを持つ。濾
過を最低限に抑えているため、花粉に含まれ
る栄養素が失われていない。

天然
蜂蜜

税込：1,458円
1,350円

生産者：アピダヴァ (APIDAVA)
産地：トランシルヴァニア地方
原料：天然アカシア蜂蜜100%
砂糖や添加物は一切含まれていません。

純度100%天然菩提樹蜂蜜 / 250g

【ルーマニア産ハチミツ】 加熱処理しない、天
然蜂蜜。芳醇で豊かな菩提樹の花の芳香が
鼻から抜けていく。深みのある味わいとコクの
ある甘さが特徴。蜜蜂によって自然的に熟成
されたもので、豊かな味わい。濾過を最低限
に抑えているため、花粉に含まれる栄養素が
失われていない。

天然
蜂蜜

税込：1,458円
1,350円

生産者：アピダヴァ (APIDAVA)
産地：トランシルヴァニア地方
原料：天然菩提樹蜂蜜100%
砂糖や添加物は一切含まれていません。

Romanian Linden Honey 250g Romanian Acacia Honey 250g



ルーマニア産 天然ジャム
Romanian Natural Jam
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VEGAN OK無農薬

VEGAN OKVEGAN OK

VEGAN OKVEGAN OK

VEGAN OKVEGAN OK

【ルーマニア産天然コンフィチュール】 

無添加・無香料・無着色・白砂糖不使用・
冷凍品不使用。アプリコットの香りと甘
味を感じられる上品なコンフィチュール
です。ルーマニア産のフレッシュなアプリ
コットを使用しています。クレープやパン
ケーキに最適です。

【ルーマニア産天然コンフィチュール】 

250g

無添加・無香料・無着色・白砂糖不使用・
冷凍品不使用。熟成直前の青いクルミを
収穫し、コンフィ漬けにしたものです。新
食感とクルミの上品な風味をお楽しみ下
さい。ほのかな酸味も感じられる、優雅な
食品です。高級チーズとの相性が抜群！

350g

【ルーマニア産天然コンフィチュール】 

無添加・無香料・無着色・白砂糖不使用・
冷凍品不使用。バラの花びらを丁寧に取
り込んだ、美味しいローズペタルコンフィ
チュールです。花びらをペースト化してい
ないため、バラの香りと不思議な食感を
そのまま楽しめます。

モレロチェリー コンフィチュール

【ルーマニア産天然コンフィチュール】 

250g税込：821円
760円

Morello Cherry Confiture
ローズペタル コンフィチュール

税込：821円
760円

生産者：ラウレニ (Raureni)
産地：ルーマニア / ドラガシャニ産地
原料：フレッシュなバラの花びら、
ルーマニア産てんさい糖、クエン酸。

Rose Petal Confiture

青胡桃 コンフィチュール

税込：864円
800円

生産者：ラウレニ (Raureni)。
産地：ルーマニア / ドラガシャニ産地。
原料：フレッシュな青いクルミ、
ルーマニア産てんさい糖、クエン酸。

Green Walnut Confiture
アプリコット コンフィチュール

税込：756円
700円

生産者：ラウレニ (Raureni)。
産地：ルーマニア / ドラガシャニ産地。
原料：フレッシュなアプリコット、
ルーマニア産てんさい糖、クエン酸。

Apricot Confiture

サワーチェリー コンフィチュール

税込：702円
650円

Sour Cherry Confiture
マルメロ  コンフィチュール

税込：734円
680円

Quince Confiture

野生ローズヒップ ジャム

税込：810円
750円

生産者：ラウレニ (Raureni)。
産地：ルーマニア
原料：ローズヒップ(65%)、てんさい糖、
果糖ぶどう糖液糖、ペクチン、クエン酸。

Wild Rose Hip Jam
マジュン

税込：918円
850円

Magiun

生産者：ラウレニ (Raureni)。
産地：ルーマニア / ドラガシャニ産地。
原料：フレッシュなモレロチェリー、
ルーマニア産てんさい糖、クエン酸。

無添加・無香料・無着色・白砂糖不使用・
冷凍品不使用。モレロチェリーはアサイ
ーやブルーベリーよりもアントシアニンの
含有量が多く、「抗酸化作用」が非常に優
れています。甘みとアフターに感じられる
上品な苦みをお試しください。

250g

370g 350g

350g 350g

【ルーマニア産天然コンフィチュール】 

無添加・無香料・無着色・白砂糖不使用・
冷凍品不使用。完熟したマルメロの香り
と甘味を感じられる、上品なコンフィチュ
ールです。独特な食感をお楽しみ下さい。
ルーマニアのドラガシャニ産地で栽培さ
れたマルメロを使用しています。

【ルーマニア産天然コンフィチュール】 

生産者：ラウレニ (Raureni)
産地：ルーマニア / ドラガシャニ産地
原料：フレッシュなマルメロ、
ルーマニア産てんさい糖、クエン酸。

生産者：ラウレニ (Raureni)。
産地：ルーマニア / ドラガシャニ産地。
原料：フレッシュなサワーチェリー、
ルーマニア産てんさい糖、クエン酸。

無添加・無香料・無着色・白砂糖不使用・
冷凍品不使用。まるで果実がそのまま入
っているような食感と甘すぎないナチュ
ラルな風味を持ちます。ルーマニアのドラ
ガシャニ産地で栽培された、フレッシュな
サワーチェリーを使用しています。

【ルーマニア産天然マジュン】 

無添加・無香料・無着色・冷凍品不使用・
シュガーフリー・グルテンフリー。ルーマ
ニアの大自然が生み出した、素晴らしい
美食！砂糖、人工甘味料や添加物は一切
使用せずに、プラムの力だけで成り立つ、
美味しくて、健康的な食品です。

【ルーマニア産天然ジャム】 

生産者：ラウレニ (Raureni)
産地：ルーマニア / ドラガシャニ産地
原料：フレッシュプラム100%

無農薬・無着色・白砂糖不使用・冷凍品
不使用。ルーマニアの大自然が生み出
す野生ローズヒップで作られた、ペース
ト状態の上品なジャムです。野生ローズ
ヒップの本物の大人の味わいをお楽し
み下さい。トーストとの相性が抜群です。



シングラリス ワイングラス
Singularis Wine Glass
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すべてのワインに対応できる新しいタイプのワイングラス。

ルーマニアで丹精を込めてハンドメイドで造られる最高品質のワイングラスは、赤、白、ロ
ゼ等の様々なタイプのワインの味や香りを最大限に引き出してくれる。エレガントなフォ
ルムは、注いだばかりのワインを空気に触れさせ、しっかり香りを感じとれるようになって
いる。グラスの底にはダイヤモンド形の僅かなくぼみがあり、スパークリングワインの繊細
な泡も表現可能。ハンドメイドならではの僅か100gの軽さや心地よいグラスの厚みが最
高のワインライフを演出してくれる。

「シングラリス」とは？
シングラリス(singularis)はラテン語で、「一つだけ」という意味を表します。すべてのワインタイプを楽しむために
造られ、この一脚のグラスがすべてを網羅するという意味が含まれています。

飲食店にぴったりなワイングラス
スパークリング、白、赤、ロゼワインだけでなく、日本酒やウィスキーにも最適なワイングラスです。

全てのお酒の豊かな香りを最大限に引き出し、お客様にゴージャスな気分を与えてくれます。

容量は丁度125ml、750mlの1本のワインを丁度６名様に分けられますので、グラスワインを

サーブするにも最適です。グラスの重さは僅かの98グラムで、形も美しく、エレガントです。

鉛フリーで、安心です。食洗機で洗えます。

大切な方への贈り物として

世界に一つしかないハンドメイドの
ワイングラスは、大切な人への贈り
物として大変喜ばれています。ワイン
の香りと味わいを最大限に引き出す
とともに、美しさ、ボディーラインの
滑らかさ、ステムの細さ、グラスの薄
さが飲み手に高級感を与え、五感を
楽しませてくれます。２脚セットをご
購入のお客様は、ギフトボックスを
ご用意させて頂きます。
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シングラリス ワイングラス / 1脚

【ルーマニア産グラス】 世界に一つだけのハンドメ
イド。ワインの香りと味わいを最大限に引き出すた
めに計算し尽くされた、美しいワイングラス。大切
な方への贈り物として最適。すべてのワインに対応
できる、無鉛の高級ワイングラス。

ワイン
グラス

税込：2,530円
2,300円

生産者：シングラリス
生産国：ルーマニア
原料：無鉛ガラス 100%
製法：ハンドメイド / マウスブローン

Singularis Wine Glass / 1 glass



エクシミウス スパークリングワイングラス
Eximius Sparkling Wine Glass

エクシミウス(eximius)はラテン語で、「優雅」を意味します。

大切な方への贈り物として

世界に一つしかないハンドメイドのワイングラスは、大切な人への贈り物として大変喜ばれています。ワインの香りと味わいを最大
限に引き出すとともに、美しさ、ボディーラインの滑らかさ、ステムの細さ、グラスの薄さが飲み手に高級感を与え、五感を楽しませ
てくれます。２脚セットをご購入のお客様は、ギフトボックスをご用意させて頂きます。
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エクシミウス スパークリングワイングラス / 1脚

【ルーマニア産グラス】 世界に一つだけのハンドメ
イド。美しさ、ボディーラインの滑らかさ、ステムの
細さ、グラスの薄さが飲み手に高級感を与え、五感
を楽しませてくれる。大切な方への贈り物として最
適。無鉛の高級スパークリングワイングラス。

泡
グラス

税込：2,530円
2,300円

生産者：エクシミウス
生産国：ルーマニア
原料：無鉛ガラス 100%
製法：ハンドメイド / マウスブローン

Eximius Sparkling Wine Glass / 1 glass



価格
本カタログに表示されている商品価格は、2019年11月1日時点の
参考小売価格（上代）です。国際輸送費や現地価格変更と為替
の影響でワインの価格は変動する場合があります。

業者様取引条件・ご注文方法
Business Conditions / How to order

ギフト包装
ギフトボックス、ラッピング、リボン、熨斗などのギフト包装に対応致
します。ギフト包装が必要な場合は下記の通りに別料金が掛かりま
す。1本用のギフトボックスは200円（税込220円）。2本用のギフトボ
ックスは300円（税込330円）。ジャム・蜂蜜2個用のギフトボックス
は150円（税込165円）。ラッピングは73円（税込80円）。熨斗は27
円（税込30円）。
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ロット条件
ワインは1ロット（1ロット=6本）からご注文いただけます。ご注
文はロット単位でお願いします。混載は可能です。

支払方法
銀行振込、代引交換又は各種クレジットカード払いに対応してい
ます。銀行振込の手数料の負担は原則お客様にお願いしておりま
す。代引き交換ご希望の場合、一律400円（税込440円）の代引
き手数料が発生します。

配送方法
通常はゆうパックでの配送をしております。午前中までのご注文
分は当日出荷が可能です。
15,000円（税込16,500円）以上のご注文の場合、送料無料とさ
せて頂きます。14,999円（税込16,499円）以下のご注文の場合、
全国一律税込990円の送料が発生します。チルド便ご希望の場
合、一律600円（税込660円）の手数料が発生します。

返品・交換
お客様の安心と信頼を大切にし、返品や交換のご依頼に対応し
ています。出荷時には一本一本を丁寧に検品しておりますが、万
が一破損・欠陥その他不良品とお気づきの場合は、商品到着後7
日以内にご連絡下さい。交換商品が欠品となっている場合は入荷
をお待ち頂くか、返金にて対応させていただきます。欠陥品であ
っても、すでに中身を消費およびボトルを破棄された場合は、返
品・交換のご相談はお受けできませんのでご了承ください。不良
品の交換・返品の送料は当社が負担いたします。

領収書
銀行振込又はクレジットカードご決済のお客様のみ、ご希望によ
り領収書を発行しています。領収証が必要な場合は、ご注文時に
お申し付けください。尚、代金引換をご利用のお客様は、配達伝
票が領収証となりますのでこちらをご利用ください。

在庫・ヴィンテージ
品切れの場合があります。在庫状況を当社のホームページの各商
品の詳細ページにてご確認いただけます。
ワインのヴィンテージの変更によりアルコール度数、葡萄品種の
比率、ラベルのデザインや価格が変更となる場合があります。変
動が生じた場合はホームページに記載致します。

取引条件の更新
当社取引条件を更新する場合があります。最新の取引条件をホー
ムページで御確認頂けます。

販売業者情報
業者名：ユーロアジアトレーディング株式会社。
設立年月：2004年3月。
横浜営業所（本社）：〒231-0806神奈川県横浜市中区本牧町1丁
目９番地１F / 酒類販売管理者：木村 明之 / 販売方法：店舗での
小売販売、全国卸販売、全国通信販売。
豊橋営業所：〒440-0871 愛知県豊橋市新吉町61 / 酒類販売
管理者：プリサカリウ クリスティーナ / 販売方法：店舗小売販売、
愛知県内小売通信販売。

ご注文方法・お見積り依頼
電話、メール、ファックス又はホームページで御注文頂けます。御注
文の際、お名前、商品名、個数、お届け先住所、電話番号、お届け希
望日、お届け希望時間帯をお知らせください。

電話番号

03-3230-1765
受付時間：09:00 - 18:00 / 土・日・祝日 休み

メールアドレス

eat.yokohama@gmail.com

FAX番号

03-3230-1546

ホームページ

www.euroasia-trd.com

未成年者への酒類の販売を致しておりません。
飲酒運転は法律で禁止されています。

HP: www.euroasia-trd.com
Instagram: @danielswine.club

Facebook.com/danielswine.club

EURO ASIA TRADING



ユーロアジアトレーディングでは、毎年１回ルーマニアワイナリー巡りの研修ツアーを企画しており
ます。ルーマニアの様々なワイン産地の素晴らしさをどうしても皆様にお見せしたいと思い、このツア
ーを始めました。お客様と共に現地で過ごす時間を、私達も毎年楽しみにしております。少人数のツ
アーですので内容も充実しております。ルーマニアの大自然や美味しいワイン、優しい人 と々共に一生
忘れられない時間を過ごせます。ぜひ2020年のツアーに参加してみませんか？
ツアーの詳細、過去の写真やお申し込み条件をホームページでご確認いただけます。

ルーマニアワイナリー巡り
Romanian Winery Tours
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過去のツアーの写真アルバム

ツアーの詳細とお申し込みは
ホームページから

www.euroasia-trd.com

HP: www.euroasia-trd.com
Instagram: @danielswine.club

Facebook.com/danielswine.club

EURO ASIA TRADING


