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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す。

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

3

Home Page: www.euroasia-trd.com
Online Shop: www.danielswine.shop

Daniel’s Wine Club: www.danielswine.club

EURO ASIA TRADING



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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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
す。

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 3.01 ～ 6 g/ℓ）
3) ブリュット / Brut（糖度 6.01 ～ 12 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 12.01 ～ 17 g/ℓ）
5) セック（又は辛口） / Sec（糖度 17.01 ～ 32 g/ℓ）
6) デミ・セック（又は中辛口） / Demisec（糖度 32.01 ～ 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

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

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。

オナー醸造家 バラ・ゲーザ氏
Dr. Balla Geza, owner and winemaker
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Home Page: www.euroasia-trd.com
Online Shop: www.danielswine.shop

Daniel’s Wine Club: www.danielswine.club

EURO ASIA TRADING

産地：ミニシュ（Minis）
品質分類：DOC-CMD
熟成：ルーマニア産樽熟成
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：フェテアスカ・ネアグラ（Feteasca Neagra）100%

品
名

2,860 (税込）

バラ ゲーザ フェテアスカ ネアグラ 2017年
Balla Geza Feteasca Neagra 2017

国：ルーマニア 生産者：バラ・ゲーザ

Alc. 13.5％
赤 / 辛口 ライト

辛口

産地：ミニシュ（Minis）
品質分類：DOC-CMD
熟成：ルーマニア産樽熟成
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：カダルカ (Cadarca) 100% / 土着品種

品
名

2,860 (税込）

Balla Geza Cadarca 2017

国：ルーマニア 生産者：バラ・ゲーザ

Alc. 13％
赤 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：ミニシュ（Minis）
品質分類：DOC-CMD
熟成：ルーマニア産樽熟成
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：ブラウフランキッシュ（Blaufränkisch） 100%

品
名

2,860 (税込）

バラ ゲーザ ブラウフランキッシュ 2017年
Balla Geza Blaufrankisch 2017

国：ルーマニア 生産者：バラ・ゲーザ

Alc. 13％
赤 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

バラ ゲーザ カダルカ 2017年

フル
甘口



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 ワイナリー
Budureasca Winery

Home Page: www.euroasia-trd.com
Online Shop: www.danielswine.shop

Daniel’s Wine Club: www.danielswine.club

EURO ASIA TRADING

産地：デアル・マーレ (Dealu Mare)
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：フェテアスカ・ネアグラ（Feteasca Neagra）100%

国：ルーマニア

品
名

生産者：ブドゥレアスカ

1,980 (税込）

ブドゥレアスカ フェテアスカ・ネアグラ 2017年
Budureasca Feteasca Neagra 2017

Alc. 14.5％
赤 / 中辛口 ライト フル

辛口 甘口



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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Home Page: www.euroasia-trd.com
Online Shop: www.danielswine.shop

Daniel’s Wine Club: www.danielswine.club

EURO ASIA TRADING



ジドヴェイ ワイナリー
Jidvei Winery
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Home Page: www.euroasia-trd.com
EURO ASIA TRADING

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：フェテアスカ アルバ（Feteasca Alba）100%

品
名

1,430 (税込）

トラディショナル フェテアスカ アルバ 2018年
Traditional Feteasca Alba 2018

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：フェテアスカレガーラ（Feteasca Regala）100%

品
名

1,430 (税込）

トラディショナル フェテアスカ レガーラ 2018年
Traditional Feteasca Regala 2018

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：イタリアン・リースリング（Riesling Italian）100%

品
名

1,430 (税込）

トラディショナル リースリング 2018年
Traditional Riesling 2018  

Alc. 11%
白 / 中甘口 コク 爽

甘 辛

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：ゲヴェルツトラミネール（Gewurztraminer）100%

品
名

1,430 (税込）

トラディショナル トラミネール 2017年
Traditional Traminer 2017

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：マスカット・オットネル（Muscat Ottonel）100%

品
名

1,430 (税込）

トラディショナル マスカット オットネル 2017年
Traditional Muscat Ottonel 2017

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：ゲヴェルツトラミネール（Gewurztraminer）100%

品
名

1,760 (税込）

グリゴレスク ゲヴルツトラミネール 2018年
Grigorescu Gewurztraminer 2018

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：ピノ･グリ（Pinot Gris）100%

品
名

1,760 (税込）

グリゴレスク ピノ グリ 2018年
Grigorescu Pinot Gris 2018

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ 国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ 国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ 国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 11.5%
白 / 中甘口 ライト フル

辛口 甘口

Alc. 11.5%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口 Alc. 11.5%
白 / 中辛口 ライト フル

辛口 甘口

Alc. 11.5%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

Alc. 13%
白 / 中辛口 ライト フル

辛口 甘口

Alc. 12.5%
白 / 中辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：マスカット・オットネル（Muscat Ottonel）100%

品
名

1,760 (税込）

グリゴレスク ドライ マスカット 2018年
Grigorescu Dry Muscat 2018

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc.12%
白 / 中辛口 ライト フル

辛口 甘口
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産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：ソーヴィニヨン・ブラン（Sauvignon Blanc）100%

品
名

1,760 (税込）

グリゴレスク ソーヴィニヨン ブラン 2018年
Grigorescu Sauvignon Blanc 2018

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 12.5%
白 / 中辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：フェテアスカ・レガーラ（Feteasca Regala） 100%

品
名

1,870 (税込）

クラシック フェテアスカ レガーラ 2018年
Clasic Feteasca Regala 2018

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 12.2%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：シャルドネ（Chardonnay）100%

品
名

1,870 (税込）

クラシック シャルドネ 2019年
Clasic Chardonnay 2019

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 12.5%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：ソーヴィニヨン･ブラン（Sauvignon Blanc）100%

品
名

2,035 (税込）

ネク プルス ウルトラ ソーヴィニヨン ブラン 2018年
Nec Plus Ultra Sauvignon Blanc 2018

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 12.5%
白 / 中辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：CS 40% + Sy 36% + PN 24%

品
名

2,035 (税込）

ネク プルス ウルトラ ロゼ 2018年
Nec Plus Ultra Rose 2018

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 13.5％
ロゼ / 中辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：マスカット・オットネル50%、フェテアスカ・レガーラ50%

品
名

2,200 (税込）

テザウル マスカット オットネル ＆ フェテアスカ レガーラ 2013年
Tezaur Muscat Ottonel & Feteasca Regala 2013

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 12%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：イタリアン・リースリング（Riesling Italian）100%

品
名

2,200 (税込）

テザウル リースリング 2015年
Tezaur Riesling 2015 

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 12%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

ジドヴェイ ワイナリー
Jidvei Winery Home Page: www.euroasia-trd.com

EURO ASIA TRADING

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ地区
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：PN 40% + CS 34% + Sy 26%

品
名

¥1,760 (税込）

グリゴレスク ロゼ 2018年
Grigorescu Roze 2018

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 12.5％
ロゼ / 中辛口 ライト フル

辛口 甘口
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産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：トラミネール50%、ソーヴィニヨン・ブラン50%

品
名

2,750 (税込）

ミステリウム ホワイト 2018年
 Mysterium White 2018

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 12.9%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：CS 35% + PN 33% + Sy 32%

品
名

2,750 (税込）

ミステリウム ロゼ 2018年
Mysterium Rose 2018

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 12.5％
ロゼ / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：ソーヴィニヨン・ブラン（Sauvignon Blanc）100%

品
名

3,300 (税込）

アナ ソーヴィニヨン ブラン 2017年
Ana Sauvignon Blanc 2017

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 12.5%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：シャルドネ（Chardonnay）100%

品
名

3,300 (税込）

アナ シャルドネ 2018年
 Ana Chardonnay 2018

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 12.6%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：フェテアスカ・アルバ（Feteasca Alba）100%

品
名

3,520 (税込）

マリア フェテアスカ アルバ 2018年
 Maria Feteasca Alba 2018

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 12.5%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC-CT
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

ゲヴェルツトラミネール（Gewurztraminer）100%

品
名

3,740 (税込）

カステル ゲヴルツトラミネール 2002年
 Castel Gewurztraminer 2002

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 12%
白 / 中甘口 ライト フル

辛口 甘口

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ地区
品質分類：DOC-CT
熟成：瓶内熟成17年間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：フェテアスカ・アルバ（Feteasca Alba）100%

品
名

¥3,960 (税込）

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

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 12%
白 / 甘口 ライト フル

辛口 甘口

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ地区
品質分類：DOC
製法/熟成：瓶内二次発酵/瓶内熟成
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：FR 40% + Ch 40% + PN 20%

品
名

2,970 (税込）

ジドヴェイ エクストラ ブリュット
Jidvei Extra Brut

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 12%
泡/白/辛口 ライト フル

辛口 甘

ジドヴェイ ワイナリー
Jidvei Winery Home Page: www.euroasia-trd.com

EURO ASIA TRADING
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産地：タルナーヴェ
品質分類：DOC
製法/熟成：瓶内二次発酵/瓶内熟成
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：FR 40% + Ch 40% + PN 20%

品
名

2,970 (税込）

ジドヴェイ エクストラ ドライ
Jidvei Extra Dry

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 12%
泡/白/中辛口 ライト フル

辛口 甘

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ
品質分類：DOC
熟成：瓶内熟成15ヶ月間以上
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：ピノ・ノワール（Pinot Noir）100%

国：ルーマニア

品
名

生産者：ジドヴェイ

2,970 (税込）

ジドヴェイ ロゼ ブリュット
Jidvei Rose Brut

Alc. 12％
泡ロゼ / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：タルナーヴェ / ジドヴェイ地区 / タウニ村
品質分類：アイスワイン
熟成：ステンレスタンク・瓶内熟成
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：ゲウルツトラミネール（Gewürztraminer）100%

品
名

5,885 (税込）

ジドヴェイ アイスワイン トラミネール ローズ 2018年
 Jidvei Eiswein Traminer Roz 2018 375 ml

国：ルーマニア 生産者：ジドヴェイ

Alc. 11.5%
白 / 甘口 ライト フル

辛口 甘

アイスワインは甘口ワインの最高峰とされています。「奇跡」と称される
極上のワインです。凍った葡萄の実からは通常の2割以下の果汁しか
絞れず、1本のアイスワインを作るために６～８キログラムの葡萄が必
要です。果実内の水分が減って、果汁が凝縮されることで糖度が高ま
るため、自然の甘みがたっぷり詰まったワインになります。

7年ぶりのアイスワイン

2018年は、トランシルヴァニア地方のジドヴェイワイナリーにとって
素晴らしい年でした。30年ぶりの最高のヴィンテージだと言われてい
ます。気候に恵まれ、葡萄は完璧に近い状態で収穫できたそうです。そ
の上、アイスワイン用の葡萄も7年ぶりに収穫できました。ワイン業界
の中で、奇跡に近い出来事です。

7年ぶりの、2018年ヴィンテージのジドヴェイアイスワインは
IWSC2019のワインコンクールに参加しました。IWSC（
INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION）は世界の最
も長い伝統を持っているワインとスピリッツのコンクールで、メダルを
受賞することがとても難しいコンクールだと言われています。本部はロ
ンドンにあります。

このコンクールの歴史の中で、初めてルーマニア産のアイスワインが参
加し、素晴らしい結果を出しました。100ポイント中96ポイントを取得
し、金メダルを受賞しました。7年ぶりのルーマニアアイスワインは世
界の最高峰に輝きました。

ジドヴェイ ワイナリー
Jidvei Winery Home Page: www.euroasia-trd.com

EURO ASIA TRADING



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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産地：デアル・マーレ (Dealu Mare)
品質分類：DOC
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：フェテアスカ・アルバ 50% + ソーヴィニヨン・ブラン 50%

国：ルーマニア

品
名

生産者：メタモルフォシス

1,988 (税込）

ヴィイレ メタモルフォシス フェテアスカ・アルバ＆ソーヴィニヨン・ブラン 2018年
Viile Metamorfosis Feteasca Alba & Sauvignon Blanc 2018

Alc. 13%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：デアル・マーレ (Dealu Mare)
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：マスカット・オットネル50%＆タマイオアサ・ロマネアスカ50%

国：ルーマニア

品
名

生産者：メタモルフォシス

2,255 (税込）

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
Viile Metamorfosis MO & TR 2017

Alc. 12.5%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：デアル・マーレ (Dealu Mare)
品質分類：DOC-CMD
熟成：イタリア産樽熟成
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：フェテアスカ・ネアグラ（Feteasca Neagra）100%

品
名

2,255 (税込）

ヴィイレ メタモルフォシス フェテアスカ ネアグラ 2017年
Viile Metamorfosis Feteasca Neagra 2017

産地：デアル・マーレ (Dealu Mare)
品質分類：DOC-CMD
熟成：ルーマニア産樽８ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：ピノ・ノワール（Pinot Noir）100%

品
名

2,255 (税込）

ヴィイレ メタモルフォシス  ピノ ノワール 2017年
Viile Metamorfosis Pinot Noir 2017

国：ルーマニア 生産者：メタモルフォシス 国：ルーマニア 生産者：メタモルフォシス

Alc. 14％
赤 / 辛口 ライト

辛口
フル
甘口 Alc. 13％

赤 / 辛口 ライト
辛口

フル
甘口



メタモルフォシス ワイナリー
Metamorfosis Winery
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産地：デアル・マーレ (Dealu Mare)
品質分類：DOC-CMD
熟成：ルーマニア産樽12ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：メルロ（Merlot）100%

品
名

2,255 (税込）

ヴィイレ メタモルフォシス  メルロー 2016年
Viile Metamorfosis Merlot 2016

産地：デアル・マーレ (Dealu Mare)
品質分類：DOC-CMD
熟成：イタリア産樽
⇦ 詳細はQRコードで！

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

品
名

2,255 (税込）

ヴィイレ メタモルフォシス カベルネ ソーヴィニヨン 2016年
Viile Metamorfosis Cabernet Sauvignon 2016

国：ルーマニア 生産者：メタモルフォシス国：ルーマニア 生産者：メタモルフォシス

Alc. 14％
赤 / 辛口 ライト

辛口
フル
甘口Alc. 14.5％

赤 / 辛口 ライト
辛口

フル
甘口

産地：デアル・マーレ (Dealu Mare)
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：ソーヴィニヨン・ブラン（Sauvignon Blanc）100%

品
名

3,575 (税込）

ヴィア コルツル ピエトレイ ソーヴィニヨン ブラン 2017年
Via Coltul Pietrei Sauvignon Blanc 2017

国：ルーマニア 生産者：メタモルフォシス

Alc. 13.5%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：デアル・マーレ (Dealu Mare)
品質分類：DOC-CMD
熟成：イタリア産樽熟成6ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：シラー（Syrah）100%

品
名

3,575 (税込）

ヴィア コルツル ピエトレイ シラー 2016年
Via Coltul Pietrei Syrah 2016

国：ルーマニア 生産者：メタモルフォシス

Alc. 14％
赤 / 辛口 ライト

辛口
フル
甘口

産地：デアル・マーレ (Dealu Mare)
品質分類：DOC-CMD
熟成：イタリア産樽熟成8ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：ピノ・ノワール（Pinot Noir）100%

品
名

3,685 (税込）

ヴィア マルキーズルイ ピノ ノワール 2016年
Via Marchizului Pinot Noir 2016

国：ルーマニア 生産者：メタモルフォシス

Alc. 14.8％
赤 / 辛口 ライト

辛口
フル
甘口

産地：デアル・マーレ (Dealu Mare)
品質分類：DOC-CMD
熟成：イタリア産樽熟成
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：ネグル デ ドラガシャニ（Negru de Dragasani）100%

品
名

3,795 (税込）

ヴィア マルキーズルイ ネグル デ ドラガシャニ 2018年
Via Marchizului Negru de Dragasani 2018

国：ルーマニア 生産者：メタモルフォシス

Alc. 14.8％
赤 / 辛口 ライト

辛
フル
甘口

産地：デアル・マーレ (Dealu Mare)
品質分類：DOC-CMD
熟成：イタリア産樽6ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

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

品
名

6,490 (税込）

カントゥス プリムス カベルネ ソーヴィニヨン 2015年
Cantus Primus Cabernet Sauvignon 2015

産地：デアル・マーレ (Dealu Mare)
品質分類：DOC-CMD
熟成：イタリア産樽8ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：フェテアスカ・ネアグラ（Feteasca Neagra）100%

品
名

7,150 (税込）

カントゥス プリムス フェテアスカ ネアグラ 2016年
Cantus Primus Feteasca Neagra 2016

国：ルーマニア 生産者：メタモルフォシス 国：ルーマニア 生産者：メタモルフォシス

Alc. 15.5％
赤 / 辛口 ライト

辛
フル
甘口Alc. 14％

赤 / 辛口 ライト
辛

フル
甘口



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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産地：デアル・マーレ（Dealu Mare）
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：ピノ・ノワール（Pinot Noir）100%

品
名

1,430 (税込）

ノマド ピノ ノワール 2017年
Nomad Pinot Noir 2017

国：ルーマニア 生産者：サハテニ

Alc. 13.5％
赤 / 辛口 ライト

辛口
フル
甘口

産地：デアル・マーレ（Dealu Mare）
品質分類：DOC-CMD
熟成：ルーマニア産樽3ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：フェテアスカ・ネアグラ（Feteasca Neagra）100%

品
名

1,540 (税込）

Nomad Feteasca Neagra 2017

国：ルーマニア 生産者：サハテニ

Alc. 14％
赤 / 辛口 ライト

辛口
フル
甘口

産地：Dealurile Munteniei
品質分類：IGP
熟成：フランス産樽
⇦ 詳細はQRコードで！

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

品
名

1,430 (税込）

ノマド カベルネ ソーヴィニヨン 2018年
Nomad Cabernet Sauvignon 2018

国：ルーマニア 生産者：サハテニ

Alc. 14％
赤 / 辛口 ライト

辛口
フル
甘口

産地：デアルリレ・ムンテニエイ
品質分類：IGP
熟成：ルーマニア産樽12ヵ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：FA 34% + IR 33% + TR 33%

品
名

2,530 (税込）

アルティザン ホワイト 2012年
Artisan White 2012

国：ルーマニア 生産者：サハテニ

Alc. 13.1%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口



サハテニ ワイナリー
Sahateni Winery
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産地：デアル・マーレ
品質分類：DOC-CT Dealu Mare
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：フェテアスカ アルバ（Feteasca Alba） 100%

品
名

2,068 (税込）

Artisan Feteasca Alba 2019
国：ルーマニア 生産者：サハテニ

Alc. 13.5%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：デアル・マーレ（Dealu Mare）
品質分類：DOC-CT
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：タマイオアサ・ロマネアスカ100%

品
名

2,640（税込）

アルティザン タマイオアサ ロマネアスカ 2018年
Artisan Tamaioasa Romaneasca 2018

国：ルーマニア 生産者：サハテニ

Alc. 13.5%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：デアル・マーレ（Dealu Mare）
品質分類：DOC-CT
熟成：ルーマニア産樽12ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：フェテアスカ・ネアグラ（Feteasca Neagra）100%

品
名

2,640 (税込）

アルティザン フェテアスカ ネアグラ 2016年
Artisan Feteasca Neagra 2016

国：ルーマニア 生産者：サハテニ

Alc. 14.5％
赤 / 辛口 ライト

辛口
フル
甘口

産地：デアル・マーレ（Dealu Mare）
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：シャルドネ（Chardonnay）100%

品
名

2,585 (税込）

プロメッサ シャルドネ 2018年
Promessa Chardonnay 2018

国：ルーマニア 生産者：サハテニ

Alc. 13.5%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：デアル・マーレ（Dealu Mare）
品質分類：DOC-CT
熟成：ルーマニア産樽12ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：フェテアスカ・ネアグラ 55% + シラー 45%

品
名

2,585 (税込）

プロメッサ フェテアスカ ネアグラ & シラー 2017年
Promessa Feteasca Neagra & Syrah 2017

国：ルーマニア 生産者：サハテニ

Alc. 14.5％
赤 / 辛口 ライト

辛口
フル
甘口

産地：デアル・マーレ（Dealu Mare）
品質分類：DOC-CT
熟成：ルーマニア産樽3ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：シャルドネ（Chardonnay）100%

品
名

2,970 (税込）

アニマ シャルドネ 2019年
Anima Chardonnay 2019

国：ルーマニア 生産者：サハテニ

Alc. 13.5%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：デアル・マーレ（Dealu Mare）
品質分類：DOC-CT
熟成：ルーマニア産樽19ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

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

品
名

3,850 (税込）

アニマ カベルネ ソーヴィニヨン 2016年
Anima Cabernet Sauvignon 2016

国：ルーマニア 生産者：サハテニ

Alc. 14.6％
赤 / 辛口 ライト

辛口
フル
甘口

産地：デアル・マーレ（Dealu Mare）
品質分類：DOC-CT
熟成：ルーマニア産樽12ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：フェテアスカ・ネアグラ 2014 (33%)、2015 (33%)、2016 (34%)

品
名

5,060 (税込）

アニマ トレイ フェテ ネグレ 14/15/16年
Anima 3 Fete Negre 14/15/16

国：ルーマニア 生産者：サハテニ

Alc. 14.5％
赤 / 辛口 ライト

辛口
フル
甘口



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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産地：セガルチェア（Segarcea）
品質分類：DOC-CMD
熟成：フランス産樽12ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：シラー（Syrah）100%

品
名

4,620 (税込）

ヴァルド アディエレア ヴァントゥルイ 2013年
Vardo Adierea Vantului 2013 

国：ルーマニア 生産者：セガルチェア

Alc. 13.5％
赤 / 辛口 ライト

辛口
フル
甘口

産地：セガルチェア（Segarcea）
品質分類：DOC-CMD
熟成：フランス産樽12ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：カベルネ・フラン 50%、マルセラン 50%

国：ルーマニア

品
名

生産者：セガルチェア

4,620 (税込）

ヴァルド プテーレア ヴォインツェイ 2013年
Vardo Puterea Vointei 2013

Alc. 14％
赤 / 辛口 ライト

辛口
フル
甘口

産地：デアルリレ・オルテニエイ
品質分類：IGP
熟成：フランス産樽12ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：トウリガ・ナショナル（Touriga Nacional）100%

品
名

4,620 (税込）

ヴァルド ピカトゥラ ヴィエツィー 2011年
Vardo Picatura Vietii 2011

国：ルーマニア 生産者：セガルチェア

Alc. 13％
赤 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：セガルチェア（Segarcea）
品質分類：DOC-CMD
熟成：フランス産樽・ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：ヴィオニエ、ピノグリ、シャルドネ

品
名

10,580 (税込）

プリンチペサ マルガレタ ホワイト 2013年
 Principesa Margareta White 2013

国：ルーマニア 生産者：セガルチェア

Alc. 13%
白 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：セガルチェア（Segarcea）
品質分類：DOC-CMD
熟成：フランス産樽18ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：マルセラン（Marselan）100%

国：ルーマニア

品
名

生産者：セガルチェア

13,200 (税込）

プリンチペサ マルガレタ レッド 2009年
Principesa Margareta Red 2009

Alc. 13.5％
赤 / 辛口 ライト

辛口
フル
甘口



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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産地：メヘディンツィ / スタルミナ地区
品質分類：DOC-CMD
熟成：ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：タマイオアサ ロマネアスカ100%

品
名

1,650 (税込）

カステル スタルミナ タマイオアサ ロマネアスカ 2019年
Castel Starmina Tamaioasa Romaneasca 2019

国：ルーマニア 生産者：ヴィンアルテ

Alc. 12.2%
白 / 中甘口 ライト フル

辛口 甘口

品質分類：DOC-CMD Mehedinti 
Starmina / 熟成：30% フランス産
樽6ヶ月間 / 70% ステンレスタンク
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：カベルネ ソーヴィニヨン100%

品
名

1,650 (税込）

カステル スタルミナ カベルネ ソーヴィニヨン 2018年
Castel Starmina Cabernet Sauvignon 2018

国：ルーマニア 生産者：ヴィンアルテ

Alc. 12.42％
赤 / 中辛口 ライト フル

辛口 甘口

品質分類：DOC-CMD Mehedinti 
Starmina（メヘディンツィ・スタルミナ）
熟成：フランス産樽6ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：フェテアスカ ネアグラ（Feteasca Neagra）100%

品
名

1,650 (税込）

カステル スタルミナ フェテアスカ ネアグラ 2018年
Castel Starmina Feteasca Neagra 2018

国：ルーマニア 生産者：ヴィンアルテ

品質分類：DOC-CMD Mehedinti 
Starmina（メヘディンツィ・スタルミナ）
熟成：フランス産樽6ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：メルロー（Merlot）100%

品
名

1,650 (税込）

カステル スタルミナ メルロー 2018年
Castel Starmina Merlot 2018

国：ルーマニア 生産者：ヴィンアルテ

Alc. 12.71％
赤 / 中辛口 ライト フル

辛口 甘口Alc. 12.53％
赤 / 中辛口 ライト フル

辛口 甘口



ヴィンアルテ ワイナリー
Vinarte Winery
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産地：メヘディンツィ / スタルミナ地区
品質分類：DOC-CMD
熟成：フランス産樽2～6ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：FN 40% + NDD 30% + No 30%

国：ルーマニア

品
名

生産者：ヴィンアルテ

2,592 (税込）

ネデーア 2018年
Nedeea 2018

Alc. 13.46％
赤 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：メヘディンツィ / スタルミナ地区
品質分類：DOC-CMD / REZERVA
熟成：フランス産樽12ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：メルロー（Merlot）100%

品
名

3,410 (税込）

プリンス ミルチェア メルロー レゼルヴァ 2017年
Prince Mircea Merlot Rezerva 2017

国：ルーマニア 生産者：ヴィンアルテ

Alc. 14％
赤 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：サンブレシティ / ボロヴァヌ地区
品質分類：DOC-CMD
熟成：フランス産樽18ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

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

品
名

3,850 (税込）

ソアーレ カベルネ ソーヴィニヨン 2017年
Soare Cabernet Sauvignon 2017

国：ルーマニア 生産者：ヴィンアルテ

Alc. 14％
赤 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

産地：デアル・マーレ（Dealu Mare）
品質分類：DOC-CMD / REZERVA
熟成：フランス産樽12ヶ月間
⇦ 詳細はQRコードで！

葡萄：メルロー（Merlot）100%

品
名

4,785 (税込）

プリンス マテイ メルロー レゼルヴァ 2010年
Prince Matei Merlot Rezerva 2010

国：ルーマニア 生産者：ヴィンアルテ

Alc. 14.5％
赤 / 辛口 ライト フル

辛口 甘口

ヴィンアルテ の土壌



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。

ルーマニア産蜂蜜の美味しさの秘密はトレーラー養蜂？

各種類の花の開花期間が短い為、蜜蜂が集められる花蜜の量も限ら
れています。蜂蜜を熟成させる期間も短く、糖度が上がりにくいことも
あります。ルーマニアの養蜂家はこの問題点を解決するため、「トレー
ラー養蜂」という方法を昔から採用しています。

緯度と標高の差によって、同じ花でも開花時期がずれます。そのズレ
を活用し、ルーマニアの養蜂家は巣箱をトレーラーに乗せ、南から北
へ移動し、同じ花から花蜜を集められる期間を伸ばしています。

養蜂家は汚染されていない無公害の国立公園保護区へ出入りする
ことも許可されています。ルーマニアの国立公園保護区は日本では考
えられない広大さで、蜜蜂は存分に花蜜を集められ、純度の高い天
然蜂蜜を生み出せます。時間をかけて移動するため、完熟蜂蜜を作れ
ます。

トレーラーにベッドやキッチンなどが完備されており、養蜂家は蜜蜂
と一緒に数週間から数ヶ月間の旅に出ます。この養蜂方法によって世
界最高基準の本物の蜂蜜を採ることができ、ルーマニアの蜂蜜は高
い評価を受け、全世界に高級品として輸出されています。
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・世界最高峰
・トレーラー養蜂
・本物の自然蜂蜜
・純度100%
・無添加
詳細はQRコードで！

品
名

1,458 (税込）

Natural Romanian Acacia Honey 250g

国：ルーマニア トレーラー養蜂



シングラリス ワイングラス
Singularis Wine Glass

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。

１脚　2,500
２脚　4,800
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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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１脚　2,500
２脚　4,800
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価格
本カタログに表示されている商品価格は、2020年7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。

納品書・請求書・領収書
紙の原料となる森林が伐採されるスピードと再生するスピードは
完全に反比例しており、現代社会の重大な問題となっています。
森林が減少していくことで二酸化炭素の量が増え、地球温暖化が
加速します。次世代のために、ペーパーレス化が不可欠だと考え
ております。古い考え方と古いやり方を捨て、完全なペーパーレス
化を目指し、2020年9月1日より、納品書・請求書・領収書を電子
化させて頂きました。詳細はHPでご覧頂けます。

在庫・ヴィンテージ
品切れやワインのヴィンテージの変更の場合があります。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。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：ベレシュ ダニエル / 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：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、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

045-323-9095
受付時間：10:00 - 17:00

メールアドレス

hello@danielswine.shop

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。

Home Page: www.euroasia-trd.com
Online Shop: www.danielswine.shop

Daniel’s Wine Club: www.danielswine.club

EURO ASIA TRADING

インスタグラム

@danielswine.club



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2021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

27

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.danielswine.club

Home Page: www.euroasia-trd.com
Online Shop: www.danielswine.shop

Daniel’s Wine Club: www.danielswine.club

EURO ASIA TRADING
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===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

電話番号：045-323-9095

===東京営業所===
〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目1番地1 麹町311ビル

電話番号：03-3230-1765

===豊橋営業所===
店舗名：アルテ・ソロレス

〒440-0871 愛知県豊橋市新吉町61
電話番号：0532-87-4802

ROMANIAN WINE CATALOG 2020
世界が注目する銘醸地 ヨーロッパの故郷 ルーマニア

Euro Asia Trading Corporation
ユーロアジアトレーディング株式会社

¥ 540（税込）

ルーマニアワインの最新情報をインスタグラムとフェイスブックでゲットしよう！

facebook.com/daniel.alexandru.beres@danielswine.club


