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大阪本社：大阪市中央区南久宝寺町 2-2-7 イタリアビル 06-6264-5151
東京支店： 東京都渋谷区渋谷 2-12-19東建 INTLビル 1F 03-3486-5655

福岡 - 札幌 - 名古屋

Veneto

Memoʼs Co.,Ltd.

イタリア、ヴェネト州、フォッサルタ・ディ・ピアーヴェ (VE)

ボッテール社は、ヴェネツィアからウーディネ⽅⾯に約 30 ㎞、ピアーヴェ
川沿いにある⼩さな町に、1928 年に創業しました。

初代であるカルロ・ボッテールとその妻マリーアが始めたワインの量り
売り業が始まりです。
1950 年、2 代⽬のアルナルドとエンツォが商いに加わり、ボトリングワ
インの販売を開始。流通範囲を広げたことにより、イタリア国内での存
在感を⾼め、同時に海外に向けてのマーケット拡⼤に乗り出しました。
1970年代には、海外販路を広げるとともに取扱い製品を拡充。トレヴィー
ゾの⾃社畑で栽培した葡萄から⾃家⽣産を始め、⾃社⽣産ワインの販売
も開始しました。
1980 年代、イタリア全⼟で、より⼩さな単位での地理的⾵⼟『テロワー
ル』の概念が定着する中、同社は購⼊者の視点に⽴った【イタリアらしさ】
に注⽬。世界中のより広いニーズに応えるため、独⾃性のあるテロワー
ルを持ち、それぞれの⽣産ワインにその地域特性を特に⾊濃く⾒せる、
アブルッツォ、カンパニア、プーリア、シチリアといった南イタリアの、
葡萄栽培、ワイン醸造の歴史が最も古い地域で、脈々と伝えられてきた
葡萄品種を選びだし、世界中のお客様に【イタリアらしさ】を⼀覧でご
提案するという⼿法を⽣み出しました。
こうして、【イタリア各地が誇るコストパフォーマンスに優れたワインを、
⼀度に選びながらご提案することができる】という、今⽇のボッテール
を特徴づけるスタイルで同社はマーケットを拡⼤してきました。
現在は第 3 世代⽬のルーカ、アンナリーザとアレッサンドロの 3 兄弟が
ボッテールをけん引します。

サステナビリティ
ボッテールでは次世代に対する責任として、持続可能性 - サステナビリ
ティ - に取り組んでいます。
汚染排出物の可能な限りの削減や、廃棄物の再成、再⽣不可能なエネル
ギー資源の回収など、環境分野のサステナビリティはもちろんのこと、
雇⽤を⽣み出し、幸福、安全、教育、健康など⼈が⽣活するための条件
を確保し、地域に貢献する経済的分野、商品の品質とお客様の健康に対
する期待に応える製品を保証する、社会的分野でも実践しています。

我々世代のニーズを満⾜させるためのあらゆる活動、あらゆる選択が、
次世代が担う来るべき将来を損なう結果となってはならず、この責任は
企業⽂化として活動のすべてのフェーズで意識しています。

ボッテール社は、イタリアワイン最⼤の輸出業者の⼀つに数えることが
でき、業界 7 位、約 8,600 万本を年産しています (2017 実績 )。世界中
に輸出されるイタリアワインの 35 本に 1 本はボッテール社製品で、そ
れら製品を⼿に取るお客様への品質保証の⼀つとして、ボッテール社は
様々な国際認証を取得しています。お客様の安⼼を追及しているのです。

BRC-7_GSFS_2019
BRC グローバルスタンダード ( BRC Global Standards) 認証
英国⼩売協会 (BRC) によって策定され、世界⾷品安全イニシアチブ
(GFSI)によって認証として承認されます。⾷の安全性を保証しています。

IFS-6 2019
国際⾷品規格（International Food Standard︓IFS）
ドイツ⼩売協会（Handelsverband des deutschen Einzelhandels︓
HDE）が発案。製造し販売する⾷品が安全性規格、品質規格、法的規格
を最⾼基準で満たしていることを顧客に⽰します。

ISO 9001 2018-IQNET
ISO 9001 は、⼀貫した製品・サービスの提供と顧客満⾜の向上を実現
するための品質マネジメントシステムの要求事項を満たしていることを
証明します。

SMETA CERTIFICATION    SMETA（⾷品・流通）
(Sedex -Supplier Ethical Data Exchange- Members Ethical Trade 
Audit)
企業内部の取組みはもちろんのこと、取引先に対する環境・労働安全衛⽣・
労働・倫理の要求レベルの説明、及びその評価。各国の現地法に加え世
界の共通認識である⼀般要求事項をクリアできていることを証明します。

STATUS AEO
WCO（世界税関機構）において、セキュリティ管理と法令遵守の体制が
整備された事業者を税関が認定し、税関⼿続の簡素化等のベネフィット
を与える「AEO(Authorized Economic Operator) 制度」の概念を含む
国際的な枠組み



Memoʼs Co.,Ltd.

Alc.%vol︓
飲⽤適温︓
商品番号︓
容量/⼊数︓
JAN/EAN︓
葡萄品種︓

参考価格︓

14.5%
18-20℃
796-004
750ml/12本
8008863060102
ネグロアマーロ、マルヴァジア
・ネーラ、メルロー、カベルネ
1,400円 (税抜価格)

プーリア IGT  ロッソ アッパッシメント  『ドラッポロッソ』
8 ⽉末から 9 ⽉頭にかけて収穫した葡萄を、温度を⼀定に保った⾵通しの良い専⽤室で
約 2 週間アッパッシメント（陰⼲し）します。⽔分を蒸発させ糖分を凝縮させた葡萄を丁
寧に選果し、除梗しソフトプレス。発酵を開始。約 8 ⽇間マセラシオン。アルコール発酵後
はオーク樽に移し替え、約 2 か⽉熟成します。深紅⾊。プラムやレーズン、オーク樽由来の
スパイスの⾹り。
ローストした⽜⾁、⽺⾁と相性抜群。猪やシカなどの狩猟⾁にも良く合います。

Alc.%vol︓
飲⽤適温︓
商品番号︓
容量/⼊数︓
JAN/EAN︓
葡萄品種︓

参考価格︓

13.0%
18-20℃
796-005
750ml/12本
8008863060096
ネグロアマーロ、マルヴァジア
・ネーラ
1,400円 (税抜価格)

サリチェ・サレンティーノ DOC リゼルヴァ 『デュカーレ』
除梗破砕した葡萄は、7-8 ⽇マセラシオンし、⾊素等の抽出を促します。アルコールおよ
びマロラクティック発酵は、25 〜 27℃に設定したステンレス製タンクで⾏います。
澱引き後ステンレスタンクで 1 年、樽で 1 年熟成します。
わずかにオレンジのニュアンスを持つ深い⾚。ドライで豊満、しっかりとしたストラクチ
ャーと調和を感じ、バランスが良い。燻製や蒸し焼きにしたお料理、⾚⾝⾁のお料理にお
勧めします。熟成チーズとも相性が良いでしょう。

Alc.%vol︓
飲⽤適温︓
商品番号︓
容量/⼊数︓
JAN/EAN︓
葡萄品種︓
参考価格︓

11.0%
8-10℃
796-301
200ml/24
8008863059564
グレラ 100％
600円 (税抜価格)

プロセッコ DOC  スプマンテ エクストラ･ドライ 『コルテストラーダ』 200ml

収穫は 9 ⽉中旬頃。ソフトプレスで得たモストを低温静置。アルコール発酵してベースワ
インに。エノロゴがスプマンテに適したベースワインをブレンドし、蒸留濃縮したモスト
と酵⺟を加えて 14℃のオートクレーブで 2 次発酵。
透明感のある淡い⻨わら⾊。デリケートなアロマ、バナナ、リンゴ、アカシアの花の⾹り。
フレッシュでバランスが良く、⾷前酒に最適。各種前菜、デリケートなパスタリゾット、ス
ープ類とも相性が良いでしょう。⾏楽のお供にも使いやすい 200ml です。

味わい
⽢⼝ ⾟⼝中⼝

酸味
弱い 強い

Alc.%vol︓
飲⽤適温︓
商品番号︓
容量/⼊数︓
JAN/EAN︓
葡萄品種︓
参考価格︓

13.5%
18-20℃
796-003
750ml/12本
8008863060119
ネーロ・ダーヴォラ 100%
1,400円 (税抜価格)

シチリア DOC ネーロ･ダーヴォラ 『プロディゴ』
10 ⽉初旬、葡萄の葉柄を切り取り、房を樹上に残したまま、約 15 ⽇間樹上乾燥 ( アッパ
ッシメント ) し、果実の重量を約 50% にします。葡萄を厳選し、プレスし発酵を開始。⽐
較的⻑くマセラシオンをしアロマと特徴的な⾊調を引き出します。発酵後は樽に移し替
え、5-6 か⽉熟成します。深紅⾊。ほのかなスパイスと、乾燥イチジク、完熟フルーツ、バニ
ラの⾹り。まさしくお⾁のローストやグリルのためのワイン。⾚⾝⾁、ジビエと相性が良
いでしょう。硬質熟成チーズとも美味しくいただけます。

味わい
⽢⼝ ⾟⼝中⼝

ボディ
ライト フルボディミディアム

渋み
弱い 強い

味わい
⽢⼝ ⾟⼝中⼝

味わい
⽢⼝ ⾟⼝中⼝

渋み
弱い 強い

味わい
⽢⼝ ⾟⼝中⼝

味わい
⽢⼝ ⾟⼝中⼝

渋み
弱い 強い

Sicilia

Alc.%vol︓
飲⽤適温︓
商品番号︓
容量/⼊数︓
JAN/EAN︓
葡萄品種︓

参考価格︓

12.5%
9-10℃
796-103
750ml/12
8008863062601
シャルドネ 60％、
マルヴァジア・ビアンカ 40％
1,400円 (税抜価格)

プーリア IGT  ビアンコ 【ヴェルソ】
品種ごとにアルコール発酵、醸造します。
収穫を遅らせて熟成感を増したシャルドネを収穫後すぐに除梗しソフトプレスし、発酵。
3 か⽉間バリックで熟成。マルヴァジアは収穫後すぐに温度管理したステンレスタンクで
発酵。バトナージュしながら熟成した後、2 つのワインをブレンドします。ブドウ由来の爽
快なアロマを持ち、柑橘系、メロン、樽由来の⾹り。まろやかな⼝当たり、フレッシュで⻑
い余韻が特徴的です。⿂介類、⽩⾝⾁のグリルと相性抜群です。

味わい
⽢⼝ ⾟⼝中⼝

酸味
弱い 強い

Puglia

Veneto


