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 イタリア大使館とイーチェ・イタリア貿易促進機構は、2011年・2012年と大好評を博した「イタリアワイン 
三千年」プロジェクトを今年も実施します。 
 2013年は、レストラン・小売店の101店によるご協力のもと、79店のレストランが参加する「トレ・ビッキ
エーリ・セット」キャンペーンと、22店の小売店が参加する「イタリアワイン試飲販売」キャンペーンを開催
します。レストランでイタリアワイン3種（3杯）セットまたは小売店でイタリアワイン1本のお買い上げにつき、
1つ押印されるスタンプにてご応募いただけます。抽選でイタリアワイン2本セットを30名様へプレゼントい
たします。 
 ぜひ、この機会にレストランでおいしい料理とともに、またおうちでご家族とともに、イタリアワインをお
楽しみいただき、キャンペーンにご参加ください。   
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キャンペーン概要 

 Embassy of Italy - Trade Promotion Office  

イタリア大使館 貿易促進部  

A イタリアワイン三千年「トレ・ビッキエーリ・セット」 キャンペーン 
  キャンペーン参加のレストランにてイタリアワイン3種（3杯）セットをお買い上げにつき、スタンプを1つ押印。 
   専用応募はがきに必要事項をご記入のうえ、切手を貼り、ポストへ投函してご応募ください。           
 
B イタリアワイン三千年「イタリアワイン試飲販売」キャンペーン 
  キャンペーン参加の小売店にてイタリアワインを1本お買い上げにつき、スタンプを1つ押印。 
  専用応募はがきに必要事項をご記入のうえ、切手を貼り、ポストへ投函してご応募ください。 
 
◆参加対象／レストランにてイタリアワイン3種（3杯）セットまたは小売店にてイタリアワイン1本をお買い上げのお客様 
◆応募資格／上記1セットまたは1本お買い上げにつき、専用応募はがきにスタンプを1つ押印にて1口 
◆応募方法／店頭にて配布の「TASTING NOTE（ワインノート）」内の応募はがきにスタンプを押印いただき、必要事項を 
                   ご記入のうえ、切手を貼り、キャンペーン事務局までお送りください。 
         ※ご応募はお一人様はがき1枚までとさせていただきます。 
◆応募締切／2013年11月22日（金）当日消印有効 
◆賞品／イタリアワイン2本セットを30名様へプレゼント 
◆当選発表／賞品の発送をもって当選者の発表にかえさせていただきます。 
 

詳しくは、公式サイト www.3000annidivinoitaliano.jp をご覧ください。 
問い合わせ先：イタリアワイン三千年〈トレ・ビッキエーリ・セット〉〈イタリアワイン試飲販売〉キャンペーン事務局 

          TEL. 050-3736-9420 （平日：9：30～17：30） 

◆期間／2013年11月1日（金）～16日（土）◆ 

 「イタリアワイン三千年」とは… 
 イタリアでワイン造りが始まったのは紀元前10世紀頃であるといわれています。 
 ギリシア人によって伝えられたぶどうの栽培・醸造方法は、イタリアの風土に適合し、 
 半島全体へと広がっていきました。ギリシア人は羨望をこめてイタリアを「ワインを造る 
 大地（エノトリーア・テルス）」と呼び、以来三千年、ワインの国として知られています。 
  
 イタリアのワイン生産量は2010年に世界第1位になりました。南北にのびる地形の気候と 
 風土から生まれる、多彩な味わいのワインは世界をリードする存在です。 

イタリアワイン2本セットを30名様へプレゼント 



「イタリアワイン三千年」キャンペーン参加店舗一覧 

東京都立川市 アトリオ 

東京都台東区 バール オステリア コムム 

東京都江東区 EATALY アトレ亀戸店 

神奈川県横浜市 EATALY 横浜ポルタ店 

東京都渋谷区 EATALY 代官山店 

東京都中央区 EATALY 日本橋三越店 

東京都中央区 イゾラ ブル 

神奈川県横浜市 イタリアワイン＆バール クラッ 

東京都杉並区 イタリアン ラビー 

東京都墨田区 イタリアン・バル・クインテット 

東京都港区 イタリアンバール リチェット 

東京都港区 イル・カンティニエーレ 

東京都新宿区 イル・バーカロ 

東京都立川市 イン カメラ 

神奈川県横浜市 ヴィーノ ヴォーノ 

東京都武蔵野市 ヴィッラ・マニョーリア 

大阪府大阪市 ヴィネリア ピンコパリーノ 

東京都新宿区 エクセレント クラブ 新宿 

茨城県守谷市 オステリア アルバ 

東京都新宿区 オステリア イル バッティクオーレ 

東京都目黒区 オステリア ジャポネーゼ 

東京都目黒区 カシーナ カナミッラ 

東京都豊島区 ガッタイオーラ・ドルチ 

愛知県名古屋市 カフェ ロータス 

東京都練馬区 カンヴァス・ダ・ディエゴ 

東京都中央区 グスタヴォ 人形町店 

神奈川県平塚市 クチーナ･ジータ 

東京都港区 グリーゼ 

東京都立川市 シェ いなば 

東京都渋谷区 タベルナ＆バール イタリアーノ タロス 

東京都港区 タワーズグリル 

東京都文京区 タンタローバ 

東京都港区 つぎわり 

東京都千代田区 ディ･ビーノ 

東京都千代田区 デリツィオーゾ フィレンツェ 

東京都中央区 トーキョー マルマーレ 

栃木県宇都宮市 トラットリア エッセ 

東京都港区 トラットリア イル フィーゴ インゴルド 

群馬県富岡市 トラットリア エ バル イル ジラソーレ 

神奈川県川崎市 トラットリア ギヘイ 

東京都中野区 トラットリア・イル・フォルネッロ 

東京都港区 トラットリア・ダル・ビルバンテ・ジョコンド 

東京都江東区 パパトリア 

東京都中央区 バラ ババオ 

東京都渋谷区 パンツェロッテリア 

東京都港区 ピアディーナ 

東京都墨田区 ピッツェリア トラットリア トムトム 錦糸町店 

東京都港区 ビッフィ・テアトロ 

神奈川県横浜市 プリマ ステラ 

東京都渋谷区 ベオーネ 

東京都渋谷区 ベルマーレ･カフェ 

千葉県千葉市 (株)いまでや 

東京都渋谷区 (有)別所商店 

神奈川県横浜市 EATALY 横浜ポルタ店 

東京都渋谷区 EATALY 代官山店 

東京都中央区 EATALY 日本橋三越店 

東京都新宿区 イータリー 新宿京王店 

東京都目黒区 イータリー･自由が丘 

神奈川県横浜市 イル・カーリチェ 

東京都豊島区 カルディ コーヒー ファーム I Terrace落合南長崎 

東京都武蔵野市 カルディ コーヒーファーム 吉祥寺店 

東京都町田市 カルディ コーヒーファーム 町田東急ツインズ店 

神奈川県横浜市 カルディ ファームコーヒー 青葉台東急スクエア店 

神奈川県横浜市 カルディコーヒーファーム 横浜ベイクォーター店 

和歌山県和歌山市 ビアンコ ロッソ 

東京都港区 ナショナル麻布スーパーマーケット 

徳島県徳島市 マルキチ 

東京都渋谷区 ラ･ボッティリエラ ヴ･エンメ・ヴェンティ 

大阪府大阪市 株式会社ニシノ酒店 

神奈川県横浜市 阪急都築 

千葉県千葉市 千葉そごう 

東京都府中市 野口酒造店 

宮崎県延岡市 藤原酒店 

レストラン 79店舗 

小売店 22店舗 

長野県茅野市 マハロカフェ リストランテ 

東京都千代田区 ラ･カサリンガ 

東京都港区 ラ・スコリエーラ 

東京都目黒区 ラ・ルーナ・ロッサ 

愛知県名古屋市 リストランテ イル ソーレ 

東京都新宿区 リストランテ ソプラ アクア 

京都府京都市 リストランテ ディボ・ディバ 

京都府木津川市 リストランテ ナカモト 

大分県別府市 リストランテ フィオーレ 

東京都港区 リストランテ ペガソ 

東京都港区 リストランテ ラ チャウ 

大阪府大阪市 リストランテ・コロッセオ 

京都府京都市 リストランテ・タントタント 

東京都渋谷区 レガーロ 

東京都港区 ロッツォシチリア 

東京都港区 ワインダイニング・バー・アドレス新橋店 

東京都中野区 ワインバー アンド ダイニング ラ ヴィ 

京都府京都市 ワインバー･ カヴァレッタ 

京都府京都市 ワインバー・ロスコ 

東京都国分寺市 ワインバル うららかくにたち 

北海道札幌市 ワイン酒場 ワインズ 

神奈川県藤沢市 伊タリアン伊酒屋 GATTI藤沢店 

神奈川県横浜市 伊タリアン伊酒屋 GATTI横浜店 

東京都豊島区 欧州目白食堂Junjino 

東京都港区 日本食 りゅうの介 

東京都港区 美の蔵 

東京都墨田区 洋食とイタリアン テルツォ３ 

大阪府大阪市 溶岩石の窯焼きイタリアン＆ピッツァ テネレッツァ 


