
TENUTE RUBINO

750ml  6,000 750ml  1,500

750ml  5,000750ml  2,500

750ml  2,800

750ml  2,500

750ml  2,000

750ml  1,500

4948657 402524750ml 6

明るく輝きのある緑がかったほのかな
黄色。エルダーベリー、エニシダ、ラ
イチ、青リンゴ、アーモンドの花、白コ
ショウの香りが、きめ細やかな泡とと
もに立ち上る。生き生きとした豊かな
発泡で、心地よい酸味でバランスのと
れたしっかりとした味わい。食前酒か
ら食中酒まで幅広く楽しめる。

輝きのある美しい淡いサーモンピンク
色。赤いベリー系果実、特にザクロ、
ラズベリー、チェリーなどの香りに加え
て、トースト香のニュアンスが広がる。
エレガントでしっかりとした骨格のあ
るバランスの良い味わいで、長い余韻
を楽しめる。魚介や甲殻類の料理全
般、野菜の天ぷらと良く合う。

緑色の輝きを持つ明るい麦わら黄色。
マンゴーやバナナ、黄桃、グレープフ
ルーツなどの果実やオレンジの花など
の繊細な香り。ミネラルやフレッシュ
な酸味を感じるバランスの良い味わ
い。温かいシーフードサラダ、ポテトと
ムール貝のライスグラタン、スズキの
オーブン焼き、白身肉などと。

輝きのある美しいサーモンピンク色。
フローラルでフルーティなアロマに、
スパイシーかつ芳しい香り。心地よい
酸味と骨格のあるフレッシュな味わ
い。イカスミのリゾット、ロブスターの
タリオリーニ、蛤とチェリートマトのリ
ングイネ、魚のカルパッチョ、魚のスー
プなどと共に。

金色を帯びた麦わら黄色。アイリスや
アカシアの花に、パイナップル、黄桃、
バニラ、アーモンド、潮の香りが続く。
エレガントでリッチな味わい。フレッ
シュさと酸味のバランスが良く、長期
熟成に向く。魚介のリゾットやマグロ
の炭火焼き、生の魚介類、クスクスな
ど魚介料理全般と好相性。

やわらかなスミレ色がかった明るいピ
ンク色。イチゴやザクロ、チェリーな
どの果実の香り。心地よい酸味で、フ
レッシュ且つエレガント、繊細でやさし
い味わい。魚介の前菜や野菜の天ぷ
ら、リゾット、トマトとエビのリングイ
ネ、魚のオムレツ、魚のカルパッチョ、
イカの詰め物などと。

明るく輝くピンク色。スミレやチェ
リー、バラの香りに、ザクロ、ラズベ
リー、イチゴのヒントを感じるフレッ
シュで芳しい香り。海を感じるミネラル
と、柔らかく丸みのある味わいが口中
に広がる。なすの詰め物、ウニのスパ
ゲッティ、ポルチーニのリゾット、プー
リアのフォカッチャなどと。

濃い輝きのルビー色。チェリーやブ
ラックカラント、ブルーベリー、ブラッ
クベリーの香りに、ナツメグやココア
のヒント。タンニンと酸のバランスが
良く、味わいは温かみがあり滑らかで
ダイナミック。ボロネーゼのタリアテッ
レ、ローマ風サルティンボッカ、ラム肉
のロースト、チーズなどと。
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タイプ

タイプ
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ぶどう品種

ぶどう品種

原産地呼称

原産地呼称 原産地呼称

原産地呼称
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熟成

熟成 熟成
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ロゼ／発泡／辛口

白 ⁄ 辛口 ロゼ ⁄ 辛口

ロゼ ⁄ 辛口

白／発泡／辛口

ススマニエッロ

マルヴァジア・ビアンカ ネグロアマーロ

ススマニエッロ

ヴェルメンティーノ

I.G.T.

I.G.T. D.O.C.

I.G.T.

I.G.T.

瓶内二次発酵 42か月以上

ステンレスタンク8～9か月
＋瓶内6～8か月

ステンレスタンク5か月＋瓶内
2か月

ステンレスタンク5か月以上
＋瓶内1～2か月

シャルマ

タイプ

ぶどう品種

原産地呼称

熟成

ロゼ ⁄ 発泡 ⁄ 辛口

ススマニエッロ

I.G.T.

瓶内二次発酵 30か月以上

TORRE TESTA ROSATO

GIANCOLA

SUMARÉ 42

LIBENS SUMARÉ 30

SATURNINO

MARMORELLE ROSSO

MARMORELLE BIANCO

オーナー ルイージ・ルビーノ、妻 ロミーナ・レオパルディ

タイプ

ぶどう品種

原産地呼称

熟成

赤 ⁄ ミディアムボディ

I.G.T.

ステンレスタンクと40hl の
フランス産樽で12～18か月
＋瓶内3か月

ネグロアマーロ
マルヴァジア・ネーラ

タイプ

ぶどう品種

原産地呼称

熟成

白／辛口

I.G.T.

ステンレスタンク6か月＋瓶内
2～3か月

シャルドネ
マルヴァジア・ビアンカ

750ml 6 750ml 64948657 402548 4948657 402616

750ml 6 750ml 64948657 402623 4948657 402500

4948657 402562750ml 6

750ml 6 4948657 402517750ml 6 4948657 402579

3938



750ml 6

750ml  4,400 750ml  4,400

750ml  2,400750ml  2,000

750ml  7,700 500ml  4,000

4948657 402531

4948657 402593

4948657 402609

4948657 402555

4948657 402586

4948657 402630

750ml 6 750ml 6

750ml 6

750ml 6 500ml 6

濃いルビー色。ブランデー漬チェリー、
マルベリージャム、ブルーベリー、ブ
ラックベリー、ブラックカラント、腐葉
土、タバコ、ジンジャー、黒コショウ、
ハーブなどの複雑な芳香。果実味と酸
味、タンニンがミネラルと絡み合い力
強く温かみのある味わい。超熟に最
適。狩猟肉のパスタなどと。

紫がかった濃いルビー色。チェリーや
ザクロ、ラズベリー、熟したプラムなど
赤い果実の芳醇な香り。優しいタンニ
ンとミネラル感のまろやかな味わいで、
滑らかな口当たり。なすやピーマンの
詰め物やトマトソースのオレキエッテ、
ポルチーニのリゾット、セミハードチー
ズ、グリルした肉などと。

深みのある濃いルビー色。ブランデー
漬けプラムやブラックカラント、ブルー
ベリージャム、クローヴ、ナツメグの芳
醇な香りに、アニス、スミレ、甘草の
トーン。バランスの良い酸とまろやかな
タンニンの力強い味わい。ロール焼き
なす、ラザニア、チーズなどしっかりし
た味わいの料理と。

濃く明るいガーネット色。ブランデー
漬けチェリーやチョコレート、黒コショ
ウ、プラムの芳香に、なめし皮、タバ
コ、クローヴのヒント。温かみがあり滑
らかでリッチな、優雅さと力強さを兼
ね備えたワイン。ジビエ、黒トリュフと
ポルチーニのニョッキ、ソーセージの
オレキエッテ、チーズと。

スミレ色の輝きを持つ黒みがかった
ガーネット色。ブランデー漬けのブラッ
クチェリー、プラム、ブラックカラント、
ブラックベリージャムの複雑な芳香に
チョコレートやジュニパー、ナツメグ、
甘草、シナモンなどのヒント。クリーン
で優雅、且つしっかりした酸とタンニ
ンの力強い濃厚な味わい。

スミレのような明るいルビー色。ラズ
ベリー、ブルーベリー、スミレのヒント
に、ナツメグ、バラ、ストロベリーのア
ロマ。大地のミネラル香を感じさせる
深みのある味わい。果物を囓っている
ような凝縮感。しっかりした骨格と優
しい酸が特徴的。赤いベリーのタルト
と好相性。ワイン単体でも。

タイプ

タイプ タイプ

タイプ

ぶどう品種

ぶどう品種 ぶどう品種

ぶどう品種

原産地呼称

原産地呼称 原産地呼称

原産地呼称

熟成

熟成 熟成

熟成

赤／フルボディ

赤／フルボディ 赤／デザートワイン／極甘口

赤／ミディアムボディ

プリミティーヴォ

ススマニエッロ アレアティコ

プリミティーヴォ

I.G.T.

I.G.T. I.G.T.

I.G.T.

ステンレスタンク5～6か月、
フランス産オークのバリック
8か月＋瓶内12か月以上

ステンレスタンク5～6か月、
フランス産オークのバリック
で12か月以上＋瓶内12か月

ステンレスタンク6～7か月
＋瓶内6か月

ステンレスタンク5か月、
40hlのフランス産樽で4か月
＋瓶内4～6か月

タイプ

ぶどう品種

原産地呼称

熟成

赤／ミディアムボディ

ススマニエッロ

I.G.T.

ステンレスタンク10か月＋
瓶内2か月以上

TORRE TESTA

JADDICO

PUNTA AQUILA OLTREMÉ

ALEATICO

VISELLIO

タイプ

ぶどう品種

原産地呼称

熟成

赤／フルボディ

D.O.C.

ステンレスタンク 14か月、
フランス産オークのバリック
で8～9か月＋瓶内3か月以上

ネグロアマーロ 80%
ススマニエッロ 20%

スリーボンド貿易株式会社　お問い合わせ先： TEL 03-5447-6991 4140


