篠ノ井 駅

26 Ro̲vinyard（アールオーヴィンヤード） 前澤隆行

20 VART（バート・ジャパン） 長谷川真次

千曲川ワインバレー［ 東 地 区 ］
産 地を担うつくり手たち 2 0 2 1
更埴ＩＣ 更埴ＪＣＴ

メルロ／シャルドネ／リースリング／
ソーヴィニヨン・ブラン／カベルネ・フラン／ヤマブドウ

ピノ・グリ／ピノ・ノワール／リースリング／
シャルドネ／メルロー／ピノ・ブラン

上田市真田町、
殿城

東御市和5180

TEL： 090-3094-9336

TEL： 070-8419-2786

FAX： 0268-75-8113
E-mail： info@vart-jpn.com

E-mail： t-maezawa@rovineyard.com
Facebook： @Rovineyard

4

1

E-mail： jly301959＠icloud.com
Instagram： @kojimaya̲wine

千曲駅

な
の

マルベック／シラー／ゲヴェルツトラミナー
千曲市桑原1182

千曲市

戸倉 駅

TEL&FAX： 026-274-1067
E-mail： info@kitazawabudouen.com
http://kitazawabudouen.com/

2 イルフェボー 落合良晴

坂城町

メルロ／シラー／ピノ・ノワール／カベルネ・ソーヴィニヨン／
シャルドネ／ゲヴェルツトラミネール ほか

坂城 駅

千曲市八幡4030-1

5

3 Wa Yawata 渡辺 菊
カベルネ・ソーヴィニヨン／シャルドネ／ソーヴィニヨン・ブラン ほか
千曲市八幡

坂城ＩＣ

TEL： 090-7107-0900

テクノさかき駅

Facebook：@渡辺菊

上田市

西上田 駅

東御市和 6027

TEL＆FAX： 0268-80-9100

TEL： 0268-63-7373

E-mail： shop@nagomivineyards.jp
Facebook： @nagomivineyards

E-mail： info@villadest.com
Facebook： @villadest.jpn

Instagram： @nagomivineyards

Instagram： @villadestwinery

Twitter：@nagomivineyards

Twitter： @VilladestStuff

http://www.nagomivineyards.jp

http://www.villadest.com/

E-mail： aperturefarm@gmail.com

E-mail： info@d-nakajima.jp

Facebook： @aperturefarm

6

メルロ／カベルネ・ソーヴィニヨン／カベルネ・フラン／
シャルドネ／ソーヴィニヨン・ブラン
上田市生田
E-mail： stayfoolishdaisetsu@icloud.com

11 Water Valley Vineyard

12 シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー 小林弘憲
メルロ／カベルネ・ソーヴィニヨン／シラー／プティ・ヴェルド／
ピノ・ノワール／シャルドネ／ソーヴィニヨン・ブラン
上田市長瀬146-2
TEL： 0268-75-8790
https://www.chateaumercian.com

13 シクロヴィンヤード(株)／496ワイナリー 飯島規之・祐子
メルロー／シャルドネ／ソーヴィニヨン・ブラン／
ピノ・ノワール／アルモノワール
東御市八重原1018
E-mail： cyclo-vineyards@ueda.ne.jp
Facebook： @cyclovineyard
Twitter：@Cyclovineyard1
https://www.cyclovineyards.com/

23
24

7

9
8

北

12

陸

新

TEL： 0268-71-5973

TEL&FAX： 0267-41-6671
https://www.terredeciel.jp/

46 ドメーヌ・フジタ 藤田正人

Instagram： @ruedevin.jp

ピノ・ノワール／シャルドネ／ソーヴィニヨン・ブラン
小諸市滋野甲糠地4162-221

http://ruedevin.jp/

E-mail： domainefujita@gmail.com

38 ぼんじゅーる農園醸造所 蓑輪 康

www.nukajiggfarm.com

ピノ・ノワール／シャルドネ／アリゴテ／ピノ・グリ／
ガメイ／ピノ・ブラン ほか

47 農花（のうはな） 岡本なるみ
シャルドネ／ソーヴィニヨンブラン／ミュラートゥルガウ／
バッカス／ゲベルツトラミネール／カベルネフラン ほか

28
25
29

な

の

鉄

E-mail： info@nouhana.com
Facebook： ＠農花nouhana
https://nouhana.com

39 Présentir（プレザンティール） 村井敏人

3231 30
33

し

小諸市滋野甲

https://bonjour.wine

43

34 35
3637
40
38 39

道

0
2 ,0 0
シャルドネ／ピノ・ノワール／メルロー／
ソーヴィニヨン・ブラン／ピノ・グリ／プティ・ヴェルド ほか
東御市鞍掛1161
TEL：090-5659-3208
E-mail: presentir2013＠gmail.com
http://www.presentir2013.com/

44

42

41

48 Grain Mûr（グラン・ミュール）カワグチ葡萄園 川口 聖
カベルネ・ソーヴィニヨン／メルロ／カベルネ・フラン／
シャルドネ／シャスラ／ピノ・グリ／甲州 ほか
小諸市滝原1495
TEL： 090-9683-8197
E-mail： gravityzero.166@gmail.com
Facebook： ＠grainmur

45
46 47
48

小諸ＩＣ

滋野駅

49

御代田町

小諸市

軽井沢町

1, 00 0

中軽 井 沢 駅

イン
浅 間 サン ラ

50

信濃追分駅

軽井沢駅

小諸駅

13

御代田駅

平原 駅

15 14
16

52

17

カベルネ・フラン／ピノ・ノワール／
ピノ・グリ／ソーヴィニヨン・ブラン
立科町牛鹿明神下1728
TEL： 090-1424-4098
Facebook： ＠Abbey's Vines

の
しな

鉄道
北

陸

新

幹

線

49 マンズワイン小諸ワイナリー 西畑徹平
メルロ／カベルネ・ソーヴィニヨン／シャルドネ／
信濃リースリング／ソーヴィニヨンブラン ほか
小諸市諸375
TEL：0267-22-6341
（ショップ直通）FAX：0267-22-6339
https://mannswines.com/

佐久小諸ＪＣＴ
佐久北ＩＣ

16 Abbeyʼs Vines 安孫子 尚

50 Mille・Beaute 中根 靖
シャルドネ／ソーヴィニヨンブラン／メルロー／カベルネ・フラン
小諸市菱野・小諸市大字菱平1072-2
TEL： 090-6488-4117
E-mail： millebeaute09@gmail.com
Facebook： ＠Mille・Beaute
https://millebeaute.jimdofree.com/

佐久ＩＣ

18

19

ヤマブドウ
長和町大門3518-781
TEL&FAX： 0268-60-2788
http://audreyfarm.ocnk.net/

佐久中佐都ＩＣ

長和町

佐久平Ｓ
ＩＣ

佐 久平 駅

立科町

17 オードリーファーム 奥山次郎

メルロ
立科町山部小林251
E-mail： rinka2018tateshina@gmail.com

小諸市滋野甲天池4063-5

FAX： 0268-71-5983

51

15 たてしなップルワイナリー 井上雅夫

18 輪果(りんか)ファーム 山本栄子

シャルドネ／ピノ・ノワール／ピノ・グリ／
ソーヴィニヨン・ブラン ほか

Twitter：@aetyminowa

14 ヴィンヤード カラリア 中村大祐

メルロ／マスカット・ベーリーA／ソーヴィニヨン・ブラン ほか
立科町牛鹿1616-1
TEL:0267-56-2288
FAX:0267-56-3522
（カフェ）
立科町茂田井2564-1
TEL:0267-56-3555
https://tateshinapple.jp/

45 テールドシエル 池田岳雄

E-mail： info@ruedevin.jp
Facebook： @RuedeVin

26 27

線

シャルドネ／メルロ／カベルネ・フラン
立科町藤沢1185番地42
トラストアンドアソシエイツ株式会社
TEL： 080-4678-4379
http://trustassociates.co.jp/

Facebook：@cavehatano

E-mail： info@bonjour.wine
Facebook：@aetyminowa

田中駅

幹

E-mail： nobutaka@c-hatano.com

http://hasumifarm.com/

TEL： 0268-63-4144

東御市
11

TEL： 080-6936-9646 FAX： 0268-55-7412

Twitter： @Hasumifarm

東御市祢津240-3

東部湯の丸ＩＣ

大屋駅

Instagram： @hasumifarm

東御市祢津405

メルロー／シャルドネ
東御市和7785

10

青木村

シャルドネ／メルロー
東御市新張525-4

佐久南ＩＣ

小海 線

（ウォーターバレーヴィンヤード） 室賀満男
メルロ／カベルネ・フラン／カベルネ・ソーヴィニヨン／シャルドネ
上田市生田
E-mail： watervalley2011@gmail.com
Instagram： @wv.wine2011

22

イ
ン

44 cave hatano（カーヴハタノ）波田野信孝

E-mail： info@hasumifarm.com
Facebook： @hasumifarm

シャルドネ／ピノ・ノワール／ソーヴィニヨン・ブラン／
カベルネ・ソーヴィニヨン／メルロー／カベルネ・フラン ほか

小海 線

10 トゥモローワイン 田村 稔

ラ

信濃国分寺駅

8 Veraison-Note（ヴェレゾン・ノート） 中川裕次・櫻山記子

メルロ／カベルネ・フラン／シラー／
ソーヴィニヨン・ブラン／プティ・マンサン ほか
上田市富士山
E-mail： sailthe2016@gmail.com
https://sailtheship.rocks/

ン

E-mail： iijima.nsu@gmail.com

37 リュードヴァン 小山英明

31 児玉邸 児玉俊一・児玉寧

21
サ

TEL： 090-7203-2482

東御市祢津413

20

上田電 鉄

6 ファンキー・シャトー 金橋豊彦・美智子

9 Sail the Ship Vineyard 田口 航

シャルドネ／甲州／ピノ・ノワール／メルロー／
カベルネ・フラン／アルバリーニョ ほか

30 Aperture Farm（アパチャーファーム） 田辺 良

東御市和4601-3

上田 駅

メルロー／ピノ・ノワール
東御市新張690-3

TEL&FAX： 0268-64-5550

メルロー／シュナン・ブラン
東御市姫子沢、
東上田

間

43 Atelier du Vin（アトリエデュヴァン）飯島 明

36 はすみふぁーむ&ワイナリー 蓮見喜昭

FAX： 0268-63-7374

カベルネ・フラン／メルロー／シュナン・ブラン／
ソーヴィニヨン・ブラン

浅

坂城町坂城9586-47
TEL： 0268-82-2208
https://sakaki.wine/

https://lesvinsvivants.jp

Facebook：@Arugamamawinery

東御市和3420-10

ソーヴィニヨン・ブラン／リースリング

E-mail： ogino@lesvinsvivants.jp

TEL：090-2752-0662

シャルドネ／メルロー／ピノ・ノワール／ソーヴィニヨン・ブラン／
ピノ・グリ／ゲヴェルツトラミネール ほか

上田菅平ＩＣ

TEL： 070-2797-2920

東御市御堂

Facebook： @shunichi.kodama.5
https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000118117

Vino della Gatta SAKAKI 成澤篤人
カベルネ・ソーヴィニヨン／メルロ／シャルドネ／

カベルネ・ソーヴィニヨン／ネッビオーロ
上田市東山
E-mail： wine＠veraison-note.com
Instagram: @veraisonnote
https://www.veraison-note.com/

シュナン・ブラン／ゲヴェルツトラミネール／シラー／
ピノ・ノワール／シャルドネ／ピノ・グリ ほか

E-mail： shunichikodama@gmail.com

5 坂城葡萄酒醸造（株）

ピノ・ノワール／シャルドネ／ガメイ／シュナン・ブラン／リースリング
東御市滋野乙4379-1

35 ひかるの畑 鈴木 輝

TEL＆FAX： 0268-62-0393

Instagram： @lafermeyodaken

42 LES VINS VIVANTS（レヴァンヴィヴァン） 荻野貴博・朋子

Instagram： @yone̲farm̲tomi

シャルドネ／ソーヴィニヨン・ブラン／
ピノ・ノワール／リースリング

E-mail： lafermeyodaken@gmail.com

六川 泰
カベルネ・ソーヴィニヨン／メルロ／シャルドネ
上田市古安曾字芝附
TEL： 090-2487-1224
E-mail： info@koaso.com/
https://www.koaso.com

https://yumahoshino.wixsite.com/stardustvineyard

Facebook： @yonefarmtomi

29 ヴィラデスト ガーデンファーム アンド ワイナリー 小西 超

ガメイ
千曲市倉科

7 古安曽農園 Koaso Vineyard

東御市金井・御堂

Facebook： @agronaume
http://www.agronaume.com/

4 la Ferme Yodaken 依田研一

ピノ・ノワール／メルロ／シャルドネ／
セミヨン ほか
青木村村松1491-1
TEL＆FAX： 0268-49-0377
http://funkychateau.com

http://jw-arc.co.jp/

E-mail： tsuitch@me.com

Instagram： @domaine̲nakajima
http://d-nakajima.jp/

TEL： 090-6235-4136
E-mail: stardustvineyard.tomi@gmail.com
Facebook： @yuma.mfﬂ

E-mail： info@agronaume.com

25 ドメーヌ ナカジマ 中島 豊

TEL： 026-274-5656

メルロー／ムールヴェドル／サンジョヴェーゼ／
ピノ・ノワール／シャルドネ／ピノ・ブラン ほか

Instagram： @arcenvigne

TEL&FAX：0268-63-1466

24 ナゴミ・ヴィンヤーズ 池 敬絃

41 Stardust Vineyard 星野勇馬

シャルドネ／ソーヴィニヨン・ブラン／セミヨン／
シラー／カベルネ・フラン／プティ・ヴェルド ほか

TEL： 090-5496-6798
Instagram: @tsuijilab

道

1 北澤ぶどう園 北澤文康

鉄

姨捨Ｓ
ＩＣ

Instagram： @nakada̲noujou

東御市鞍掛金井地区

ソーヴィニヨン・ブラン／リースリング
東御市和

シャルドネ／メルロー
東御市和3875-1

し

2 3

E-mail： yosuke̲nakada9106ms@yahoo.co.jp
Facebook： @なかだ農醸-106335007774211

34 ヨネファーム東御 米倉利典

28 アグロノーム 宮野雄介

23 ツイヂラボ 築地克己

TEL： 080-5438-0622

Instagram： @domaine̲murayama

E-mail： info@jw-arc.co.jp
Facebook： @jwarc.co.jp

上田市芳田3157
（棚） 芳田276５
（垣根）

東御市新張、
滋野

E-mail： yamagishi@lucentsquare.co.jp

E-mail： yellowtailﬁsh40@gmail.com

TEL： 0268-71-7082 FAX： 0268-71-7083

カベルネ・フラン／プティ・ヴェルド／シラー／メルロー／
シュナンブラン／プティ・マンサン／シャルドネ

TEL： 090-1407-8877

東御市和蛇川原

東御市和6667

22 小島屋葡萄園
屋代駅

シャルドネ／ピノ・グリ／ピノ・ノワール／ソーヴィニヨン・ブラン／
ゲヴェルツトラミネール／リースリング ほか

カベルネ・ソーヴィニヨン／メルロー／カベルネ・フラン／
プティ・ヴェルド／ケルナー／巨峰 ほか

メルロー／シャルドネ／ソーヴィニヨン・ブラン／
ブラッククイーン ほか（醸造品種）

上田市芳田上野原
E-mail： jly301959＠icloud.com

屋代高校前駅

メルロー
東御市和8249

33 Domaine Murayama 村山公基

27 アルカンヴィーニュ 玉村豊男

21 久保田葡萄園

40 NAKADA WINES（なかだ農醸） 中田庸介

32 HIRO 山岸満廣

51 アンワイナリー 松村清美
ピノ・ノワール／シャルドネ／ピノ・ムニエ
小諸市市町1-2-4
TEL&FAX： 0267-22-1518
https://www.plusforest.com/

52 Gió Hills（ジオヒルズ） 富岡隼人
ピノ・ノワール／メルロ／シャルドネ／ソーヴィニヨン・ブラン ほか
小諸市山浦5656
TEL： 0267-48-6422
E-mail： mimaki@giohills.jp
Facebook： @giohills
http://giohills.jp/

佐 久市

19 いざわの畑（Coteau des Chevrettes） 伊澤貴久
メルロ／カベルネ・フラン／
ソーヴィニヨン・ブラン／シャルドネ ほか
立科町茂田井
TEL：090-3909-0305
Facebook：@いざわの畑
https://izawaﬁeld.shop-pro.jp

0
数値地図（国土基本情報20万）「長野」を加工して作成
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