


ビドーリのある、 
フリウリ・ヴェネツィア=ジュリア州 

オーストリア 

スロヴェニア 



ビドーリ社は、1924年創業。 
生ハムで有名な、 
サン・ダニエーレからほど近く、
ワイン造りに大変適している、
フリウリ・コッリナーレ(丘陵地
帯)の中心に位置します。 

L’Azienda Bidoli fondata nel 1924 è un’azienda che si trova 
nel cuore del Friuli Collinare, in una posizione strategica, 
non lontano da San Daniele.  





Tre generazioni, 
senza soluzione di continuità. . . 

 

途切れることなく
続く、3世代 



La cantina BIDOLI è un’antica azienda da sempre gestita 
dai membri della famiglia Bidoli.  
La terza generazione, con i fratelli Margherita e Arrigo 
Bidoli, ha ricevuto prima dal nonno Cav. Alessandro e poi 
dal padre Titta tutto l’entusiasmo, la conoscenza e le 
tradizioni di una vita completamente dedita al mondo del 
vino con quel rigore, cura,  
amore e rispetto. 

ビドーリ社は代々、ビドーリ家が経営している家族経
営のワイナリーです。 
彼らは、創設者であり祖父のアレッサンドロに始まり、
父のジョバッタが引き継いだ、ワイン造りの厳しさ、
配慮を尽くし、愛情、敬意を抱きながらワイン造りに
人生を注ぎこんだ情熱、知識、そして伝統を継承しま
した。 





L’enologo Arrigo Bidoli segue 
direttamente la maturazione 
delle uve e decide lui stesso 
quando iniziare la vendemmia, 
occupandosi personalmente di 
tutti i processi di 
trasformazione e analisi delle 
uve fino alla bottiglia. 
 
エノロゴであるアッリーゴ・ビドー
リは、ブドウの栽培に携わり、収穫
時期を決定し、ワインの醸造過程、
葡萄の分析、そしてボトリングに
至るまで全ての作業に直接携わります。  



Margherita Bidoli: 
export-manager  

da quasi trent’anni 
nell’azienda.  

マルゲリータ・ビドーリは、 
輸出(販売)マネージャーとし
て、30年余りの経験を積み重
ねています。 



Nel 2002 è stata costruita la cantina 
ristrutturando la più antica fornace 

della regione (risale al 1890) e 
mantenendo la sua struttura. 

2002年。この地域で最も古いとされる、1890
年建造のれんが製の大きな煙突のある建築物を、
保存しながら、カンティーナ(ワインの貯蔵庫)
に改装しました。 
 





L’UVA  葡萄    



I VIGNETI  葡萄畑    
 



VINIFICAZIONE ワイン醸造 



SALA VASCHE  醸造槽のフロア 



LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO 
ボトリングライン 



BARRIQUES 
バリック 



MAGAZZINO 
倉庫 



WINE SHOP 
ワイン販売所  





La cantina esporta il 70 % della 
produzione, principalmente in tutta 

Europa, America e Giappone. 

ビドーリ社は、生産量の約
70%を、主にヨーロッパ全土、
アメリカ、そして日本に向け
て、国外輸出しています。    



ビドーリワインはこれらの国々で愛されています。 



Exporting very well our wines,  
we have a very hard quality 
control, so we are certified 
with the most higher level 

against BRC STANDARD 
and IFS. 



Margherita & Arrigo s.r.l. 
Via Fornace, 19 
33030 Rive d’Arcano (UD) 
Ph: +39 0432 810796 
Fax: +39 0432 810797 
Mail to: bidolivini@bidolivini.com  
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