


アクエレッロは優れた品質をもち、他とは一線を画するお米を作るというピエロロンドリーノのアイデアから誕生しました。

アクエレッロはイタリアで最初の熟成米であり、重要な栄養素の最も高い玄米の利点を白米に付加させるという、胚芽を再統合させた唯一
のお米です。
農業耕作からカスタマーケアまで一貫した素早いサプライチェーンを担うリヴォルノ フェラリスのテヌータコロンバーラでのみ製造され
ており、今日では世界59か国で販売され親しまれています。



調理した時に最大限の耐性を米粒に保持させるデンプン質を安定させるため、籾の
熟成は、温度と湿度が管理されたサイロで最低１年行われます。
収穫の1%のお米は、最低7年の熟成をさせます。
7年熟成の米粒は、視覚的にもより濃くなり、調理にさらに時間をかけることがで

きるパフォーマンスを持ちます。それは液体を吸収する能力が高いことを意味しま
す。つまりその米粒は、調理によりさらに大きくなる結果となり、より味わいが強
調されるようになるからです。

プロペラというのは、並外れた精米プロセスです。
というのは1875年にまで遡りますが、米粒にダメージ与えることを許さない
ために、その繊細なプロセスは今日までライバルがいません。
全ての米粒は、その完璧な形と色でなければならないため、米粒は20ものプロセ
スを通過しなければなりません。

ビタミンとミネラル塩を含む最も栄養素の高い部分である胚芽は、精米の間に取り
除かれます。

しかし、特許申請済みのプロセスにおいて、取り除かれた胚芽を白米に再統合させ
、再び米粒が一旦取り除かれた胚芽を保持するようになるのです。
つまりアクエレッロは玄米の重要な栄養特性を持った唯一の白米なのです。

アクエレッロの3つの強み



一貫した素早いサプライチェーン

ピエロ ロンドリーノのアクエレッロへの愛は、畑からお客様まで全ての過程を徹底管理するために、一貫した素早いサプラーチェーンを
テヌータコロンバーラで構築するようにしました。

時代とともにアクエレッロを提供するロンドリーノ社は、イタリアや欧州内のお客様へお届けできるようオンラインショップも併設しています。

ロンドリーノ社のもう一つの価値は透明性高い企業であることです。実際に、アクエレッロをお取次いただいているショップやレストランの情報はサイトで表示さ
れます。それにより消費者の皆様はイタリアの各都市でアクエレッロの商品を見つけることができます。
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アクエレッロは1400年から米作農業の文化

があるピエモンテ州のヴェルチェッリ県の
中心であるリヴォルノフェラリスで誕生し
ました。

ストーリー

テヌータコロンバー

ラは、米作を開始する
ようになりました。
1400年代

1571
1571 

毎日の生活に必要なもの
を備え、教会、住居、工
房のある「農家の世界」
を完成させました。

テヌータコロンバー
ラ内の施設群が拡大
され、再適応されま
した。
1875

1920
1920

今日の「リジクラトゥーラ
*女子寄宿学校」となる、

田植えのための寮が建設さ
れました。

チェーザレロンドリ

ーノは、テヌータの第
3番目のオーナーとな
りました。
1935

1991
1970
息子のピエロロンド

リーノは、父が様々な
種類のお米を栽培して
いたことを引き継ぎま
した。

2001

選りすぐりの伝統的な技術に
を備えた新しい精米所を建設
し、胚芽の再統合やアクエレ
ッロの作業に適応しています
。

＊リシクルトゥーラは稲作の意味。
つまり田植え女子のための寄宿学校。

1000年代
中世時代テヌータコロンバ

ーラは、旅行者のための宿
でした。

ピエロ ロンドリーノは、カ
ルナローリ種に限定した生産
を開始しました。ここにアク
エレッロが誕生しました。
1991



胚芽再統合の国際的取得済み特許



製品規格安全証明

トレーサビリティ
2011年1月
ISO220005
サプライチェーンの
トレーサビリティを
保証する農業食品の
トレーサビリティ
システム。

法的要件
2018年6月
IFS国際食品基準

契約仕様と法的要件に準拠し
た、安全な製品を提供する能
力に基づいて、ブランドある
GM/SMの食品サプライヤーの

効果的な選択を促進すること
を目的とした国際認証。

品質
2018年6月
BRC食品安全の国際規格

製品が明確に定義された品
質基準に従って要件に準拠
して製造されていることを
保証する認定。

健全性
2018年10月
グローバルGAP

環境に有害な農業活動の影響
を最小限に抑え、化学物質の
使用を減らし、労働者の安全
と動物福祉の健全に対し責任
あるアプローチを確保した農
業製品の製造方法で消費者に
安心していただくための農業
食品認証。

安全性
2010年12月
ISO22000
食品安全の設備投資。
供給網全てのリンクに
沿った食品の安全性を
確保するために設計さ
れ、世界的に認めら
れた規格。

合法性
2020年5月

競争市場保証局はロンドリ
ーノ社の貢献に合法性の評
価を与えた。



世界64か国で販売されるアクエレッロ

海外

イタリア



アクエレッロが行うサスティナブル

ロンドリーノ農業法人は、持続再生可能であることを大切にしてます。

2016年に、精米所の屋根に456台のソーラーパネルを設置しました。
設置した１年半の後、343本の木を植樹することによって得られるであ
ろう量に相当する102,841kgの二酸化酸素排出の削減をしました。

私たちはリサイクル可能なパッケージを選択しました。
2.5kgのアクエレッロの袋の廃棄物は、「Made in Carcere（刑務所で作製
）」に送られ、そこで2度目の生命となるエコバッグに生まれ変わりま
す。
1kg、500g、250gの缶は、美しいだけではなくクリエイティブな目的で

も再利用できます。もしくはリサイクル可能なガラスやアルミニウムと
して廃棄できます。



ロンドリーノ一家は、お米の文化は価値があると信じ、あらゆる形でお米の良
さを普及できるよう促進しています。

2004年、お米の文化への尊敬と伝統にやまぬ愛のため、イタリアの稲作文化に
関するテーマを持った博物館としてリジクルトゥーラ*女子寄宿学校を再現し
ました。

稲作に従事する人たちのための様々な工芸品を作る工房、鍛冶屋、大工、馬具
工、チーズ工房、従業員の住居、田植えのための寄宿寮、学校など、時の流れ
を保持するために完全には修復していませんので、時間が止まったかのように
当時の様子をご覧いただくことができます。

同年に、ポレンツォにある食科学大学は、テヌータコロンバーラを独立した食
の教育センターとして選択しました。
*リシクルトゥーラは稲作を意味します。

お米の文化



イベント

• 2013 -ジャンニベレンゴ ガルディンが撮影した写真を集めた「コ
メのお話 (Il Racconto del Riso) –イタリアのお米の歴史」の写真集を作
成。

• 2015 -お米が美味しく身体にも良いという理解をしてもらうため、ヨ
ーロッパの小学4年生を対象に限定された教育課程が開催され、少な
くとも週に一度の水曜日にはお米を食べようとする「Mercoledì Riso (
水曜はお米）」というお米の消費促進をしました。

• 2015 - Il Club des Chefs des Chefs（シェフのシェフクラブ）
君臨するシェフと各国を代表するシェフ（各大統領府などに従事す
るなど）で構成される世界で最も権威あるガストロノミー研究会は
、アクエレッロの商品を学ぶために、テヌータコロンバーラで勉強
会を開催しました。

• 2016 - Slow Food
スローフード協会の活動の30周年の機会に、彼らの代表哲学である

「美味しい、キレイ、正しい」を代表する商品としてアクエレッロ
が選ばれました。受賞した証としてカタツムリのマークがパッケー
ジにほどこされています。



• 2018 -「本の歴史(Storia di un Libro)」という本が制作され、理想的な続きで「コメのお話

(Il Racconto del RIso）」が制作されました。
マエストロジャンニベレンゴガーディンのテヌータコロンバーラでの仕事の間のチェレベ
ッラルドーネとディーノボッファのバックステージの撮影写真を集めて再現されました。.

• 2019 -ピエロロンドリーのは、イタリアのお米を知らしめ、価値をつけたとした功労とし
て、「黄金のもろこし(Pannocchia d’Oro)」の賞を受賞しました。これは様々な活動分野で貢

献する人に送られる賞として知られています。

• 2019 -最も自然な場所では初めて、お米のイタリアの首都としてテヌータコロンバーラの
シーンが上演されました。演目は「リゾット(Risotto)」で、ファブリツィオベッジャートの
リゾットの芸術についてのエッセイをアメデオファーゴによって監督されたイタリアの実
験劇場の作品です。

• 2020 –Sky TVのイタリア版「マスターシェフ」の番組では、初めての野外ロケで、

イタリアの稲作文化の象徴としてのテヌータコロンバーラが選ばれました。

• 2021 -イタリア実業協会のアルタガンマ(Altagamma）は、”議論の余地ない国際的

な評価を享受し、経営管理とその商品においてイタリアの文化やスタイルを表現し
ているイタリア企業”の団体であり、基礎食品として初めての製品としてアルタガン
マへ加わりました。



ロンドリーノ ファミリー

ピエロ マリア ナーヴァ リナルド

ウンベルト アンナ

1946年トリノ生まれ。
建築学卒業。1970年以来から米栽培

をし、フィレンツェのジョルゴフィリ
学会とトリノ農業学会の会員であり、
アクエレッロの父になる。

1973年トリノ生まれ。
法律学卒業。
営業担当。

1972年トリノ生まれ。
1993年に、父であるピエロの農作業を支
えるために文学の研究を断念した。
現在、農作業責任者。

1974年トリノ生まれ。

パサデナのアートセンターにてプロダクトデザイ
ン学位取得。教授でもありIAADのコーディネー
ター。
現在、研究開発と広報を担当する。

1984年トリノ生まれ。

ミラノのコミュニケーションアカデミーで
グラフィックデザイン学位取得。

アクエレッロのブランド管理と広報を担当
しています。



アクエレッロのチーム

栽培耕作部 製 造 部

コミュニケーション広報部 販売セールス部

管理部

フランチェスコマッシモ ルカ ミケーレ ロレッタ チンツィア マッテオベン トンマーゾ

ルナ アレッサンドロ アテア マヌエラ クリスティーナヴァレンティーナ

サマンタ パメラダニエラ モニカ

シモン シモーナ マッティア

カミッラ



アクエレッロを使用したお料理の写真など、

ぜひ皆さんのアクエレッロへの声をお知らせください。

SNSのチャンネルでアクエレッロの最新情報も配信しています。

@risoacquerello  #risoacquerello

Rondolino S.C.A. 

Tenuta Colombara, 13046 Livorno Ferraris (VC)  Tel 
0161477832 - Fax 016147272

www.acquerello.it 
ご質問やご要望はメールにて承っております。 info@acquerello.it


