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「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定」により日本で保護する地

理的表示（ＧＩ）一覧 

番号 名称 産地の範囲 酒類区分 (参考）翻訳の例 

1 Inländerrum 
オーストリア共和

国 
蒸留酒 インレンダールム 

2 Jägertee / Jagertee / Jagatee 
オーストリア共和

国 
その他の酒類 

イェーガーテー / ヤー

ガーテー / ヤーガテ

ー 

3＊ Korn / Kornbrand  
オーストリア共和

国 
蒸留酒 

コルン / コルンブラン

ト 

4＊ Genièvre / Jenever / Genever ベルギー王国 
蒸留酒・その他

の酒類 

ジェニエーヴル / ユ

ネーフェル / ジュネフ

ェル 

(3)＊ Korn / Kornbrand  ベルギー王国 蒸留酒 
コルン / コルンブラン

ト 

5 Тракийска низина ブルガリア共和国 ぶどう酒 トラキイスカ・ニズィナ 

6 Дунавска равнина  ブルガリア共和国 ぶどう酒 ドゥナフスカ・ラヴニナ 

7 
Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / 

Zivania 
キプロス共和国 蒸留酒 

ジヴァニア / ジヴァニ

ア / ジヴァナ / ジヴ

ァニア 

8 Κουμανδαρία  キプロス共和国 ぶどう酒 クマンダリア 

9＊ Ouzo / Ούζο キプロス共和国 
蒸留酒・その他

の酒類 
ウゾ / ウーゾ 

10 Budějovické pivo チェコ共和国 その他の酒類 
ブジェヨヴィツケー・ピ

ヴォ 

11 Budějovický měšťanský var チェコ共和国 その他の酒類 

ブジェヨヴィツキー・ム

ニェシュチャンスキー・

ヴァル 

12 České pivo チェコ共和国 その他の酒類 チェスキー・ピヴォ 

13 Českobudějovické pivo チェコ共和国 その他の酒類 
チェスコブジェヨヴィツ

ケー・ピヴォ 

14 Estonian vodka エストニア共和国 蒸留酒 エストニアン・ウォッカ 
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番号 名称 産地の範囲 酒類区分 (参考）翻訳の例 

15 

Suomalainen Marjalikööri / 

Suomalainen Hedelmälikööri / 

Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / 

Finnish berry liqueur / Finnish fruit 

liqueur 

フィンランド共和

国 
その他の酒類 

スオマライネン・マルヤ

リコーリ / スオマライ

ネン・ヘデルマリコーリ 

/ フィンスク・バールリ

コール / フィンスク・フ

ルクトリコール / フィ

ニッシュ・ベリー・リキュ

ール / フィニッシュ・フ

ルーツ・リキュール 

16 
Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / 

Vodka of Finland 

フィンランド共和

国 

蒸留酒・その他

の酒類 

スオマライネン・ヴォト

ゥカ / フィンスク・ヴォ

トゥカ  / ウォッカ・オ

ブ・フィンランド 

17 Alsace / Vin d'Alsace フランス共和国 ぶどう酒 
アルザス / ヴァン・ダ

ルザス 

18 Armagnac フランス共和国 蒸留酒 アルマニャック 

19 Beaujolais フランス共和国 ぶどう酒 ボジョレー 

20 Bergerac フランス共和国 ぶどう酒 ベルジュラック 

21 Bordeaux フランス共和国 ぶどう酒 ボルドー 

22 Bordeaux supérieur フランス共和国 ぶどう酒 
ボルドー・シュペリウー

ル 

23 Bourgogne フランス共和国 ぶどう酒 ブルゴーニュ 

24 Calvados フランス共和国 蒸留酒 カルバドス 

25 Cassis de Dijon フランス共和国 
蒸留酒・その他

の酒類 
カシス・ドゥ・ディジョン 

26 Chablis フランス共和国 ぶどう酒 シャブリ 

27 Champagne フランス共和国 ぶどう酒 シャンパーニュ 

28 Châteauneuf-du-Pape フランス共和国 ぶどう酒 
シャトーヌフ・デュ・パッ

プ 
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番号 名称 産地の範囲 酒類区分 (参考）翻訳の例 

29 
Cognac / Eau-de-vie de Cognac / 

Eau-de-vie des Charentes 
フランス共和国 蒸留酒 

コニャック  / オドゥビ

ィ・ドゥ・コニャック / オ

ドゥビィ・デ・シャラント

ゥ 

30 Corbières フランス共和国 ぶどう酒 コールビエール 

31 Coteaux du Languedoc / Languedoc フランス共和国 ぶどう酒 
コトー・デュ・ラングドッ

ク / ラングドック 

32 Côtes de Bordeaux フランス共和国 ぶどう酒 コート・ド・ボルドー 

33 Côtes de Provence フランス共和国 ぶどう酒 
コート・ドゥ・プロヴァン

ス 

34 Côtes du Rhône フランス共和国 ぶどう酒 コート・デュ・ローヌ 

35 Côtes du Roussillon フランス共和国 ぶどう酒 コート・デュ・ルシヨン 

36 Crémant d’Alsace フランス共和国 ぶどう酒 クレマン・ダルザス 

(4)＊ Genièvre / Jenever / Genever フランス共和国 
蒸留酒・その他

の酒類 

ジェニエーヴル  / ユ

ネーフェル / ジュネフ

ェル 

37 Graves フランス共和国 ぶどう酒 グラーブ 

38 Haut-Médoc フランス共和国 ぶどう酒 オーメドック 

39 Margaux フランス共和国 ぶどう酒 マルゴー 

40 Médoc フランス共和国 ぶどう酒 メドック 

41 Minervois フランス共和国 ぶどう酒 ミネルヴォア 

42 Pauillac フランス共和国 ぶどう酒 ポイヤック 

43 Pays d'Oc フランス共和国 ぶどう酒 ペイドック 

44 Pessac-Léognan フランス共和国 ぶどう酒 ペサック・レオニャン 

45 Pomerol フランス共和国 ぶどう酒 ポムロール 

46 Rhum de la Martinique フランス共和国 蒸留酒 
ラム・ドゥ・ラ・マルティ

ニック 

47 Saint-Emilion フランス共和国 ぶどう酒 サンテミリオン 
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番号 名称 産地の範囲 酒類区分 (参考）翻訳の例 

48 Saint-Emilion Grand Cru フランス共和国 ぶどう酒 
サンテミリオン・グラン・

クリュ 

49 Saint-Estèphe フランス共和国 ぶどう酒 サン・テステフ 

50 Saint-Julien フランス共和国 ぶどう酒 サンジュリアン 

51 Sancerre フランス共和国 ぶどう酒 サンセール 

52 Saumur フランス共和国 ぶどう酒 ソミュール 

53 Sauternes フランス共和国 ぶどう酒 ソーテルヌ 

54 Val de Loire フランス共和国 ぶどう酒 ヴァル・ドゥ・ロワール 

55 Bayerisches Bier ドイツ連邦共和国 その他の酒類 バイエリッシェス・ビア 

56 Franken ドイツ連邦共和国 ぶどう酒 フランケン 

(4)＊ Genièvre / Jenever / Genever ドイツ連邦共和国 
蒸留酒・その他

の酒類 

ジェニエーヴル  / ユ

ネーフェル / ジュネフ

ェル 

(3)＊ Korn / Kornbrand  ドイツ連邦共和国 蒸留酒 
コルン / コルンブラン

ト 

57 Landwein Rhein ドイツ連邦共和国 ぶどう酒 ラントワイン・ライン 

58 Mittelrhein ドイツ連邦共和国 ぶどう酒 ミッテルライン 

59 Mosel ドイツ連邦共和国 ぶどう酒 モーゼル 

60 Münchener Bier ドイツ連邦共和国 その他の酒類 ミュンヘナー・ビア 

61 Pfalz ドイツ連邦共和国 ぶどう酒 ファルツ 

62 Rheingau ドイツ連邦共和国 ぶどう酒 ラインガウ 

63 Rheinhessen ドイツ連邦共和国 ぶどう酒 ラインヘッセン 

64 Ρετσίνα Αττικής ギリシャ共和国 ぶどう酒 レツィーナ・アティキス 

65 Σάμος  ギリシャ共和国 ぶどう酒 サモス 

(9)＊ Ouzo / Ούζο ギリシャ共和国 
蒸留酒・その他

の酒類 
ウゾ / ウーゾ 
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番号 名称 産地の範囲 酒類区分 (参考）翻訳の例 

66 Békési Szilvapálinka ハンガリー 蒸留酒 
ベーケーシ・シルヴァ

パーリンカ 

67 Gönci Barackpálinka ハンガリー 蒸留酒 
グンツィ・バラツクパー

リンカ 

68 Kecskeméti Barackpálinka ハンガリー 蒸留酒 
ケチケメーティ・バラツ

クパーリンカ 

69 Szabolcsi Almapálinka ハンガリー 蒸留酒 
サボルチ・アルマパー

リンカ 

70 Szatmári Szilvapálinka ハンガリー 蒸留酒 
サトマーリ・シルヴァパ

ーリンカ 

71 Törkölypálinka ハンガリー 蒸留酒 トゥルクゥイパーリンカ 

72 Újfehértói meggypálinka ハンガリー 蒸留酒 
ウーイフェヘールトー

イ・メッジパーリンカ 

73 Tokaj / Tokaji ハンガリー ぶどう酒 トカイ / トカイ 

74 Irish Cream アイルランド その他の酒類 アイリッシュ・クリーム 

75 Irish Poteen / Irish Poitín アイルランド 蒸留酒 

アイリッシュポティーン 

/ アイリッシュポッチー

ン 

76 
Irish Whiskey / Uisce Beatha 

Eireannach / Irish Whisky 
アイルランド 蒸留酒 

アイリッシュ・ウィスキ
ー  / イシュケ・バハ
ー・エールナック / ア
イリッシュ・ウィスキー 

77 Asti イタリア共和国 ぶどう酒 アスティ 

78 Barbaresco イタリア共和国 ぶどう酒 バルバレスコ 

79 Bardolino イタリア共和国 ぶどう酒 バルドリーノ 

80 Bardolino Superiore イタリア共和国 ぶどう酒 
バルドリーノ・スペリオ

ーレ 

81 Barolo イタリア共和国 ぶどう酒 バローロ 

82 Bolgheri / Bolgheri Sassicaia イタリア共和国 ぶどう酒 
ボルゲリ / ボルゲリ・

サッシカイア 

83 Brachetto d'Acqui / Acqui イタリア共和国 ぶどう酒 
ブラケット・ダクイ / ア

クイ 

84 Brunello di Montalcino イタリア共和国 ぶどう酒 
ブルネッロ・ディ・モンタ

ルチーノ 
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番号 名称 産地の範囲 酒類区分 (参考）翻訳の例 

85 Campania イタリア共和国 ぶどう酒 カンパーニア 

86 Chianti イタリア共和国 ぶどう酒 キアンティ 

87 Chianti Classico イタリア共和国 ぶどう酒 キアンティ・クラシコ 

88 

Conegliano - Prosecco / Conegliano 

Valdobbiadene - Prosecco / 

Valdobbiadene - Prosecco 

イタリア共和国 ぶどう酒 

コネリアーノ・プロセッ

コ / コネリアーノ・ヴァ

ルドビアデーネ・プロセ

ッコ / ヴァルドビアデ

ーネ・プロセッコ 

89 Dolcetto d'Alba イタリア共和国 ぶどう酒 ドルチェット・ダルバ 

90 Franciacorta イタリア共和国 ぶどう酒 フランチャコルタ 

91 Grappa イタリア共和国 
蒸留酒・その他

の酒類 
グラッパ 

92 Lambrusco di Sorbara イタリア共和国 ぶどう酒 
ランブルスコ・ディ・ソル

バーラ 

93 
Lambrusco Grasparossa di 

Castelvetro 
イタリア共和国 ぶどう酒 

ランブルスコ・グラスパ

ロッサ・ディ・カステル

ヴェトロ 

94 Marsala イタリア共和国 ぶどう酒 マルサーラ 

95 Montepulciano d’Abruzzo イタリア共和国 ぶどう酒 
モンテプルチャーノ・ダ

ブルッツォ 

96 Prosecco イタリア共和国 ぶどう酒 プロセッコ 

97 Sicilia イタリア共和国 ぶどう酒 シチリア 

98 Soave イタリア共和国 ぶどう酒 ソアーヴェ 

99 Toscana / Toscano イタリア共和国 ぶどう酒 
トスカーナ / トスカー

ノ 

100 Valpolicella イタリア共和国 ぶどう酒 ヴァルポリチェッラ 



 

7 

番号 名称 産地の範囲 酒類区分 (参考）翻訳の例 

101 Vernaccia di San Gimignano イタリア共和国 ぶどう酒 
ヴェルナッチャ・ディ・サ

ン・ジミニャーノ 

102 Vino Nobile di Montepulciano イタリア共和国 ぶどう酒 
ヴィーノ・ノビレ・ディ・

モンテプルチャーノ 

103 
Originali lietuviška degtinė / 

Original Lithuanian vodka 
リトアニア共和国 

蒸留酒・その他

の酒類 

オリギナリ・リエトゥヴィ

シュカ・デクティネ / オ

リジナル・リトゥアニア

ン・ヴォトカ 

(4)＊ Genièvre / Jenever / Genever オランダ王国 
蒸留酒・その他

の酒類 

ジェニエーヴル  / ユ

ネーフェル / ジュネフ

ェル 

104 Polska Wódka / Polish vodka ポーランド共和国 
蒸留酒・その他

の酒類 

ポルスカ・ヴトゥカ /ポ

ーリッシュ・ヴォトカ 

105 

Herbal vodka from the North 

Podlasie Lowland aromatised with 

an extract of bison grass / 

Wódka ziołowa z Niziny 

Północnopodlaskiej aromatyzowana 

ekstraktem z trawy żubrowej 

ポーランド共和国 
蒸留酒・その他

の酒類 

ハーバル・ヴォトカ・フ

ロム・ザ・ノース・ポドラ

シエ・ロウランド・アロマ

タイズド・ウィズ・アン・

エクストラクト・オブ・バ

イソン・グラス / ヴトゥ

カ・ジョウォーヴァ・ズ・

ニジニ・プウノツノポダ

ラスキエイ・アロマティ

ゾヴァナ・エクストラク

テム・ズ・トラヴィ・ジュ

ブロヴェイ 

106 Alentejo ポルトガル共和国 ぶどう酒 アレンテージョ 

107 Bairrada ポルトガル共和国 ぶどう酒 バイラーダ 

108 Dão ポルトガル共和国 ぶどう酒 ダン 

109 Douro ポルトガル共和国 ぶどう酒 ドウロ 

110 Lisboa ポルトガル共和国 ぶどう酒 リスボア 
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番号 名称 産地の範囲 酒類区分 (参考）翻訳の例 

111 

Madeira / Vinho da Madeira / Vin 

de Madère / Madère / Madera / 

Madeira Wijn / Vino di Madera / 

Madeira Wein / Madeira Wine 

ポルトガル共和国 ぶどう酒 

マデイラ / ヴィーニョ・

ダ・マデイラ / ヴァン・

ドゥ・マデール / マデ

ール / マデーラ / マ

デイラ・ウェイン / ヴィ

ーノ・ディ・マデーラ / 

マデイラ・ヴァイン  / 

マデイラ・ワイン 

112 

Oporto / Port / Port Wine / Porto / 

Portvin / Portwein / Portwijn / vin 

de Porto / vinho do Porto 

ポルトガル共和国 ぶどう酒 

オーポルト / ポート / 

ポート・ワイン / ポル

ト / ポートヴィン / ポ

ルトヴァイン / ポルト

ウェイン  / ヴァン・ド

ゥ・ポルト / ヴィーニ

ョ・ド・ポルト 

113 Tejo ポルトガル共和国 ぶどう酒 テージョ 

114 Vinho Verde ポルトガル共和国 ぶどう酒 ヴィーニョ・ヴェルデ 

115 Coteşti ルーマニア ぶどう酒 コテシティ 

116 Cotnari ルーマニア ぶどう酒 コトナリ 

117 Dealu Mare ルーマニア ぶどう酒 デアル・マーレ 

118 Murfatlar ルーマニア ぶどう酒 ムルファトラール 

119 Odobeşti ルーマニア ぶどう酒 オドベシュティ 

120 Panciu ルーマニア ぶどう酒 パンチウ 

121 Recaş ルーマニア ぶどう酒 レカシュ 

122 Vinohradnícka oblasť Tokaj スロバキア共和国 ぶどう酒 
ヴィノフラドニーツカ・オ

ブラスティ・トカイ  

123 Goriška Brda スロベニア共和国 ぶどう酒 ゴリシュカ・ブルダ 

124 Štajerska Slovenija スロベニア共和国 ぶどう酒 
シュタイエルスカ・スロ

ヴェニア 

125 Vipavska dolina スロベニア共和国 ぶどう酒 ヴィパウスカ・ドリナ 
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番号 名称 産地の範囲 酒類区分 (参考）翻訳の例 

126 Alicante スペイン王国 ぶどう酒 アリカンテ 

127 Almansa スペイン王国 ぶどう酒 アルマンサ 

128 Bierzo スペイン王国 ぶどう酒 ビエルソ 

129 Brandy de Jerez スペイン王国 蒸留酒 ブランディ・デ・ヘレス 

130 Calatayud スペイン王国 ぶどう酒 カラタユド 

131 Campo de Borja スペイン王国 ぶどう酒 カンポ・デ・ボルハ 

132 Cariñena スペイン王国 ぶどう酒 カリニェナ 

133 Castilla スペイン王国 ぶどう酒 カスティーリャ 

134 Cataluña スペイン王国 ぶどう酒 カタルーニャ 

135 Cava スペイン王国 ぶどう酒 カバ 

136 Empordà スペイン王国 ぶどう酒 エンポルダー 

137 Jerez / Xérès / Sherry スペイン王国 ぶどう酒 
ヘレス / シェレス /シ

ェリー 

138 Jumilla スペイン王国 ぶどう酒 フミージャ 

139 La Mancha スペイン王国 ぶどう酒 ラ・マンチャ 

140 Málaga スペイン王国 ぶどう酒 マラガ 

141 Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda スペイン王国 ぶどう酒 
マンサニージャ・サンル

ーカル・デ・バラメーダ 

142 Navarra スペイン王国 ぶどう酒 ナバーラ 

143 Pacharán navarro スペイン王国 その他の酒類 パチャラン・ナバーロ 

144 Penedès スペイン王国 ぶどう酒 ペネデス 

145 Priorat スペイン王国 ぶどう酒 プリウラット 

146 Rías Baixas スペイン王国 ぶどう酒 リアス・バイシャス 
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番号 名称 産地の範囲 酒類区分 (参考）翻訳の例 

147 Ribera del Duero スペイン王国 ぶどう酒 リベラ・デル・ドゥエロ 

148 Rioja スペイン王国 ぶどう酒 リオハ 

149 Rueda スペイン王国 ぶどう酒 ルエダ 

150 Somontano スペイン王国 ぶどう酒 ソモンターノ 

151 Toro スペイン王国 ぶどう酒 トロ 

152 Utiel-Requena スペイン王国 ぶどう酒 ウティエル・レケーナ 

153 Valdepeñas スペイン王国 ぶどう酒 バルデペーニャス 

154 Valencia スペイン王国 ぶどう酒 バレンシア 

155 Yecla スペイン王国 ぶどう酒 イエクラ 

156 Svensk Vodka / Swedish Vodka スウェーデン王国 
蒸留酒・その他

の酒類 

スヴェンスク・ヴォトカ 

/ スウェディッシュ・ヴ

ォトカ 

 

（注）１ 複数の要素から構成される地理的表示の名称のうち、下線を付した部分のみが使用される場

合も保護の対象となります。 

２ 「名称」欄及び「（参考）翻訳の例」欄の「/」は、一つの地理的表示に対して複数の名称が

ある場合に、それぞれの名称を区分するために使用しています。 

３ 「番号」欄の「＊」は、産地の範囲が複数の国に及ぶ産品を示しており、２か国目以降は１

か国目の番号をかっこ書きで記載しています。 

 


