
「スペインワイン&フード テイスティング商談会 2008」
6月16日（月） ソラリア西鉄ホテル 出展アイテムリスト

No.1

サッポロビール 株式会社
〒150-8686 東京都渋谷区恵比寿4-20-1

お客様相談センター Tel: 0120-207800

http://www.sapporobeer.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ドゥーシェ シュバリエ ブルット ビニデルサ DOカバ（カタルーニャ） スパークリング 750ml ¥1,417

ドゥーシェ シュバリエ ドライ ビニデルサ DOカバ（カタルーニャ） スパークリング 750ml ¥1,417

ドゥーシェ シュバリエ ロゼ ビニデルサ DOカバ（カタルーニャ） スパークリング 750ml ¥1,554

マルケス デ リスカル ティント レセルバ マルケス デ リスカル DOCリオハ 赤 750ml ¥2,625

マルケス デ リスカル ブランコ ソービニヨン ブラン マルケス デ リスカル DOルエダ 白 750ml ¥2,100

オヤ デ カデナス レセルバ テンプラニーリョ ガンディア D.O.ウティエル･レケーナ 赤 750ml ¥1,260

オヤ デ カデナス ブランコ ガンディア D.O.ウティエル･レケーナ 白 750ml ¥1,260

レガリス クリアンサ レガリス（コドーニュ社） D.O.リベラ･デル･ドゥエロ 赤 750ml ¥2,940

ヌビアナ テンプラニーリョ カベルネ ソービニヨン ヌヴィアナ（コドーニュ社） VdT バジェ･デル･シンカ 赤 750ml ¥1,155

ヌビアナ シャルドネ ヌヴィアナ（コドーニュ社） VdT バジェ･デル･シンカ 白 750ml ¥1,155

No.2

日本リカー 株式会社
〒108-0073 東京都港区三田2-14-5 フロイントゥ三田ビル3F

Tel: 03-3453-2208 Fax: 03-3453-2259

http://www.nlwine.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

インフィニタス･テンプラニーリョ コセチャロス･イ･クリアドレス カスティーリャ･ラ･マンチャ 赤 750ml ¥1,365

インフィニタス･シャルドネ･ヴィウラ コセチャロス･イ･クリアドレス カスティーリャ･ラ･マンチャ 白 750ml ¥1,365

ヴィーニャ･ポマール･クリアンサ ボデガス･ビルバイナス リオハ 赤 750ml ¥1,995

ラ･ヴィカランダ･レゼルバ ボデガス･ビルバイナス リオハ 赤 750ml ¥3,570

フィンカ･バルピエドラ･レゼルバ ボデガス･ヴァルデマール リオハ 赤 750ml ¥5,250

エセンシア･バルデマール･ブランコ ボデガス･ヴァルデマール リオハ 白 750ml ¥1,680

エセンシア･バルデマール･ティント ボデガス･ヴァルデマール リオハ 赤 750ml ¥1,680

コンデ･デ･バルデマール･ブランコ･バリッカ ボデガス･ヴァルデマール リオハ 白 750ml ¥2,730

フィンカ･アンティグア･テンプラニーリョ ボデガス･ヴァルデマール カスティーリャ･ラ･マンチャ 赤 750ml ¥2,100

フィンカ･アンティグア･カベルネ･ソーヴィニヨン ボデガス･ヴァルデマール カスティーリャ･ラ･マンチャ 赤 750ml ¥2,100

No.3

有限会社 ZAS（サス）
〒104-0052 東京都中央区月島1-1-8 CITTAビル

Tel: 03-3536-6031 Fax: 03-3536-6208

http://www.spain.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

イベリコ･ベジョータ･生ハム ペドロ･ニエト社 ギフエロ 生ハム
骨付き、蹄付き

7～9kg
オープン

サルチチョン＆チョリソー（イベリコ･ベジョータ） ペドロ･ニエト社 ギフエロ ソーセージ 約1.2kg/本 オープン

紅ダラのカラスミ ガレ社 ムルシア カラスミ
300～500ｇ
真空パック

オープン

オリーブ･オイル オリス･デ･カタルニャ社 シウラナ オリーブオイル
750ml/
250ml

\2,500/
\1,000

ケソ･マンチェゴ アケム ラ･マンチャ チーズ 1kg/ホール オープン

マンサニージャ･アウロラ ペドロ･ロメロ社 サンルカル･デ･バラメダ シェリー 500ｍｌ ¥2,100

ロベル･ブリュット･レセルバ ロベジャ ペネデス カヴァ 750ｍｌ ¥2,100

ラ･プランタ アルスアーガ リベラ･デル･ドゥエロ 赤ワイン 750ｍｌ ¥2,310

マーティン･コダック マーティン･コダック リアス･バイシャス 白ワイン 750ｍｌ ¥3,150

オルホ･デ･ガリシア･ブランカ マーティン･コダック リアス･バイシャス ブランデー 750ｍｌ ¥4,200

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価（税込）

希望小売価格
ケース（税込）

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥590 ¥7,080

Ｍａｌａｖｅｌｌａ（マラベーリャ）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥280 ¥6,720



「スペインワイン&フード テイスティング商談会 2008」
6月16日（月） ソラリア西鉄ホテル 出展アイテムリスト

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価（税込）

希望小売価格
ケース（税込）

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥590 ¥7,080

Ｍａｌａｖｅｌｌａ（マラベーリャ）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥280 ¥6,720

No.4

ピーロート･ジャパン 株式会社
〒108-0075 東京都港区港南2-13-31 品川NSS5F

Tel: 03-3458-4473 Fax: 03-3458-4787

http://www.pieroth.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

レガード･ムニョス シャルドネ '07 ヴィニェドス Y ボデガス ムニョス VdTカスティーヤ 白 750 ¥2,450

アルテロ '04 ヴィニェドス Y ボデガス ムニョス ラ･マンチャ 赤 750 ¥1,900

フィンカ･ソブレノ '02 ボデガス ソブレノ トロ 赤 750 ¥3,250

コマ･ヴェッラ '03 マス･ダン･ジル プリオラート 赤 750 ¥5,150

プリヴァト
カヴァ･ブリュット･ネイチャー･リゼルヴァ ＮＶ

アルタ アレーリャ アレーリャ 発泡 750 ¥2,900

ラニウス '06 アルタ アレーリャ アレーリャ 白 750 ¥5,800

ヴェガ･マドロニョ '07 ボデガス ヴィニョス ヘロミン ヴィノス･デ･マドリード 白 750 ¥1,200

ピエデモンテ･ティント '06 ボデガス ピエデモンテ ナヴァーラ 赤 750 ¥1,800

パソ･デ･セニョランス '06 パソ･セニヨランス リアス･バイシャス 白 750 ¥5,000

ヴィーニャ･ディエズモ クリアンサ '05 ボデガス プリミシア リオハ 赤 750 ¥2,450

No.5

株式会社 オーレジャパン
〒158-0091 東京都世田谷区中町5-7-8

Tel: 03-3703-0544 Fax: 03-3703-0667

http://www.olet-japan.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

BARÇA CAVA Brut N/V ― Cava 白泡 750 ¥1,722

BARÇA Cava Brut Rosado N/V ― Cava ロゼ泡 750 ¥1,722

RAMÓN ROQUETAChardonnay 2006 RAMÓN ROQUETA Pla de Bages 白 750 ¥1,722

RAMÓN ROQUETATempranillo 2007 RAMÓN ROQUETA Pla de Bages 赤 750 ¥1,628

RAMÓN ROQUETACabernet Sauvignon
2005

RAMÓN ROQUETA Pla de Bages 赤 750 ¥1,722

RAMÓN ROQUETAReserva 2003 RAMÓN ROQUETA Pla de Bages 赤 750 ¥1,722

Tinto Roa Joven 2006  Vinos de RAUDA Ribera del Duero 赤 750 ¥2,016

Tinto Roa Roble 2006  Vinos de RAUDA Ribera del Duero 赤 750 ¥2,363

Tinto Roa Crianza 2005  Vinos de RAUDA Ribera del Duero 赤 750 ¥3,245

Montecastro y Llanahermosa 2005 Bodegas y Vinedos Montecastro Ribera del Duero 赤 750 ¥5,607

No.6

株式会社 協同インターナショナル
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎2-10-9

Tel: 044-866-5975　Fax: 044-854-1188

http://www.kyodo-inc.co.jp/food/food_top.html

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

<Iberiberico> ハモン･イベリコ Consorcio de Jabugo, s.a. ハブーゴ 骨付き 約7.5kg オープン価格

<Iberiberico> イベリコ腸詰め類 Consorcio de Jabugo, s.a. ハブーゴ ブロック 約0.5kg オープン価格

<Espuna> ハモン･セラーノ Esteban Espuna, s.a. カタルーニャ 骨付き 約7kg オープン価格

ケソ･マンチェゴ ラ･マンチャ ホール 約1kg, 3kg オープン価格

バルデオン レオン ホール 約2.5kg、0.5kg オープン価格

テティージャ ガリシア ホール 約1kg オープン価格

サン シモン ガリシア ホール 約1kg, オープン価格

イディアサバル バスク ホール 約1kg オープン価格

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価（税込）

希望小売価格
ケース（税込）

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥590 ¥7,080

Ｍａｌａｖｅｌｌａ（マラベーリャ）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥280 ¥6,720



「スペインワイン&フード テイスティング商談会 2008」
6月16日（月） ソラリア西鉄ホテル 出展アイテムリスト

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価（税込）

希望小売価格
ケース（税込）

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥590 ¥7,080

Ｍａｌａｖｅｌｌａ（マラベーリャ）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥280 ¥6,720

No.7

三国ワイン 株式会社
〒104-0033 東京都中央区新川1－17－18

Tel: 03-5542-3940 Fax: 03-5540-8392

http://www.mikuniwine.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ロジャーグラート カヴァ ロゼ･ブリュット ロジャーグラート ペネデス
カヴァ･

ロゼ･辛口
750ml ¥2,300

ロジャーグラート カヴァ ゴールド ブリュット ロジャーグラート ペネデス
カヴァ･

白･ 辛口
750ml ¥2,200

ロジャーグラート プラチナ ドゥミ･セック ロジャーグラート ペネデス
カヴァ･

白･やや甘口
750ml ¥2,200

ロジャーグラート カヴァ グラン･キュヴェ ロジャーグラート ペネデス
カヴァ･

白･ 辛口
750ml ¥3,000

No.8

有限会社 ラ･マンガ･コーポレーション
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-25-3 芝ロイヤル204

Tel: 03-3432-6189 Fax: 03-3432-3098

http://www.lamanga.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

アブルーガ (ニシンの加工品) ペスカビアール社 ムルシア 瓶詰め 120g ¥2,650

イベリコ･デ･ベジョータ腸詰･原木ハーフ
(ロモ･チョリソ･サルチチョン)

ドン･イベリコ社 ギフエロ 原木ハーフ 不定貫 \10,290～/kg

イベリコ･デ･ベジョータ･ロミート原木 ドン･イベリコ社 ギフエロ 原木 不定貫 \15,225/kg

イベリコ･デ･ベジョータ･ハモン･ホール ドン･イベリコ社 ギフエロ 原木
不定貫

8.0～8.5kg
\18,165/kg

メンブリージョ (マルメロ果肉･固形ジャム) ヴァジセール社 ラベルン (カタルーニャ) パック 350g ¥1,470

ボンボン･デ･イゴ (いちじくボンボン) ラ･イゲーラ社 カセレス 箱 1kg ¥10,500

ナトゥルヴィエ
(エクストラ･バージン･オリーブオイル)

セスマ社 バダホス ボトル 500ml ¥3,200

ナトゥルヴィエ
(エクストラ･バージン･オリーブオイル)

セスマ社 バダホス ミニボトル 25ml ¥252

No.9

アズマコーポレーション
〒108-0014 東京都港区芝4-13-2 市原ビル2F

Tel:03-3457-0033 Fax:03-3451-2544

http://www.azumacorp.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

メメント オールド ヴァイン ボデガス ルーアン ヴィノデラティエラ 赤 750 ¥1,540

レイシス１ ボデガス･サンアレハンドロ ヴィノデメサ 赤 750 ¥4,200

レイシス デ ガルナッチャ ボデガス･サンアレハンドロ カラタユド 赤 750 ¥1,780

レイシス デ テンプラニーリョ ボデガス･サンアレハンドロ カラタユド 赤 750 ¥1,780

ﾗｽﾛｶｽ ガルナッチャ セミオールド ヴァイン ボデガス･サンアレハンドロ カラタユド 赤 750 ¥2,100

ﾗｽﾛｶｽ ガルナッチャ ベリー オールド ヴァイン ボデガス･サンアレハンドロ カラタユド 赤 750 ¥3,500

カピトッソ セミクリアンサ ボデガス レアルタンザ リオハ 赤 750 ¥2,100

レアルタンザ クリアンサ ボデガス レアルタンザ リオハ 赤 750 ¥2,600

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価（税込）

希望小売価格
ケース（税込）

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥590 ¥7,080

Ｍａｌａｖｅｌｌａ（マラベーリャ）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥280 ¥6,720



「スペインワイン&フード テイスティング商談会 2008」
6月16日（月） ソラリア西鉄ホテル 出展アイテムリスト

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価（税込）

希望小売価格
ケース（税込）

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥590 ¥7,080

Ｍａｌａｖｅｌｌａ（マラベーリャ）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥280 ¥6,720

No.10

T.G.A Int. Commerce Bussiness, S.L.日本支店
〒540-0039 大阪府大阪市中央区東高麗橋1-6 清水不動産ビル102

Tel: 06-6920-6950 Fax: 06-6920-6951

http://www.tgafoods.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

Coto de Hayas Tinto Bodegas Aragonesas, S.A. Campo de Borja 赤ワイン 750ｍｌ ¥1,950

Coto de Hayas Ｂｌａｎｃｏ Bodegas Aragonesas, S.A. Campo de Borja 白ワイン 750ｍｌ ¥1,950

Coto de Hayas Crianza Bodegas Aragonesas, S.A. Campo de Borja 赤ワイン 750ｍｌ ¥2,325

Baltasar Gracian Blanco Bodegas San Alejandro S. Coop. Calatayud 白ワイン 750ｍｌ ¥2,475

Baltasar Gracian Garnacha Viñas Viejas Bodegas San Alejandro S. Coop. Calatayud 赤ワイン 750ｍｌ ¥3,375

Aylés Merlot-Tempranillo Bodegas Señorio de Aylés Cariñena 赤ワイン 750ｍｌ ¥2,475

Aylés Crianza Bodegas Señorio de Aylés Cariñena 赤ワイン 750ｍｌ ¥2,625

Kirios de Adrada Tinto Bodegas Adrada Ecológica, S.L. Ribera del Duero(BIO) 赤ワイン 750ｍｌ ¥3,150

Kirios de Adrada Roble Bodegas Adrada Ecológica, S.L. Ribera del Duero(BIO) 赤ワイン 750ｍｌ ¥4,650

Manzanilla Macarena Luis Caballero, S.A. Jerez シェリー 750ｍｌ ¥2,100

No.11-A

パゴ･デル･ヴィカリオ社（ユニオンリカーズ 株式会社）

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

タルヴァ パゴ･デル･ヴィカリオ社 シウダッドレアル 白 750ml ¥3,255

50/50 パゴ･デル･ヴィカリオ社 シウダッドレアル 赤 750ml ¥3,255

ペンタ パゴ･デル･ヴィカリオ社 シウダッドレアル 赤 750ml ¥2,992

モナゴス パゴ･デル･ヴィカリオ社 シウダッドレアル 赤 750ml ¥3,622

アヒオス パゴ･デル･ヴィカリオ社 シウダッドレアル 赤 750ml ¥8,400

コルテ･ドゥルセ パゴ･デル･ヴィカリオ社 シウダッドレアル 白 500ml ¥2,992

No.11-B

ユニオンリカーズ 株式会社
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-6-7 DF霞ヶ関プレイス

Tel: 03-5510-2684 Fax: 03-5510-0137

http://www.union-liquors.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

マンサニージャ･ラ･ヒターナ ボデガス･イダルゴ･ラ･ヒターナ社 DOヘレス シェリー 750ml ¥2,205

イダルゴ･ブランコ ボデガス･イダルゴ･ラ･ヒターナ社 DOヘレス 白 750ml ¥1,837

ラモンビルバオ･シングルヴィンヤード ラモン･ビルバオ社 DOCリオハ 赤 750ml ¥1,995

ラモンビルバオ･ブランコ ラモン･ビルバオ社 DOCリオハ 白 750ml ¥2,782

ボルテオ ディエゴ･サモラ社 VdTカスティーリャ 赤 750ml ¥1,260

タルヴァ パゴ･デル･ヴィカリオ社 シウダッドレアル 白 750ml ¥3,255

50/50 パゴ･デル･ヴィカリオ社 シウダッドレアル 赤 750ml ¥3,255

バルドリナル６ ボデガス･スルコ社 DOリベラ･デル･ドゥエロ 赤 750ml ¥2,887

バルドリナル･サンタマリア ボデガス･スルコ社 DOルエダ 白 750ml ¥2,756

アルバリーニョ･コンデス･デ･アルバレイ アデガ･コンデス･デ･アルバレイ DOリアスバイシャス 白 750ml ¥3,150

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価（税込）

希望小売価格
ケース（税込）

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥590 ¥7,080

Ｍａｌａｖｅｌｌａ（マラベーリャ）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥280 ¥6,720



「スペインワイン&フード テイスティング商談会 2008」
6月16日（月） ソラリア西鉄ホテル 出展アイテムリスト

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価（税込）

希望小売価格
ケース（税込）

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥590 ¥7,080

Ｍａｌａｖｅｌｌａ（マラベーリャ）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥280 ¥6,720

No.12

株式会社 キムラ
〒730-0814 広島県広島市中区羽衣町13-12

Tel: 082-241-6703 Fax: 082-241-4375

http://www.liquorlandjp.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

エストレージャ･ガリシア イホス･デ･リベラ社 ガリシア ビール 330ml ¥368

ガルベイ･エスプレンディド ガルベイ ヘレス･デ･ラ･フロンテラ シェリーブランデー 700ml ¥2,100

ヴィリャセサン･モレンドレス ヴィリャセサン社 カステーリャ･イ･レオン ロゼワイン 750ml ¥1,890

デーサ･デ･ヴィリャセサン ヴィリャセサン社 カステーリャ･イ･レオン 赤ワイン 750ml ¥1,890

ヴィリャセサン･エルベリテ ヴィリャセサン社 カステーリャ･イ･レオン 白ワイン 750ml ¥1,890

マルケス･デ･ジェリーダ･ブリュット･
エクスクリューシブ

エル･セップ社 ペネデス カバ 750ml ¥2,310

マルケス･デ･ジェリーダ･セミセコ エル･セップ社 ペネデス カバ 750ml ¥2,100

マルケス･デ･ジェリーダ･ピノ･ノワール･ロゼ エル･セップ社 ペネデス カバ 750ml ¥3,150

バロン･マンサニージャ バロン社 サンルーカル･デ･バラメダ シェリー酒 700ml ¥1,575

バロン･モスカテル バロン社 サンルーカル･デ･バラメダ シェリー酒 700ml ¥1,785

No.13

レセルバ イベリカ ジャパン 有限会社
〒732-0023 広島県広島市東区中山東1-3-15-1001

Tel: 082-508-6758 Fax: 082-508-6758

www.reservaiberica.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

グラン レセルバ ベジョータ レセルバ イベリカ キフエロ エンテロ 約７ｋｇ \12,810/kg

レセルバ イベリコ レセルバ イベリカ キフエロ エンテロ 約5.5ｋｇ \6,195/kg

レセルバ イベリコ ボンレス レセルバ イベリカ キフエロ ボンレス 約2.5ｋｇ \12,180/kg

ロモ ベジョータ グラン レセルバ レセルバ イベリカ キフエロ ケーシング 約１ｋｇ \15,750/kg

チョリソ ベジョータ レセルバ レセルバ イベリカ キフエロ ケーシング 約１ｋｇ \5,775/kg

レセルバ イベリコ スライスパック レセルバ イベリカ キフエロ スライス ８０ｇ \1,575/1P

ロモ ベジョータ グラン レセルバ スライスパック レセルバ イベリカ キフエロ スライス ８０ｇ \1,890/1P

チョリソ ベジョータ レセルバ スライスパック レセルバ イベリカ キフエロ スライス ８０ｇ \945/1P

ﾊﾓﾈﾛ（ハモン台） レセルバ イベリカ ムルシア ¥7,350

ナイフ＆シャープナーセット レセルバ イベリカ アルバセテ ¥5,250

No.14

株式会社 モトックス
〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-9-10

Tel: 06-6723-3131 Fax: 06-6723-3140

http://www.mottox-wine.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ｱﾙﾍﾞｯﾄ･ｲ･ﾉﾔ ｶﾊﾞ ﾌﾞﾙｯﾄ ｱﾙﾍﾞｯﾄ･ｲ･ﾉﾔ ｶﾀﾙｰﾆｬ 辛口 750 ¥2,800

ｲﾌﾟｼｽ ﾌﾞﾗﾝｸ･ﾌﾛｰﾙ ﾋﾞﾝｽ･ﾊﾟﾄﾞﾛ ｶﾀﾙｰﾆｬ 辛口 750 ¥1,200

ｵﾛ･ﾃﾞ･ｶｽﾃｨｰﾘｬ ﾍﾞﾙﾃﾞﾎ ﾎﾞﾃﾞｶﾞ･ｴﾙﾏﾉｽ･ﾃﾞﾙ･ﾋﾞﾘｬｰﾙ ｶｽﾃｨｰﾘｬ･ｲ･ﾚｵﾝ 辛口 750 ¥1,700

ﾊﾞﾙﾐﾆｮｰﾙ ｱﾙﾊﾞﾘｰﾆｮ ｱﾃﾞｶﾞｽ･ﾊﾞﾙﾐﾆｮｰﾙ ｶﾞﾘｼｱ 辛口 750 ¥2,550

ｲｹﾞﾙｴﾗ ｺｵﾍﾟﾗﾃｨｰﾊﾞ･ｱｸﾞﾗﾘｱ･ｻﾝﾀ･ｷﾃﾘｱ ﾚﾊﾞﾝﾃ ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 750 ¥1,250

ﾗｯﾁ･ﾃﾞ･ﾗｲﾑ ｾﾘｪｰﾙ･ﾋﾟﾆｮﾙ ｶﾀﾙｰﾆｬ ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 750 ¥1,500

ﾋﾟﾇｱｶﾞ ﾅﾄｩｰﾚ ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｲ･ﾋﾞﾆｪｰﾄﾞｽ･ﾋﾟﾇｱｶﾞ ｾﾝﾄﾛ ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 750 ¥2,100

ﾇｴｽﾄﾗ･ｾﾆｮｰﾗ･ﾎﾟﾙﾀﾙ ｾﾘｪｰﾙ･ﾋﾟﾆｮﾙ ｶﾀﾙｰﾆｬ ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 750 ¥2,200

ｶｻ･ﾃﾞ･ﾗ･ｴﾙﾐｰﾀ ｸﾘｱﾝｻ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｶｻ･ﾃﾞ･ﾗ･ｴﾙﾐｰﾀ ﾚﾊﾞﾝﾃ ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 750 ¥2,250

ｻｸﾗ･ﾅﾄｩｰﾗ ｾﾘｪｰﾙ･ﾋﾟﾆｮﾙ ｶﾀﾙｰﾆｬ ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 750 ¥2,650

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価（税込）

希望小売価格
ケース（税込）

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥590 ¥7,080

Ｍａｌａｖｅｌｌａ（マラベーリャ）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥280 ¥6,720



「スペインワイン&フード テイスティング商談会 2008」
6月16日（月） ソラリア西鉄ホテル 出展アイテムリスト

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価（税込）

希望小売価格
ケース（税込）

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥590 ¥7,080

Ｍａｌａｖｅｌｌａ（マラベーリャ）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥280 ¥6,720

No.15

株式会社 イムコ
〒465-0097 愛知県名古屋市名東区平和が丘3-75-1 サンコート平和が丘1F

Tel: 052-781-7476 Fax: 052-781-7466

http://www.ymco.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

アルボレダ オリーブ･クリーム アルボレダ アラゴン ｵﾘｰﾌﾞﾍﾟｰｽﾄ 200g ¥1,575

アメストイ･チャコリ 2007 アメスグレン チャコリ･デ･ゲタリア 微発泡白 750ml ¥3,129

アスティアサラン･シドラ･セコ アスティアサラン バスク 辛口ｼｰﾄﾞﾙ 750ml ¥1,680

ビーニャ･レイリーニャ 2007 オベントセラ リベイロ 白 750ml ¥3,150

クリプタ･グラン･レセルバ 2002 アグスティ･トレジョ サン･サドゥルニ･ダ･ノヤ ｶﾊﾞ 750ml ¥14,700

リオハ･サンチャゴ･ティント 2006 ボデガス･リオハ･サンチャゴ リオハ 赤 750ml ¥1,680

ウバ･ノクトウルナ 2004 ボデガス･エヘアナス
リベラ･デル･ガジェゴ･シンコ･
ビジャス

赤 750ml ¥2,310

アマント･ロブレ 2006 ボデガス･トレサナス トロ 赤 750ml ¥2,310

プリオス･マキシムス･ロブレ 2006 ボデガス･デ･ロス･リオス･プリエト リベラ･デル･ドゥエロ 赤 750ml ¥2,782

アンティスティアナ･レセルバ 2005 マスコンタル ペネデス 赤 750ml ¥5,250

No.16

トップトレーディング 株式会社
〒556-0021 大阪市浪速区幸町2丁目2-20 清光ビル 

Tel: 06-6567-6616 Fax: 06-6567-6615

http://www.toptrading.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

イベリコ チョリソー BEHER サラマンカ チルド 約1.2㎏/本 \6,500/㎏

イベリコ サルシッチョン BEHER サラマンカ チルド 約1.2㎏/本 \6,500/㎏

イベリコ ラルド BEHER サラマンカ チルド 約1㎏/パック \3,000/㎏

イベリコ豚 リブフィンガーミート BEHER サラマンカ 冷凍 5㎏ \3,000/㎏

イベリコ豚 ジョールミート BEHER サラマンカ 冷凍 5㎏ \3,000/㎏

ハモン デ トレベレス ANTONIO ALVAREZ トレベレス チルド 約8.5㎏/本 \5,000/㎏

No.17

プロスタイルデザイン 株式会社
〒107-0072 東京都港区南青山7-10-7 2F

Tel:03-5774-8288 Fax: 03-5774-8289

http://www.prostyle-design.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価（税込）

希望小売価格
ケース（税込）

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥590 ¥7,080

Ｍａｌａｖｅｌｌａ（マラベーリャ）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ（フォンドール）：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥280 ¥6,720


