
「スペインワイン&フード テイスティング商談会 2008」
6月30日（月） ホテル日航大阪 出展アイテムリスト

No.1

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

No.2

アドヴァンス・テクノサービス 株式会社
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-19-2 平ビル2F

Tel: 03-5361-3850 Fax: 03-5361-3852

http://ats-food.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ラ・カストリレーニャ（ｴｷｽﾄﾗ・ﾊﾞｰｼﾞﾝ・ｵｲﾙ） ＡＧＲＯＣＡＳＴＲＩＬ， ＳＡＴ Ｌｔｄａ． アンダルシア ﾋﾟｸｱﾙ単一 １Ｌ他 ¥3,150

渋皮生・生・ロースト アーモンド ＡＧＲＯＣＡＳＴＲＩＬ， ＳＡＴ Ｌｔｄａ． アンダルシア コムナ種 １ｋｇ ¥3,150

ペドロヒメネス・シェリービネガー Ｅｘｐｌｏｔａｃｉｏｎ ｖｉｎａｇｒｅｒａ， Ｓ．Ｌ． アンダルシア ﾍﾟﾄﾞﾛﾋﾒﾈｽ 250ml ¥2,520

フレーク・ソルト Ｅｘｐｌｏｔａｃｉｏｎ ｖｉｎａｇｒｅｒａ， Ｓ．Ｌ． アンダルシア ピラミッド 60g ¥945

ピコス Ｅｘｐｌｏｔａｃｉｏｎ ｖｉｎａｇｒｅｒａ， Ｓ．Ｌ． アンダルシア 乾パン 250g ¥525

アンチョビ FREDO カンタブリア 缶詰 固形72g ¥1,680

フロ・デ・サル
(黒ｵﾘｰﾌﾞ・ﾊｲﾋﾞｽｶｽ・ﾊｰﾌﾞ・ｶﾚｰ）

ＢＡＬＥＡＲＩＤＥＳ マジョルカ 海・ﾌﾚｰﾊﾞｰ塩 150g ¥1,680

ＣＵＣＡ（魚介缶詰） ＰＩＴＡ ＨＥＲＭＡＮＯＳ，Ｓ．Ａ． ガリシア 各種 各種 試験輸入

乾燥野菜
（トマト、ナス、ズッキーニ、ピーマン）

Ｌａ Ｆｒｕｂｅｎｓｅ アンダルシア 各種 各種 試験輸入

No.3

株式会社 イベリアン
〒465-0024 愛知県古屋市名東区本郷2丁目227番地

Tel: 052-774-7518 Fax: 052-831-7161

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

JAMON IBERICO BELLOTA MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo 骨付き(C/H) 7.5～8kg \12,000

JAMON IBERICO MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo 骨付き(C/H) 7.5～8kg \8,000

CHORIZO IBERICO BELLOTA MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo ブロック 約500g \6,000/kg

SALCHICHON IBERICO BELLOTA MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo ブロック 約500g \6,000/kg

LOMO IBERICO BELLOTA MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo ブロック 約500g \16,000/kg

JAMON IBERICO BELLOTA MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo スライス 75g \2,730/pk

JAMON IBERICO MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo スライス 75g \2,089/pk

CHORIZO IBERICO BELLOTA MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo スライス 75g \1,123/pk

SALCHICHON IBERICO BELLOTA MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo スライス 75g \1,123/pk

JAMONERA (生ハム台） Valencia \80,000

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30日（月） ホテル日航大阪 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

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.5

有限会社 オーケストラ
〒509-2202 岐阜県下呂市森967-7

Tel: 0576-25-6631 Fax: 0576-25-4074

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

サン・ジョアン グラン レゼルバ ブリュット ナチュレ カナル カバ 白・泡 750 ¥2,625

１３１２ ブリュット レゼルバ メストレス カバ 白・泡 750 ¥3,675

ビウラ ブランコ エンペラトリス リオハ 白 750 ¥2,100

テンプラニーリョ エンペラトリス リオハ 赤 750 ¥2,100

シャルドネ イラチェ ナバラ 白 750 ¥2,310

リバス・デル・クア メンシア リバス デル クア ビエルソ 赤 750 ¥2,940

アルバ・ロサ マルティネス・セランテス リアス・バイシャス 白 750 ¥2,625

テッラ ド ガルガロ ブランコ ガルガロ モンテレイ 白 750 ¥2,730

セキオット アネコープ バレンシア 赤 750 ¥1,575

アルトス デ ドゥラトン ドゥラトン ＶＤＴカスティーリャ・イ・レオン 赤 750 ¥2,100

No.6

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

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

RAMÓN ROQUETA Cabernet Sauvignon
2005

RAMÓN ROQUETA Pla de Bages 赤 750 ¥1,722

RAMÓN ROQUETA Reserva 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

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30日（月） ホテル日航大阪 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

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.8

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

No.9

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

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30日（月） ホテル日航大阪 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

JSRトレーディング 株式会社
〒104-0045 中央区築地5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス

Tel: 03-3248-9075 Fax: 03-5550-8560

http://www.jsrtr.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ロベルト・ホタ・ムール レゼルヴァ・ブリュット ロベルト・ホタ・ムール ＤＯ カヴァ 白 750 ¥2,625

ロベルト・ホタ・ムール エスペシアル・トラディシオ
ブリュット・ナチュレ

ロベルト・ホタ・ムール ＤＯ カヴァ 白 750 ¥4,725

ロベルト・ホタ・ムール ミレシメ・ブリュット ロベルト・ホタ・ムール ＤＯ カヴァ 白 750 ¥6,300

ロベルト・ホタ・ムール グラン・レゼルヴァ
ブリュット･ナチュレ

ロベルト・ホタ・ムール ＤＯ カヴァ 白 750 ¥10,500

ガルナッチャ・ド・フエーゴ ボデガス・アテカ ＤＯ カラタユー 赤 750 ¥2,520

パラシオ・デ・モンサルード ヴィーニャ・エストレメニャ ＶＤＴ エストレマドゥーラ州 赤 750 ¥2,100

モナステリオ・デ・テントゥディア ヴィーニャ・エストレメニャ ＶＤＴ エストレマドゥーラ州 赤 750 ¥2,205

ヴェガ・アドリアナ ヴィーニャ・エストレメニャ ＶＤＴ エストレマドゥーラ州 赤 750 ¥2,310

コルテ・レアル ヴィーニャ・エストレメニャ ＶＤＴ エストレマドゥーラ州 赤 750 ¥3,150

コルテ・レアル プラチナム ヴィーニャ・エストレメニャ ＶＤＴ エストレマドゥーラ州 赤 750 ¥5,775

No.11

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

No.12

重松貿易 株式会社
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2-2-5

Tel: 06-6231-6522 Fax: 06-6231-3588

http://www.shigematsu.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ラ・テラ ティント ジョアン・サルダ カタルーニャ地方・ペネデス地区 赤・ライト・辛口 750 ¥1,155

ラ・テラ ロザート ジョアン・サルダ カタルーニャ地方・ペネデス地区 ロゼ・ライト・辛口 750 ¥1,155

ヴァルデカーズ・テンプラニーリョ ボデガ・モンテ・ライナ
カスティーリャ・イ・レオン地方・
トロ地区

赤・ミディアム・
辛口

750 ¥1,365

ペロマート・テンプラニーリョ ボデガ・ファリーニャ
カスティーリャ・イ・レオン地方・
トロ地区

赤・ミディアム・
辛口

750 ¥1,575

プリンシペ・デ・ヴィアナ クリアンサ ボデガ・プリンシペ・デ・ヴィアナ エブロ地方・ナバーラ地区
赤・ミディアム・

辛口
750 ¥1,785

プリンシペ・デ・ヴィアナ シャルドネ ボデガ・プリンシペ・デ・ヴィアナ エブロ地方・ナバーラ地区
白・ミディアム・

辛口
750 ¥1,785

リオハ・ヴェガ・クリアンサ ボデガ・リオハ・ヴェガ エブロ地方・リオハ地区
赤・ミディアム・

辛口
750 ¥2,100

サルダ・カバ・ブルット ジョアン・サルダ カタルーニャ地方・ペネデス地区 発泡白・辛口 750 ¥2,100

サルダ・カバ・ブルット・ロザート ジョアン・サルダ カタルーニャ地方・ペネデス地区 発泡ロゼ・辛口 750 ¥2,625

アルター・ミサ・ワイン ジョアン・サルダ カタルーニャ地方・ペネデス地区
酒精強化・

極甘口
750 ¥2,100

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30日（月） ホテル日航大阪 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.13

サントリー 株式会社
〒135-0091 東京都港区台場2-3-3

Tel: 03-5579-1183 Fax: 03-5579-1735

http://www.suntory.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

トーレス サングレ・デ・トロ 赤 トーレス DOカタルーニャ 赤ワイン 750ML
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（1,510）

トーレス グラン・サングレ・デ・トロ 赤 トーレス DOカタルーニャ 赤ワイン 750ML
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（2,410）

トーレス グラン・サングレ・デ・トロ 白 トーレス DOペネデス 白ワイン 750ML
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（2,410）

トーレス ヴィニャ・エスメラルダ トーレス DOカタルーニャ 白ワイン 750ML
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（1,820）

トーレス サン・ヴァレンティン トーレス DOカタルーニャ 赤ワイン 750ML
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（1,800）

フレシネ コルドン・ネグロ フレシネ DOカヴァ カヴァ 750ML
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（1,700）

フレシネ ブリュット・バロッコ フレシネ DOカヴァ カヴァ 750ML
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（3,520）

フレシネ モナストレル・チャレロ フレシネ DOカヴァ カヴァ 750ML
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（2,490）

カステル・ブランチ ブリュット・ゼロ カステル・ブランチ DOカヴァ カヴァ 750ML
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（1,710）

カステル・ブランチ ブリュット・ゼロ ナチュレ カステル・ブランチ DOカヴァ カヴァ 750ML
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（2,600）

No.14

株式会社 ス・コルニ
〒105-0004 東京都港区新橋1-8-6 近江ビル4F

Tel: 03-3573-4181 Fax: 03-3573-6070

http://spain-wine.net

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

マッサナノヤ・カバ・ファミリア ブルット・ナトゥレ ＮＶ エウダルド・マッサナ・ノヤ D.O.カバ カバ 750ml ¥2,415

ビーニャス・デ・ミエデス・ブランコ 07 ボデガス・サン・アレハンドロ D.O.カラタユ 白 750ml ¥1,470

グラン・カンピーニョ 07 ビノス・イ・ボデガス・ガジェーガス D.O.リベイロ 白 750ml ¥1,680

アスンブレ・ベルデホ ベンディミア・
セレクシオナーダ 07

アグリコラ・カステジャーナ D.O.ルエダ 白 750ml ¥1,995

ムリージョ・ビテリ・ホーベン 06 ボデガス・ムリージョ・ビテリ D.O.Ca.リオハ 赤 750ml ¥1,890

アバデンゴ・ホーベン 06 ボデガス・リベラ・デ・ペラサス V.d.C.アリベス 赤 750ml ¥2,310

バスコンシージョス・エコロヒコ 05 ボデガ・ドミニオ・バスコンシージョス D.O.リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥3,990

エル・リンコン シラー＆ガルナチャ 04
パゴス・デ・ファミリア・マルケス・デ・グリニョン
エル・リンコン

D.O.ビノス・デ・マドリード 赤 750ml ¥5,040

マルケス・デ・グリニョン スンマ・バリエタリス 03
パゴス・デ・ファミリア・マルケス・デ・グリニョン
ドミニオ・デ・バルデプーサ

D.O.ドミニオ・デ・バルデプーサ
（ビーノ・デ・パゴ）

赤 750ml ¥6,195

パゴ・デ・ロス・カペジャーネス・クリアンサ 03 パゴ・デ・ロス・カペジャーネス D.O.リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥6,720

No.15

有限会社 シミズ
〒526-0037 滋賀県長浜市高田町11-4

Tel: 0749-62-7373 Fax: 0749-64-1120

http://www.wine432.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

2003 アアルト ボデガス・アアルト リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750 ¥8,400

2003 アストラレス ロス・アストラレス リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750 ¥7,875

2003 サン・ロマン ボデガス・マウロドス トロ 赤 750 ¥7,875

2002 パイサール ボデガス・イ・ビニュドス・パイサール ビエルソ 赤 750 ¥12,600

2006 アルバリーニョ セニョリオ・デル・ソブラル リアス・バイシャス 白 750 ¥3,675

2006 クエスタ・デ・オロ エルマノス・リュルトン ルエダ 白 750 ¥5,250

2004 アリェンデ、ブランコ フィンカ・アリェンデ リオハ 白 750 ¥5,250

2002 アリェンデ フィンカ・アリェンデ リオハ 赤 750 ¥5,250

2004 サリア フィンカ・サンドバル マンチュエラ 赤 750 ¥4,725

2003 フィンカ・サンドバル フィンカ・サンドバル マンチュエラ 赤 750 ¥7,350

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30日（月） ホテル日航大阪 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.16

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.17

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.18

株式会社 千商
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-4-15

Tel: 03-5547-5711 Fax: 03-3531-6070

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

カバ・ベルタ ブリュット ナチュレ レセルバ
他4グレード

カバ ベルタ カバ/ペネデス 泡 750ml
\3,150～

\6,300

チャコリ チョミン エチャニス 2007 チョミン エチャニス チャコリ デ ゲタリア 白 750ml オープン

プラドレイ ブランコ ベルデホ 2006 プラドレイ ルエダ 白 750ml オープン

ペルフェクト 2003 ボデガス カステロ デ メディナ ルエダ 白 750ml ¥3,780

マンサニージャ・ソレアール アントニオ・バルバディージョ サンルカール シェリー 750ml ¥2,800

レコルバ ティント 2006 プラドレイ リベラ デル ドゥエロ 赤 750ml オープン

アルトス デラ オヤ 2005 オリバレス フミージャ 赤 750ml オープン

ベタス トロ 2004 ボデガス イサディ トロ 赤 750ml ¥3,900

AN/2 (エイエヌ２） 2004 アニマ ネグラ マヨルカ 赤 750ml ¥3,500

オルベン 2005 ボデガス オルベン リオハ 赤 750ml ¥5,500

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30日（月） ホテル日航大阪 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.19

有限会社 ヌーヴェル・セレクション
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-36-5 笹屋ビル402

Tel: 03-5957-1955 Fax: 03-3989-9501

http://www.nouvellesselections.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ブルット 1+1=3 DOカヴァ
スパークリング

ブルット
750ml ¥2,205

ブルット・ナトゥーレ 1+1=3 DOカヴァ
スパークリング

ブルット・ナトゥーレ
750ml ¥2,468

ブルット・ニグルム マスカロ DOカヴァ
スパークリング

ブルット
750ml ¥2,468

ブルット ボイーガス DOカヴァ
スパークリング

ブルット
750ml ¥2,415

ブルット・レセルバ ファレ・イ・カタスス DOカヴァ
スパークリング

ブルット
750ml ¥2,415

ブルット パレス・バルタ DOカヴァ
スパークリング

ブルット
750ml ¥2,100

グラン・レセルバ ブルット・ナトゥーレ ミレジム
1994

カステル・デ・グラブアック DOカヴァ
スパークリング

ブルット・ナトゥーレ
750ml ¥3,360

グラン・レセルバ ブルット・ナトゥーレ ミレジム
1996

カステル・デ・グラブアック DOカヴァ
スパークリング

ブルット・ナトゥーレ
750ml ¥3,045

No.20

ミリオン商事 株式会社
〒104-0033 東京都中央区新川1-15-2

Tel: 03-3551-7403 Fax: 03-3551-7402

http://www.milliontd.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

スエノ カバ ボデガス エスパーニャ アウテニカ カバ 白/泡 ７５０ｍｌ ¥2,625

シャルドネ ２００６ セラー エスペルト エンポルダ・コスタ・ブラバ 白 ７５０ｍｌ ¥3,150

バルデボニータ ２００６ ティエラス デ ギハラル リベラ・デル・デゥエロ 白 ７５０ｍｌ ¥2,520

ルデレス セレクション ２００４ ティエラス デ ギハラル リベラ・デル・デゥエロ 赤 ７５０ｍｌ ¥5,040

アバディア レチュエルタ リボラ ２００４ アバディア レテュエルタ サルドン・デル・デュエロ 赤 ７５０ｍｌ ¥3,150

プリミシア ２００５ アバディア レテュエルタ サルドン・デル・デュエロ 赤 ７５０ｍｌ ¥2,625

ナイア ２００６ ボデガス ナイア ルエダ 白 ７５０ｍｌ ¥3,150

アドラス ２００４ リバス デル クア ビエルソ 赤 ７５０ｍｌ ¥2,100

キンタ アポロニア ２００６ ベロンドラーデ イ リュルトン ルエダ 白 ７５０ｍｌ ¥3,675

チャコリ ２００６ イトサス メンディ ビスカイコ・チャコリナ 白 ７５０ｍｌ ¥3,150

No.21

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30日（月） ホテル日航大阪 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.22

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

No.23

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.24

ボニリジャパン 株式会社
〒562-0013 大阪府箕面市坊島4-10-2

Tel: 072-725-1991 Fax: 072-725-1995

http://www.bonili.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ミロス・デ・リベラ・クリアンサ ボデガス・ペーナフィエル リベラ・デル・デュエロ 赤 750 ¥3,675

アルバ・デ・ミロス ボデガス・ペーナフィエル ルエダ 白 750 ¥2,625

グランバザン アンバル アルド・デ・バザン リアス・バイシャス 白 750 ¥3,150

テラスガウダ オロサル ボデガス ・テラス・ガウダ リアス・バイシャス 白 750 ¥3,150

ブリュットナチュレ グラン・レゼルバ フェルミ・ボイガス カバ カバ 750 ¥2,415

エスティロ 21 テンプラニーヨ ボデガス・ヴェルデュゲス ラマンチャ 赤 750 ¥1,365

ミステラ モスカテル トゥリス ラ・バロニア・デ・トゥリス バレンシア 白 甘口 750 ¥1,680

フィノ マリスメノ サンチェス・ロマテ ヘレス シェリー 750 ¥3,150

ＮＰＵ アモンティリャード サンチェス・ロマテ ヘレス シェリー 750 ¥3,675

カーディナル メンドーサ ソレラ・グランレゼルバ サンチェス・ロマテ ヘレス ブランデー 700 ¥10,500

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30日（月） ホテル日航大阪 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.25

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.26

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


