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7月7日（月） 京王プラザホテル札幌 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

株式会社 飯田 東京営業所
Tel: 03-6416-0043 Fax: 03-5414-15172

〒106-0032 東京都港区六本木4-3-6-101

http://www.iidawine.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

2005 カヴァ ブリュット レゼルバ スマロッカ DOカヴァ ペネデス 泡 750 ¥1,943

2004 カヴァ ロザート スマロッカ DOカヴァ ペネデス 泡 750 ¥1,995

2007 リースリング サルヴァドール ポヴェダ DOアリカンテ 白 750 ¥1,260

2005 アルタラ ヴィーニャ サンタ マリーナ VdT 白 750 ¥1,155

2005 モナストレル カスティリョ デル バロン DOイエクラ 赤 750 ¥1,470

2002 クリアンサ ボデガス セビラン コト ダルシス DOウティエルレケーナ 赤 750 ¥2,325

1998 レゼルバ コンデサ デ レガンサ DOラマンチャ 赤 750 ¥1,733

2006 テンプラニーリョ ヴィーニャ エルミニア DOCリオハ 赤 750 ¥1,418

1999 レゼルバ ヴィーニャ エルミニア DOCリオハ 赤 750 ¥3,255

N.V モスカテル サルヴァドール ポヴェダ DOアリカンテ 白 500 ¥1,260

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
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No.4

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

No.5

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.6

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
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No.7

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

No.8

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

No.9

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
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No.10

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.11

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.12

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


