
No.1

株式会社 アヴァンス
〒142-0063　東京都品川区荏原1-8-8

TEL: 03-5788-2788  FAX: 03-6273-1631

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ナチュラルミネラルウォーター・サンタニオル アイガ・デ・サンタニオル カタルーニャ ペットボトル 500ml ¥160

ナチュラルミネラルウォーター・サンタニオル アイガ・デ・サンタニオル カタルーニャ ペットボトル 1,500ml ¥280

ナチュラルミネラルウォーター・サンタニオル アイガ・デ・サンタニオル カタルーニャ ガラスボトル 500ml ¥260

ナチュラルミネラルウォーター・サンタニオル アイガ・デ・サンタニオル カタルーニャ ガラスボトル 1,000ml ¥400

ナチュラルミネラルウォーター炭酸入り・サンタニオル アイガ・デ・サンタニオル カタルーニャ ガラスボトル 500ml ¥260

ナチュラルミネラルウォーター微炭酸入り・サンタニオル アイガ・デ・サンタニオル カタルーニャ ガラスボトル 500ml ¥260

他

No.2

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)

ヴィーニャ マルティナ カヴァ ブリュット マセット カヴァ スパークリング 750ｍｌ ¥1,575

カロリナ デ マサックス マサックス カヴァ スパークリング 750ｍｌ ¥1,984

ヴィーニャ サンソ ヴェルデホ ルエダ ヴァル サンソ ルエダ 白 750ｍｌ ¥1,942

ティー サンソ ヴァル サンソ カスティーリャ イ レオン 赤 750ｍｌ ¥1,575

センダ デロロ ボデガス ヴィスカラ リベラ デル ドゥエロ 赤 750ｍｌ ¥2,310

メメント ブランコ カリル クルサド カスティーリャ 白 750ｍｌ ¥1,617

メメント オールドヴァイン カリル クルサド カスティーリャ 赤 750ｍｌ ¥1,617

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 750ｍｌ ¥1,869

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 750ｍｌ ¥1,869

レイシス １ ボデガス サン アレハンドロ ＶＤＭ 赤 750ｍｌ ¥4,410

他

No.3 

株式会社 飯田
〒581-0085　大阪府八尾市安中町1-1-29

TEL: 072-923-6244  FAX: 072-923-6892

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)

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) 発泡 750ml ¥1,785

ヴァル・ド・ソセゴ　アルバリーニョ アス・ラサス DOリアスバイシャス 白 750ml ¥2,625

モンテ・パルマ　ヴェルデホ チェロッソル DOルエダ 白 750ml ¥1,470

ドライ　ミュスカ スマロッカ DOペネデス 白 750ml ¥1,575

ロス　800 ロス　800 DOプリオラート 赤 750ml ¥2,310

モティーヴォ　ビエルソ ネオ DOリベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥1,680

アルテ・ド・ヴィヴィル ネオ DOリベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥1,785

リオハ　レゼルバ ヴィーニャ・エルミニア DOリオハ 赤 750ml ¥3,150

エクウス ヴィーニャ・サンタ・マリーナ VdTリベラ・デル・グディアーナ 赤 750ml ¥1,418

グラディウム　クリアンサ カンポス・レアレス DOラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,365

他

「スペインワイン&フード商談会　2010」
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No.4

アサヒグラント 株式会社

〒103-0008　東京都中央区日本橋中洲3番15号　センタービル7F

TEL: 03-5640-7691  FAX: 03-5640-2538

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ハモンセラーノ　エンブラ骨付き カンポドゥルセ サラゴサ 生ハム 約8.0ｋｇ  オープン価格

パレタセラーノ　 カンポドゥルセ サラゴサ 生ハム 約4.0ｋｇ  オープン価格

パレタイベリカ カンポドゥルセ サラゴサ 生ハム 約4.0ｋｇ  オープン価格

ハモンテルエル　DO骨付き ポルテサ テルエル 生ハム 約8.0ｋｇ  オープン価格

パレタテルエル　 ポルテサ テルエル 生ハム 約4.0ｋｇ  オープン価格

ロモ ポルテサ テルエル 生ハム 約0.45ｋｇ  オープン価格

カベサ　デ　ロモ ポルテサ テルエル 生ハム 約0.45ｋｇ  オープン価格

ハモンイベリコ　骨付き ディスペンサ　カストゥア エクストラマドゥーラ 生ハム 約8.0ｋｇ  オープン価格

フレッシュ　キャビア ピシファクトリア　デ　シエラ　ネバダ アンダルシア 魚卵 30ｇ オープン価格

アブルーガ ペスカビアール ムルシア 水産加工品 120ｇ オープン価格

他

No.5

株式会社 イムコ

〒465-0065　愛知県名古屋市名東区平和ヶ丘3-75-1

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)

セニョリオ・デ・フエンテアラモ　シラー '09 ボデガス・サン・ディオニシオ フミーリャ 赤 750ml ¥1,155

セニョリオ・デ・フエンテアラモ　マカベオ '09 ボデガス・サン・ディオニシオ フミーリャ 白 750ml ¥1,155

アルトス・デル・マハナル・テンプラニージョ '08 ボデガス・ボンホルネ カスティーリャ 赤 750ml ¥1,260

アルトス・デル・マハナル・アイレン '08 ボデガス・ボンホルネ カスティーリャ 赤 750ml ¥1,260

サンセグレ・ティント '08 ボデガス・エル・シダコス リオハ 赤 750ml ¥1,575

サンセグレ・クリアンサ '07 ボデガス・エル・シダコス リオハ 赤 750ml ¥1,995

パゴス・デ・アライス・ロブレ '07 ボデガス・パゴス・デ・アライス ナバラ 赤 750ml ¥1,890

アクリス・クリアンサ '05 ボデガス・ムルア リオハ 赤 750ml ¥2,310

ムルア・レセルバ '03 ボデガス・ムルア リオハ 赤 750ml ¥3,465

アウグストゥス・カベルネＳ‐メルロ '06 セレルス・アウグストゥス・フォルム ペネデス 赤 750ml ¥3,150

他

No.6

オエノングループ 合同酒精 株式会社

〒104-0061　東京都中央区銀座6-2-10

TEL: 03-3575-2763  FAX: 03-3575-2765

http://www.oenon.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

カバ　グラン・クラウストロ カスティロ・ペレラーダ ＤＯカバ スパークリング　白 750ｍｌ
オープン価格

（参考￥2,737）

ブリュット・レゼルバ カスティロ・ペレラーダ ＤＯカバ スパークリング　白 750ｍｌ
オープン価格

（参考￥1,680）

ブリュット・ロサード カスティロ・ペレラーダ ＤＯカバ スパークリング　ロゼ 750ｍｌ
オープン価格

（参考￥1,869）

ブラン・ド・フォック　ブリュット カスティロ・ペレラーダ スペイン スパークリング　白 750ｍｌ
オープン価格

（参考￥1,207）

トレス・フィンカス カスティロ・ペレラーダ ＤＯアンポルダ 赤 750ｍｌ
オープン価格

（参考￥1,764）

マシア・ペレラーダ　ティント カスティロ・ペレラーダ ＤＯカタルーニャ 赤 750ｍｌ
オープン価格

（参考￥1,456）

マシア・ペレラーダ　ブランコ カスティロ・ペレラーダ ＤＯカタルーニャ 白 750ｍｌ
オープン価格

（参考￥1,456）

カレ　ティント カレ ＤＯカリニェナ 赤 750ｍｌ
オープン価格

（参考￥1,280）

カレ　シャルドネ カレ ＤＯカリニェナ 白 750ｍｌ
オープン価格

（参考￥1,480）

カレ　ロゼ カレ ＤＯカリニェナ ロゼ 750ｍｌ
オープン価格

（参考￥1,280）

他
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No.7

株式会社 イベリアン

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)

生ハム　イベリコ　べジョータ（原産地呼称） マルコス　ソトセラーノ ギフエロ 骨付き 7.5/8.5ｋｇ オープン価格

ハモン　セラーノ リオハ 骨付き 7.5/8.5ｋｇ オープン価格

チョリソ　イベリコ　べジョータ マルコス　ソトセラーノ ギフエロ ブロック 500/600ｇ オープン価格

サルチチョン　イベリコ　べジョータ マルコス　ソトセラーノ ギフエロ ブロック 500/600ｇ オープン価格

ロモ　イベリコ　べジョータ マルコス　ソトセラーノ ギフエロ ブロック 500/600ｇ オープン価格

ハモン　イベリコ　ベジョータ マルコス　ソトセラーノ ギフエロ スライスパック 25ｇ オープン価格

チョリソ　イベリコ　べジョータ マルコス　ソトセラーノ ギフエロ スライスパック 25ｇ オープン価格

サルチチョン　イベリコ　べジョータ マルコス　ソトセラーノ ギフエロ スライスパック 25ｇ オープン価格

子ブタの丸焼き セゴビア 塊 4ｋｇ オープン価格

他

No.8

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

http://www.orchestra.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

Emperatriz Crianza
エンペラトリス　クリアンサ

Bodegas ｌａ Emperatriz
ボデガス・ラ・エンペラトリス

Rioja
リオハ

赤 750ｍｌ ¥2,625

Squarede three
スクア－ド　スリ－

Winery Ａｒｔｓ
ワイナリー・アーツ

Ribera del Queiles
リベラ・デル・ケイレス

赤 750ｍｌ ¥2,730

Kurmisti
クルミスティ

Vinos Atxega
ビノス　アチェガ

Vino de Mesa  (País Vasco)
ビノ・デ・メサ　（バスク地方）

白 750ｍｌ ¥2,100

Dona Rosa
ドナ・ロサ

Bodegas Martinez Serantes
マルティネス・セランテス

Rias Baixas
リアス・バイシャス

白 750ｍｌ ¥2,730

Viña Paquita　Tinto
ビニャ　パキータ　ティント

Campos de Luz
カンポ・デ・ルス

D.O. Cariñena
カリニャナ

赤 750ｍｌ ¥1,260

Viña Paquita　Blanco
ビニャ　パキータ　ブランコ

Campos de Luz
カンポ・デ・ルス

D.O. Cariñena
カリニャナ

白 750ｍｌ ¥1,260

Absidis Brut
アブシディス ブリュット

Emendis
エメンディス

cava
カバ

泡　白 750ｍｌ ¥1,680

Sant Joan Gran Reserva Brut Nature
サン・ジョアン　グラン・レセルバ　ブリュット・ナチュレ

Canals Canals
カナルスファミリー

cava
カバ

泡　白 750ｍｌ ¥2,310

Manzanilla Sanluqueña
マンサニージャ　サンルケーニャ

Bodegas Caydsa
ボデガス　カイシャ

Jerez
ヘレス

シェリー 750ｍｌ ¥1,995

LAUREADO AMONTILLADO
ラウレアード・アモンティリャード

Bodegas Caydsa
ボデガス　カイシャ

Jerez
ヘレス

シェリー 750ｍｌ ¥2,940

他

No.9

株式会社 オーデックス･ジャパン
〒108-0074　東京都港区高輪4-1-22

TEL: 03-3445-6895  FAX: 03-3445-6288

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

シャルドネ 2009 バレタ エンポルダ 白／ライト 750ml ¥1,575

ガルナッチャ・ブランカ 2008 バレタ エンポルダ 白／ライト 750ml ¥1,575

メルロー 2008 バレタ エンポルダ 赤／ミディアム 750ml ¥1,575

ガルナッチャ・ティンタ 2008 バレタ エンポルダ 赤／ミディアム 750ml ¥1,575

エルカビオ・ブランコ 2008 エルカビオ ラ・マンチャ 白／ライト 750ml ¥1,470

エルカビオ・ティント 2008 エルカビオ ラ・マンチャ 赤／ミディアム 750ml ¥1,470

エルカビオ・ロブレ 2007 エルカビオ ラ・マンチャ 赤／ミディアム 750ml ¥1,890

オルバーリョ・アルバリーニョ 2008 ラ・ヴァル リアス・バイシャス 白／ミディアム 750ml ¥2,730

12ボルツ 2008 4キロス マジョルカ 赤／フル 750ml ¥4,725

ガゴ 2007 テルモ・ロドリゲス トロ 赤／フル 750ml ¥3,885

他

〒465-0024　愛知県名古屋市名東区本郷2丁目227番地
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No.10

オリーブプラン 株式会社

〒105-0014　東京都港区芝2-5-10-1006　

TEL: 03-5765-2642  FAX: 03-5765-2643

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

エキストラバージンオリーブオイル　収穫初日搾り カスティージョ・デ・カネナ アンダルシア ピクアル種100% 250ml ¥2,363

エキストラバージンオリーブオイル　収穫初日搾り カスティージョ・デ・カネナ アンダルシア アルベキーナ種100% 250ml ¥2,363

エキストラバージンオリーブオイル　収穫初日搾り カスティージョ・デ・カネナ アンダルシア ロイヤル種100% 500ml ¥4,410

ハモンセラーノ　グランレゼルバ　生ハム　職人魂 コルティージョ・デ・カナタ アンダルシア 骨付き　15ヶ月 約9ｋｇ  
参考出品の為

価格未確定

ハモンセラーノ　マトネラ　生ハム　職人魂 コルティージョ・デ・カナタ アンダルシア 骨なし　スライス加工用 約5ｋｇ  
参考出品の為

価格未確定

他

No.11

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: 03-5433-6366  FAX: 03-5433-6644

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)

ナヴェラン・カバ・ブリュット・エスペシャル　ＮＶ カバ・ナヴェラン カバ 泡・白 750ｍｌ ¥2,069

ルナ・デ・マール・ブランコ　2008 バロニア・デ・トゥリス バレンシア 白 750ｍｌ ¥1,932

ルナ・デ・マール・ティント　2007 バロニア・デ・トゥリス バレンシア 赤 750ｍｌ ¥1,932

ザ・タパス・ワイン・コレクション　2008 タパス・ワイン・コレクション フミリア 赤 750ｍｌ ¥1,565

カベルネ・ソーヴィニオン　2007 ラモン・ロケッタ カタルーニャ 赤 750ｍｌ ¥1,722

レゼルバ　2005 ラモン・ロケッタ カタルーニャ 赤 750ｍｌ ¥1,722

ティント・ロア・ホーヴェン　2009 ヴィノ・デ・ラウダ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ｍｌ ¥1,722

メーラー・ランブレッタ ボデガス・ランブレッタ ソモンターノ 赤 750ｍｌ ¥2,069

マカレノ・クリアンサ ボデガ・カラバル リベラ・デル・グァディアナ 赤 750ｍｌ ¥3,465

他

No.12

ユニオンリカーズ 株式会社

〒100-0013　東京都千代田区霞が関3-6-7　DF霞が関プレイス

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 D.O.サンルーカル・デ・バラメダ シェリー　辛口 750ml ¥1,995

パゴデル・ヴィカリオ　プティヴェルド・ロサード パゴデル・ヴィカリオ シウダット・レアル ロゼ　辛口 750ml ¥2,310

パゴデル・ヴィカリオ　ペンタ パゴデル・ヴィカリオ シウダット・レアル 赤　フルボディ 750ml ¥1,995

ボルテオ　赤 ディエゴ・サモラ V.T.カスティーリャ 赤　ミディアムボディ 750ml ¥1,260

ボルテオ　白 ディエゴ・サモラ V.T.カスティーリャ 白　辛口 750ml ¥1,260

ラモン・ビルバオ・リミテッドエディション ボデガス･ラモン・ビルバオ D.O.Caリオハ 赤　フルボディ 750ml ¥2,719

ファウスティーノ７世　赤 ボデガス・ファウスティーノ Ｄ.Ｏ.Ca. リオハ　 赤　ミディアムボディ 750ml ¥1,575

ファウスティーノ７世　白　　　 ボデガス・ファウスティーノ Ｄ.Ｏ.Ca. リオハ　 白　辛口 750ml ¥1,575

ファウスティーノ７世　ロサード　 ボデガス・ファウスティーノ Ｄ.Ｏ.Ca. リオハ　 ロゼ　辛口 750ml ¥1,575

クロ・ラ・ソレヤ　ブリュット カヴァス・エル・チャンフラ D.O. カヴァ 辛口　発泡 750ml ¥1,260

他
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No.13

レセルバ イベリカ ジャパン 有限会社

〒733-0865　広島県広島市西区草津本町1-5

TEL: 082-508-6758  FAX: 082-508-6758

http://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 ギフエロ 骨付き・蹄付き 7ｋｇ  前後 オープン価格

レセルバ　イベリコ レセルバ　イベリカ ギフエロ 骨付き・蹄付き 5ｋｇ  前後 オープン価格

レセルバ　セラーノ レセルバ　イベリカ ギフエロ 骨付き・蹄付き 7ｋｇ  前後 オープン価格

グラン　レセルバ　ベジョータ　ボンレス レセルバ　イベリカ ギフエロ 骨無し 4ｋｇ  前後 オープン価格

レセルバ　イベリコ　ボンレス レセルバ　イベリカ ギフエロ 骨無し 3ｋｇ  前後 オープン価格

レセルバ　セラーノ　ボンレス レセルバ　イベリカ ギフエロ 骨無し 5ｋｇ  前後 オープン価格

グラン　レセルバ　ベジョータ　スライス レセルバ　イベリカ ギフエロ スライスパック 80ｇ オープン価格

ロモ　イベリコ　ベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ 腸詰め 500ｇ 前後 オープン価格

チョリソ　イベリコ　ベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ 腸詰め 500ｇ 前後 オープン価格

サルチチョン　イベリコ　ベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ 腸詰め 500ｇ 前後 オープン価格

他

No.14

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)

サン・ディオニシオ・バッグ・イン・ボックス・ティント ボデガス・サン・ディオニシオ カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤 3000ml ¥2,310

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 カスティーリャ・イ・レオン ロゼ 750ml ¥1,890

デーサ・デ・ヴィリャセサン ヴィリャセサン社 カスティーリャ・イ・レオン 赤 750ml ¥1,890

ヴィリャセサン・エルベリテ ヴィリャセサン社 カスティーリャ・イ・レオン 白 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 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 700ml ¥1,785

他

No.15

サッポロビール 株式会社

〒150-8522　東京都渋谷区恵比寿4-20-1

お客様センター　0120-207800　（受付時間：平日 9：00～17：00　土・日・祝祭日、年末年始、夏季などの特別休暇を除く）

http://www.sapporobeer.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

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 リオハDOC 赤 750ml ¥2,625

リスカル・ブランコ マルケス・デ・リスカル ルエダDO 白 750ml ¥1,575

レガリス・クリアンサ レガリス（コドーニュ社） リベラ・デル・デュエロDO 赤 750ml ¥2,940

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

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

クァデルナ・ヴィア　イニチウム（有機ワイン） クァデルナ・ヴィア ナバーラDO 赤 750ml ¥1,155

クァデルナ・ヴィア　エスペシアル（有機ワイン） クァデルナ・ヴィア ナバーラDO 赤 750ml ¥1,575

オヤ・デ・カデナス・レセルバ・テンプラニーリョ ガンディア バレンシアDO 赤 750ml ¥1,260

オヤ･デ･カデナス・ブランコ ガンディア バレンシアDO 白 750ml ¥1,260

ドゥーシェ・シュバリエ・ロゼ ヴィニデルサ カバDO スパークリング　ロゼ 750ml ¥1,554

他
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No.16

株式会社 グルメミートワールド

〒321-1274　栃木県日光市土沢2002-2

TEL: 0288-32-2939  FAX: 0288-32-2919

http://www.iberico.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ハモンイベリコベジョータ カサルバ ブルゴス 骨付き原木 約10ｋｇ ¥95,000

ハモンイベリコセボ カサルバ ブルゴス 骨付き原木 約10ｋｇ ¥55,000

ハモンセラーノ（36ヶ月熟成） カサルバ ブルゴス 骨付き原木 約10ｋｇ ¥32,000

ハモンデトレベレス（23ヶ月熟成） フビレス トレベレス 骨付き原木 約10ｋｇ ¥32,000

ハモンセラーノ・レセルバ（16ヶ月熟成） フビレス トレベレス 骨付き原木 約8ｋｇ ¥20,000

サルチチョンイベリコベジョータ カサルバ ブルゴス 豚腸入り 約1.5ｋｇ ¥8,700

チョリソーイベリコベジョータ カサルバ ブルゴス 豚腸入り 約1.5ｋｇ ¥8,700

アルバラシンチーズ・ドンマニュエル15ヶ月熟成 アルティサーノ テルエル 8分割カット 300ｇ ¥3,000

アルバラシンチーズ・プラタ アルティサーノ テルエル 8分割カット 300ｇ ¥2,300

アフィノックスハモネロ アフィノックス バレンシア 生ハム台 約12ｋｇ ¥73,500

他

No.17

株式会社 ス･コルニ

〒105-0004　東京都港区新橋1-8-6　近江ビル

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)

バクセオス　ブランコ ボデガス　クアトロ　ラヤス ルエダ 白 750ml ¥1,300

クアトロラヤス　ベルデホ ボデガス　クアトロ　ラヤス ルエダ 白 750ml ¥1,800

クアトロラヤス　ソーヴィニヨン　ブラン ボデガス　クアトロ　ラヤス ルエダ 白 750ml ¥1,800

グランフェウド　エディシオン ボデガス　チビテ ナバーラ 赤 750ml 未定

グランフェウド　ブランコ ボデガス　チビテ ナバーラ 白 750ml 未定

グランフェウド　ロサード ボデガス　チビテ ナバーラ ロゼ 750ml 未定

グラン　フェウド　クリアンサ ボデガス　チビテ ナバーラ 赤 750ml 未定

ムンド　デ　ユンテロ　ティント ボデガス　ユンテロ ラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,500

ムンド　デ　ユンテロ　ブランコ ボデガス　ユンテロ ラ・マンチャ 白 750ml ¥1,500

ポルテル　ブランダグーシャ ビニコラ　デ　サラル コンカ・デ・バルベラ 白　微発泡 750ml ¥1,800

他

No.18

株式会社 スマイル

〒175-0094　東京都板橋区成増1－30－13 サンリッツ三井生命ビル

TEL: 03-5998-2400  FAX: 03-5998-2401

http://www.smilecorp.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

カバ　デル・プリンシペ　ドライ Ｃ．Ｂ．Ｌ．Ｓ．Ａ． ペネデス カバ　辛口 750ｍｌ ¥1,417

ナダル　カバ　ブリュット ナダル ペネデス カバ　辛口 750ｍｌ ¥1,942

ラ・ギータ　マンサニーラヤ ホセ・エステベス サンルカール・デ・バラメーダ 辛口 750ｍｌ ¥2,100

ディエゴ・デ・アルマグロ　レセルバ フェリックス・ソリス ヴァルデペイニャス 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥1,207

ディエゴ・デ・アルマグロ　グランレセルバ フェリックス・ソリス ヴァルデペイニャス 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥1,837

カリッサ フェリックス・ソリス ヴァルデペイニャス 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥1,155

アナリヴィア　ソーヴィニヨン・ブラン フェリックス・ソリス ルエダ 白　辛口 750ｍｌ ¥1,417

エル・シルクロ フェリックス・ソリス リオハ 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥1,207

ゴンテス　セミ・クリアンサ ボデガス・ゴンザレス・テッソ リオハ 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥1,785

チャコリ・デ･ゲタリア　白 タライ・ベッリ バスク 微発泡　辛口 750ｍｌ ¥2,992

他
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No.１9

株式会社 ZAS（サス）

〒104-0041　東京都中央区新富2-15-6　新光第5ビル3F

TEL: 03-3552-5223  FAX: 03-3552-5226

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)

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

ロス・コンデス・ブランコ ボデガス・ロケタ カタルーニャ 白　辛口 750ｍｌ ¥1,260

ロス・コンデス・ティント ボデガス・ロケタ カタルーニャ 赤　中重口 750ｍｌ ¥1,260

オチョア・クリアンサ ボデガス・オチョア ナバラ 赤　中重口 750ｍｌ ¥2,310

オチョア・レセルバ ボデガス・オチョア ナバラ 赤　重口 750ｍｌ ¥3,360

ティレヌス・クリアンサ ボデガス・エステファニア ビエルソ 赤　重口 750ｍｌ ¥4,830

マンサニージャ・マリア・クリスティーナ ペドロ・ロメロ サンルーカル・デ・バラメダ シェリー　辛口 750ｍｌ ¥1,575

ハモン・イベリコ・ベジョータ バルトゥーラ ギフエロ 約8ｋｇ  オープン価格

マンチェゴチーズ クオルム・インターナショナル カスティーリャ・ラ・マンチャ 約1ｋｇ  オープン価格

干しブドウ ラ・ボルヘニャ マラガ 1ｋｇ  オープン価格

他

No.20

サントリーワインインターナショナル 株式会社

〒100-0014　東京都千代田区永田町2-13-5　赤坂エイトワンビル4F

お客様センター/ワイン　0120-139-380(受付時間: 月～金9:00～18:00　土9:00～17:00　日・祝祭日休み)

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 カタルーニャＤＯ 赤 750ｍｌ
カタログ価格

（￥1,585）

グラン サングレ デ トロ （赤） トーレス カタロニアＤＯ 赤 750ｍｌ
カタログ価格

（￥2,530）

グラン サングレ デ トロ （白） トーレス ペネデスＤＯ 白 750ｍｌ
カタログ価格

（￥2,530）

ヴィニャ エスメラルダ トーレス カタルーニャＤＯ 白 750ｍｌ
カタログ価格

（￥1,911）

サン ヴァレンティン （赤） トーレス カタルーニャＤＯ 赤 750ｍｌ
カタログ価格

（￥1,890）

フレシネ コルドン ネグロ フレシネ カヴァＤＯ カヴァ 750ｍｌ
カタログ価格

（￥1,879）

フレシネ セミセコ・ロゼ フレシネ カヴァＤＯ カヴァ 750ｍｌ
カタログ価格

（￥1,869）

フレシネ ブリュット・バロッコ（カートン入り） フレシネ カヴァＤＯ カヴァ 750ｍｌ
カタログ価格

（￥3,850）

カステルブランチ ブリュット ゼロ カステルブランチ カヴァＤＯ カヴァ 750ｍｌ
カタログ価格

（￥1,879）

他

No.21

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　ラウンジ　ブリュットナチュレ カバ・ベルタ カバ スパークリング 750ml ¥3,150

チャコリ・チョミン・エチャニス2009 チョミン・エチャニス チャコリ・デ・ゲタリア 白 750ml ¥3,150

フェレット・チャレロ・ブランコ　ABAC2008 カバス・フェレット ペネデス 白 750ml ¥2,625

アルバリーニョ・デ・フェフィニャネス2008 パラシオ・デ・フェフィニャネス リアスバイシャス 白 750ml ¥3,150

キビア2008 アニマネグラ マヨルカ 白 750ml ¥3,675

ヴィア・エデターナ　ブランコ2008 エデタリア テラ・アルタ 白 750ml オープン価格

ヴィア・エデターナ　ティント2006 エデタリア テラ・アルタ 赤 750ml オープン価格

GR-174 2007 カーサ・グラン・デ・シウラーナ プリオラート 赤 750ml ¥3,150

アニマネグラ 2005 アニマネグラ マヨルカ 赤 750ml ¥6,825

マンサニージャ・ソレアール バルバディ－ジョ サン・ルカール シェリー 750ml ¥2,940

他
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No.22

T.G.A Int. Commerce Business, 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)

バルタサール・グラシアン・ブランコ ボデガス・サン・アレアンドロ カラタユッド 白 750ｍｌ ¥2,475

アイレス・クリアンサ ボデガス・セニョリオ・デ・アイレス カリニェナ 赤 750ｍｌ ¥2,625

コト・デ・アヤス・ソロ０９ ボデガス・アラゴネッサス カンポ・デ・ボルハ 赤 750ｍｌ ¥2,475

ラガール・デ・セルベラ グループ・ラ・リオハ・アルタ リアス・バイシャス 白 750ｍｌ ¥3,554

ヴィニャ・アルベルディ・レセルバ グループ・ラ・リオハ・アルタ リオハ 赤 750ｍｌ ¥4,038

バロン・デ・オニャ・レセルバ グループ・ラ・リオハ・アルタ リオハ 赤 750ｍｌ ¥4,900

ヴィニャ・アルメンテイラ・オルホ・ブランコ グループ・ラ・リオハ・アルタ ガリシア オルホ 500ｍｌ ¥5,250

ヴィニャ・アルメンテイラ・アグアルディエンテ・デ・イエルバ グループ・ラ・リオハ・アルタ ガリシア アグラルディエンテ 500ｍｌ ¥5,250

フィノ・パボン グループ・ルイス・カバジェロ へレス シェリー 750ｍｌ ¥2,100

他

No.23

大榮産業 株式会社

〒453-0041　愛知県名古屋市中村区本陣通4-18

TEL: 052-482-7231  FAX: 052-481-0499

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ビーニャ・サンマネル・ブリュット・レゼルヴァ カバスヒル D.O.カバ 発泡 750ml ¥1,995

カバ・ブリュット・レゼルヴァ パルシェット D.O.カバ 発泡 750ml ¥3,255

マルケス・デ・アレージャ パルシェット D.O.アレージャ 白 750ml ¥2,415

ブラン・デ・パクス パレス・バルタ D.O.ペネデス 白 750ml ¥2,100

メスタ・ブランコ ボデガス・フォンタナ D.O.ウスレ 白 750ml ¥1,575

ラサス ボデガス・アス・ラサス D.O.リアスバイシャス 白 750ml ¥3,465

ペイケ・ビーノ・ティント・メンシア ペイケ D.O.ビエルソ 赤 750ml ¥2,100

エル・モリネ デステ・ビーノ D.O.バレンシア 赤 750ml ¥2,310

イソラ・デ・モント・レアガ モント・レアガ Vdtカスティージャ・ラ・マンチャ 赤 750ml ¥2,100

メスタ・テンプラニージョ ボデガス・フォンタナ D.O.ウスレ 赤 750ml ¥1,575

他

No.24

有限会社 ヌーヴェル･セレクション
〒171-0022　東京都豊島区南池袋2-4-1　S・Aオフィス南池袋102号

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 カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥2,100

ブルット・ロゼ　ピノ・ノワール 1+1=3 カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥3,150

マス・スアウ　ブルット・ナトゥーレ ファレ・イ・カタスス カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥2,100

ブルット・レセルバ ファレ・イ・カタスス カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥2,310

ブルット パレス・バルタ カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥1,995

ブルット・ナトゥーレ パレス・バルタ カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥2,625

ブルット・ナトゥーレ　グラン・レセルバ　1996 カステル・デル・グラブアック カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥2,835

クロス・ダルシス　ブルット ボデガ・セビラン カヴァ（ウティエル・レケーナ） スパークリング 750ml ¥2,205

エクス・デ・エストレマドゥーラ　ブルット ルイス・トーレス VdTエストレマドゥーラ スパークリング 750ml ¥1,785

ブルット・ナトゥーレ ホルダン・デ・アソ エスプモーソ・デ・カリダッド（カリニェーナ） スパークリング 750ml ¥2,205

他
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No.25

株式会社 ディバース

〒106-0044　東京都港区東麻布1-15-8

TEL: 03-6277-7871  FAX: 03-6277-7870

http://www.diverse.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ハモン・イベリコ・ベジョータ リサルド・カストロ・マルティン社 サラマンカ 生ハム 7.5～8.5ｋｇ  約9,900/ｋｇ  

ハモン・イベリコ・セボ・デ・カンポ リサルド・カストロ・マルティン社 サラマンカ 生ハム 7.5～8.6ｋｇ  約5,850/ｋｇ  

チョリソ、サルチチョン・ベジョータ各種 リサルド・カストロ・マルティン社 サラマンカ ソーセージ 600ｇ ～1.5ｋｇ  約5,250/ｋｇ  

ケソ・デ・マンチェゴ Gomez Moreno社 シウダ・レアル チーズ 300ｇ ～350ｇ 約5,250/ｋｇ  

ケソ・デ・ヴァルデオン グルメオーバーシー社 レオン チーズ 450ｇ ～500ｇ 約5,500/ｋｇ  

エクストラ・ヴァージン・オリーブオイル オリソイ社 ヴァレンシア 食用油 3L 約4,500/本

ピュア・オリーブオイル オリソイ社 ヴァレンシア 食用油 5L 約5,000/本

ピメントン・アウマード各種 エンジェル・ナヴァッロ社 アリカンテ 香辛料 500ｇ 1,200～1,890/本

レグンブレス各種 ヴァガス・ヴァネサナス社 レオン 豆類 1ｋｇ  700～1,500/ｋｇ  

フィデウア各種 グルメオーバーシー社 サラゴサ パスタ 500ｇ 650/P

他

No.26

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)

カナルス＆ムンネ　インスペラブル　ブリュット カナルス＆ムンネ ペネデス カバ　辛口 750ｍｌ ¥2,100

カナルス＆ムンネ　プリンセプス ムスカット 2009 カナルス＆ムンネ ペネデス 白　辛口 750ｍｌ ¥1,785

コントラプント　2006 ボデガス・グランバザン リアス・バイシャス 白　辛口 750ｍｌ ¥2,310

ヴィーニャ・サルダソル　テンプラニーリョ2007 ボデガス・アルコンデ ナバーラ 赤　ライドボディ 750ｍｌ ¥1,575

カピトル　テンプラニーリョ　2007 ヴィノス・パドロ タラゴナ 赤　ミディアムボディ 750ｍｌ ¥1,890

ヴァルデラナ　ティント　2008 ボデガス・ヴァルデラナ リオハ 赤　ミディアムボディ 750ｍｌ ¥1,890

ヴィーニャ・サルダソル　クリアンサ　2005 ボデガス・アルコンデ ナバーラ 赤　ミディアムボディ 750ｍｌ ¥1,890

ボデガス・アルコンデ・レゼルバ・セレクション・ガルナッチャ
2005

ボデガス・アルコンデ ナバーラ 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥2,625

ボデガス・アルコンデ・レゼルバ・セレクション・テンプラニー
リョ　2005

ボデガス・ヴァルデラナ ナバーラ 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥2,625

ミステラ　モスカテル　トゥリス　2008 ラ・バローニア・トゥリス バレンシア 白　甘口 750ｍｌ ¥1,680

他

No.27

株式会社 ボンド商会

〒652-0833　兵庫県神戸市兵庫区島上町1-1-4

TEL: 078-671-6002  FAX: 078-651-6514

http://www.bondco.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ナヴィトゥム　ティント ボデガス　イ　ヴィニェドス　デル　ハロン DO　カラタユド 赤 750ml
オープン価格

(参考￥1,260)

ナヴィトゥム　ブランコ ボデガス　イ　ヴィニェドス　デル　ハロン DO　カラタユド 白 750ml
オープン価格

(参考￥1,260)

ナヴィトゥム　レセルヴァ ボデガス　イ　ヴィニェドス　デル　ハロン DO　カラタユド 赤 750ml
オープン価格

(参考￥1,890)

ヴィーニャ　アラルバ　ガルナッチャ　シラー ボデガス　イ　ヴィニェドス　デル　ハロン DO　カラタユド 赤 750ml ¥1,680

ラス ピサラス ガルナッチャ　ビーニャ　ヴィエハ ボデガス　イ　ヴィニェドス　デル　ハロン DO　カラタユド 赤 750ml ¥3,780

ガルシア　ビアデロ ヴァルドゥエロ カスティーリャ・イ・レオン 白 750ml ¥2,625

アルブカラ　エセンシア　ロブレ ヴァルドゥエロ DO トロ 赤 750ml ¥2,730

ピントレスコ ボデガス ルイス グルペギ ムガ エクストレマドゥーラ 赤 750ml ¥1,260

プリミ ボデガス ルイス グルペギ ムガ DOＣ　リオハ 赤 750ml ¥1,890

ヴィーニャ ベルセオ クリアンサ ボデガス ルイス グルペギ ムガ DOＣ　リオハ 赤 750ml ¥2,520

他
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No.28

プロスタイルデザイン 株式会社

〒174-0071　東京都板橋区常盤台1-12-5

TEL: 03-5774-8288  FAX: 03-5774-8289

http://www.psd-i.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ヴィッチー・カタラン グルッポ・ヴィッチー・カタラン社 スペイン
天然発泡

ミネラルウォーター
250ｍｌ

1ｹｰｽ(24本)
\9,360

ヴィッチー・カタラン グルッポ・ヴィッチー・カタラン社 スペイン
天然発泡

ミネラルウォーター
500ｍｌ

1ｹｰｽ(20本)
\9,800

ヴィッチー・カタラン グルッポ・ヴィッチー・カタラン社 スペイン
天然発泡

ミネラルウォーター
1ℓ

1ｹｰｽ(12本)
\9,480

フォンドール グルッポ・ヴィッチー・カタラン社 スペイン
ペットボトル入

ミネラルウォーター
500ｍｌ

1ｹｰｽ(24本)
\6,000

フォンドール グルッポ・ヴィッチー・カタラン社 スペイン ミネラルウォーター 500ｍｌ
1ｹｰｽ(20本)

\8,400

他

No.29

三国ワイン 株式会社
〒104-0033　東京都中央区新川1-17-18

TEL: 03-5542-3941  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)

カバ ゴールド ブリュット ロジャー グラート ペネデス スパークリング 750ml ¥2,205

カバ プラチナ ドゥミ･セック ロジャー グラート ペネデス スパークリング 750ml ¥2,205

カバ グラン･キュヴェ ロジャー グラート ペネデス スパークリング 750ml ¥3,150

カバ ロゼ･ブリュット ロジャー グラート ペネデス スパークリング　ロゼ 750ml ¥2,310

カバ ベルタ ブーズィ モンフェラン カタルーニャ スパークリング 750ml オープン価格

カバ ブリュット レゼルヴァ モンフェラン カタルーニャ スパークリング 750ml オープン価格

カバ ピノ･ノアール モンフェラン カタルーニャ スパークリング　ロゼ 750ml オープン価格

セニョーリオ･デ･ルーラ テンプラニーリョ アリアガ ファミリー ナバーラ 赤 750ml オープン価格

アルダレス アイレン ボデガス アルスピデ カスティーリャ 白 750ml オープン価格

アルダレス テンプラニーリョ ボデガス アルスピデ カスティーリャ 赤 750ml オープン価格

他

No.30

ミリオン商事 株式会社

〒135-0016　東京都江東区東陽5-26-7

TEL: 03-3615-0411　FAX:03-3615-0414

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)

カバ・フェレ・レゼルバ　2006 カバス・フェレス DOカバ（ペネデス） 泡白 750ｍｌ ¥2,100

マス・オリベラス・ブランコ　2008 ボデガス・ロケッタ DOカタルーニャ 白 750ｍｌ ¥1,575

ルエダ・スペリオーレ　2007 マルケス・ド・イルン DOルエダ 白 750ｍｌ ¥2,100

アルバ・ロサ　2008 ボデガス・マルティネス・セランス DOリアス・バイシャス 白 750ｍｌ ¥2,625

イトサス・メンディ　2008 イトサス・メンディ DOビスカイコ・チャコリ 白 750ｍｌ ¥3,780

マス・オリベラス・ティント　2007 ボデガス・ロケッタ DOカタルーニャ 赤 750ｍｌ ¥1,575

カンパロン・クリアンサ　2006 ボデガス・フランシスコ・カサス DOトロ 赤 750ｍｌ ¥1,680

アルタ・リオ・クリアンサ　2006 ボデガス・コンセホ・デ・ラ・アルタ DOリオハ 赤 750ｍｌ ¥2,415

センブロ・ティント　2008 ビニャス・デル・ハロ DOベラデル・デュエロ 赤 750ｍｌ ¥2,625

メンシア・クリアンサ　2004 ボデガス・リバス・デル・クア DOビエルソ 赤 750ｍｌ ¥3,150

他

10 ページ



「スペインワイン&フード商談会　2010」
6月14日（月）　ANAクラウンプラザホテル大阪　出展アイテムリスト
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No.31

株式会社 マレ ノストルム

〒108-0071　東京都港区白金台4-9-18　バルビゾン32　2F

TEL: 03-5447-6099  FAX: 03-5447-6098

http://www.marenostrum.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売
価格(税込)

アルトゥケ ホベン アルトゥケ リオハ 赤 750ml ¥2,205

ミバル ホベン オルニリョス バジェステロス リベラ･デル･ドゥエロ 赤 750ml ¥2,310

アサル ヘレタット デ セシリア バレンシア 白 750ml ¥2,625

コルメラ オシアン ルエダ 白 750ml ¥2,625

セシリア ヘレタット デ セシリア バレンシア ロゼ 750ml ¥2,835

ペティットグレアロ ビニャ レレウ コステレス･デル･セグレ 赤 750ml ¥3,045

ベリナ ベルナベ イ ナバロ アリカンテ 赤 750ml ¥3,255

パルダス ネグラ フランク セジェール　パルダス ペネデス 赤 750ml ¥3,990

ダビラ アデガス バルミニョール リアス･バイシャス 白 750ml ¥4,200

オシアン オシアン ルエダ 白 750ml ¥6,300

他

No.32

メルシャン 株式会社
〒104-8305　東京都中央区京橋1-5-8

お客様相談室　03-3231-3961(受付時間: 土・日・祝祭日を除く　9:00～12:00　13:00～17:00 )

http://www.mercian.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売
価格(税込)

コドーニュ・クラシコ コドーニュ カバ セコ 750ml オープン価格

セレクション・ラベントス コドーニュ カバ ブリュット 750ml オープン価格

コドーニュ・ピノノワール コドーニュ カバ ブリュット 750ml オープン価格

ボルサオ・セレクション ボルサオ カンポ・デ・ボルハ 赤（フルボディ） 750ml オープン価格

ボルサオ・セレクション ボルサオ カンポ・デ・ボルハ 白（辛口） 750ml オープン価格

ボルサオ・トレス・ピコス ボルサオ カンポ・デ・ボルハ 赤（フルボディ） 750ml オープン価格

フィンカ・デ・アランテイ　アルバリーニョ ボデガス・ラ・ヴァル リアス・バイシャス 白（辛口） 750ml オープン価格

他

No.33

Garvey Far East 株式会社

〒819-0015　福岡県福岡市西区愛宕1-18-13-802

TEL: 092-883-3551  FAX: 092-883-3551

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売
価格(税込)

カヴァ・レゼルヴァ・オロ・ブルット カバス・ヒル　（ガルベイ・グループ） カタロニア　（ペネデス） カバ 750ml ¥1,500

カヴァ・レゼルヴァ・オロ・セミセコ カバス・ヒル　（ガルベイ・グループ） カタロニア　（ペネデス） カバ 750ml ¥1,500

ドン・ホセ・マリア・フィノ ボデガス・ホセ・デ・ソト(ガルベイ・グループ) ヘレス シェリー 750ml ¥2,625

ドン・ホセ・マリア・アモンティリャード ボデガス・ホセ・デ・ソト(ガルベイ・グループ) ヘレス シェリー 750ml ¥2,625

ソト・マンサニーヤ ボデガス・ホセ・デ・ソト(ガルベイ・グループ) ヘレス シェリー 750ml ¥2,300

ソト・オロローソ ボデガス・ホセ・デ・ソト(ガルベイ・グループ) ヘレス シェリー 750ml ¥2,800

ボデガ・ペニンシュラ　アモンティリャード・ミディアム・ドライ ボデガス・ガルベイ ヘレス シェリー 750ml ¥1,785

ボデガ・ペニンシュラ　クリーム ボデガス・ガルベイ ヘレス シェリー 750ml ¥1,785

カンポブルゴ　ティント ボデガス・マルケス・デ・カンポ・ヌーブレ リオハ 白 750ml ¥1,785

カンポブルゴ　ブランコ ボデガス・マルケス・デ・カンポ・ヌーブレ リオハ 白 750ml ¥1,785

他
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※各社出展アイテムは当日、変更される可能性がございます。詳細に関しましては、直接出展各社にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

No.34

有限会社 山二

〒981-0134　宮城県宮城郡利府町しらかし台3-13-6

TEL: 022-767-0989  FAX: 022-211-8973

http://www.yamani-foods.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ラムダンセレクション・全６種 フーゴス・カナリオス スペイン 瓶 1L \714/本

ラムダンセレクション・全６種 フーゴス・カナリオス スペイン 瓶 250ｍｌ \231/本

ラムダンオーガニックグレープジュース フーゴス・カナリオス スペイン 瓶 250ｍｌ \367/本

ラムダンオーガニックピーチ＆アップル フーゴス・カナリオス スペイン 瓶 250ｍｌ \367/本

ラムダンオーガニックマンゴー＆オレンジ フーゴス・カナリオス スペイン 瓶 250ｍｌ \388/本

ルーケオーガニックオリーブオイル アルキュビラ2000 スペイン 缶 5Ｌ \8,820/缶

ルーケオーガニックオリーブオイル アルキュビラ2000 スペイン 瓶 500ｍｌ \1,522/本

ルーケオーガニックオリーブオイル アルキュビラ2000 スペイン 瓶 250ｍｌ \1,081/本

他

No.35

株式会社 リョーショクリカー

〒143-6560　東京都大田区平和島6-1-1　流通センタービル7F

TEL: 03-3767-4850  FAX: 03-3767-1471

http://www.rsliquor.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

セグラヴューダス ブルートレゼルバ セグラヴューダス DOカバ 白 750ml ¥1,680

セグラヴューダス セミセコ セグラヴューダス DOカバ 白 750ml ¥1,680

セグラヴューダス ラヴィットロサード セグラヴューダス DOカバ ロゼ 750ml ¥1,890

セグラヴューダス ブルート ヴィンテージ セグラヴューダス DOカバ 白 750ml ¥2,520

セグラヴューダス アリア ブルートナチュレ セグラヴューダス DOカバ 白 750ml ¥2,415

セグラヴューダス ラビット ブルートナチュレ セグラヴューダス DOカバ 白 750ml ¥2,520

セグラヴューダス トレガリマネィ ブルートナチュレ セグラヴューダス DOカバ 白 750ml ¥4,095

セグラヴューダス ブルートレゼルバ エレダード セグラヴューダス DOカバ 白 750ml ¥5,565

セグラヴューダス ヴィーニャ エレダッド ブランコ セグラヴューダス DOペネデス 白 750ml ¥1,523

セグラヴューダス ヴィーニャ エレダッド ティント セグラヴューダス DOペネデス 赤 750ml ¥1,523

他

No.36

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)

<イベリベリコ>　ハモン・イベリコ コンソルシオ・デ・ハブーゴ社 ウエルバ 骨付き/スライス 約7.5ｋｇ  /30ｇ オープン価格

<イベリベリコ>　イベリコ腸詰類 コンソルシオ・デ・ハブーゴ社 ウエルバ ブロック/スライス 約600ｇ /30ｇ オープン価格

<エスプーニャ>　ハモン・セラーノ エスプーニャ社 カタルーニャ 骨付き 約7.5ｋｇ  オープン価格

<エスプーニャ>　白豚腸詰類 エスプーニャ社 カタルーニャ ブロック 約180ｇ オープン価格

スペインチーズ各種 エスペランサ・デ・カスティーリャ社他 カスティーリャ・ラ・マンチャ他 ホール/カット
250ｇ ～3ｋｇ
（商品による）

オープン価格

アルマグロ産ナスのピクルス イホス・デ・イシドロ・カルサード社 カスティーリャ・ラ・マンチャ 瓶詰め 1ｋｇ  オープン価格

ピコス ロス・アントニオ社 アンダルシア 袋入り 250ｇ オープン価格

塩 グスト・ムンディアル社 マヨルカ 箱入り 200ｇ オープン価格

他
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「スペインワイン&フード商談会　2010」
6月14日（月）　ANAクラウンプラザホテル大阪　出展アイテムリスト

※各社出展アイテムは当日、変更される可能性がございます。詳細に関しましては、直接出展各社にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

No.37

アドヴァンス･テクノサービス 株式会社

〒106-0045　東京都港区麻布十番2-13-4　ダイアビル2F

TEL: 03-6436-3325 FAX: 03-6436-3326

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)

アーモンド　3種 ｆｄｓ アンダルシア ポリバケツ 3ｋｇ  、5ｋｇ  オープン価格

アンチョビ ＦＲＥＤＯ カンタブリア 缶 110ｇ 、50ｇ オープン価格

干しいちじく ｆｄｓ アンダルシア ポリバケツ 1ｋｇ  オープン価格

カスカラス ｆｄｓ アンダルシア ポリバケツ 250ｇ オープン価格

キャラメル ＤＵＬＳＡ パンプローナ 箱、缶、袋 220ｇ 　330ｇ 　1ｋｇ  オープン価格

マヨルカ島　ソルト　8種 ＢＡＬＥＡＲＩＤＥＳ マヨルカ 紙缶 150ｇ 、50ｇ 、60ｇ オープン価格

ニンニク　ピクルス ｆｄｓ アンダルシア 瓶 220ｇ 　 オープン価格

オリーブジャム Ｅｎｖａｓａｄｏｓ コルドバ 瓶 250ｇ オープン価格

ビネガーソース Ｅｌ　Ｍａｊｕｅｌｏ へレス ポリ容器 350ｍｌ オープン価格

ＣＵＣＡ Ｐｉｔａ ガリシア 缶 115ｇ オープン価格

他
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