
No.1

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: 082-942-5862  FAX: 082-942-5863

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 エンテロ 不貫定 オープン

レセルバイベリコ レセルバイベリカ ギフエロ エンテロ 不貫定 オープン

セラーノレセルバ レセルバイベリカ ギフエロ エンテロ 不貫定 オープン

グランレセルバベジョータ レセルバイベリカ ギフエロ ボンレス 不貫定 オープン

レセルバイベイコ レセルバイベリカ ギフエロ ボンレス 不貫定 オープン

セラーノレセルバ レセルバイベリカ ギフエロ ボンレス 不貫定 オープン

ロモイベリコベジョータグランレセルバ レセルバイベリカ ギフエロ 腸詰 不貫定 オープン

チョリソベジョータレセルバ レセルバイベリカ ギフエロ 腸詰 不貫定 オープン

サルチチョンベジョータレセルバ レセルバイベリカ ギフエロ 腸詰 不貫定 オープン

ハモネロ レセルバイベリカ ハブゴ スライスパック ¥15,750

他

No.2

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 ¥367

ニビア マス・ルネス エンポルダ 白 750ml ¥3,150

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

ヴィリャセサン・ドセメセス ヴィリャセサン カスティーリャ・イ・レオン 赤 750ml ¥2,625

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 ペネデス カバ 750ml ¥2,310

マルケス・デ・ジェリーダ・グラン・セレクシオ・ブリュット・ナチュレ エル・セップ ペネデス カバ 750ml ¥4,725

マルケス・デ・ジェリーダ・クラロール・バイオダイナミック・ブリュット・ナ
チュレ・グラン・レセルバ

エル・セップ ペネデス カバ 750ml ¥7,350

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

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

モスカテル・ナランハ マラガ・ビルヘン マラガ リキュール 500ml ¥2,940

他

No.3

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7F

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

http://www.ryoshoku.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ブルート　レゼルバ　エレダード　Ｎ/Ｖ セグラヴューダス DOカバ 泡　辛口 750ml ¥5,565

トレガリマネイ　ブルート　ナチュレ　2005 セグラヴューダス DOカバ 泡　辛口 750ml ¥4,095

ラヴット　ブルート　ナチュレ　2006 セグラヴューダス DOカバ 泡　辛口 750ml ¥2,520

ブルート　ヴィンテージ　2005 セグラヴューダス DOカバ 泡　辛口 750ml ¥2,520

アリア　ブルート　ナチュレ　Ｎ/Ｖ セグラヴューダス DOカバ 泡　極辛口 750ml ¥2,415

ラヴット　ロサード　Ｎ/Ｖ セグラヴューダス DOカバ 泡　辛口 750ml ¥1,890

セミセコ　Ｎ/Ｖ セグラヴューダス DOカバ 泡　やや甘口 750ml ¥1,680

ブルート　レゼルバ　Ｎ/Ｖ セグラヴューダス DOカバ 泡　辛口 750ml ¥1,680

ヴィーニャエレダット　ティント　レゼルバ　2006 セグラヴューダス DOペネデス 赤　フルボディ 750ml ¥2,835

マス　デ　アラニョ　レゼルバ　2004 セグラヴューダス DOペネデス 赤　フルボディ 750ml ¥3,465

他
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No.4

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5-3-2　神谷町アネックス5Ｆ

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
55ｇ

\2,940
\1,890

トリュフカ　（トリュフの加工品） ペスカビアール社 ムルシア 瓶詰め  55ｇ ¥2,990

イベリコ・デ・ベジョータ腸詰　スライスパック
(チョリソ・サルチチョン)

ドン・イベリコ社 ギフエロ スライスパック 100g ¥1,312

イベリコ・デ・ベジョータ腸詰　原木ハーフ
(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 500～700ｇ \10,290/㎏

ロミート・イベリコ・デ・ベジョータ　原木 ドン・イベリコ社 ギフエロ 原木 300～400ｇ \15,225/㎏

パレタ・イベリカ・デ・ベジョータ　スライスパック (前足) ドン・イベリコ社 ギフエロ スライスパック 100g ¥2,500

パレタ・イベリカ・デ・ベジョータ　原木 （前足） ドン・イベリコ社 ギフエロ 原木 4.5～5.0kg \10,710/㎏

ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ　原木 （後足） ドン・イベリコ社 ギフエロ 原木 8.0～8.5kg \18,165/㎏

メンブリージョ　(マルメロ果肉・固形ジャム) ヴァジセル社
ラベルン
(カタルーニャ)

パック 350ｇ ¥1,470

ナトゥルヴィエ　(エクストラ・ヴァージン・オリーブオイル) セスマ社
バダホス
(エクストレマドゥーラ)

ボトル
500ml
25ml

\3,200
\252

他

No.5 

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.マンサニージャ・サンルーカル・デ・バラメダ シェリー　辛口 750ml ¥1,995

アモンティリャード・ナポレオン ボデガス・イダルゴ・ラ・ヒターナ D.O.ヘレス シェリー　辛口 750ml ¥2,992

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

ラモン・ビルバオ・シングルヴィンヤード ボデガス･ラモン・ビルバオ D.O.Caリオハ 赤　フルボディ 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1世・グランレセルバ　　 ボデガス・ファウスティーノ Ｄ.Ｏ.Ca. リオハ　 赤　フルボディ 750ml ¥5,040

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 Ｄ.Ｏ.リアス・バイシャス 白　辛口 750ml ¥2,100

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

No.6
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・セコ コドーニュ 泡　やや辛口 750ml オープン

コドーニュ　クラシコ・ロゼ コドーニュ 泡　辛口 750ml オープン

ティオ・ペペ ゴンザレス・ビアス アンダルシア シェリー　辛口 750ml オープン

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 ガリシア 白　辛口 750ml オープン

ボルサオ　セレクション　ティント ボデガス・ボルサオ アラゴン 赤　フルボディ 750ml オープン

ボルサオ　セレクション　ブランコ ボデガス・ボルサオ アラゴン 白　辛口 750ml オープン

アルトザーノ　テンプラニーリョ＆シラーズ ゴンザレス・ビアス カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤　フルボディ 750ml オープン

アルトザーノ　ベルデホ＆ソーヴィニヨン・ブラン ゴンザレス・ビアス カスティーリャ・ラ・マンチャ 白　辛口 750ml オープン

他
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No.7

株式会社 明治屋

〒104-8302　東京都中央区京橋2-2-8

TEL: 03-3271-1136  FAX: 03-3271-1126

http://www.meidi-ya.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

レゼルヴァヴィンテージブリュット ジュヴェカンプス ペネデス 白　発泡性 750ml ¥1,995

レゼルヴァロゼブリュット ジュヴェカンプス ペネデス ロゼ　発泡性 750ml ¥3,045

レゼルヴァデラファミリア ジュヴェカンプス ペネデス 白　発泡性 750ml ¥3,045

グランドブリュット ジュヴェカンプス ペネデス 白　発泡性 750ml ¥5,775

ドンウーゴティント ボデガスヴィクトリアナス カスティージャ 赤　スティル　ミディアム 750ml オープン

ドンウーゴブランコ ボデガスヴィクトリアナス カスティージャ 白　スティル　辛口 750ml オープン

サンタナティント ボデガスヴィクトリアナス カスティージャ 赤　スティル　ミディアム 750ml オープン

サンタナブランコ ボデガスヴィクトリアナス カスティージャ 白　スティル　辛口 750ml オープン

マンサニージャアレグリア ウィリアムズ＆ハンバート ヘレス シェリー　辛口 750ml ¥2,205

ドライサックミディアム ウィリアムズ＆ハンバート ヘレス シェリー　中甘口 750ml ¥2,625

他

No.8

株式会社 鈴商

〒160-0007　東京都新宿区荒木町23

TEL: 03-3225-1167  FAX: 03-3225-5520

http://www.suzusho.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　べジョタ エンブティードス　フェルミン アルベルカ　サラマンカ スペシャルティ/飲食店 8ｋｇ オープン

ハモンセラーノ　ドンフェルミン エンブティードス　フェルミン アルベルカ　サラマンカ スペシャルティ/飲食店 8ｋｇ オープン

マルケスデヴァルデュエサ　エキストラバージンオリーブオイル マルケスデヴァルデュエサ　 メリダ　エキストレマデュラ スペシャルティ/飲食店 500ml/250ml オープン

メルラ　エキストラバージンオリーブオイル　缶入り マルケスデヴァルデュエサ　 メリダ　エキストレマデュラ スペシャルティ/飲食店 500ml オープン

インペリア　鴨ハム プログスト ヘロナ　カタルーニャ スペシャルティ/飲食店
スライスパック/

ブロック
オープン

インペリア　フォアグラ　ポーションパック　 プログスト ヘロナ　カタルーニャ スペシャルティ/飲食店
ポーションパック

（冷蔵）
オープン

他

No.9

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 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

モンタル　マカベオ＝アイレン 2008 ボデガス・ロケッタ VT カスティーリャ 白 750ml ¥2,100

キンタ・アポロニア　2006 べロンドラーデ・イ・リュルトン VT カスティーリャ 白 750ml ¥3,675

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

モンタル　ガルナッチャ　 2007 ボデガス・ロケッタ VT カスティーリャ 赤 750ml ¥1,890

モンタル　モナストレル＝シラー　 2008 ボデガス・ロケッタ VT カスティーリャ 赤 750ml ¥1,890

アルタ・リオ・クリアンサ　2006 ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｺﾝｾﾎ･ﾃﾞ･ﾗ･ｱﾙﾀ DOCa リオハ 赤 750ml ¥2,415

モンゴ　2006 ボデガス・モンゴ DO イエクラ 赤 750ml ¥2,835

セラス・デル・プリオラート　2008 クロス・フィゲレス DOCa プリオラート 赤 750ml ¥3,990

他
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No.10

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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

アザル ヘレタットデシシリア 白 750ml ¥2,625

コルメラ オシアン ルエダ 白 750ml ¥2,625

オシアン オシアン ルエダ 白 750ml ¥6,300

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

スモイ パルダス ペネデス ロゼ 750ml ¥2,835

ネグラフランック パルダス ペネデス 赤 750ml ¥3,990

アルテゥケ アルテゥケ リオハ 赤 750ml ¥2,205

アルテゥケクリアンサ アルテゥケ リオハ 赤 750ml ¥2,940

ミバルホベン ホルニジョスバジェステルス リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥2,310

ペティットグレアロ ビニャレレウ コステルスデルセグレ 赤 750ml ¥3,045

他

No.11

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)

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

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

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

ヴィーニャ・サルダソル　ティント　2008 ボデガス・アルコンデ ナバーラ 赤　ライトボディ 750ml ¥1,575

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　フルボディ 750ml ¥1,890

ミロス・デ・リベラ　クリアンサ　2003　 ボデガス・ペニャフィエル リベラ・デル・デュエロ 赤　フルボディ 750ml ¥3,675

ロマテ　マリスメノ　フィノ　シェリー ラ・サクリスティア・ド・ロマテ ヘレス シェリー　辛口 750ml ¥3,150

ロマテ　ＮＰＵ　アモンティリャード　シェリー ラ・サクリスティア・ド・ロマテ ヘレス シェリー　辛口 750ml ¥3,675

ロマテ　ドン・ホセ　オロロソ　シェリー ラ・サクリスティア・ド・ロマテ ヘレス シェリー　辛口 750ml ¥3,675

他

No.12

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: 03-5914-3656  FAX: 03-5914-3658

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（250ml：390円) ヴィッチーカタラン（250ml：390円)
天然発泡温泉水
ミネラルウォーター

250ml×24本 ¥9,360

ヴィッチーカタラン(500ml：490円) ヴィッチーカタラン(500ml：490円)
天然発泡温泉水
ミネラルウォーター

500ml×20本 ¥9,800

ヴィッチーカタラン(1000ml：790円) ヴィッチーカタラン(1000ml：790円)
天然発泡温泉水
ミネラルウォーター

1000ml×12本 ¥9,480

フォンドール(ペットボトル/500ml：250円） フォンドール(ペットボトル/500ml：250円）
ナチュラルミネラル

ウォーター
500ml×24本 ¥6,000

フォンドール(ガラス/500ml：420円） フォンドール(ガラス/500ml：420円）
ナチュラルミネラル

ウォーター
500ml×20本 ¥8,400

他
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No.13

有限会社 BR-M ビニアリア

〒106-0045　東京都港区麻布十番1-5-2　桜井ビル402

TEL:03-3403-2626  FAX: 03-3403-2626

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ボッチョリーブルットナトゥレ ボデガス　ムール ペネデス スパークリング　辛口 750ml ¥2,310

セニョリオ  デ  ルビオス  コンダード  ド  テア  ブランコ  ロブレ ボデガス　コトレドンド　 リアスバイシャス 白　辛口 750ml ¥3,570

カンフェイシャス　シャルドネ カンフェイシャス ペネデス 白　辛口 750ml ¥5,250

ラグネ オトラヴァン　エス　エル プリオラート 赤　中軽口 750ml ¥2,940

アルドニア　ドス　ミル　シンコ ボデガス　アルドニア リオハ 赤　中重口 750ml ¥3,570

セニョリオ　デ　ルビオス　ソウソン ボデガス　コトレドンド　 リアスバイシャス 赤　中軽口 750ml ¥2,520

ベリーナ ボデガス　ベルナベナバーロ アリカンテ 赤　重口 750ml ¥2,940

カサバラゲール ボデガス　ベルナベナバーロ アリカンテ 赤　重口 750ml ¥3,990

バロネス　クリアンサ サンタリタ ラマンチャ 赤　中軽口 750ml ¥2,520

キンタ　キエットゥ キンタ　デ　ラ　キエットゥ トロ 赤　重口 750ml ¥5,800

他

No.14

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.15

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　ABAC2009 カバス・フェレット ペネデス 白 750ml ¥2,625

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

プラドレイ・ブランコ　PR3バリカス 2007 レアル・シティオ・デ・ヴェントシーリャ ルエダ 白 750ml オープン

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

クルオール2005 カーサ・グラン・デ・シウラーナ プリオラート 赤 750ml ¥4,095

AN/2 by アニマネグラ 2007 アニマネグラ マヨルカ 赤 750ml ¥4,095

オルベン2005 ボデガス・オルベン リオハ 赤 750ml ¥5,775

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.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・デ・ベジョータ 40ヵ月熟成 カサルバ カスティーリャ・レオン州　ブルゴス 9.5kg ¥94,800

ハモン・イベリコ・デ・セボ フビレス アルプハーラ地方　 トレベレス村 9kg ¥55,350

ハモン・セラーノ 26ヵ月熟成 カサルバ カスティーリャ・レオン州　ブルゴス 9kg ¥31,950

ハモン・セラーノ 16ヵ月熟成 フビレス アルプハーラ地方　 トレベレス村 8.5kg ¥22,500

ソブラサーダ カサルバ カスティーリャ・レオン州　ブルゴス １kg ¥3,400

チョリソ カサルバ カスティーリャ・レオン州　ブルゴス 1.5kg ¥8,700

サルチチョン カサルバ カスティーリャ・レオン州　ブルゴス 1.5kg ¥8,700

パンセタ カサルバ カスティーリャ・レオン州　ブルゴス 1.5kg ¥4,275

パパダ カサルバ カスティーリャ・レオン州　ブルゴス １kg ¥3,900

オリーブオイル アルマザラス アンダルシア州・コルドバ 500ml オープン

他

No.17

株式会社 八田

〒143-0016　東京都大田区大森北6-25-18

TEL: 03-3762-3121  FAX: 03-3762-3270

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

カバ　ブリュット　ナチュレ　レセルバ チョサス　カラスカル バレンシア 白　泡　辛口 750ml オープン（2625）

イムス　2009 ファルセット　マルシャ モンサン 赤　ミディアム 750ml ¥1,575

リオハ　ティント　レゼルバ　ビーニャ　アルベルディ　2003 ラ　リオハ　アルタ リオハ 赤　フルボディ 750ml ¥2,940

アルマセニスタ　マンサニーニャ　デ　パサダ　デ　サンルカル　1/80 マニュエル　クエバス　フラード ヘレス シェリー　辛口 750ml ¥5,250

アルマセニスタ　フィノ　デル　プエルト　1/183 ホセ　デ　ラ　クエスタ ヘレス シェリー　辛口 750ml ¥3,675

アルマセニスタ　アモンティリャード　デル　プエルト　1/10 ホセ　ルイス　ゴンザレス　オブレゴン ヘレス シェリー　辛口 750ml ¥5,250

アルマセニスタ　オロロソ　デ　ヘレス　パタ　デ　ガジーナ　1/38 フアン　ガルシア　ハラーナ ヘレス シェリー　辛口 750ml ¥5,250

他

No.18

株式会社 ハイドラインターナショナル
〒166-0001　東京都杉並区阿佐ヶ谷北5-1-7-12

TEL: 03-3339-1214  FAX: 03-3339-6732

http://www/organics.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

カラセド
BODEGAS DE ABAD
（ボデガス　デ　アバド）

ビエルソ 赤 750ml ¥3,350

ペイケ・ティント・メンシア
BODEGAS PEIQUE
（ボデガス　デ　ペイケ）

ビエルソ 赤 750ml ¥1,700

ラモン・ヴァレ
BODEGAS PEIQUE
（ボデガス　デ　ペイケ）

ビエルソ 赤 750ml ¥2,100

ペイケ・ビネドス・ビエホ
BODEGAS PEIQUE
（ボデガス　デ　ペイケ）

ビエルソ 赤 750ml ¥2,900

ペイケ・ロゼ
BODEGAS PEIQUE
（ボデガス　デ　ペイケ）

ビエルソ ロゼ 750ml ¥1,650

オンブロス
CASAR DE BURBIA
（カサ　デ　ブルビア）

ビエルソ 赤 750ml ¥3,100

リアラン
CASAR DE BURBIA
（カサ　デ　ブルビア）

ビエルソ 赤 750ml ¥1,800

トレス・ラシモス・ティント
Martinez yebra
(マルチネス・イェブラ)

ビエルソ 赤 750ml ¥2,300

カネス・ゴデーリョ
Martinez yebra
(マルチネス・イェブラ)

ビエルソ 白 750ml ¥1,900

カネス・ティント
Martinez yebra
(マルチネス・イェブラ)

ビエルソ 赤 750ml ¥1,600

他
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No.19

株式会社 Sol y Sombra

〒104-0031　東京都中央区京橋1-4-10　大野屋京橋ビル

TEL: 03-3517-2811  FAX: 03-3517-2812

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

トレロンガレス・ティント・・シラー コヴィンカ カリニエナ 赤　 750ml ¥1,260

テラプレン・ガルナッチャ テラ・ノストラ・デ・ヴィノス ナバラ 赤　 750ml ¥1,470

アブタルダ ヴィネドス・デ・ヴィラエステル トロ（ヴィノ・デ・ラ・ティエラ） 赤　 750ml ¥1,785

マンガ・デル・ブルーホ エスコセス・ボランテ カラタユー 赤　 750ml ¥2,310

レミレス・デ・ガヌサ・レセルバ フェルナンド・レミレス・デ・ガヌサ リオハ 赤　 750ml ¥12,600

トレロンガレス・ブランコ・マカベオ コヴィンカ カリニエナ 白　 750ml ¥1,260

テラプレン・ビウラ テラ・ノストラ・デ・ヴィノス ナバラ 白　 750ml ¥1,470

エレ・プント・ブランコ フェルナンド・レミレス・デ・ガヌサ リオハ 白　 750ml ¥3,990

マシア・ドウッティ ウニオン・ヴィニコラ・デル・エステ D.O　カヴァ（レケナ） カヴァ（白） 750ml ¥1,575

レカレド・ブルット・ナツレ マタ・カサノヴァ・エス・エイ（カヴァ・レカレド） D.O　カヴァ（ペネデス） カヴァ（白） 750ml ¥5,040

他

No.20

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)

アルマグロ　レゼルバ ディエゴ デ アルマグロ D.O. バルデペーニャス 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥1,207

アルマグロ　グラン　レゼルバ ディエゴ デ アルマグロ D.O. バルデペーニャス 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥1,837

アルマグロ　グラン　レゼルバ　ファミリア ディエゴ デ アルマグロ D.O. バルデペーニャス 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥2,940

カリッサ カリッサ D.O. バルデプーサ 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥1,155

アナリヴィア　ソーヴィニョンブラン アナリヴィア D.O. ルエダ 白　辛口 750ｍｌ ¥1,417

エル・シルクロ エル・シルクロ D.O.C. リオハ 赤　ミディアムボディ 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 D.O.C. リオハ 赤　ミディアムボディ 750ｍｌ ¥1,785

04 ｵｰﾄﾞﾚ ｳﾞｨｴｯﾎ ｸﾞﾗﾝ ﾚｾﾞﾙﾊﾞ アルスピデ D.O. バルデペーニャス フルボディ 750ｍｌ ¥1,155

マンサニーリャ　ラ・ギータ ホセ・エステベス D.O. マンサニーリャ シェリー　辛口 750ｍｌ ¥2,100

ナダル　カバ　ブリュット ナダル D.O. カバ 泡　辛口 750ｍｌ ¥1,942

他

No.21

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)

ポルテル　ブラン　ダグージャ ビニコラ　デ　カサル カタルーニャ州　DOコンカ　デ　バルベラ 微発泡 750ml ¥1,800

グランフェウド　ロサード ボデガス　フリアン　チビテ ナバーラ州　DOナバーラ ロゼ 750ml ¥1,800

オルスコ　ブランコ ボデガス　オルスコ マドリード州　　　ビノ　デ　メサ 白 750ml ¥1,100

クワトロラヤス　ベルデホ ボデガス　クワトロラヤス カスティージャ　イ　レオン州　DOルエダ 白 750ml ¥1,800

グランフェウド　シャルドネ ボデガス　フリアン　チビテ ナバーラ州　DO　ナバーラ 白 750ml ¥2,140

セルボレス　ブランコ セルボレス　セジェール カタルーニャ州　DOコステルス デル セグレ 白 750ml ¥4,500

オルスコ　ティント ボデガス　オルスコ マドリード州　　　ビノ　デ　メサ 赤 750ml ¥1,100

ドン　ラモン ボデガス　アラゴネサス アラゴン州　カンポ　デ　ボルハ 赤 750ml ¥1,500

パシオン　デ　ボバル ボデガ　シエラ　ノルテ バレンシア州　DOウティエル　レケーナ 赤 750ml ¥2,500

スンマ　バリエタリス マルケス　デ　グリニヨン
カスティージャ　ラ　マンチャ州
DOドミニオ デ バルデプーサ

赤 750ml ¥4,980

他
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No.22

株式会社 コトブキコーポ

〒183-0011　東京都府中市白糸台1-17-6

TEL: 03-334-2651  FAX: 03-334-2652

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

マンチェゴ コケヤ ラ・マンチャ ハード 3kg 照会下さい

イデアサバル ドレア　デ　ガスタンデヒ ナバラ ハード 3kg 照会下さい

ラ・セレナ ラクテオス　デ　カストゥエラ エストレマドーロ ハード 1kg 照会下さい

イボレス ケセリア　デ　ラス　ヴィジェルカス エストレマドーロ ハード 1kg 照会下さい

ルーロ　デ　カブラ コルクエラ ラ・マンチャ 白カビ 500g 照会下さい

アルスア　ウジョア ケセリアス　バマ ガリシア セミ・ハード 1kg 照会下さい

トゥース・ブランコ トロスエソ カタルーニャ 白カビ 500g 照会下さい

ヴァルデオン ピコス　デ　エウロパ カステーリャ・レオン 青カビ 2,5kg 照会下さい

カブラレス ケセリア　デル　カレス　エラボラドール アストリィアス 青カビ 2,5kg 照会下さい

メンブリージョ サンタ　テレサ マルメロのジャム 300g 照会下さい

他

No.23

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)

グラン・フェウド、シャルドネ ボデガス・チビテ ナバーラ 白 750ml ¥1,995

グラン・フェウド、ロゼ ボデガス・チビテ ナバーラ ロゼ 750ml ¥1,785

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 ¥1,890

グラン・フェウド、シャルドネ ボデガス・チビテ ナバーラ 赤 750ml ¥2,415

アルノルド アバディア・レトゥエルタ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥2,625

リボラ アバディア・レトゥエルタ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥3,675

セレクション・エスペシャル アバディア・レトゥエルタ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥4,725

クエスタ・デ・オロ ボデガス・リュルトン ルエダ 白 750ml ¥5,250

エルマノス・リュルトン、ルエダ・ブランコ ボデガス・リュルトン ルエダ 白 750ml ¥2,940

マウロ ボデガス・マウロ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥8,400

他

No.24

ジェロボーム株式会社

〒107-0061　東京都港区北青山2-12-16　北青山吉川ビル4階

TEL: 03-5786-3280  FAX: 03-5786-3282

http://www.jeroboam.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

カヴァ・コンデ・デ・アロ 2007 ボデガス・ムガ リオハ 泡　白 750ml ¥3,150

ムガ・ブランコ 2009 ボデガス・ムガ リオハ 白 750ml ¥2,310

ムガ・レゼルヴァ 2006 ボデガス・ムガ リオハ 赤 750ml ¥3,570

プラド・エネア・グラン・レゼルヴァ 2001 ボデガス・ムガ リオハ 赤 750ml ¥7,350

トレ・ムガ 2005 ボデガス・ムガ リオハ 赤 750ml ¥10,500

アロ 2005 ボデガス・ムガ リオハ 赤 750ml ¥22,050

他
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No.25

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
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\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
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\2,530）

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

（\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
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\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
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\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
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\1,879）

フレシネ セミセコ・ロゼ フレシネ カヴァＤＯ カヴァ 750ml
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\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
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\3,85）

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
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\1,879）

他

No.26

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)

ポルクス(DOリオハ） バルサンソ リオハ 赤ワイン 750ml オープン

ダドス(DOルエダ） バルサンソ ルエダ 白ワイン 750ml オープン

ハモン・デ・マンガリッツァ ピック リオハ 熟成ハム 約8kg(不定貫） オープン

ハモン・セラーノ エスプーニャ オロット 熟成ハム 約8kg(不定貫） オープン

フエット・デ・オロット エスプーニャ オロット サルチチョン 180g オープン

キコン エスプーニャ オロット サルチチョン 250g オープン

チョリソ・サルタ エスプーニャ オロット チョリソ 200g オープン

ピコス ベガハルディン セビリヤ クラッカー 250g オープン

ナスのピクルス ベガハルディン アルマグロ ピクルス 780g オープン

スペインチーズ各種 ベガハルディン ラ・マンチャ、アストゥリアス他 チーズ ‐ オープン

他

No.27

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(税別)

イニチウム クァデルナ・ヴィア DOナバーラ 赤 750ml ¥1,100

エスペシアル クァデルナ・ヴィア DOナバーラ 赤 750ml ¥1,500

ティント・レセルバ リスカル DOCリオハ 赤 750ml ¥2,500

ブランコ リスカル DOルエダ 白 750ml ¥1,500

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カスティーリャ・イ・レオン 赤 750ml ¥1,100

ヌヴィアナ・シャルドネ ヌヴィアナ（コドーニュ社） VDLTカスティーリャ・イ・レオン 白 750ml ¥1,100

グランバック バック（コドーニュ社） DOカバ スパークリング 750ml ¥2,200

ドゥーシェ・シュバリエ・ブリュ ヴィニデルサ DOカバ スパークリング 750ml ¥1,350

オヤ・デ・カデナス・レセルバ・テンプラニーリョ ガンディア DOウティエル・レケーナ 赤 750ml ¥1,200

オヤ・デ・カデナス・ブランコ ガンディア DOウティエル・レケーナ 白 750ml ¥1,200

他
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「スペインワイン&フード商談会　2010」
11月1日（月）　ANAインターコンチネンタルホテル東京　出展アイテムリスト
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No.28

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)

モンタラス・パレタ・イベリコ・ベジョータ モンタラス サラマンカ 食材 約4～6kg オープン　

モンタラス・チョリソ・イベリコ・ベジョータ モンタラス サラマンカ 食材 約1.2kg オープン　

モンタラス・サルチチョン・イベリコ・ベジョータ モンタラス サラマンカ 食材 約1.2kg オープン　

モハマ　（マグロのジャーキー) ガレ ムルシア 食材 300～500g オープン　

紅ダラのカラスミ ガレ ムルシア 食材 300～500g オープン　

カ・ネストラック・ネグラ カン・デス・マス カタルーニャ 赤 750ml ¥1,300

カ・ネストラック・ブランコ カン・デス・マス カタルーニャ 白 750ml ¥1,300

アルハンブラ・ネグラ セルベサス・アルハンブラ グラナダ ビール 330ml ¥400

プロトス・ロブレ ボデガス・プロトス リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥2,200

オンダーレ・レセルバ ボデガス・オンダーレ リオハ 赤 750ml ¥3,500

他

No.29

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

サクロモンテ　アモンティリャード ボデガス・バルディービア ヘレス シェリー 100ml ¥2,000

サクロモンテ　オロロソ ボデガス・バルディービア ヘレス シェリー 100ml ¥2,000

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

No.30

有限会社 カツミ商会

〒231-0005　神奈川県横浜市中区本町2-15　大同生命横浜ビル1Ｆ

TEL: 045-226-2243  FAX: 045-226-2246

http://www.katsumi-asc.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

フラマリック・ティント　　　　　　　　　　 ベガ･デル･カスティーリョ ナバーラ 赤 750ml ¥1,155

フラマリック・ブランコ　　 ベガ･デル･カスティーリョ ナバーラ 白 750ml ¥1,155

ペーニャス・ネグラス・ホーヴェン エミリオ･クレメンテ ウティエル･レケナ 赤 750ml ¥1,365

ペーニャス・ネグラス・マデュラート エミリオ･クレメンテ ウティエル･レケナ 赤 750ml ¥1,575

エミリオ・クレメンテ・クリアンサ エミリオ･クレメンテ ウティエル･レケナ 赤 750ml ¥1,890

ロス・モンテロス・ティント・クリアン ムールヴィエドロ バレンシア 赤 750ml ¥1,890

エコ･デ･ムールヴィエドロ ムールヴィエドロ フミーリア 赤 750ml ¥1,785

ドン・オレガリオ・アルバリーニョ ドン･オレガリオ リアス･バイシャス 白 750ml ¥3,675

カヴァ･ルナ･デ･ムールヴィエドロ･ブリュット ムールヴィエドロ バレンシア ロゼ/カヴァ 750ml ¥2,415

カヴァ･ドン･ポティエール･ブリュット･ナチュレ ゴンザレス･ビアス カタルーニャ 白/カヴァ 750ml ¥1,785

他
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No.31

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

http://www.oliveplan.co.jp/canena

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

早摘みロイヤル　EXVオリーブオイル カスティージョ・デ・カネナ 長寿の樹　ロイヤル種 500ml (454g) ¥4,305

早摘みピクアル　EXVオリーブオイル　収穫初日搾り カスティージョ・デ・カネナ
ほろ苦く個性的な

ピクアル種
250ml (227g) ¥2,363

早摘みピクアル　EXVオリーブオイル　ファミリーレゼルブ カスティージョ・デ・カネナ
ほろ苦く個性的な

ピクアル種
500ml (454g) ¥3,045

早摘みピクアル　EXVオリーブオイル　ﾌｧﾐﾘｰﾚｾﾞﾙﾌﾞ カスティージョ・デ・カネナ
ほろ苦く個性的な

ピクアル種
250ml (227g) ¥1,890

早摘みアルベキーナ　EXVオリーブオイル　収穫初日搾り カスティージョ・デ・カネナ
口当たりは甘く、喉ごしス
パイシーなアルベキーナ種

250ml (227g) ¥2,363

早摘みアルベキーナ　EXVオリーブオイル　ファミリーレゼルブ カスティージョ・デ・カネナ
口当たりは甘く、喉ごしス
パイシーなアルベキーナ種

500ml (454g) ¥3,045

早摘みアルベキーナ　EXVオリーブオイル　ファミリーレゼルブ カスティージョ・デ・カネナ
口当たりは甘く、喉ごしス
パイシーなアルベキーナ種

250ml (227g) ¥1,890

他

No.32

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)

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

カバ・ダーマ・エクストラ・ブリュット2006 ナヴェラン カバ 白・泡 750ml ¥2,594

マカベオ・シャルドネ2009 ラモン・ロケッタ カタルーニャ 白 750ml ¥1,722

テンプラニーリョ2009 ラモン・ロケッタ カタルーニャ 赤 750ml ¥1,628

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

オーレ・ビウラ2008 ボデガス・アルコンデ ナバーラ 白 750ml ¥1,460

オーレ・ガルナッチャ2008 ボデガス・アルコンデ ナバーラ 赤 750ml ¥1,460

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

ルナ・デ・マール・ビアンコ2009 バロニア・デ・トゥリス バレンシア 白 750ml ¥1,722

他

No.33

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)

オリーブオイル Aglocastril アンダルシア 瓶 １ℓ　500ｍｌ　50ｍｌ 照会下さい

アーモンド ｆｄｓ アンダルシア 照会下さい

シェリービネガー Ｅｌ　Ｍajuelo へレス 瓶 250ｍｌ 照会下さい

ビネガーソース Ｅｌ　Ｍajuelo へレス 350ｍｌ　160ｍｌ 照会下さい

ソルト ＢＡＬＥＡＲＩＤＥＳ マヨルカ 紙缶 150ｇ　50ｇ 照会下さい

アンチョビ ＦＲＥＤＯ カンタブリア 缶 110ｇ　50ｇ 照会下さい

ＣＵＣＡ ＰＩＴＡ ガリシア 缶 115ｇ 照会下さい

キャラメル ＤＵＬＳＡ パンプローナ 箱　　缶 照会下さい

ジャム ｆｄｓ アンダルシア　　　　コルドバ 瓶 照会下さい

紅茶 sans & sans バルセロナ 缶　パック 75ｇ 照会下さい

他
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No.34

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)

エル・トランジスター　2008 テルモ・ロドリゲス ルエダ 白　辛口 750ml ¥3,675

ペガソ・グラニット　2007 テルモ・ロドリゲス セブレロス 赤　辛口 750ml ¥6,300

ペガソ・ピサーラ　2007 テルモ・ロドリゲス セブレロス 赤　辛口 750ml ¥6,300

ランサガ　2007 テルモ・ロドリゲス リオハ 赤　辛口 750ml ¥3,990

エメ・ドス 2006 テルモ・ロドリゲス リベラ・デル・デュエロ 赤　辛口 750ml ¥4,725

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

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

ガルナッチャ・ティンタ　2009 バレタ エンポルダ 赤　辛口 750ml ¥1,575

エルカビオ・ロブレ　2008 エルカビオ ラ・マンチャ 赤　辛口 750ml ¥1,890

キンタ・サルドニア　2006 ピーター・シセック サルドン・デ・デュエロ 赤　辛口 750ml ¥8,925

他

No.35

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　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

フルート・ノブレ　'09 (新着ワイン) ボデガス・フランシスコ・ゴメス アリカンテ 白 750ml ¥2,205

フィジャボア･アルバリーニョ　'08 ボデガス･フィジャボア リアス･バイシャス 白 750ml ¥3,885

アルトス・デル・マハナル・テンプラニージョ '09 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 '09 ボデガス・ボンホルネ カスティーリャ 赤 750ml ¥1,260

セニョリオ・デ・フエンテアラモ　セレクシオン　'08　 ボデガス・サン・ディオニシオ フミーリャ 赤 750ml ¥1,365

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

アクリス・クリアンサ '06 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

他

No.36

イベリア貿易 株式会社

〒157-0073　東京都世田谷区砧2-5-16

TEL: 03-3416-4433  FAX: 03-3416-4300

http://www.iberiatrading.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

パチャラン La Navarra 常温品 固形量700ml ￥1,800./本

ピュア・オリーブオイル SOVENA セビリア 常温品 固形量5ℓ ￥2,700./缶

チャコリ Ｇｏｒｋａ　Izagirre バスク 常温品 容量750ml ￥1800./本

ロシナンテブランド、ケソ・サンシモン Industria Quesera Cuquerrella S.A. シウダーレアル チルド品 固形量1kg ￥3,200./個

ビナグレ、レセルバ２５ Paez  Morilla 常温品 容量750ml ￥980./本

ペピニージョ・フィーノ FarolivaS.A. ムルシア 常温品 固形量200ｇ ￥470./本

ハモンイベリコ・デ・レセーボ Ｅｍｂｕｔｉｄｏｓ LaＰｒｕｄｅｎｃｉａ　Ｓ．Ａ． セゴビア チルド品 重量7.5～10.5kg ￥3,900./ｋｇ

マンサニージャ、エクストラドライ Ｂｏｄｅｇａｓ Barbadillo　Ｓ．Ｌ. サンルカル・デ・バラメダ 常温品 容量750ml ￥1600./本

チョリソ・イベリコ・クラール Ｅｍｂｕｔｉｄｏｓ LaＰｒｕｄｅｎｃｉａ　Ｓ．Ａ． セゴビア チルド品 重量12～1.75kg ￥3,300./ｋｇ

サルチチョン・イベリコ Ｅｍｂｕｔｉｄｏｓ LaＰｒｕｄｅｎｃｉａ　Ｓ．Ａ． セゴビア チルド品 重量12～1.75ｋｇ ￥3,300./ｋｇ

他
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11月1日（月）　ANAインターコンチネンタルホテル東京　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

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)

2007 カバ　ブリュット　レゼルバ スマロッカ DOカバ　 白　泡 750ml ¥1,785

2009 ドライ　ミュスカ スマロッカ DOペネデス 白 750ml ¥1,470

2008  モンテ・パルマ　ヴェルデホ チェロッソル DO ルエダ 白 750ml ¥1,365

2004　ロス800 ロス800 DOプリオラート 赤 750ml ¥2,310

2007　リオハ　テンプラニーリョ ビｰニャ・エルミニア DOリオハ 赤 750ml ¥1,365

2008　アルテ・ド・ヴィヴィル ボデガス　イ　ヴィネドス　ネオ DOリベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥1,680

2006　センティド ボデガス　イ　ヴィネドス　ネオ DOリベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥2,940

2004　ヴィーニャ　コンセホ ピルカール DOシガレス 赤 750ml ¥3,045

2006　グラディウム　テンプラニーリョ　クリアンサ カンポス　レアレス DOラマンチャ 赤 750ml ¥1,365

2006　エクウス ヴィーニャ　サンタ　マリーナ VdT 赤 750ml ¥1,418

他

No.38

アルタミラ 株式会社
〒247-0014　神奈川県横浜市栄区公田町284-7

TEL: 045-893-5873  FAX: 045-893-5861

http://group-altamira.com/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ルベルテ・レセルバ　９６ ボデガス・ルベルテ・マガリョネラ カンポ・デ・ボルハ 赤 750ml ¥3,045

ルベルテ・ティント ボデガス・ルベルテ・マガリョネラ カンポ・デ・ボルハ 赤 750ml ¥1,575

モスカテル・マガリョネラ ボデガス・ルベルテ・マガリョネラ ビノ・デ・リコール 750ml ¥2,415

キンタ・イノハル（赤） カスト・ペケーニョ VT カスティーリャ・イ・レオン 赤 750ml ¥1,575

キンタ・イノハル（白） カスト・ペケーニョ VT カスティーリャ・イ・レオン 白 750ml ¥1,575

アバディア・ラ・アロリャダ・クリアンサ アバディア・ラ・アロリャダ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥3,885

フィノ・ムサ モレノ モンティーリャ・モリレス 白 750ml ¥1,995

マンサニーリャ・ラ・シガレラ ラ・シガレラ ヘレス 白　フォーティファイド 750ml ¥2,520

モスカテル・ソレアド グティエレス・コロシア ヘレス 白　フォーティファイド 375ml ¥3,045

オロロソ・サングレ・イ・トラバハデロ グティエレス・コロシア ヘレス 白　フォーティファイド 750ml ¥3,780

他

No.39

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)

カロリナ デ マサックス カヴァ ブリュット ナチュレ ジョセップ マサックス DO カヴァ スパークリング 750ml ¥1,985

アルバ マルティン マルティン コダス DO リアス バイシャス 白 750ml ¥2,079

マラ マルティン マルティン コダス DO モンテレイ 白 750ml ¥1,925

エル カヤド マルティン コダス DO ビエルソ 赤 750ml ¥1,859

ヴィニャレド ゴデーリョ サンタ マルタ DO ヴァルデオラス 白 750ml ¥2,079

ソウソン サンタ マルタ DO ヴァルデオラス 赤 750ml ¥3,129

カスティーリョ デ エンゲラ ボデガス エンゲラ DO ヴァレンシア 赤 750ml ¥1,460

ラクリムス クリアンサ ヴァル サンソ DOC リオハ 赤 750ml ¥2,520

メメント ネグロ ボデガ パヒ DOQ プリオラート 赤 750ml ¥2,310

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

他
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No.40

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

http://www.asahigrant.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・デ・テルエルD.O.　骨付き ナトゥルエル アラゴン州テルエル 約9kg オープン

パレタ　テルエル　骨付き ナトゥルエル アラゴン州テルエル 約4kg オープン

カベサ・デ・ロモ ナトゥルエル アラゴン州テルエル 約450g オープン

ロモ ナトゥルエル アラゴン州テルエル 約1.5kg オープン

ハモン・イベリコ　骨付き カンポ　ドゥルセ サラゴサ 約9kg オープン

パレタ　イベリカ カンポ　ドゥルセ サラゴサ 約4kg オープン

ハモン・セラーノ　エンブラ カンポ　ドゥルセ サラゴサ 約8.5kg オープン

イベリコ　サルシチョン デスペンサ　カストゥア エクストラマドゥーラ 280g オープン

イベリコ　チョリソ デスペンサ　カストゥア エクストラマドゥーラ 280g オープン

フォントリーヴァ（EXVオリーブオイル） ソヴェナ アンダルシア州 5ﾘｯﾄﾙ オープン

キャビア リオフリオ アンダルシア州グラナダ 30g オープン

フエ ホセルビア カタルーニャ州バルセロナ 140g オープン

他

No.41

株式会社 アグリ
〒231-0015　神奈川県横浜市中区尾上町6-86-1　関内マークビル1F

TEL: 045-212-5588  FAX: 045-212-5568

http://www.ywc.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ヴァルフォルモサ・クラシック・ブリュット・ナチュレ　ＮＥＷ ヴァルフォルモサ ＤＯカバ 発泡　白 750ml ¥1,995

ヴァルフォルモサ・クラシック・ブリュット ＮＥＷ ヴァルフォルモサ ＤＯカバ 発泡　白 750ml ¥1,890

ディナスティア・ヴィヴァンコ・ブランコ ボデガス・ディナスティア・ウ゛ィウ゛ァンコ ＤＯＣリオハ 白 750ml ¥1,680

ディナスティア・ヴィヴァンコ・クリアンサ ボデガス・ディナスティア・ウ゛ィウ゛ァンコ ＤＯＣリオハ 赤 750ml ¥2,520

モ・サリナス ボデガス・シエラ・サリナス ＤＯアリカンテ 赤 750ml ¥1,680

プエルト・サリナス ボデガス・シエラ・サリナス ＤＯアリカンテ 赤 750ml ¥2,625

カスターニョ・マカベオ・シャルドネＳＣ ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ 白 750ml ¥1,470

カスターニョ・ラ・カソナ・オールド・ヴァイン ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ 赤 750ml ¥1,260

カスターニョ・モナストレル・オーガニックＳＣ ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ 赤 750ml ¥1,365

ヘクラ ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ 赤 750ml ¥1,785

カスターニョ･コレクション･セパス･ヴィエハス ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ 赤 750ml ¥2,730

他

No.42

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
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