
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

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)

ドミニオ・エスピナル・マカベオ ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ 白 750ｍｌ ¥1,050

ドミニオ・エスピナル・モナストレル ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ 赤 750ｍｌ ¥1,050

カスターニョ・マカベオ・シャルドネ 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・モナストレル 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 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 ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ 赤 750ｍｌ ¥2,730

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

ミラ・サリナス ボデガス・シエラ・サリナス ＤＯアリカンテ 赤 750ｍｌ ¥3,360

他

No.3

アサヒビール 株式会社

〒130-8602　東京都墨田区吾妻橋1-23-1

お客様相談室　TEL:0120-011-121 FAX:03-5608-5152　 (受付時間: 月～金 9:00～17:30 ※祝日・年末年始の休業日を除く )

http://www.asahibeer.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

エル・コト・ブランコ エル・コト リオハDOC 白 750ml ¥1,460

エル・コト・ティント エル・コト リオハDOC 赤 750ml ¥1,460

エル・コト・クリアンサ エル・コト リオハDOC 赤 750ml ¥1,820

コト・デ・イマズ・リセルヴァ エル・コト リオハDOC 赤 750ml ¥3,110

コト・デ・イマズ・グラン・リセルヴァ エル・コト リオハDOC 赤 750ml ¥3,730

ヴィニャ・アルバリ・アイレン フェリックス・ソリス ヴァルデペニャスDO 白／辛口 750ml オープン価格

ヴィニャ・アルバリ・テンプラニーリョ フェリックス・ソリス ヴァルデペニャスDO 赤／ミディアムボディ 750ml オープン価格

ソル・デ・エスパーニャ・ブランコ フェリックス・ソリス ヴァルデペニャスDO 白／辛口 750ml オープン価格

ソル・デ・エスパーニャ・ティント フェリックス・ソリス ヴァルデペニャスDO 赤／ミディアムボディ 750ml オープン価格

他
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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

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・イベリコ・ベジョータ（骨付き・ﾎﾞﾝﾚｽ） ＢＬＡＺＱＵＥＺ（ブラスケス） スペイン・サラマンカ 約9Kg・約4.5Kg オープン価格

ハモン・イベリコ（骨付き・ボンレス） ＢＬＡＺＱＵＥＺ（ブラスケス） スペイン・サラマンカ 約9Kg・約4.5Kg オープン価格

ハモン・イベリコ（スライス） ＢＬＡＺＱＵＥＺ（ブラスケス） スペイン・サラマンカ 100g×10ｐｋ オープン価格

イベリコ（チョリソ・サルシチョン） ＢＬＡＺＱＵＥＺ（ブラスケス） スペイン・サラマンカ 約1.2Kg×3本 オープン価格

ハモン・セラーノ・エンブラ（骨付き・ﾎﾞﾝﾚｽ） CAMPODULCE（カンポドゥルセ） スペイン・サラゴサ 約8.5Kg・約6Kg オープン価格

ハモン・セラーノ・エンブラ（スライスパック） CAMPODULCE（カンポドゥルセ） スペイン・サラゴサ 500g×6ｐｋ オープン価格

パレタ・イベリカ（骨付き） CAMPODULCE（カンポドゥルセ） スペイン・サラゴサ 約4Kg オープン価格

パレタ・セラーナ（骨付き） CAMPODULCE（カンポドゥルセ） スペイン・サラゴサ 約4Kg オープン価格

ハモン・デ・テルエル（骨付き・ボンレス） PORTESA（ポルテサ） スペイン・アラゴン州・テルエル 約8Kg オープン価格

テルエル生肉
（肩ロース・ロース）（セレクト）（プレサ）（バラ）

PORTESA（ポルテサ） スペイン・アラゴン州・テルエル オープン価格

他

No.5 

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 NV ヴィーニャマルティナ ペネデス 白／泡／辛口 750ｍｌ ¥1,575

カロリナ デ マサックス カヴァ ブリュット ナチュレ NV カロリナ デ マサックス ペネデス 白／泡／辛口 750ｍｌ ¥1,985

ヴィーニャ サンソ ヴェルデホ 2008 ヴァル サンソ ルエダ 白／辛口 750ｍｌ ¥1,943

アルバ マルティン 2009 マルティン コダス リアスバイシャス 白／辛口 750ｍｌ ¥2,079

ヴィニャレド ゴデーリョ 2009 サンタマルタ ボデガス ヴァルデオラス 白／辛口 750ｍｌ ¥2,079

カスティーリョ デ エンゲラ クリアンサ 2007 ボデガス エンゲラ ヴァレンシア 赤／ミディアム 750ｍｌ ¥1,460

エル カヤド 2008 マルティン コダス ビエルソ 赤／ミディアム 750ｍｌ ¥1,859

メメント ネグロ 2006 メメント プリオラート 赤／フルボディ 750ｍｌ ¥2,310

ソウソン 2008 サンタマルタ ボデガス ヴァルデオラス 赤／フルボディ 750ｍｌ ¥3,129

レイシス 1 1998 ボデガス サン アレハンドロ ヴィノデメサ 赤／フルボディ 750ｍｌ ¥4,410

他

No.6

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)

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

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

キア カン・ブラウ DO 　モンサン 赤 750ｍｌ ¥1,575

ヴィヴィル　ヴィヴィル ネオ DO リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ｍｌ ¥1,260

モティーボ　ビエルソ ネオ DO ビエルソ 赤 750ｍｌ ¥1,680

センティド ネオ DOリベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ｍｌ ¥2,940

ベルデホ モンテ・パルマ DO 　ルエダ 白 750ｍｌ ¥1,365

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

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

NV　フィノ　ラ　スルタナ
 アルベアル DO モンティーリャ　モリレス フィノ／白 750ｍｌ ¥1,260

他
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No.7

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 DOフミーリャ 白 750ｍｌ ¥1,100

セニョリオ・デ・フエンテアラモ・セレクシオン '10 ボデガス・サン・ディオニシオ DOフミーリャ 赤 750ｍｌ ¥1,200

ペニャルバ・ロペス・ブルット・ナトゥーレ '08 ボデガス・ペニャルバ・ロペス リベラ・デル・ドゥエロ （DOカバ） カバ 750ｍｌ ¥2,400

フルート・ノブレ・ソーヴィニヨン・ブラン '10 ボデガス・フランシスコ・ゴメス DOアリカンテ 白 750ｍｌ ¥2,000

フィジャボア・アルバリーニョ '09 ボデガス・フィジャボア DOリアス・バイシャス 白 750ｍｌ ¥3,700

ウバ・ノクトゥルナ '05 ボデガス・エヘアナス VdTリベラ・デル・ガジェゴ・シンコ・ビジャス 赤 750ｍｌ ¥1,700

アマント・ロブレ '09 ボデガス・トレサナス DOトロ 赤 750ｍｌ ¥1,800

パゴス・デ・アライス・クリアンサ '06 ボデガス・パゴス・デ・アライス DOナバラ 赤 750ｍｌ ¥2,000

アウグストゥス・カベルネS-メルロ '07 セレルス・アウグストゥス-フォルム DOペネデス 赤 750ｍｌ ¥2,900

ムルア・レセルバ '04 ボデガス・ムルア DOCリオハ 赤 750ｍｌ ¥3,300

他

No.8

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)

アンチョビ ＦＲＥＤＯ 缶詰 85g オープン価格

ＣＵＣＡ ＣＯＮＳＥＲＶＡＳ　ＣＵＣＡ，Ｓ．Ａ． 缶詰 115g オープン価格

スモークソルト　５ペッパーソルト ｆｄｓ 瓶 110g オープン価格

干しいちじく ｆｄｓ プラスティックボックス 1kg オープン価格

アーモンド ｆｄｓ プラスティックボックス 1kg オープン価格

カスカラス ｆｄｓ プラスティックボックス 250g オープン価格

キャラメル ＤＵＬＳＡ 缶  箱  袋 200g 350g 1kg オープン価格

オロロソ　ソース ｐｒｏｄｕｃｔｏｓ　Ｍａｊｕｅｌｏ．Ｓ．Ｌ プラスティックボックス 350ml オープン価格

オリーブジャム Ｅｎｖｅｓａｄｏｓ　ＬＯＬＡ，Ｓ．Ｃ．Ａ． 瓶 250g オープン価格

他

No.9

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.rakuten.co.jp/orchestra

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ナイアデス ボデガス　ナイア ルエダ 白 750ｍｌ ¥6,300

ネリン クロス・モガドール プリオラート 白 750ｍｌ ¥5,512

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

アルバ・ロサ マルチネス・セランテス リアスバイシャス 白 750ｍｌ ¥2,520

リバリス　ブランコ カスティーリョ・デ・マエティエラ Ｖ．Ｄ．Ｔ．　バジェス・デ・サダシア 白 750ｍｌ ¥2,310

アクースティック　ブランコ セラー　アクースティック モンサン 白 750ｍｌ ¥3,150

サンタルバ ビノス・アチェガ ゲタリアコ・チャコリーナ 白 750ｍｌ ¥2,730

ギティアン・ゴデーリョ フィンカ・ラ・タバダ バルデオラス 白 750ｍｌ ¥3,360

ビニャ　パキータ　ブランコ エステバン・マルティン カリニャナ 白 750ｍｌ ¥1,365

クロット・アラーダ　ブランコ ビンス・パドロ カタルーニャ 白 750ｍｌ ¥1,260

他
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No.10

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・トランジストール　2008 テルモ・ロドリゲス ルエダ 白／辛口 750ｍｌ ¥3,675

マウンテン・ブランコ　2009 テルモ・ロドリゲス マラガ 白／辛口 750ｍｌ ¥3,150

ヴィア・テラ（白）　2010 エデタリア テラ・アルタ 白／辛口 750ｍｌ ¥1,890

ヴィア・テラ（赤）　2010 エデタリア テラ・アルタ 赤／辛口 750ｍｌ ¥1,890

エデタナ（白）　2010 エデタリア テラ・アルタ 白／辛口 750ｍｌ ¥2,730

エデタナ（赤）　2008 エデタリア テラ・アルタ 赤／辛口 750ｍｌ ¥2,730

エデタリア（白）　2009 エデタリア テラ・アルタ 白／辛口 750ｍｌ ¥4,725

エデタリア（赤）　2005 エデタリア テラ・アルタ 赤／辛口 750ｍｌ ¥4,725

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

メルロー　2008 バレタ エンポルダ 赤／辛口 750ｍｌ ¥1,575

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)

カバ・ラルボック1919　ＮＶ セレスル・デ・ラルボック カバ 白／泡 750ｍｌ ¥1,670

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2010 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2010 ラモン・ロケッタ カタルーニャ 赤 750ｍｌ ¥1,628

レゼルバ2006 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

セイン2008 ヴィネッセンス アリカンテ 赤 750ｍｌ ¥1,722

ガラバト2008 ボデガス・ブリエゴ リベラ・デル・デュエロ 赤 750ｍｌ ¥1,722

他

No.12

オリーブプラン 株式会社

〒105-0014　東京都港区芝2-5-10-903

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)

カネナの早摘みオリーブオイル　収穫初日 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

カネナの早摘みオリーブオイル　収穫初日 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

カネナの早摘みオリーブオイル カスティージョ・デ・カネナ アンダルシア 長寿の樹　ロイヤル種 500ｍｌ ¥4,305

天空の豚　コルティホ　ハモンセラーノ コンソルシオ・エスパニョール・デル・ハモン アンダルシア
高地で自然熟成

15ヶ月
約8Kg/本 オープン価格

他
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No.13

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)

シェリー各種 ボデガス・ディオス・バコ へレス・デ・ラ・フロンテーラ 500ｍｌ / 750ｍｌ オープン価格

ワイン（赤・白） バルサンソ リオハ他 750ｍｌ オープン価格

ハモン・デ・マンガリッツァ インダストリアル・カルニコス リオハ 約7.5Kg/本 オープン価格

ハモン・デ・デュロック エスプーニャ オロット 約7.5Kg/本 オープン価格

スペインチーズ各種 エストレージャ・デル・カスティージョ他 ラ・マンチャ他 各種 オープン価格

モルシージャクリーム ダビド・ラモス・トゥルチェロ パレンシア 650g/瓶 オープン価格

トマトソース他 イベリートス バダホス 各種 オープン価格

腸詰各種（イベリコロモなど） コンソルシオ・デ・ハブーゴ ウエルバ 各種 オープン価格

メンブリージョ ジェマ・デ・サンタ・テレサ アビラ 170g/個 オープン価格

ピコス ロス・アントニオス ウエルバ 250g/袋 オープン価格

他

No.14

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)

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／フルボディ 750ｍｌ ¥2,500

リスカル・ブランコ マルケス・デ・リスカル DOルエダ 白／辛口 750ｍｌ ¥1,500

イニチウム（有機認定ワイン） クァデルナ・ヴィア DOナバーラ 赤／ミディアム 750ｍｌ ¥1,100

エスペシアル（有機認定ワイン） クァデルナ・ヴィア DOナバーラ 赤／フルボディ 750ｍｌ ¥1,500

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／辛口 750ｍｌ ¥1,200

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／フルボディ 750ｍｌ ¥1,200

ヌヴィアナ・テンプラニーリョ・カベルネ・ソーヴィニヨン コドルニゥ VDLTバジェ・デル・シンカ 赤／フルボディ 750ｍｌ ¥1,100

レガリス・クリアンサ コドルニゥ DOリベラ・デル・デュエロ 赤／フルボディ 750ｍｌ ¥2,800

グランバック コドルニゥ DOカバ 泡／辛口 750ｍｌ ¥2,200

ドゥーシェ・シュバリエ・ドライ ヴィニデルサ DOカバ 泡／やや辛口 750ｍｌ ¥1,350

他

No.15

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 泡／辛口 750ｍｌ ¥1,417

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

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

アナリヴィア　ソーヴィニヨン・ブラン パゴス・デル・レイ リオハ 白／辛口 750ｍｌ ¥1,417

アルマグロ　レゼルバ ボデガス・フェリックス・ソリス 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 ボデガス・フェリックス・ソリス 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 ボデガス・フェリックス・ソリス バルデペーニャス 赤／フルボディ 750ｍｌ ¥2,940

カリッサ ボデガス・フェリックス・ソリス バルデペーニャス 赤／フルボディ 750ｍｌ ¥1,155

エル・シルクロ パゴス・デル・レイ リオハ 赤／ミディアムボディ 750ｍｌ ¥1,207

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

他
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No.16

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 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

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

アサバチェ・エコロジコ（オーガニック） ボデガス・アルデア・ヌエバ リオハ 赤 750ｍｌ オープン価格

ラグニーリャ　グランレセルバ 2002 ボデガス　ラグニーリャ リオハ 赤 750ｍｌ ¥3,150

GR-174 2009 カーサ・グラン・デ・シウラーナ プリオラート 赤 750ｍｌ ¥3,150

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

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

No.17

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48ヶ月熟成 カサルバ カスティーリャ・レオン州　ブルゴス 約9Kg \90,000 前後

ハモン・セラーノ30ヶ月熟成 カサルバ カスティーリャ・レオン州　ブルゴス 約9Kg \25,000 前後

ハモン・デ・トレベレス20ヶ月熟成 フビレス アルプハーラ地方　 トレベレス 約8.5Kg \23,000 前後

アルバラシン・チーズ（銀ラベル） アルバラシン アラゴン州テルエル 約300g \2,200 前後

アルバラシン・チーズ（ドンマヌエル） アルバラシン アラゴン州テルエル 約300g \2,900 前後

プレディカドール・ティント ベンハミン・ロメオ DO Caリオハ 赤ワイン 750ｍｌ ¥5,500

アミ・マネラ ベンハミン・ロメオ DO Caリオハ 赤ワイン 750ｍｌ ¥3,250

マシソ ベンハミン・ロメオ Do カタルーニャ 白ワイン 750ｍｌ ¥4,500

森のフルーツ（ベリー）の最高級ジャム アンプルダネット カタルーニャ州ジローナ 170g ¥1,750

マルバシア・ワイン（22金の金箔入り）のジュレ アンプルダネット カタルーニャ州ジローナ 170g ¥1,500

他

No.18

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）

トーレス サングレ デ トロ（白） トーレス カタルーニャＤＯ 白 750ｍｌ
カタログ価格

（\1,585）

トーレス 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

（\1,680）

トーレス　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 カバＤＯ カバ 750ｍｌ
カタログ価格

（\1,879）

フレシネ カルタネバダ フレシネ カバＤＯ カバ 750ｍｌ
カタログ価格

（\1,879）

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

（\1,869）

フレシネ エックス フレシネ カバＤＯ カバ 750ｍｌ
カタログ価格

（\1,827）

他

6 ページ



「スペインワイン&フード商談会　2011」
6月27日（月）　ヒルトン名古屋　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.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 コビンカ カリニエナ 赤 750ｍｌ ¥1,260

テラプレン・ティント テッラ・ノストラ・デ・ヴィノス ナバラ 赤 750ｍｌ ¥1,470

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

キホーテ・プティ・ベルド パゴ・カサ・デル・ブランコ ヴィノ・デ・パゴ 赤 750ｍｌ ¥3,465

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

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

ナモリオ ヴァルダモール リアス・バイシャス 白 750ｍｌ ¥2,625

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

マシア・ドウッティ ユニオン・ビニコーラ・デル・エステ カバ（レケナ） カバ 750ｍｌ ¥1,575

レカレド・ブルット・ナトウーレ マタ・カサノヴァス・エス・エー カバ（ペネデス） カバ 750ｍｌ ¥5,040

他

No.20

有限会社 日西商事

〒244-0801　神奈川県横浜市戸塚区品濃町252-3

TEL:045-823-3728  FAX: 045-823-1584

http://www.nisseishouji.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　サリア　クリアンサ ボデガ　デ　サリア D.Oナバーラ 赤／ミディアムボディ 750ｍｌ ¥1,500

セニョリオ　デ　サリア　ブランコシャルドネ ボデガ　デ　サリア D.Oナバーラ 白／辛口 750ｍｌ ¥1,500

セニョリオ　デ　サリア　モスカテル ボデガ　デ　サリア D.Oナバーラ 白・甘口 500ｍｌ ¥2,500

カバフェレー　BRUT ナチュレ　レセルバ カバス　フェレー D.Oペネデス 白／泡辛口 750ｍｌ ¥2,500

モンティージャ・オールドポルテール ペレスバルケロ D.Oモンティージャ ﾏﾃﾞﾗ･ﾎﾟｰﾄﾜｲﾝﾀｲﾌﾟ 750ｍｌ ¥900

スペイン産　トマトジュース　READY ヌドヤフーズ ブランドREADY・ムルシア 100%ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ 1L レトルトパック ¥500

アルタホ・エキストラバージンオイル アセイテ・アルタホ ナバーラ ｴｷｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝｵｲﾙ 1L ペットボトル ¥2,000

メディトリーベ・オリーブオイル モラインサ トレド 2番絞りｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 2L / 5L \1,700 / \4,000

ゴイバル・ホワイトワインビネガー ゴイバル・ビナーグレス アルバセーテ ﾎﾜｲﾄﾜｲﾝﾋﾞﾈｶﾞｰ 1L / 5L \370 / \1,500

ゴイバル・クレーマ・デ・バルサミコ ゴイバル・ビナーグレス アルバセーテ ﾊﾞﾙｻﾐｺｸﾘｰﾑタイプ 250ｍｌ ¥1,100

他

No.21

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)

ティント・デ・ヴェラーノ サンデヴィ ラ・マンチャ カクテル 500ｍｌ ¥500

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

モネガール・セルダ・ブリュット ソレール・ジョヴェ ペネデス ＣＡＶＡ 750ｍｌ ¥1,500

オチョア・ブランコ ボデガス・オチョア ナバラ 白ワイン 750ｍｌ ¥1,800

カ・ネストラック・ティント カン・デス・マス プラ・デ・バジェス 赤ワイン 750ｍｌ ¥1,300

バルバスール・ティント ウエルタ・デ・アルバラ カディス 赤ワイン 750ｍｌ ¥2,500

ドライ・レーズン・ミルクチョコ カサ・ポンス ヴァレンシア チョコ 1Kg オープン価格

フエ カサ・デ・モン カタルーニャ 腸詰 175g オープン価格

干しぶどう フランシスコ・パロモ マラガ 干しぶどう 1Kg オープン価格

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 生ハム 約9Kg オープン価格

他
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No.22

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)

ビーニャ・サクラ　プレスティージ　ブランコ エリボ ノンアルコールワイン 白 750ml ¥2,100

ビーニャ・サクラ　プレスティージ　ティント エリボ ノンアルコールワイン 赤 750ml ¥2,100

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　レセルバ 1+1=3 カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥2,310

ブルット・レセルバ ボイーガス カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥2,310

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

マリーナ・エスプマンテ ボコパ アリカンテ スパークリング 750ml ¥2,100

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

クリアンサ 2006 ホルダン・デ・アソ カリニェーナ 赤 750ml ¥1,995

グラン・レセルバ 1988 ボデガス・サン・イシドロ フミージャ 赤 750ml ¥3,465

他

No.23

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)

アラグス・エコロヒコ ボデガス・アラゴネッサ カンポ・デ・ボルハ オーガニック赤ワイン 750ｍｌ ¥2,025

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

フィンカ・サン・マルティン バロン・デ・オニャ リオハ 赤 750ｍｌ オープン価格

ドロンドン ボデガス・セニョリオ・デ・アイレス カリニェナ 白 750ｍｌ オープン価格

フィノ・パボン ルイス・カバジェロ ヘレス シェリー酒 750ｍｌ ¥2,100

ミウラ・クラマ・デ・ギンダ ルイス・カバジェロ カサジャ アニス酒 700ｍｌ ¥2,700

ミウラ・アニス・セコ ルイス・カバジェロ カサジャ アニス酒 700ｍｌ ¥2,700

シェリーブランディー・デカノ ルイス・カバジェロ ブランディー 700ｍｌ ¥2,400

ポンチェ・カバジェロ ルイス・カバジェロ リキュール 700ｍｌ ¥2,700

クレマ・カバジェロ ルイス・カバジェロ リキュール 700ｍｌ ¥3,000

他

No.24

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・イベリコ原木　各種 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 \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 \5,250/Kg ～

オリーブの実各種 ACEITUNAS CAZORLA　社 ヴァレンシア オリーブ 350g ～ 450g \500/本 ～

ケソ・デ・マンチェゴ Gomez Moreno社 シウダ・レアル チーズ 300g ～ 350g \4,500/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 \4,500/Kg ～

・オリーブオイル各種 オリソイ社 ヴァレンシア 食用油 3L \3,150/本～

ピメントン各種 エンジェル・ナヴァッロ社 アリカンテ 香辛料 500g \1,200/本 ～

豆類各種 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 \350/P ～

カスエラ各種 マドリッド 皿 9cm ～ 16cm \500/枚 ～

他
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No.25

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 カバ 泡／白／辛口 750ｍｌ ¥2,100

モモ　ブランコ　2009 サンチェス・ロマテ ルエダ 白／辛口 750ｍｌ ¥1,575

テラス・ガウダ　オ・ロサル　2008 ボデガス　テラス・ガウダ リアス・バイシャス 白／辛口 750ｍｌ ¥3,150

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

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

モモ　ティント　2008　 サンチェス・ロマテ リベラ・デル・デュエロ 赤／ミディアムボディ 750ｍｌ ¥2,100

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

ボデガス　アルコンデ　レゼルバ　セレクション　テンプラニーヨ　2005 ボデガス　アルコンデ ナバーラ 赤／フルボディ 750ｍｌ ¥2,625

ロマテ　マリスメノ　フィノ　シェリー サンチェス・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 サンチェス・ロマテ ヘレス シェリー／辛口 750ｍｌ ¥3,675

他

No.26

マルカイコーポレーション 株式会社

〒550-0003　大阪府大阪市西区京町堀1丁目18番5号

TEL:06-6441-8983  FAX: 06-6443-0744

http://www.marukai.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・ムッサ・ブリュット ヴァルフォルモッサ ペネデス 泡／辛口 750ｍｌ オープン価格

カヴァ・ムッサ・ブリュット・ナチューレ ヴァルフォルモッサ ペネデス 泡／極辛口 750ｍｌ オープン価格

カヴァ・ムッサ・セミ・セコ ヴァルフォルモッサ ペネデス 泡／やや甘口 750ｍｌ オープン価格

カヴァ・ムッサ・ブリュット・ロゼ ヴァルフォルモッサ ペネデス 泡／辛口 750ｍｌ オープン価格

ムッサ・ティント’０９ ヴァルフォルモッサ ペネデス 赤／ミディアムボディ 750ｍｌ ¥1,155

エステ・ティント’０７ ボデガス・アルト・アルマンゾーラ ルカール 赤／ミディアムボディ 750ｍｌ ¥1,575

オトール・デ・アルスピド・シャルドネ’０７ ボデガス・アルスピド カスティリア 白／辛口 750ｍｌ ¥2,520

エル・リンゼ’０７ ボデガス・エルリンゼ カスティリア 赤／フルボディ 750ｍｌ ¥4,158

他

No.27

株式会社 トーホーフードサービス

〒105-0014　東京都港区芝2-29-12 トーホー東京芝ビル7F

TEL:03-6845-1790  FAX: 03-6699-8095

http://www.to-ho.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・ウエルバ　１本物 シエラ・マヨール イベリコ・ハム オープン価格

ハモン・セラーノ１本物 エル・ポソ 生ハム オープン価格

マシア・エル・アルテット　エクストラバージン マシア・エル・アルテット オリーブオイル 750ｍｌ オープン価格

ALTIVO　オリーブオイル　５L グルーポ・コースール オリーブオイル  5L オープン価格

ALTIVO　エクストラバージン・オリーブオイル　５L グルーポ・コースール オリーブオイル  5L オープン価格

ピコス ドミンゲス・アルテサーノス・ラ・ルイジアナ 乾パン 220g オープン価格

アテネア・オリーブの実 アテネア オリーブの実 350g オープン価格

シードラ ボデーガス・ビジャビシオサ シードラ 750ｍｌ オープン価格

ピミエント・デスペレット DDE 赤ピーマン 90ｍｌ オープン価格

エル・ブジ・テクスチャー ソーレ・グラエ 食品添加物 各種 オープン価格

他
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No.28

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)

ボルサオ　セレクション　ティント ボデガス･ボルサオ D.O.カンポ・デ・ボルハ 赤／フルボディ 750ｍｌ
オープン価格

想定価格：\1,590

ボルサオ　セレクション　ブランコ ボデガス･ボルサオ D.O.カンポ・デ・ボルハ 白／辛口 750ｍｌ
オープン価格

想定価格：\1,590

コドーニュ　クラシコ・セコ コドーニュ D.O.カバ 泡／やや辛口 750ｍｌ
オープン価格

想定価格：\1,580

コドーニュ　クラシコ・ロゼ コドーニュ D.O.カバ 泡／辛口 750ｍｌ
オープン価格

想定価格：\1,580

コドーニュ　セレクション・ラベントス コドーニュ D.O.カバ 泡／辛口 750ｍｌ
オープン価格

想定価格：\2,060

コドーニュ･ピノ･ノワール　ブリュット コドーニュ D.O.カバ 泡／辛口 750ｍｌ
オープン価格

想定価格：\2,970

フィンカ･デ･アランティ　アルバリーニョ ボデガス・ラ・ヴァル D.O.リアス・バイシャス 泡／辛口 750ｍｌ
オープン価格

想定価格：\3,180

アルトザーノ　テンプラニーリョ＆シラーズ ゴンザレス・ピアス
カスティーリャ
（ビノ･デ･ラ･ティエラ・デ・カスティーリャ）

赤／フルボディ 750ｍｌ
オープン価格

想定価格：\980

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・ピアス
カスティーリャ
（ビノ･デ･ラ･ティエラ・デ・カスティーリャ）

白／辛口 750ｍｌ
オープン価格

想定価格：\980

ティオペペ ゴンザレス・ピアス D.O.ヘレス シェリー／辛口 750ｍｌ
オープン価格

想定価格：\2,420

他

No.29

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・ブルット・レセルバ　2007 カバス・フェレ DOカバ（ペネデス） 泡 750ｍｌ ¥2,100

スエニョス・デル・メディテラネオ　ティント　2009 ボデガス・ウティエラーナス DOウティエル・レケーナ 赤 750ｍｌ ¥1,365

スエニョス・デル・メディテラネオ　ブランコ　2009 ボデガス・ウティエラーナス DOウティエル・レケーナ 白 750ｍｌ ¥1,365

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

ドニャ・ロサ　2007 ボデガス・マルティネス・セランテス DOリアス・バイシャス 白 750ｍｌ ¥3,675

イトサス・メンディ　2009 イトサス・メンディ DOビスカイコ・チャコリナ 白 750ｍｌ ¥3,780

ナイア　2009 ボデガス・ナイア・ビニャ・シラ DOルエダ 白 750ｍｌ ¥3,675

モンハルディン・シャルドネ・レセルバ　2006 カスティーリョ・デ・モンハルディン DOナバーラ 白 750ｍｌ ¥2,940

アルタ・リオ・ティント・クリアンサ　2007 ボデガス・コンセホ・デ・ラ・アルタ DOCaリオハ 赤 750ｍｌ ¥2,415

センブロ・ティント　2009 ビニャス・デル・ハロ DOリベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ｍｌ ¥2,625

他

No.30

三国ワイン 株式会社

〒104-0033　東京都中央区新川1-17-18

TEL: 03-5542-3939  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 ロゼ･ブリュット ホレカ ロジャー グラート ペネデス スパークリング･ロゼ 750ｍｌ ¥2,310

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 ¥1,260

アルダレス アイレン ボデガス アルスピデ ラ・マンチャ 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 ラ・マンチャ 赤 750ｍｌ オープン価格

グラーノ ボデガス アルスピデ ラ・マンチャ 赤 750ｍｌ ¥2,100

他
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No.31

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)

セグラヴューダス　ブルート　レゼルバ セグラヴューダス　 ペネデス 泡／辛口 750ｍｌ ¥1,680

セグラヴューダス　セミセコ セグラヴューダス　 ペネデス 泡／やや甘口 750ｍｌ ¥1,680

セグラヴューダス　ラヴィット　ロサード　ブルート セグラヴューダス　 ペネデス 泡／辛口 750ｍｌ ¥1,890

セグラヴューダス　ブルート　ヴィンテージ05 セグラヴューダス　 ペネデス 泡／辛口 750ｍｌ ¥2,520

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　 ペネデス 泡／辛口 750ｍｌ ¥5,565

ヴィーニャエレダット　ブランコ セグラヴューダス　 ペネデス 白／辛口 750ｍｌ ¥1,522

クル　デ　ラビット セグラヴューダス　 ペネデス 白／辛口 750ｍｌ ¥2,887

ヴィーニャエレダット　ティント セグラヴューダス　 ペネデス 赤／ミディアム 750ｍｌ ¥2,520

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

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

他

No.32

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)

イニシアル ラ・ペルラ・デル・プリオラート プリオラート 赤 750ｍｌ ¥3,150

ノステル ラ・ペルラ・デル・プリオラート プリオラート 赤 750ｍｌ ¥5,250

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

ヴィリャセサン・ドセメセス ヴィリャセサン社 カスティーリャ・イ・レオン 赤 750ｍｌ ¥2,940

ニビア マス・ルネス エンポルダ 白 750ｍｌ ¥3,150

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

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 ボデガス・バロン サンルーカル・デ・バラメダ シェリー 750ｍｌ ¥1,575

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

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

他

No.33

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 約7Kg オープン価格

ハモンイベリコレセルバ レセルバイベリカ ギフエロ エンテロ 約7Kg オープン価格

レセルバイベイコ レセルバイベリカ ギフエロ エンテロ 約6Kg オープン価格

セラーノレセルバ レセルバイベリカ ギフエロ エンテロ 約8Kg オープン価格

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 約500g オープン価格

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 約500g オープン価格

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 約500g オープン価格

ピコス レセルバイベリカ バルセロナ パン 240g オープン価格

レセルバイベイコ レセルバイベリカ ギフエロ ボンレス 約2.7Kg オープン価格

セラーノレセルバ レセルバイベリカ ギフエロ ボンレス 約5Kg オープン価格

他
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