
No.1

株式会社 グルメミートワールド

〒321-1274 日光市土沢2002-2

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

http://www.gourmet-world.co.jp/shopping

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ワイン（赤・白・ロゼ） ベンハミン・ロメオ DO Ca リオハ 750ml ¥2,980～

ハモン・イベリコ・ベジョータ 48ヶ月以上熟成 カサルバ カスティーリャ・レオン州ブルゴス 骨付き原木 8kg～11kg ¥10,800/kg

ハモン・セラーノ30ヶ月以上熟成 カサルバ カスティーリャ・レオン州ブルゴス 骨付き原木 10kg～12kg ¥3,150/kg

イベリコ・ベジョータ・サラミ類各種 カサルバ カスティーリャ・レオン州ブルゴス 熟成腸詰め 300g～1.5kg ¥2,750/kg～

ハモン・デ・トレベレス フビレス ｱﾝﾀﾞﾙｼｱ州ｸﾞﾗﾅﾀﾞ ﾄﾚﾍﾞﾚｽ地方 骨付き原木 8kg～12kg ¥2,950/kg～

羊ミルクのチーズ各種 アルバラシン アラゴン州テルエル セミハード 200g～ ¥5,750/kg～

エキストラバージンオリーブオイル アシエンダ・フエンクビエルタ アンダルシア州コルドバ
エキストラバージン

オリーブオイル
500mｌ　5L

ジュレ アンプルダネット カタルーニャ州ジローナ 150g～ ¥1,150/kg～

他

No.2

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

（税抜き）

アル テルモ・ロドリゲス アリカンテ 赤・辛口 750ml ¥1,300

バサ テルモ・ロドリゲス ルエダ 白・辛口 750ml ¥1,800

ガバ・ゴデーリョ テルモ・ロドリゲス バルデオラス 白・辛口 750ml ¥1,800

ガバ・メンシア テルモ・ロドリゲス バルデオラス 赤・辛口 750ml ¥1,800

ランサガ テルモ・ロドリゲス リオハ 赤・辛口 750ml ¥3,500

エメドス テルモ・ロドリゲス リベラ・デル・デュエロ 赤・辛口 750ml ¥4,000

ガゴ テルモ・ロドリゲス トロ 赤・辛口 750ml ¥3,300

マウンテン・ブランコ テルモ・ロドリゲス シエラス・デ・マラガ 白・辛口 750ml ¥2,500

エメエレ テルモ・ロドリゲス マラガ 白・甘口 500ml ¥3,000

フィノ マエストロ・シエラ ヘレス 白・辛口 750ml ¥2,500

他

No.3

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://www.ats-co-ltd.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 フレド カンタブリア 缶 50ｇ　　85ｇ オープン価格

クカ コンセルバスクカ ガリシア 缶 115ｇ オープン価格

ソルト エフディエス マヨルカ　へレス　アンダルシア ビン 110ｇ　150ｇ オープン価格

アーモンド エフディエス アンダルシア プラスチックボックス3ｋｇ オープン価格

イチジク　ブドウ エフディエス アンダルシア プラスチックボックス1ｋｇ オープン価格

ジャム エフディエス アンダルシア ビン 250ｇ オープン価格

オリーブオイル アグロカストリル アンダルシア ビン １ℓ　500ｍｌ　50ｍｌ オープン価格

ニンニクピクルス エフディエス アンダルシア ビン 410ｇ オープン価格

シェリービネガー　シェリーソース プロダクツマフエロ へレス ビン 250ｇ オープン価格

キャラメル ドゥルサ パンプローナ 缶　紙箱 330ｇ　220ｇ　1ｋｇ オープン価格

他

「スペインワイン＆フード商談会　2012」
7月9日（月）　京王プラザホテル札幌　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。
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No.4

アサヒビール 株式会社

〒130-8602 東京都墨田区吾妻橋1-23-1

TEL：03-5608-5251   FAX：03-5608-5143          

http://www.asahiwine.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ヴィニャ・アルバリ・クリアンサ フェリックス・ソリス バルデペーニャスＤＯ 赤／ミディアムボディ 750ｍｌ
オープン価格

（\900）

ヴィニャ・アルバリ・レセルヴァ フェリックス・ソリス バルデペーニャスＤＯ 赤／フルボディ 750ｍｌ
オープン価格

（\1,100）

ヴィニャ・アルバリ・グラン・レセルヴァ フェリックス・ソリス バルデペーニャスＤＯ 赤／フルボディ 750ｍｌ
オープン価格

（\1,700）

ヴィニャ・アルバリ・グラン・レセルヴァ・デ・ファミリア フェリックス・ソリス バルデペーニャスＤＯ 赤／フルボディ 750ｍｌ
オープン価格

（\2,750）

コト・デ・イマズ・レセルヴァ エル・コト リオハＤＯＣ 赤／フルボディ 750ｍｌ
オープン価格

（\2,900）

コト・デ・イマズ・グラン・レセルヴァ エル・コト リオハＤＯＣ 赤／フルボディ 750ｍｌ
オープン価格

（\3,470）

ベソ・レセルヴァ・ブリュット・ナチュレ ユニオン・ヴィニコラ・デル・エステ カバＤＯ 白（発泡性）／辛口 750ｍｌ
オープン価格

（\1,450）

ベソ・レセルヴァ・セミ・セック ユニオン・ヴィニコラ・デル・エステ カバＤＯ 白（発泡性）／中甘口 750ｍｌ
オープン価格

（\1,450）

ナ・ソル・デ・レケーナ・ブリュット ユニオン・ヴィニコラ・デル・エステ カバＤＯ 白（発泡性）／辛口 750ｍｌ
オープン価格

（\1,580）

ナ・ソル・デ・レケーナ・セミ・セック ユニオン・ヴィニコラ・デル・エステ カバＤＯ 白（発泡性）／中甘口 750ｍｌ
オープン価格

（\1,580）

他

No.5

アサヒグラント株式会社

〒103-0008  東京都中央区日本橋中洲3-15

TEL：03-5640-7691　　　FAX：03-5640-5238 　　　　　　　　　

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） MAFRESA（マフレサ） スペイン・サラマンカ 36ヶ月熟成 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） MAFRESA（マフレサ） スペイン・サラマンカ 24ヶ月熟成 約9kg･約4.5kg オープン価格

ハモン・イベリコ（スライス） MAFRESA（マフレサ） スペイン・サラマンカ 24ヶ月熟成 100g×10pk オープン価格

イベリコ（チョリソ・サルシチョン） DESPENSA CASTUA（ﾃﾞｽﾍﾟﾝｻｶｽﾄｩｱ）スペイン・エクストラマドゥーラ 約350g×10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 18ヶ月熟成 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・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D.O.（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 18ヶ月熟成 約8kg オープン価格

パレタ・イベリカ・コシーダ（骨付き・ボンレス） MAFRESA（マフレサ） スペイン・サラマンカ 加熱ハム 約5.5～6.5kg オープン価格

他

No.6

株式会社 イベリアン

〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2-227

TEL：052-774-7518　　　FAX：052-831-7161 　　　　　　　　　

http://www.iberian.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 マルコス　ソトセラーノ ギフエロ　原産地呼称 原木 約7.5～ 8ｋｇ オープン価格

チョリ　イベリコ　ベジョータ マルコス　ソトセラーノ ギフエロ　原産地呼称 1/2 ブロック 約 500ｇ オープン価格

サルチチョン　イベリコ　ベジョータ マルコス　ソトセラーノ ギフエロ　原産地呼称 1/2 ブロック 約 500ｇ オープン価格

ハモン　セラーノ アルティサン テルウェル　原産地呼称 原木 約8.5～9kg オープン価格

イベリコ　ベジョータ　3種　スライスパック マルコス　ソトセラーノ ギフエロ　原産地呼称 スライス 40g / 100g オープン価格

マンサニージャ　カセレーニャ ソレアレ エルギフエラ　デ　ラ　シエラ Ｅ．Ｖ．Ｏ．Ｏ 500 ml オープン価格

クパ―ジュ　デ　オカル　マンサニージャ　カセレニャ ソレアレ エルギフエラ　デ　ラ　シエラ Ｅ．Ｖ．Ｏ．Ｏ 500 ml オープン価格

ホジ　ブランカ アセイテス　エル　ドラド コルドバ Ｅ．Ｖ．Ｏ．Ｏ 500 ml /5000ml オープン価格

他
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No.7

アズマコーポレーション

〒102-0093　東京都千代田区平河町1-1-8　麹町市原ビル12階

TEL：03-5275-3333　　　FAX：03-5275-3334　　　　　　　　

http://www.azumacorp.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

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 辛口白泡 750ml ¥1,890

ディルヴィオ　アルバリーニョ ディルヴィオ ガリシア 辛口　白 750ml ¥2,100

ヴァルサンソ　ソーブレ　リアス ヴァルサンソ ルエダ 辛口　白 750ml ¥2,250

ボデガス　エンゲラ　フィンカ　エンゲラ　ブラン ボデガス　エンゲラ バレンシア 辛口　白 750ml ¥1,390

ボデガス　エンゲラ　カスティーリョ　デ　エンゲラ　クリアンサ ボデガス　エンゲラ バレンシア フル　赤 750ml ¥1,390

ラクリムス　ファイブ ヴァルサンソ リオハ フル　赤 750ml ¥1,500

ゼゼン　ティント ボデガス　ゼゼン ナヴァーラ フル　赤 750ml ¥1,450

メメント　オールド　ヴァイン フレデリック　ロジェ カスティーリャ フル　赤 750ml ¥1,540

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 フル　赤 750ml ¥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 フル　赤 750ml ¥1,780

他

No.8

株式会社 稲葉

〒454-0954　愛知県名古屋市中川区江松五丁目228番地

TEL：052-301-1441　　　FAX：052-301-1701 　　　　　　　　　

http://www.inaba-wine.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

レアル　カステロ カステロ　ディ　メディナ D.O.ルエダ 白 750ml ¥1,300

エイドス　デ　パドリニャン アデガ　エイドス D.O.リアス　バイシャス 白 750ml ¥2,400

マリア　アンドゥレア　 エドゥアルド　ペーニャ D.O.リベイロ 白 750ml ¥2,500

コモロコ フアン　ヒル D.O.フミーリャ 赤 750ml ¥1,300

ラヤ ボデガス　アタラヤ D.O.アルマンサ 赤 750ml ¥1,500

ラ　アタラヤ ボデガス　アタラヤ D.O.アルマンサ 赤 750ml ¥2,600

ビエルネス ゴデリア D.O.ビエルソ 赤 750ml ¥1,300

ゴデリア　ティント ゴデリア D.O.ビエルソ 赤 750ml ¥2,100

レラビ　モンサン レラビ　モンサン D.O.モンサン 赤 750ml ¥1,500

レラビ　セレクシオ　モンサン レラビ　セレクシオ　モンサン D.O.モンサン 赤 750ml ¥2,100

他

No.9

株式会社 ヴィントナーズ

〒105-0001　東京都港区虎ノ門3-18-19　虎ノ門マリンビル5F

TEL：03-5405-8368　　　FAX：03-5405-8368 　　　　　　　　　

http://www.vintners.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

エストラテゴ・レアル・ティント ドミニオ・デ・エグレン Vino de Mesa(マンチュエラ) 赤 750ｍｌ オープン価格

セッ・デ・トラモージャ2011 ボデガス・ドン・ディエゴ Vino de　La Tierra(ルエダ) 白 750ｍｌ オープン価格

ロレイン　2010 ロレイン Vino de　La Tierra(ラマンチャ) 赤 750ｍｌ オープン価格

ビーニャス・デ・ガイン 2009 アルタディ D.O.Ca. Rioja (リオハ) 赤 750ｍｌ オープン価格

セレクシオン2010 シエラ・カンタブリア D.O.Ca. Rioja (リオハ) 赤 750ｍｌ オープン価格

ガルナッチャ 2010 カスティーリョ・デ・モンセラン D.D.Carinena (カリニェナ) 赤 750ｍｌ オープン価格

カミーノ・ロマーノ 2008 ドミニオ・デ・エグレンロマーノ
D.O.Ribera del Duero
(リベラ・デル・ドゥエロ)

赤 750ｍｌ オープン価格

メナデ・ベルデホ 2010 ボデガス・メナデ D.O.Rueda (ルエダ) 白 750ｍｌ オープン価格

ロマニコ 2009 テソ・ラ・モンハ D.O.Toro (トロ) 赤 750ｍｌ オープン価格

カバ・ブリュット パレス・バルタ D.O.Cava (ペネデス) 泡・白 750ｍｌ オープン価格

他
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No.10

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://orchestra.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

クロス・モガドール　2008 クロス・モガドール DOC　プリオラート 赤 750ml ¥9,000

エル・レシオ　2009 ボデガス　マツ DO　トロ 赤 750ml ¥2,800

タンペスタ　ティント　2009 ボデガス・イ・ビーニャドス　タンペスタ DO　ティエラ・デ・レオン 赤 750ml ¥2,000

ビニャ・パキータ　ガルナッチャ　2010 エステバン・マルティン DO　カリニャナ 赤 750ml ¥1,300

ビニャ・メルセデス　ピノ・ノワール　2010 ボデガス　フェルナンド・カストロ V.d.T.　カスティーリャ 赤 750ml ¥1,200

ネリン　2008 クロス・モガドール DOC　プリオラート 白 750ml ¥5,250

サラテ　2010 ボデガス　サラテ DO　リアスバイシャス 白 750ml ¥2,600

サンタルバ　2011 ビノス・アチェガ DO　ゲタリコ・チャコリーナ 白 750ml ¥2,200

ビニャ・パキータ　ブランコ　2010 エステバン・マルティン DO　カリニャナ 白 750ml ¥1,300

イネディット　 エストレージャ　ダム バルセロナ ビール 750ml ¥1,200

他

No.11

アグリ 株式会社

〒231-0015　神奈川県横浜市中区尾上町6-86-1　関内マークビル1階

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

（税抜き）

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 ¥1,000

ドミニオ・エスピナル・ロゼ ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ ロゼ 750ｍｌ ¥1,000

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 ¥1,000

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 ¥1,400

カスターニョ・ロゼ ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ 白 750ｍｌ ¥1,400

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 ¥1,200

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 ¥1,300

ヘクラ ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ 赤 750ｍｌ ¥1,700

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 ¥2,600

モ・サリナス ボデガス・シエラ・サリナス ＤＯアリカンテ 赤 750ｍｌ ¥1,600

他

No.12

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

（税抜き）

トレジョ・ブランク・トランキジェ トレジョ ペネデス 白ワイン 750ｍｌ ¥1,500

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

アルハンブラ・エスペシャル セルベサス・アルハンブラ グラナダ ビール（ラガー） 330ｍｌ ¥400

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（ラガー） 330ｍｌ ¥400

アルハンブラ・レセルバ1925 セルベサス・アルハンブラ グラナダ ビール（ラガー） 330ｍｌ ¥500

ティント・デ・ベラーノ サンデヴィ シウダ・レアル 発泡甘味果実酒 500ｍｌ ¥500

ティント・デ・ベラーノ・レモン サンデヴィ シウダ・レアル 発泡甘味果実酒 500ｍｌ ¥500

フエ・エクストラ カサ・デ・モン カタルーニャ 白カビサラミ 175ｇ オープン価格

ドライ・レーズン・ビターチョコ・コーヒートリュフ インポルタコ バレンシア チョコ 125ｇ オープン価格

干しイチジク フランシスコ・パロモ マラガ ドライフルーツ 1ｋｇ オープン価格

他
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No.13

株式会社 オーレジャパン

〒154-0012　東京世田谷区駒沢2-11-3　第二集花園ビル4Ｆ

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

http://olet-japan.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

カヴァ・ラルボス1919　ＮＶ セレルス・デ・ラルボス アルト・ペネデス 白泡 750ｍｌ ¥1,590

¡オーレ！ビウラ2010 ボデガス・アルコンデ ナバーラ 白 750ｍｌ ¥1,390

ザ・タパスワイン・コレクション　ヴェルデホ2011 ブラックボード・ワインズ ルエダ 白 750ｍｌ ¥1,490

マカベオ・シャルドネ2011 ラモン・ロケッタ プラデバジェス 白 750ｍｌ ¥1,640

¡オーレ！ガルナッチャ2009 ボデガス・アルコンデ ナバーラ 赤 750ｍｌ ¥1,390

ザ・タパスワイン・コレクション　テンプラニーリョ2009 ブラックボード・ワインズ バレンシア 赤 750ｍｌ ¥1,490

テンプラニーリョ2011 ラモン・ロケッタ プラデバジェス 赤 750ｍｌ ¥1,550

カベルネソーヴィニヨン2010 ラモン・ロケッタ プラデバジェス 赤 750ｍｌ ¥1,640

リゼルヴァ2006 ラモン・ロケッタ プラデバジェス 赤 750ｍｌ ¥1,640

セイン2009 ヴィネッセンンス アリカンテ 赤 750ｍｌ ¥1,840

他

No.14

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 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

（税抜き）

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
ＤＯヘレス・ケレス・シェリー・イ・マンサニー
ジャ・サンルーカル・デ・バラメダ

シェリー 750ml ¥1,900

クロ・ラ・ソレヤ・ロサード カヴァス・エル・チャンフラ サン・サドゥルニ・デ・ノヤ（DOカヴァ） カヴァ（ロゼ） 750ml ¥1,500

パラシオ・デ・ラ・ヴェガ・シャルドネ パラシオ・デ・ラ・ヴェガ DOナバーラ 白ワイン 750ml ¥2,000

パラシオ・デ・ラ・ヴェガ・クリアンサ パラシオ・デ・ラ・ヴェガ DOナバーラ 赤ワイン 750ml ¥1,500

パラシオ・デ・ラ・ヴェガ・レセルバ パラシオ・デ・ラ・ヴェガ DOナバーラ 赤ワイン 750ml ¥2,100

モンテ・ブランコ モンテ・ブランコ DOルエダ 白ワイン 750ml ¥1,800

ルセロ・デ・アルバ クルス・デ・アルバ ＤＯリベラ・デル・ドゥエロ 赤ワイン 750ml ¥1,800

クルス・デ・アルバ クルス・デ・アルバ ＤＯリベラ・デル・ドゥエロ 赤ワイン 750ml ¥3,200

トロントロン・ミルクリキュール カンペニー バルセロナ クリーム系　　リキュール 700ml ¥1,950

メロディ・クレマ・クレマカタラナ カンペニー バルセロナ クリーム系　　リキュール 700ml ¥1,950

他

No.15

株式会社 モンテロッソ

〒274-0825　千葉県船橋市前原西2-46-20

TEL：047-472-9345　　　FAX：047-471-8145 　　　　　　　　　

http://www.monterosso.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ボケロネス　（プレーン） SIRO&XAVI、S.L.（ナサリブランド） バルセロナ 小イワシマリネ 380ｇ ¥1,530

ボケロネス　（プレーン） SIRO&XAVI、S.L.（ナサリブランド） バルセロナ 小イワシマリネ 570ｇ ¥2,250

ボケロネス　（レモン風味） SIRO&XAVI、S.L.（ナサリブランド） バルセロナ 小イワシマリネ 70ｇ 小売用

ボケロネス　（レモン風味） SIRO&XAVI、S.L.（ナサリブランド） バルセロナ 小イワシマリネ 280ｇ ¥1,080

ボケロネス　（ガーリック風味） SIRO&XAVI、S.L.（ナサリブランド） バルセロナ 小イワシマリネ 70ｇ 小売用

ボケロネス　（ガーリック風味） SIRO&XAVI、S.L.（ナサリブランド） バルセロナ 小イワシマリネ 120ｇ ¥550

ボケロネス　（ガーリック風味） SIRO&XAVI、S.L.（ナサリブランド） バルセロナ 小イワシマリネ 285ｇ ¥1,130

アンチョビフィレ SIRO&XAVI、S.L.（ナサリブランド） バルセロナ アンチョビ 100ｇ ¥590

アンチョビフィレ SIRO&XAVI、S.L.（ナサリブランド） バルセロナ アンチョビ 420ｇ ¥2,640

アンチョビフィレ SIRO&XAVI、S.L.（ナサリブランド） バルセロナ アンチョビ 800ｇ ¥4,690

他
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No.16

日本酒類販売 株式会社

〒104-8254　東京都中央区新川1-25-4

TEL：03-4330-1735　　　FAX：03-3552-6955 　　　　　　　　　

http://www.nishuhan.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ラベントス　レゼルバ　ブリュット　2008 ラベントス・イ・ブラン ペネデス（カヴァ） 泡／辛口 750ｍｌ ¥2,709

ラベントス　ロゼ・デ・ニート　2008 ラベントス・イ・ブラン ペネデス（カヴァ） 泡／辛口 750ｍｌ ¥3,150

ラベントス　グランレゼルバ　デ・ラ・フィンカ　2006 ラベントス・イ・ブラン ペネデス（カヴァ） 泡／辛口 750ｍｌ ¥4,599

ラベントス　エリザベート　ブリュット　2005 ラベントス・イ・ブラン ペネデス（カヴァ） 泡／辛口 750ｍｌ ¥5,250

エデラ　クリアンサ　2008 ボデガス・ビルバイナス リオハ 赤／ミディアム 750ｍｌ
オープン価格

（￥1,260）

ヴィニャ・ポマール　クリアンサ　2008 ボデガス・ビルバイナス リオハ 赤／ミディアム 750ｍｌ
オープン価格

（￥1,575）

ラ・ヴィカランダ　レゼルバ　2006 ボデガス・ビルバイナス リオハ 赤／フルボディ 750ｍｌ
オープン価格

（￥3,360）

エヴォディア　2010 ボデガス・サン・アレハンドロ カラタユド 赤／ミディアム 750ｍｌ
オープン価格

（￥1,470）

他

No.17

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201

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）

テラ・エステバン・ホベン ボデガス・イ・ヴィニェドス・アセニャ リベラ･デル･ドゥエロ 赤 750ｍｌ ¥2,550

テラ・エステバン・ロブレ ボデガス・イ・ヴィニェドス・アセニャ リベラ･デル･ドゥエロ 赤 750ｍｌ ¥2,775

マルケス・デ・イルン・ベルデホ マルケス・デ・イルン・エセ・ア ルエダ 白 750ｍｌ ¥2,100

フィンカ・サン・マルティン グルポ・ラ・リオハ・アルタ・エセ・ア リオハ 赤 750ｍｌ ¥2,775

ビニャ・アラナ グルポ・ラ・リオハ・アルタ・エセ・ア リオハ 赤 750ｍｌ オープン価格

ビニャ・アルダンサ グルポ・ラ・リオハ・アルタ・エセ・ア リオハ 赤 750ｍｌ オープン価格

トーレ・デ・オニャ グルポ・ラ・リオハ・アルタ・エセ・ア リオハ 赤 750ｍｌ オープン価格

ラガール・デ・セルベラ グルポ・ラ・リオハ・アルタ・エセ・ア リアス･バイシャス 白 750ｍｌ ¥3,555

フィノ・パヴォン グルポ・ルイス・カバジェロ・エセ・ア ヘレス シェリー 750ｍｌ ¥2,100

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

他

No.18

株式会社 Sol y Sombra　(ソル・イ・ソンブラ)

〒104-0043　東京都中央区湊2丁目12-3

TEL：03-6280-5416　　FAX：03-6280-5417 　　　　　　　　　

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 赤ワイン 750ml ¥1,260

テラプレン・ガルナッチャ テラ・ノストラ・デ・ビノス ナバラ 赤ワイン 750ml ¥1,470

アブタルダ ビニエドス・デ・ビリャエステル トロ（ビノ・デ・ラ・ティエラ） 赤ワイン 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 赤ワイン 750ml ¥2,310

フィンカ・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 赤ワイン 750ml ¥6,300

トレロンガレス・ブランコ・マカベオ コビンカ カリニエナ 白ワイン 750ml ¥1,260

ラ・ミランダ・ガルナッチャ・ブランカ ビーニャス・デル・ベロ ソモンターノ 白ワイン 750ml ¥2,415

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 白ワイン 750ml ¥3,990

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

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

他
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No.19

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

（税抜き）

ブルット 1+1=3 カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥2,000

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 ¥2,200

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 ¥2,200

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 ¥2,000

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 ¥2,100

グラン・レセルバ　ブルット・ナトゥーレ　ミレジム1998 カステル・デ・グラブアック カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥2,700

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 ¥2,100

クリアンサ 2007 ホルダン・デ・アソ カリニェーナ 赤 750ml ¥1,900

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 ¥2,000

マリーナ・エスプマンテ　ブルット ボコパ アリカンテ スパークリング 750ml ¥2,000

他

No.20

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 　　　　　　　　　

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

フィンカ・ヌーベ　赤 ボデガス　サン・ディオニシオ 赤 750ｍｌ ¥840

フィンカ・ヌーベ　白 ボデガス　サン・ディオニシオ 白 750ｍｌ ¥840

アゴラ　テンプラニーリョ ボデガス　アルスピド ヴァルデペーニャ 赤 750ｍｌ ¥1,300

アゴラ　ヴェルデホ ボデガス　アルスピド ヴァルデペーニャ 白 750ｍｌ ¥1,300

オトール　シャルドネ ボデガス　アルスピド カスティリア 白 750ｍｌ ¥1,920

オトール　テンプラニーリョ ボデガス　アルスピド カスティリア 赤 750ｍｌ ¥3,120

エル・リンゼ ボデガス　エルリンゼ ビエルソ・カスティリア 赤 750ｍｌ ¥3,960

エステ　ティント ボデガス　アルト・アルマンゾーラ ルカール 赤 750ｍｌ ¥1,528

カヴァムッサ　ブリュット ヴァルフォルモッサ カヴァ　ペネデス 白　発泡 750ｍｌ ¥1,600

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 カヴァ　ペネデス 白　発泡 750ｍｌ ¥1,600

他

No.21

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：03-3552-0392 　　　　　　　　　

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）

カヴァ ゴールド ブリュット　ホレカ ロジャーグラート ペネデス 白/発泡 750ｍｌ ¥2,205

カヴァ グラン・キュヴェ ロジャーグラート ペネデス 白/発泡 750ｍｌ ¥3,150

カヴァ ロゼ･ブリュット ホレカ ロジャーグラート ペネデス ロゼ/発泡 750ｍｌ ¥2,310

カヴァ プラチナ　ドゥミ・セック ロジャーグラート ペネデス 白/発泡 750ｍｌ ¥2,205

シエテ・シエテ　77　ルエダ ラ・ソテラーニャ ルエダ 白/辛口 750ｍｌ ¥1,365

ヴァルデエルモソ ホーベン ヴァルデリス リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアム 750ｍｌ ¥1,470

シャルドネ　 ジャン・レオン ペネデス 白/辛口 750ｍｌ ¥2,100

メルロー　 ジャン・レオン ペネデス 赤/ミディアム 750ｍｌ ¥2,100

シャルドネ　ヴィーニャ・ジジ ジャン・レオン ペネデス 白/辛口 750ｍｌ ¥3,675

カベルネ・ソーヴィニヨン　レゼルヴァ ジャン・レオン ペネデス 赤/フルボディ 750ｍｌ ¥3,675

他
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No.22

三菱食品 株式会社

〒143-6556東京都大田区平和島6丁目1番1号（東京流通センター）

TEL：03-3767-4265　　　FAX：03-3767-4319 　　　　　　　　　

http://www.mitsubishi-shokuhin.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

セグラヴューダス　ブルート　レゼルバ セグラヴューダス D.O.カバ（ペネデス） 泡/辛口 750ｍｌ ¥1,600

セグラヴューダス　ブルート　ヴィンテージ07 セグラヴューダス D.O.カバ（ペネデス） 泡/辛口 750ｍｌ ¥2,400

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 D.O.カバ（ペネデス） 泡/辛口 750ｍｌ ¥2,300

セグラヴューダス　ラビット　ブルート　ナチュレ09 セグラヴューダス D.O.カバ（ペネデス） 泡/辛口 750ｍｌ ¥2,400

セグラヴューダス　トレガリマネィ　ナチュレ05　 セグラヴューダス D.O.カバ（ペネデス） 泡/辛口 750ｍｌ ¥3,900

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 D.O.カバ（ペネデス） 泡/辛口 750ｍｌ ¥5,300

セグラヴューダス　ブルート　ロゼ セグラヴューダス D.O.カバ（ペネデス） 泡/辛口ロゼ 750ｍｌ ¥1,600

セグラヴューダス　ラビット　ロサード　ブルート　 セグラヴューダス D.O.カバ（ペネデス） 泡/辛口ロゼ 750ｍｌ ¥1,800

セグラヴューダス　セミセコ セグラヴューダス D.O.カバ（ペネデス） 泡/やや甘口 750ｍｌ ¥1,600

ヴィーニャ・エレダット　カベルネソーヴィニヨン09 セグラヴューダス D.O.ペネデス 赤/フルボディ 750ｍｌ ¥2,000

他

No.23

メルシャン 株式会社

〒104-8305　東京都中央区京橋1-5-8

TEL：03-3231-3913　　　FAX：03-3276-0153 　　　　　　　　　

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　クラシコ　ティント ボデガス　ボルサオ DOカンポ・デ・ボルハ 赤 750ml オープン価格

ボルサオ　クラシコ　ブランコ ボデガス　ボルサオ DOカンポ・デ・ボルハ 白 750ml オープン価格

ボルサオ　セレクション　ティント ボデガス　ボルサオ DOカンポ・デ・ボルハ 赤 750ml オープン価格

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

クラシコ　セコ コドーニュ DOカバ 白・スパーク 750ml オープン価格

クラシコ　ロゼ コドーニュ DOカバ ロゼ・スパーク 750ml オープン価格

セレクション　ラベントス コドーニュ DOカバ 白・スパーク 750ml オープン価格

アルトザーノ　テンプラリーニョ＆シラーズ ゴンザレス・ビアス ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ 赤 750ml オープン価格

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 ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ 白 750ml オープン価格

ティオ・ぺぺ ゴンザレス・ビアス DOへレス 白・シェリー 750ml オープン価格

他

No.24

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・アルバリン ヴィリャセサン社 カスティーリャ・イ・レオン 白 750ml ¥1,890

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・ブリュット・エクスクリューシブ　750ml 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・グラン・セレクシオ・ブリュット・ナチュレ エル・セップ社 ペネデス カバ 750ml ¥4,725

ソン・プリム・ブラン・ド・メルロ ソン・プリム マジョルカ 白 750ml ¥4,200

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 750ml ¥1,785

他
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「スペインワイン＆フード商談会　2012」
7月9日（月）　京王プラザホテル札幌　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.25

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 D.O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 D.Oギフエロ エンテロ 約7ｋｇ オープン価格

パレタイベリコレセルバ レセルバイベリカ D.Oギフエロ エンテロ 約5ｋｇ オープン価格

ハモンセラーノレセルバ レセルバイベリカ D.Oギフエロ エンテロ 約8ｋｇ オープン価格

チョリソイベリコベジョータレセルバ レセルバイベリカ D.Oギフエロ 腸詰 約500ｇ 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 レセルバイベリカ D.Oギフエロ 腸詰 約500ｇ 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 D.Oギフエロ 腸詰 約500ｇ オープン価格

ピコスカンペロス レセルバイベリカ D.Oギフエロ パン 220ｇ オープン価格

パレタイベリコベジョータボンレス レセルバイベリカ D.Oギフエロ ボンレス 約2.5ｋｇ 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 D.Oギフエロ ボンレス 約5ｋｇ オープン価格

他

No.26

世界チーズ商会 株式会社

〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町3-6

TEL：06-6942-5331　　　FAX：06-6943-0663   ＊商品問い合わせは下記、最寄の支店にお願いします。　　　　　　　　　

http://www.sekai-cheese.co.jp 大阪店：06-6781-3451　東京支店：03-3531-4236　札幌店：011-631-5331

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ケソ　クリーム　ナチュレ イノラクト ガリシア州ルーゴ県 クリームチーズ 200ｇ オープン価格

ケソ　クリーム　ブルー イノラクト ガリシア州ルーゴ県 クリームチーズ 200ｇ オープン価格

マンチェゴ　１２か月熟成 カスティーリャ・ラ・マンチャ州 ハードチーズ 約3Ｋｇ（カット可能） オープン価格

イベリコチーズ カスティーリャ・ラ・マンチャ州 ハードチーズ 約3Ｋｇ（カット可能） オープン価格

テティージャ ガリシア州　 ハードチーズ 約1Ｋｇ（カット可能） オープン価格

バルデオン カスティ-リャ・イ・レオン州 青カビ 約3Ｋｇ（カット可能） オープン価格

イディアサバル バスク州 ハードチーズ 約1Ｋｇ（カット可能） オープン価格

ガロッチャ カタルーニャ州 ハードチーズ 約500ｇ（カット可能） オープン価格

ムルシア・アル・ビノ ムルシア州 ハードチーズ 約500ｇ（カット可能） オープン価格

ケソ・アル・シドラ アストゥリアス州 ハードチーズ 約500ｇ（カット可能） オープン価格

他

No.27

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9:00～17:00　土･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）

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

（\1,879）

フレシネ カルタネバダ フレシネ カヴァＤＯ カウ゛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 カウ゛ァ 750ｍｌ
カタログ価格

（\1,869）

フレシネ エックス フレシネ カヴァＤＯ カウ゛ァ 750ｍｌ
カタログ価格

（\1,827）

セニョリオ　デ　オルガス（赤） フレシネ
ウ゛ィノ　デ　ラ　ティエラ デ　カス
ティーリャ

赤・ミディアムボディ 750ｍｌ
カタログ価格

（\892）

セニョリオ　デ　オルガス（白） フレシネ
ウ゛ィノ　デ　ラ　ティエラ デ　カス
ティーリャ

白・辛口 750ｍｌ
カタログ価格

（\892）

他
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