
No.1

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.2

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.3

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

「スペインワイン＆フード商談会　2012」
6月5日（火）　ホテルニューオータニ　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.5

株式会社 イムコ

〒465-0097 愛知県名古屋市名東区平和が丘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

（税抜き）

アスティアサラン・シドラ・セカ サガルドア・アスティアサラン バスク地方、スビエタ
辛口ナチュラル

シードル
750ml ¥1,300

アメストイ・チャコリ2011 アメスグレン チャコリ・デ・ゲタリア 微発泡白 750ml ¥2,600

フィジャボア・アルバリーニョ2010 ボデガス・フィジャボア リアス・バイシャス 白 750ml ¥3,700

ウニオ2010 ボデガス・パゴス・デ・アライス ナバラ 赤 750ml ¥1,200

ビーニャ・イラーチェ2010 ボデガス・イラーチェ ナバラ 赤 750ml ¥1,300

マスパルダル・ネグレ・オーガニック2010 マスコンタル ペネデス 赤 750ml ¥1,700

パゴス・デ・アライス・ロブレ2009 ボデガス・パゴス・デ・アライス ナバラ 赤 750ml ¥1,800

パゴス・デ・アライス・クリアンサ2007 ボデガス・パゴス・デ・アライス ナバラ 赤 750ml ¥2,000

アクリス・クリアンサ2008 ボデガス・ムルア リオハ 赤 750ml ¥2,200

ムルア・レセルバ2004 ボデガス・ムルア リオハ 赤 750ml ¥3,300

他

No.6

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.7

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.8

アミダトレーディング株式会社

〒201-0005　東京都狛江市岩戸南2-18-5

TEL：03-5761-2460　　　FAX： 03-5761-2461　　　　　　　　　

http://www.queridacarmen.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ケリーダカルメン「イカのパエリャ」 ビーシーエヌ・グルメ・エスエル社 米・缶詰 1,000ｇ ¥3,000

ケリーダカルメン「キノコのリゾット」 ビーシーエヌ・グルメ・エスエル社 米・缶詰 1,000ｇ ¥3,000

ケリーダカルメン「イカスミのアロス」 ビーシーエヌ・グルメ・エスエル社 米・缶詰 1,000ｇ ¥3,000

ケリーダカルメン「アサリのアロス」 ビーシーエヌ・グルメ・エスエル社 米・缶詰 1,000ｇ ¥3,000

ケリーダカルメン「フィデウア」 ビーシーエヌ・グルメ・エスエル社 パスタ・缶詰 1,000ｇ ¥3,000

ケリーダカルメン「ブイヤベーススープ」 ビーシーエヌ・グルメ・エスエル社 パン・缶詰 1,000ｇ ¥3,500

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
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「スペインワイン＆フード商談会　2012」
6月5日（火）　ホテルニューオータニ　出展アイテムリスト
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No.10

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.11

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

No.12

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://.iberiatrading.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

オリーブオイル、ピュアタイプ、5リットル缶 FRANCISCO JOSE SANCHEZ コルドバ 缶 5L ¥2,700

オリーブオイル、エクストラバージン、2リットルＰＥＴ FRANCISCO JOSE SANCHEZ コルドバ PET 2L ¥1,200

ケソ・サンシモン、1キログラム FOMAN ガリシア １ｋｇ ¥3,200

ケソ・マンチェゴ、750グラム FOMAN ラマンチャ 0.75ｋｇ ¥3,300

マンサニージャ・蜂蜜入り、25ティーバッグ AZACONSA,S.L. アリカンテ 紙パック 37.5ｇ ¥350

ギンディージャ（青唐からしの酢漬け） UBEDA ALIMENTACION S.L. ナバーラ ビン 180ｇ ¥460

ケッパーベリー340グラム FRANCISCO JOSE SANCHEZ ムルシア ビン 340ｇ ¥500

ペピニージョフィーノ350グラム FAROLIVA S.L. ムルシア ビン 440ｇ ¥470

スタフドオリーブアンチョビ入り350グラム LA ESPAÑOLA アリカンテ 缶 200ｇ ¥230

赤ワイン、ブルゴビエホ・セミクリアンサ BODEGAS BRUGOVIEJO リオハ ビン 750ｍｌ ¥740

他
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No.13

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：045-226-2253　　　FAX：045-226-2256 　　　　　　　　　

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ロス・モンテロス・ティント ボデガス・ムールヴィエドロ バレンシア 赤 750ｍｌ ¥1,365

ロス・モンテロス・ブランコ ボデガス・ムールヴィエドロ バレンシア 白 750ｍｌ ¥1,365

ムールヴィエドロ・クリアンサ ボデガス・ムールヴィエドロ バレンシア 赤 750ｍｌ ¥1,470

ムールヴィエドロ・レゼルヴァ ボデガス・ムールヴィエドロ バレンシア 赤 750ｍｌ ¥1,680

フルート・ノブレ・ソーヴィニヨン・ブラン ボデガス・フランシスコ・ゴメス アリカンテ 白 750ｍｌ ¥1,995

コロニーヤ・クリアンサ ボデガス・ムールヴィエドロ ウティエル・レケーナ 赤 750ｍｌ ¥1,890

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

ヴェガス・3・ティント アヴェリーノ・ヴェガス カスティーリャ・イ・レオン 赤 750ｍｌ ¥1,890

ヴェガス・3・ブランコ アヴェリーノ・ヴェガス カスティーリャ・イ・レオン 白 750ｍｌ ¥1,890

ドン・ポティエール・ブリュット・ナチュレ ボデガス・ヴィラルナウ ペネデス/カヴァ 白 750ｍｌ ¥1,785

他

No.14

株式会社 駒形　前川

〒111-0043　東京都台東区駒形2-7-5

TEL：03-5827-2666　　　FAX：03-3843-9630　　　　　　　　　

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

トリビオ　ティント　（オーガニックワイン） ボデーガス　トリビオ エクストレマデュ-ラ 赤 750ml ¥1,760

トリビオ　ブランコ　(オーガニックワイン） ボデーガス　トリビオ エクストレマデュ-ラ 白 750ml ¥1,760

ヴィーニャ　プエブラ　セレクション ボデーガス　トリビオ エクストレマデュ-ラ 赤 750ml ¥2,400

テーオン　ロブレ ボデーガス　オンタニョン カスティージャイレオン 赤 750ml ¥1,900

カスティージョ　アンティグオ　レセルバ ボデーガス　サンプルデンシア リオハ 赤 750ml ¥2,160

ヴィジャラル ボデーガス　メホラーダ カスティージャイレオン 赤 750ml ¥2,000

ヴィジャラル　オロ ボデーガス　メホラーダ カスティージャイレオン 赤 750ml ¥2,200

ラス　ノリアス ボデーガス　メホラーダ カスティージャイレオン 赤 750ml ¥2,650

セニョーリオ　ダビラ ボデーガス　ドカンポ ガリシア 白 750ml ¥2,300

カバ　ブリュットレセルバ　スペシャル ドミニオ　デラ　ベガ バレンシア スパークリング／白 750ml ¥4,000

他

No.15

有限会社 ザ ヴァイン

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-31-16-401

TEL：03-5458-6983　　　FAX：03-5458-6984　　　　　　　　　

http://www.thevineltd.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･ﾚｾﾞﾙヴｧ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ･ﾅﾁｭｰﾚ･ﾊﾞﾚﾘｬｰﾀﾞ･ｲ･ﾌｧｳﾗNV カロル・ヴァイエス ペネデス 白発泡 750ml ¥2,000

VDTイビサ・ロザード 2010 イビスクス ペネデス ロゼ 750ml ¥3,200

VDTイビサ・ティント 2008 イビスクス ペネデス 赤 750ml ¥3,600

モンサン・マス・ドニス 2009 カプサネス モンサン 赤 750ml ¥1,800

モンサン・マス・コレット 2009 カプサネス モンサン 赤 750ml ¥2,300

モンサン・コステル・デル・グラヴェット 2008 カプサネス モンサン 赤 750ml ¥3,400

VDTフィンカ・エスパルタル 2010 メンダール テッラ・アルタ 赤 750ml ¥3,600

VDTフィンカ・エスパルタルBP 2010 メンダール テッラ・アルタ 赤 750ml ¥3,600

VDTテルメ・デ・ジュウ 2010 メンダール テッラ・アルタ 赤 750ml ¥3,600

VDTフィンカ・カベイエスR 2009 メンダール テッラ・アルタ 赤 750ml ¥3,600

他
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No.16

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

No.17

ボニリジャパン 株式会社

〒562-0013　大阪府箕面市坊島4-10-2　　＊移転の為、7月4日より　新住所　〒662-0047　兵庫県西宮市寿町4-32

TEL：072-725-1991　　　FAX：072-725-1991 　　＊新TEL：0798-39-1700　＊新FAX：0798-39-1705　　　　　　　　

http://www.bonili.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

カバ カナルス&ムンネ ディオニスス ブリュット・ナトゥーレ カナルス&ムンネ カバ 泡/白/辛口 750ml ¥2,000

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 ¥2,000

カナルス&ムンネ ムスカット・プリンセプ ブランコ2009 カナルス&ムンネ ペネデス 白/辛口 750ml ¥1,800

シスケーラ　ブランコ　2010　 クロス・ポンス コステルス・デル・セグレ 白/辛口 750ml ¥2,500

ミロス ティント 2008 ボデガス・ペニャフィエル リベラ・デル・デュエロ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,700

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 ¥2,000

ヴァルデラナ クリアンサ 2008 ボデガス ヴァルデラナ リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,500

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 アルコンテ ナバーラ 赤/フルボディ 750ml ¥2,500

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 2006 ボデガス アルコンテ ナバーラ 赤/フルボディ 750ml ¥2,500

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 ¥1,600

他

No.18

GRN 株式会社

〒141-0031　東京都品川区西五反田1-11-1　アイオス五反田駅前ビル10F

TEL：03-5719-7423　　　FAX：03-5719-7424 　　　　　　　　　

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ムゼオ　シラー ボデガス　アル・スピーデ ラ・マンチャ地方　バルデペニャス 赤/ミディアム 750ml ¥1,200

ムゼオ　メルロー ボデガス　アル・スピーデ ラ・マンチャ地方　バルデペニャス 赤/ミディアム 750m ¥1,200

ムゼオ　テンプラニーリョ ボデガス　アル・スピーデ ラ・マンチャ地方　バルデペニャス 赤/ミディアム 750ml ¥1,200

ムゼオ　カベルネ・ソーヴィニョン ボデガス　アル・スピーデ ラ・マンチャ地方　バルデペニャス 赤/ミディアム 750ml ¥1,200

ムゼオ　シャルドネ ボデガス　アル・スピーデ ラ・マンチャ地方　バルデペニャス 白/辛口 750ml ¥1,200

ムゼオ　ソーヴィニョン・ブラン ボデガス　アル・スピーデ ラ・マンチャ地方　バルデペニャス 白/辛口 750ml ¥1,200

ムゼオ　テンプラニーリョ・ロゼ ボデガス　アル・スピーデ ラ・マンチャ地方　バルデペニャス 白/辛口 750ml ¥1,200

ラ・サングリア ボデガス　アル・スピーデ ウティエル・レケーナ 赤/やや甘口 750ml ¥820

ルセンド＆レケーナ　カバ　ブリュット・ナチュレ ボデガス　アル・スピーデ ラ・マンチャ地方　バルデペニャス カバ/辛口 750ml ¥1,900

他
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No.19

株式会社 ス・コルニ

〒105-0004 東京都港区新橋1-8-6　近江ビル　4F

TEL：03-3573-4181　　　FAX：03-3573-6070 　　　　　　　　　

http://www.spain-wine.net

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

アグスティ　トレジョ　マタ　ブルット レセルバ アグスティ　トレジョ　マタ カバ（サン・サドゥルニ・ダノイア） 泡 750ｍｌ ¥2,900

アグスティ　トレジョ　マタ　 ロサット　トレパット アグスティ　トレジョ　マタ カバ（サン・サドゥルニ・ダノイア） 750ｍｌ ¥3,300

フィンカ・ファビアン　テンプラニージョ ドミニオ・デ・プンクトゥム VTカスティージャ 赤 750ｍｌ ¥1,280

フィンカ・ファビアン　シャルドネ ドミニオ・デ・プンクトゥム VTカスティージャ 白 750ｍｌ ¥1,280

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

ベンゴエチェ　エコロヒコ カセリオ・ベンゴエチェア ゲタリアコ・チャコリーナ 白 750ｍｌ ¥1,980

ウッタリス　ゴデージョ ボデガ・ラ・セラーナ ビエルソ 白 750ｍｌ ¥2,280

ウッタリス　クリアンサ ボデガ・ラ・セラーナ ビエルソ 赤 750ｍｌ ¥2,540

サン・レオン　マンサニージャ エレデロス・デ・アルグエソ ヘレス 酒精強化 750ｍｌ ¥2,500

アモンティジャード・アルグエソ エレデロス・デ・アルグエソ ヘレス 酒精強化 750ｍｌ ¥2,900

他

No.20

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

No.21

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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No.22

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.23

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

（税抜き）

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 ¥3,000

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 ¥3,000

バルバディージョ・ブランコ アントニオ・バルバディージョ アンダルシア 白 750ml オープン価格

アルバリーニョ・デ・フェフィニャネス パラシオ・デ・フェフィニャネス リアスバイシャス 白 750ml ¥3,000

プラドレイ　ブランコ　PR3バリカス　2008 プラドレイ ルエダ 白 750ml オープン価格

オリバレス・クリアンサ ボデガス・オリバレス フミージャ 赤 750ml オープン価格

フロール・デ・ベタス ボデガス・ベタス トロ 赤 750ml ¥2,500

プラドレイ・クリアンサ　2006 プラドレイ リベラデルドゥエロ 赤 750ml オープン価格

グラン・クルオール 2007 カーサ・グラン・デ・シウラーナ プリオラート 赤 750ml ¥7,500

マンサニージャ・ソレアール アントニオ・バルバディ－ジョ サン・ルカール シェリー 750ml ¥2,800

他

No.24

株式会社 Sol y Sombra　(ソル・イ・ソンブラ)

〒104-0031　東京都中央区京橋1-4-10　大野屋京橋ビル１F

TEL：03-3231-8860　　　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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「スペインワイン＆フード商談会　2012」
6月5日（火）　ホテルニューオータニ　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

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.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/foods

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・デ・セボ コンソルシオ・デ・ハブーゴ社 ハブーゴ 骨付き 約7.5kg/本 オープン価格

エスプーニャ　ハモン・デ・デュロック エスプーニャ社 オロット 骨付き 約8kg/本 オープン価格

エスプーニャ　カニータス エスプーニャ社 オロット ガスパック 27g/パック オープン価格

マヨルカ豚 (肩ロース、バラ） ラマダース社 マヨルカ 真空パック 不定貫 オープン価格

クレマ・デ・モルシージャ ベガハルディン社 パレンシア ガラス瓶 420g/瓶 オープン価格

ピコス ベガハルディン社 ウエルバ プラスチック袋 250g/袋 オープン価格

ディオス・バコ　シェリー各種 ディオスバコ社 へレス
500ml又は750ml/本

(種類による）
オープン価格

バルサンソ　ポルクス ロドリゲス・サンソ社 リオハ 750ml/本 オープン価格

バルサンソ　ダドス ロドリゲス・サンソ社 ルエダ 750ml/本 オープン価格

バルサンソ　ダマリスコ ロドリゲス・サンソ社 トロ 750ml/本 オープン価格

他

No.27

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
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「スペインワイン＆フード商談会　2012」
6月5日（火）　ホテルニューオータニ　出展アイテムリスト
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No.28

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.29

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.30

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
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No.31

有限会社 ＢＲ－M 

〒106-0045東京都港区麻布十番1-5-24桜井ビル402

TEL：03-3401-7627　　　FAX：03-3401-7627 　　　　　　　　　

http://vinialia.main.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

カンフェイシャス　ブランセレクシオ ウゲットゥ　デ　カン　フェイシャス ペネデス 白 750ｍｌ ¥2,500

カンフェイシャス　シャルドネ　バリッカ ウゲットゥ　デ　カン　フェイシャス ペネデス 白 750ｍｌ ¥4,200

5エレメントス　イ　フシオン ボデガス　ベルナベ　ナバーロ アリカンテ 赤 750ｍｌ ¥6,400

ベリーナ　10アニベルサリオ ボデガス　ベルナベ　ナバーロ アリカンテ 赤 750ｍｌ ¥2,400

エル　カロ ボデガス　ベルナベ　ナバーロ アリカンテ 白 750ｍｌ ¥3,000

ラウレアード　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 750ｍｌ ¥2,200

セニョリオ　デ　ルビオス　アルバリーニョ ボデガス　コト　レドンド リアス　バイシャス 白 750ｍｌ ¥2,500

コリアス　ギルファ ヴィノス　カンガス アストゥリアス 赤 750ｍｌ ¥4,000

ロヴィーラ　バケス　メルロー ジョアンロヴィーラバケス カタルーニャ 赤 750ｍｌ ¥2,400

ラグネッ オラトヴァン プリオラート 赤 750ｍｌ ¥2,800

他

No.32

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

TEL：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

（税抜き）

ティント・レセルバ マルケス・デ・リスカル リオハ フルボディ 750ml ¥2,500

リスカル・テンプラニーリョ マルケス・デ・リスカル カスティーリャ・イ・レオン フルボディ 750ml ¥1,350

ブランコ マルケス・デ・リスカル ルエダ 辛口 750ml ¥1,500

ブランコ・ソーヴィニヨン マルケス・デ・リスカル ルエダ 辛口 750ml ¥2,000

ブランコ・レゼルバ・リムザン マルケス・デ・リスカル ルエダ 辛口 750ml ¥1,800

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

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 バジェ・デル・シンカ フルボディ 750ml ¥1,100

ヌヴィアナ・シャルドネ コドルニゥ バジェ・デル・シンカ フルボディ 750ml ¥1,100

グランバック コドルニゥ DOカバ 辛口 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 辛口 750ml ¥1,350

他

No.33

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
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No.34

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

No.35

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.36

ミリオン商事 株式会社

〒135-0016 東京都江東区東陽5-26-7 

TEL：03-3615-0412　　　FAX：03-3615-0452 　　　　　　　　　

http://www.milliontd.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ビーニャレアル・ブランコ・バレルファーメンテッド ボデガ・ビーニャレアル リオハ 白 750ml ¥3,000

ビーニャレアル・クリアンサ ボデガ・ビーニャレアル リオハ 赤 750ml ¥3,000

アルタリオ・ティント・クリアンサ ボデガス　コンセホデラアルタ リオハ 赤 750ml ¥2,300

ノラ ボデガ　ビニャ・ノラ リアス・バイシャス 白 750ml ¥3,000

マノン　 ボデガス　マノ・ア・マノ VＴカスティーリャ 赤 750ml ¥1,500

ベンタ・ラ・オサ ボデガス　マノ・ア・マノ VＴカスティーリャ 赤 750ml ¥2,500

カナイア ボデガス　ナイアビニャシラ ルエダ 白 750ml ¥1,800

ナイア ボデガス　ナイアビニャシラ ルエダ 白 750ml ¥3,500

セルメ－ニョ　 コビトロ トロ 赤 750ml ¥1,400

アウダシア コビンカ カリニェナ 赤 750ml ¥1,200

他

ページ12



「スペインワイン＆フード商談会　2012」
6月5日（火）　ホテルニューオータニ　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

有限会社 ワイナリー和泉屋

〒173-0004 東京都板橋区板橋1-34-2

TEL：03-3963-3217　　　FAX：03-3963-3220 　　　　　　　　　

http://www.wizumiya.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ウルトレイア・サン・ジャック ラウル・ペレス D.O.ビエルソ 赤 750ml ¥3,000

マサンティーニ ヒメネス・ランディ D.O.メントリダ 赤 750ml ¥2,400

スパニッシュ・ホワイト・ゲリラ・ゲヴェルツトラミネール カスティーリョ・デ・マエティエラ V.d.T.バジェス・サダシア 白 750ml ¥2,000

アランダ・ブランコ キンタ・ダ・ムラデッラ D.O.モンテレイ 白 750ml ¥3,700

フィンカ・サン・ブラス・ブランコ フィンカ・サン・ブラス D.O.ウティエル・レケーナ 白 750ml ¥2,000

ラス・オルマス フィンカ・サン・ブラス D.O.ウティエル・レケーナ 赤 750ml ¥2,600

ブリュット・ナチュレ ディグニタット D.O.カバ 泡 750ml ¥1,800

ファロス・クリアンサ ボデガ・クラシカ D.O.Ca.リオハ 赤 750ml ¥1,800

レイラーナ・アルバリーニョ フォルハス・デル・サルネス D.O.リアス・バイシャス 白 750ml ¥3,600

バスティオン・デ・ラ・ルナ フォルハス・デル・サルネス D.O.リアス・バイシャス 赤 750ml ¥3,600

他

No.38

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 発泡性　白 750ml ¥1,900

レゼルヴァ・デ・ラ・ファミリア ジュヴェ・カンプス ペネデス 発泡性　白 750ml ¥2,900

レゼルヴァ・ロゼ・ブリュット ジュヴェ・カンプス ペネデス 発泡性　ロゼ 750ml ¥2,900

グランド・ブリュット ジュヴェ・カンプス ペネデス 発泡性　白 750ml ¥5,500

エルミタ・デスピエール ジュヴェ・カンプス ペネデス スティル　白 750ml ¥1,900

カサ・ヴェーリャ・デスピエール ジュヴェ・カンプス ペネデス スティル　赤 750ml ¥1,900

ドライ・サック・フィノ ウィリアムズ＆ハンバート ヘレス シェリー 750ml ¥2,300

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 750ml ¥2,500

カナスタ・クリーム ウィリアムズ＆ハンバート ヘレス シェリー 750ml ¥2,500

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 750ml ¥2,100

他

No.39

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

（税抜き）

ラムダン　ペアー&パイナップル フーゴスカナリオス グランカナリア ビン 250ml、1L \210、\630

ラムダン　マンゴー フーゴスカナリオス グランカナリア ビン 250ml、1L \210、\630

ラムダン　トロピカル フーゴスカナリオス グランカナリア ビン 250ml、1L \210、\630

ラムダン　クランベリー フーゴスカナリオス グランカナリア ビン 250ml、1L \210、\630

ラムダン　グァバ フーゴスカナリオス グランカナリア ビン 250ml、1L \210、\630

ラムダン　パパイヤ&マンゴー フーゴスカナリオス グランカナリア ビン 250ml、1L \210、\630

エル・ドラドエキストラバージンオリーブオイル250ml アセイテス　エル・ドラド　S.L. コルドバ ビン 250ml ¥525

エル・ドラドエキストラバージンオリーブオイル500ml アセイテス　エル・ドラド　S.L. コルドバ ビン 500ml ¥756

エル・ドラドエキストラバージンオリーブオイル5Lペット アセイテス　エル・ドラド　S.L. コルドバ ペットボトル 5L オープン価格

エル・ドラドエキストラバージンオリーブオイル250ml・ブラックラベル アセイテス　エル・ドラド　S.L. コルドバ ビン 250ml ¥2,047

他

ページ13



「スペインワイン＆フード商談会　2012」
6月5日（火）　ホテルニューオータニ　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.40

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

キュベ・レイナ・マリア・クリスティーナ コドーニュ DOカバ 白・スパーク 750ml オープン価格

他

No.41

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 ¥1,490

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 ¥2,190

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 ¥1,040

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 ¥530

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 ¥1,100

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 ¥570

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 ¥2,570

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 ¥4,560

他

No.42

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
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No.43

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 　　　　　　　　　

http://hatta-wine.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

カバ　ブリュット　ナチュレ　レゼルバ　2008 チョサス　カラスカル バレンシア 白泡辛口 750ｍｌ
オープン価格

（参考￥2,500）

エスタ　2009 サント　クリスト協同組合 カンポ　デ　ボルハ 赤 750ｍｌ
オープン価格

（参考￥1,000）

イムス　2010 ファルセット　マルシャ モンサン 赤 750ｍｌ ¥1,500

フィンカ　サン　マルタン　クリアンサ　2008 トッレ　ディ　オーニャ リオハ 赤 750ｍｌ
オープン価格

（参考￥2,000）

リオハ　レゼルバ　ビーニャ　アルベルディ　2005 ラ　リオハ　アルタ リオハ 赤 750ｍｌ ¥2,700

マンサニーリャ　パピルーサ　 エミリオ　ルスタウ ヘレス シェリー辛口 750ｍｌ ¥2,400

デラックス　クリーム　カパタス　アンドレス エミリオ　ルスタウ ヘレス シェリー甘口 750ｍｌ ¥2,800

他

No.44

株式会社 ビギー・ジャパン

〒104-0055 東京都中央区豊海町8-15　ホウスイ豊海第四冷蔵庫２階

TEL：03-5560-8871　　　FAX：03-5560-8820　　　　　　　　　

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

カブラレス　DOP カタ アストゥリアス地方 ブルータイプ 約2.3ｋｇ/ｐｃ \6,800/ｋｇ

イディアザバル　スモーク　ＤＯＰ バスコ　ナバラ 北東部・バスク地方 ハードタイプ 約3ｋｇ/ｐｃ \6,400/ｋｇ

マンチェゴ　２－３Ｍ　ＤＯＰ フォルラサ ラ・マンチャ地方 ハードタイプ 約3ｋｇ/ｐｃ \5,400/ｋｇ

マンチェゴ　５－６Ｍ　ＤＯＰ フォルラサ ラ・マンチャ地方 ハードタイプ 約3ｋｇ/ｐｃ \5,600/ｋｇ

エレーニョ　ナチュラル コーポラティブ　カナデロス カナリア諸島 セミハードタイプ 約350ｇ/pc \6,700/ｋｇ

エレーニョ　スモーク コーポラティブ　カナデロス カナリア諸島 セミハードタイプ 約350ｇ/pc \6,700/ｋｇ

テネリフェ　パプリカ グランハ　ティソル テネリフェ島 セミハードタイプ 約500ｇ/pc \6,700/ｋｇ

テネリフェ　スモーク グランハ　ティソル テネリフェ島 セミハードタイプ 約500ｇ/pc \6,700/ｋｇ

テネリフェ　ゴフィオ グランハ　ティソル テネリフェ島 セミハードタイプ 約500ｇ/pc \6,700/ｋｇ

テティーリャ　DOP ラクテオス　ペレ　オルヴェイラ ガリシア地方 セミハードタイプ 約1ｋｇ/ｐｃ \6,000/ｋｇ

他

No.45

株式会社 フィラディス

〒231-8331 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 TOCみなとみらい12F

TEL：045-222-8875　　　FAX：045-222-8876 　　　　　　　　　

http://www.firadis.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

2010　ペドレラ ファン・ヒル フミーリャ 赤 750ml ¥1,450

2009　シルバーラベル ファン・ヒル フミーリャ 赤 750ml ¥2,700

2010　ラス・コリナス・デル・エブロ　シラー・ガルナッチャ アバニコ・セレクション テッラ・アルタ 赤 750ml ¥1,700

2009　エテルヌム・ヴィティ アバニコ・セレクション トロ 赤 750ml ¥2,300

2010　テンペスタード　ゴデーリョ アバニコ・セレクション バルデオラス 白 750ml ¥2,200

2008　リオハ　ソトマイヨール　ベンデミーア・セレクショナーダ ドメコ・デ・ハラウタ リオハ 赤 750ml ¥1,900

2010　ドス ラファエル・カンブラ ヴァレンシア 赤 750ml ¥2,100

2010　ヴィーニャ・アラリア ルナ・ベベリデ ビエルソ 白 750ml ¥1,800

他
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No.46

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 カルディサン社 サラマンカ 生ハム 8.0～9.0ｋｇ  5,250/ｋｇ～  

チョリソ、サルチチョン・ベジョータ各種 カルディサン社 サラマンカ ソーセージ 600ｇ ～1.5ｋｇ  4,800/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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