
No.1

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

（\1100）

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

（\1700）

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

（\2750）

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

（\2900）

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

（\3470）

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

（\1450）

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

（\1450）

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

（\1580）

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

（\1580）

他

No.2

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

www.asahigrant.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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 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） BLAZQUEZ（ブラスケス） 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・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

テルエル豚　肩ロース PORTESA（ポルテサ） スペイン・アラゴン州・テルエル 生肉（冷凍） 約1.5ｋｇ×5ｐｃ オープン価格

テルエル豚　バラ（皮ナシ） PORTESA（ポルテサ） スペイン・アラゴン州・テルエル 生肉（冷凍） 約4kg×2ｐｃ オープン価格

テルエル豚　プレサ PORTESA（ポルテサ） スペイン・アラゴン州・テルエル 生肉（冷凍） 約0.5ｋｇ×15ｐｃ オープン価格

テルエル豚　セクレト PORTESA（ポルテサ） スペイン・アラゴン州・テルエル 生肉（冷凍） 約0.7ｋｇ×10ｐｃ オープン価格

パレタ・イベリカ・コシーダ（セミデボーン） 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

キャビア リオフリオ スペイン・グラナダ 30ｇ オープン価格

他

No.3

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12Ｆ

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）

ヴァルサンソ ヴェルデホ フリサンテ ヴァル　サンソ カスティーリャ　イ　レオン 白泡 750ml ¥1,390

ヴァルサンソ テンプラニーリョ フリサンテ ロザード ヴァル　サンソ カスティーリャ　イ　レオン ロゼ泡 750ml ¥1,390

ヴィーニャ マルティナ カヴァ ブリュット ロゼ ヴィーニャ　マルティナ DOカヴァ ロゼ泡 750ml ¥1,690

イェマヌエヴァ アイレン ボデガス ラ テルシア DOラマンチャ 白辛口 750ml ¥1,490

ヴィニャレド　ゴデーリョ サンタマルタ　ボデガス DOヴァルデオラス 白辛口 750ml ¥1,980

ディルヴィオ アルバリーニョ ディルヴィオ DOリアスバイシャス 白辛口 750ml ¥2,100

ヴィーニャサンソ　ソーブレリアス ヴァル　サンソ DOルエダ 白辛口 750ml ¥2,250

ラクリムス　ファイヴ ヴァル　サンソ DOCリオハ 赤フルボディ 750ml ¥1,500

カルミネ ボデガス ペドロ ルイス マルティネス DOフミーリャ 赤ミディアム 750ml ¥1,750

ラクリムス　レックス ヴァル　サンソ DOCリオハ 赤フルボディ 750ml ¥1,800

他

「スペインワイン＆フード商談会　2013」
7月8日（月）　ソラリア西鉄ホテル　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。

ページ1



「スペインワイン＆フード商談会　2013」
7月8日（月）　ソラリア西鉄ホテル　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.4

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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ラ フラウタ　ブリュット アルティガ　フュステル カタルーニャ州　ペネデス 白泡 750 ¥1,100

カバ  ブリュット レゼルバ スマロッカ カタルーニャ州　ペネデス 白泡 750 ¥1,600


フラビウム　ゴデーリョ　ドーニャ　ブランカ ヴィノス　デ　アルガンザ カスティーリャ　イ　レオン州　ビエルソ 白辛 750 ¥1,300

パソ　ド　マル パソ　ド　マル ガリシア州　リベイロ 白辛 750 ¥1,500

オノロ ベラ ジル　ファミリー　エステート ムルシア州　フミリア 赤ミディアム 750 ¥900


アルモディ プティット レッド (SC)　2011 アルタヴィン ヴィティクルトール カスティーリャ　イ　レオン州　ビエルソ 赤ミディアム 750 ¥1,100


フラビウム　プレミウム ヴィノス　デ　アルガンザ カスティーリャ　イ　レオン州 赤ミディアム 750 ¥1,300

グラディウム 
テンプラニーリョ クリアンサ ボデガス　カンポス　レアレス カスティーリャ　ラ　マンチャ州　ラ　マンチャ 赤フル 750 ¥1,200

カン ブラウ カン　ブラウ カタルーニャ州　モンサン 赤フル 750 ¥2,800


フィノ ラ スルタナ (SC) アルベアル アンダルシア州　モンティーリャ　モリレス 白辛 750 ¥1,200

他

No.5

株式会社 稲葉

〒454-0954  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

（税込）

2010　ラヤ ボデガス　アタラヤ アルマンサ＆ルエダ 赤 750ml ¥1,575

2009　ラ　アタラヤ ボデガス　アタラヤ アルマンサ＆ルエダ 赤 750ml ¥2,730

2011　コモロコ オロワインズ フミーリャ 赤 750ml ¥1,375

2011　オルキデア　シュール　リ ボデガ　イヌリエータ ナバラ 赤 750ml ¥1,365

2010　ゴデリア　ブランコ ボデガス　イ　ビニェドス　ゴデリア ビエルソ 白 750ml ¥1,785

2010　エイドス　デ　パドリニャン アデガ　エイドス リアス　バイシャス 白 750ml ¥2,415

2010　ロス　ピノス　ティント　バリッカ ロス　ピノス ビエルソ 赤 750ml ¥1,470

2009　アンジョリ アルデボル プリオラート 赤 750ml ¥2,520

他

No.6

アドヴァンス・テクノサービス

〒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-co-ltd.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ラ・カストリレーニャ　EXバージンオイル アグロカストリル アンダルシア 瓶 1L/500ml/50ml オープン価格

フロルデサル　ソルト バレリーデス マヨルカ 紙箱 150g オープン価格

エル　マフエロ　ビネガー・ソース・ソルト プロダクツ　マフエロ ヘレス 瓶 250ml オープン価格

魚介類缶詰CUCA コンサーバスセレクトデガリシア ガリシア 缶 115g オープン価格

海藻パスタ ポルトムイニョス ガリシア 袋 200g オープン価格

アンチョビ コンサーバスフレド カンタブアリア 缶 50g / 85g オープン価格

オリーブジャム エンバサドス　ローラ アンダルシア 瓶 115g オープン価格

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

干しブドウ　干しイチジク エフディーエス アンダルシア 紙箱 1.5kg / 1kg オープン価格

ドスカフェテラス（キャラメル） ドゥルサ パンプローナ 紙箱 330g/220g/42g オープン価格

他
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No.7

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

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

ポルチーニ茸 フリアン　マルティン サラマンカ サンプル商品

エクストラ　ヴァージンオリーブオイル アセイテックス ハエン スチール缶 500ml オープン価格

生ハム用皿 スペイン製 大理石 ４種類 サンプル商品

他

No.8

有限会社 オーケストラ

〒509-2202  岐阜県下呂市森967-7

TEL：0576-25-6631     FAX：0576-25-4074

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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

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

フランセスク・リカルト　ブリュット ビンタエ カバ 白・泡 750ml ¥2,200

サンタルバ　 ビノス　アチェガ ゲタリア　チャコリ 白 750ml ¥2,200

サラテ サラテ リアス・バイシャス 白 750ml ¥2,400

カプリチョ ガンセード ビエルソ 白 750ml ¥2,800

ガンセード ガンセード ビエルソ 赤 750ml ¥2,400

セスタル ガンセード ビエルソ 赤 750ml ¥3,500

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

フェデリカ　オレンジ パゴ　デ　タルシス バレンシア リキュール 700ml ¥4,500

フォルム　カベルネソーヴィニヨン アウグストゥス　フォルム タラゴナ ビネガー 500ml ¥2,400

他

No.9

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）

ノステル・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

ペティ・ベルナット オレール・デル・マス マンレサ 赤 750ml ¥2,100

ソン・プリム・ブラン・ド・メルロ　 ソン・プリム マジョルカ 白 750ml ¥4,000

マルケス・デ・ジェリーダ・ブラン・ド・ブラン エル・セップ社 ペネデス 白ワイン 750ml ¥1,890

エル・セップ　ヒルマス・ブリュット エル・セップ社 ペネデス カバ 750ml ¥2,100

マルケス・デ・ジェリーダ・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

チャコリ・レサバル レサバル バスク 白ワイン
（微発泡） 750ml ¥2,835

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.10

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

www.reservaiberica.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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.11

株式会社 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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

モネガール・セルダ・ブリュット ソレル・ジョベ ペネデス 泡・辛口 750ml ¥1,500

ランソス・ブランコ アルバレス・イ・ディエス ルエダ 白・辛口 750ml ¥2,600

オチョア・ブランコ ボデガス・オチョア ナバーラ 白・辛口 750ml ¥1,800

プロトス・ヴェルデホ ボデガス・プロトス ルエダ 白・辛口 750ml ¥2,200

マンテル・ソーヴィニヨン・ブラン アルバレス・イ・ディエス ルエダ 白・辛口 750ml ¥2,500

オチョア・ティント ボデガス・オチョア ナバーラ 赤・軽口 750ml ¥1,800

セロ・アニョン・クリアンサ ボデガス・オラーラ リオハ 赤・中重口 750ml ¥2,500

テティージャ クオルム　インターナショナル ガリシア チーズ オープン価格

パレタ・イベリカ・ベジョータ モンタラス サラマンカ 生ハム オープン価格

他

No.12

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：03-5423-7222     FAX：03-5423-2079

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）

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 赤・フルボディ 750ml ¥1,350

マルケス・デ・アリエンソ マルケス・デ・リスカル リオハ 赤・フルボディ 750ml ¥1,600

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

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

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

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

ロサード マルケス・デ・リスカル リオハ ロゼ・辛口 750ml ¥1,500

エストーラ　クリアンサ アユソ ラ・マンチャ 赤・ミディアムボディ 750ml ¥1,000

エストーラ　レセルバ アユソ ラ・マンチャ 赤・ミディアムボディ 750ml ¥1,200

エストーラ　ヴェルデホ・ブランコ アユソ ラ・マンチャ 白・辛口 750ml ¥1,000

他
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No.13

株式会社 イムコ

〒405-0097  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)

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

フルート・ノブレ・ソーヴィニョン・ブラン　2011 ボデスガス・フランシスコ・ゴメス DOアリカンテ 白 750ml ¥2,000

プリオス・マキシムス・ベルデホ　2012 ボデガス・デ・ロス・プリエト DOルエダ 白 750ml ¥2,100

フィジャボア・アルバリーニョ　2011 ボデガス・フィジャボア DOリアス・バイシャス 白 750ml ¥3,300

ビーニャ・イラーチェ　2011 ボデガス・イラーチェ DOナバラ 赤 750ml ¥1,400

ウバ・ノクトゥルナ　2010 ボデガス・エヘアナス VdTリベラ・デル・シンコ・ビジャス 赤 750ml ¥1,700

セニョリオ・デ・イジェスカス・クリアンサ　2010 ボデガス・BCCV DOルエダ 赤 750ml ¥2,000

パゴス・デ・アライス・クリアンサ　2010 ボデガス・パゴス・デ・アライス DOナバラ 赤 750ml ¥2,000

ムルア・レセルバ　2005 ボデガス・ムルア DOリオハ 赤 750ml ¥3,100

マス・デ・レダ　2009 ボデガス・レダ DOカスティージャ・イ・レオン 赤 750ml ¥3,700

他

No.14

株式会社 千商

〒103-0022　東京都中央区日本橋室町4-5-1　（←ビル建て替えのため住所表示が変わりました）

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

バルバディージョ・ブランコ　2012 バルバディ－ジョ アンダルシア 白 750ml オープン価格

プラドレイ・ブランコ　ベルデホ　2011 プラドレイ ルエダ 白 750ml オープン価格

フェレット・チャレロ・ブランコABAC　2010 カバス・フェレット ペネデス 白 750ml ¥2,500

チャコリ・チョミン・エチャニス　2012 チョミン・エチャニス チャコリ・デ・ゲタリア 白 750ml ¥3,000

アルバリーニョ・デ・フェフィニャネス　2011 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

フロール・ド・ベタス ボデガス・ベタス トロ 赤 750ml ¥2,500

GR-174 　2010 カーサ・グラン・デ・シウラーナ プリオラート 赤 750ml ¥3,000

オリバレス・クリアンサ2004 ボデガス・オリバレス フミージャ 赤 750ml オープン価格

ドライ・オロロソ バルバディ－ジョ サン・ルカール シェリー 750ml ¥2,000

他

No.15

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

（税抜き）

フレシネ 　エックス フレシネ カヴァＤＯ ｶｳﾞｧ 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（1,740円）

フレシネ　ミーア（赤） フレシネ ｳﾞｨﾉ ﾃﾞ ﾗ ﾃｨｴﾗ　ﾃﾞ ｶｽﾃｨｰﾘｬ 赤･ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（1,200円）

フレシネ　ミーア（白） フレシネ ｳﾞｨﾉ ﾃﾞ　ｴｽﾊﾟｰﾆｬ 白･やや辛口 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（1,200円）

タペーニャ　テンプラニーリョ（赤） フレシネ ｳﾞｨﾉ ﾃﾞ ﾗ ﾃｨｴﾗ　ﾃﾞ ｶｽﾃｨｰﾘｬ 赤･ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（1,460円）

タペーニャ　ガルナッチャ（赤） フレシネ ｳﾞｨﾉ ﾃﾞ ﾗ ﾃｨｴﾗ　ﾃﾞ ｶｽﾃｨｰﾘｬ 赤･ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（1,460円）

タペーニャ　ロゼ フレシネ ｳﾞｨﾉ ﾃﾞ ﾗ ﾃｨｴﾗ　ﾃﾞ ｶｽﾃｨｰﾘｬ ロゼ･やや辛口 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（1,460円）

タペーニャ　ベルデホ（白） フレシネ ｳﾞｨﾉ ﾃﾞ ﾗ ﾃｨｴﾗ　ﾃﾞ ｶｽﾃｨｰﾘｬ 白･やや辛口 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（1,460円）

ソラール　ビエホ　コセチャ　2011 ソラール　ビエホ リオハ　DOCa 赤･ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（1,300円）

ソラール　ビエホ　クリアンサ　2009 ソラール　ビエホ リオハ　DOCa 赤･ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（1,700円）

ソラール　ビエホ　レセルバ　2007 ソラール　ビエホ リオハ　DOCa 赤･ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（2,900円）

他
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No.16

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/index.html

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

マヨルカ豚　肩ロース肉 ラマダース マヨルカ島 精肉 約2.5kg/枚 オープン価格

マヨルカ豚　バラ肉 ラマダース マヨルカ島 精肉 約2.5kg/枚 オープン価格

ケソ・アル・ロメロ ベガハルディン カスティーリャ・ラ・マンチャ チーズ 約1kg/玉 オープン価格

ケソ・ペレグリノ ベガハルディン ガリシア チーズ 約400g/玉 オープン価格

フォアグラ マス・パレス カタルーニャ 精肉 各種 オープン価格

フォアグラ製品 マス・パレス カタルーニャ パテ 各種 オープン価格

モルシージャクリーム ベガハルディン カスティーリャ・イ・レオン ペースト 420g/瓶 オープン価格

ピコス ベガハルディン アンダルシア クラッカー 180g/袋 オープン価格

他

No.17

株式会社 Sol y Sombra　（ソル・イ・ソンブラ）

〒104-0011  東京都中央区湊2-12-3

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・ティント 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

キホーテ・Ｍ．Ｔ．Ｐ． パゴ・カサ・デル・ブランコ ラ・マンチャ（ビノ・デ・パゴ） 赤ワイン 750ml ¥3,045

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

オ・ロンカル・ゴデージョ キンタ・ド・ブブレ モンテレイ 白ワイン 750ml ¥2,205

サンス・ベルデホ ビノス・サンス ルエダ 白ワイン 750ml ¥2,310

ナモリオ バルダモール リアス・バイシャス 白ワイン 750ml ¥2,625

レカレド・ブルット・ナトゥーレ 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

No.18

有限会社 日西商事

〒244-0801  横浜市戸塚区品濃町252-3

TEL：045-823-3728     FAX：045-823-1584

www.nisseishouji.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

セニョリオ・デ・サリア　レセルバ　エスペシャル ボデガ・デ・サリア ナバーラ 辛口 750ml ¥8,000

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 ナバーラ 辛口 750ml ¥1,400

クリン　ロハ　テンプラニージョ ロケッタ　オリヘン カスティージャ 辛口 750ml ¥1,120

クリン　ロハ　マカベオ ロケッタ　オリヘン カスティージャ 辛口 750ml ¥1,120

カバフェレー　BRUTナチュレ　レセルバ カバスフェレー ペネデス 辛口 750ml ¥2,500

カサール・デ・ブルビア カサール・デ・ブルビア ビエルソ 辛口 750ml ¥3,100

リアラン　ブランコ カサール・デ・ブルビア ビエルソ 辛口 750ml ¥1,700

トマトジュース ヌドヤフーズ ムルシア 100%トマト １L　レトルト オープン価格

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 EX　ﾊﾞｰｼﾞﾝ １L　ﾍﾟｯﾄ ¥2,000

ゴイバル　フルーツクリームビネガー ゴイバル アルバセテ ｸﾘｰﾑﾋﾞﾈｶﾞｰ 250ｍｌ　ｸﾞﾗｽ ¥1,000

他
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No.19

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.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）

44ヶ月熟成ハモンイベリコ・ベジョータ フビレス トレベレス 1本約8kg 70,000円前後

40ヶ月熟成プレミアムハモンセラーノ カサルバ ブルゴス 1本約10kg 32,000円前後

サルチチョン・イベリコ・ベジョータ カサルバ ブルゴス 1本約1.5kg 7,500円前後

チョリソ・イベリコ・ベジョータ カサルバ ブルゴス 1本約1.5kg 7,500円前後

PREDICADOR TINTO プレディカドール・ティント ボデガ・コンタドール D.O.Ca リオハ 赤 750ml 4,200円

PREDICADOR BLANCO プレディカドール・ブランコ ボデガ・コンタドール D.O.Ca リオハ 白 750ml 4,200円

MACIZO  マシソ ボデガ・コンタドール D.O.カタルーニャ 白 750ml 3,900円

MACISS   マシス ボデガ・コンタドール D.O.カタルーニャ 白 750ml 2,800円

他

No.20

T.G.A. Int. Commerce Business, S.L.

〒540-0039  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

www.tgafoods.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

フィノ・パヴォン ルイス・カバジェロ ヘレス フィノ 750ml ¥2,000

ア・デ・アイレス ボデガス・セニョリオ・デ・アイレス パゴ・アイレス 赤 750ml ¥2,215

テラエステバン・ホベン ボデガス・セニョリオ・デ・アイレス リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥2,430

マルケス・デ・イルン・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 ¥2,357

マルケス・デ・イルン・ヴェルデホ ボデガス・マルケス・デ・イルン ルエダ 白 750ml ¥2,000

アルバダ・ティント ボデガス・ヴィルヘン・デ・ラ・シエラ カラタユッド 赤 750ml ¥1,930

アルバダ・ブランコ ボデガス・ヴィルヘン・デ・ラ・シエラ カラタユッド 白 750ml ¥1,930

クルス・デ・ピエドゥラ・ロサド ボデガス・ヴィルヘン・デ・ラ・シエラ カラタユッド ロゼ 750ml ¥1,645

コト・デ・アヤス・センテナリア ボデガス・アラゴネッサ カンポ・デ・ボルハ 赤 750ml ¥2,575

コト・デ・アヤス・カバ ボデガス・アラゴネッサ カバ カバ 750ml ¥2,600

他

No.21

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（東京流通センターアネックス2F）

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08 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10 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08 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10 セグラヴューダス D.O.ペネデス 赤/フルボディ 750ml ¥2,000

他
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No.22

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～  

野菜の加工品各種 ナバリコ社 ナバラ 野菜の加工品 390ｇ～ 600/本～

ピメントン(香辛料)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 300/P～

カスエラ各種 マドリッド 皿 9cm～16ｃｍ 500/枚～

他

No.23

株式会社 デプトプランニング

〒150-0001  東京都渋谷区神宮前5-29-9-202

TEL：03-5778-4020     FAX：03-5778-6841

www.dept-net.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

クロポン　シスケヤ　ホワイト　カタルーニャ　 クロポン　ワイナリー コステルス・デル・セグレ 　白　辛口 750ｍｌ ¥3,000

クロポン　アルゲス　レッド　カタルーニャ　 クロポン　ワイナリー コステルス・デル・セグレ 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥3,500

クロポン　ロク　ヌウ　レッド　カタルーニャ　 クロポン　ワイナリー コステルス・デル・セグレ 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥5,000

下記の３アイテムは７月２０日入荷です。

クロポン　ロク　デ　フォク　ホワイト　カタルーニャ　 クロポン　ワイナリー コステルス・デル・セグレ 　白　辛口 750ｍｌ ¥5,800

クロポン　809　レッド　カタルーニャ　 クロポン　ワイナリー コステルス・デル・セグレ 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥20,000

クロポン　810　レッド　カタルーニャ　 クロポン　ワイナリー コステルス・デル・セグレ 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥20,000

他

No.24

株式会社 パラジャパン

〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-3　リーフスクエア新横浜ビル7Ｆ

TEL：045-477-2881     FAX：045-477-2882

http://www.parajapan.co.jp/wine/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ダイモン・ティント 2010 ボデーガス・トビア リオハ 赤・ミディアム 750ml ¥1,900

ダイモン・ブランコ 2011 ボデーガス・トビア リオハ 白・辛口 750ml ¥1,900

ダイモン・ロサード 2010 ボデーガス・トビア リオハ ロゼ・辛口 750ml ¥2,600

エルブフォン・ベルデホ 2011 レイーナ・デ・カスティーリャ ルエダ 白・辛口 750ml ¥1,400

テラ・ベルメラ　2011 テラ・ペルソナ モンサン 赤・フル 750ml ¥1,800

ブラック モンルビ ペネデス 赤・ミディアム 750ml ¥1,800

マリア・カサノバ・ブリュット・デ・ブリュット マリア・カサノバ ペネデス 白・カバ 750ml ¥1,800

エリオス 2010 コステル・デル・プリオラト プリオラト 赤・フル 750ml ¥2,400

ロイダーナ 2008 マルコ・アベーリャ プリオラト 赤・フル 750ml ¥3,200

セイス・セパス・セイス 2010 ボデーガス・ペリカ リオハ 赤・フル 750ml ¥3,400

他
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No.25

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1-18-5

TEL：06-6441-8983     FAX：06-6443-2182

www.marukai.co.jp

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 泡 750ｍｌ ¥1,480

カヴァムッサ　ブリュット・ロゼ ヴァルフォルモッサ カヴァ/ペネデス 泡 750ｍｌ ¥1,480

シャベック セジェール・マロンドロ モンサン 赤 750ｍｌ ¥1,650

アルバレス・デ・トレド　ロブレ アルバレス・デ・トレド ビエルソ 赤 750ｍｌ ¥1,320

アルバレス・デ・トレド　ゴデーリョ アルバレス・デ・トレド ビエルソ 白 750ｍｌ ¥1,320

アルティガソ ボデガス　ビルへン・デル・アギラ カリニェナ 赤 750ｍｌ ¥1,610

エステ　ティント ボデガス　アルト・アルマンゾーラ ヴィノ・デ・メサ/アンダルシア 赤 750ｍｌ ¥1,410

エステ　ブランコ ボデガス　アルト・アルマンゾーラ ヴィノ・デ・メサ/アンダルシア 白 750ｍｌ ¥1,410

ヴェガ・デル・カスティーリョ　ティント ボデガス　ヴェガ・デル・カスティーリョ ナヴァラ 赤 750ｍｌ ¥1,080

テオレマ ボデガス・イ・ヴィニェドス・デル・ハロン カラタユド 赤 750ｍｌ ¥1,190

他

No.26

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

（税抜き）

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 泡・ロゼ・辛口 750ml ¥2,200

カヴァ グラン・キュヴェ ロジャーグラート ペネデス 泡・白・辛口 750ml ¥3,000

ヴィーニャ・エスメラルダ トーレス カタルーニャ 白・やや辛口 750ml ¥1,600

グラン・サングレ・デ・トロ　レッド トーレス カタルーニャ 赤・フルボディ 750ml ¥2,000

イベリコス クリアンサ テンプラニーリョ リオハ トーレス リオハ 赤・フルボディ 750ml ¥2,000

セレステ クリアンサ リベラ・デル・ドゥエロ トーレス リベラ・デル・ドゥエロ 赤・フルボディ 750ml ¥2,700

サルモス プリオラート トーレス プリオラート 赤・フルボディ 750ml ¥3,800

ジャン・レオン 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 ¥3,500

ヴァルデリス ヴァルデリス リベラ・デル・ドゥエロ 赤・フルボディ 750ml ¥3,800

エレスマ ソーヴィニヨン ボデガ・ラ・ソテラーニャ ルエダ 白・辛口 750ml ¥2,000

他

No.27

株式会社 モトックス

〒577-0802  大阪府東大阪市小阪本町1-6-20

TEL：06-6723-3135     FAX：06-6723-3140

http://www.mottox.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ｱﾙﾍﾞｯﾄ･ｲ･ﾉﾔ ｶﾊﾞ ﾌﾞﾙｯﾄ ﾚｾﾙﾊﾞ ｱﾙﾍﾞｯﾄ･ｲ･ﾉﾔ ｶﾀﾙｰﾆｬ 白辛口 750ml ¥2,500

ｿﾐｱﾄｩﾙｲﾀｽ 2012 ﾌｪﾚ･ｲ･ｶﾀｽｽ ｶﾀﾙｰﾆｬ 白辛口 750ml ¥1,500

ﾊﾞﾙﾐﾆｮｰﾙ ｱﾙﾊﾞﾘｰﾆｮ 2011 ｱﾃﾞｶﾞｽ･ﾊﾞﾙﾐﾆｮｰﾙ ｶﾞﾘｼｱ 白辛口 750ml ¥2,450

ﾚｷﾘﾌﾞﾘｽﾀ ﾌﾞﾗﾝｺ 2011 ｶ･ﾈｽﾄﾗｯｸ ｶﾀﾙｰﾆｬ 白辛口 750ml ¥3,000

ｱﾌﾞﾘﾙ･ﾃﾞ･ｱｽﾙ･ｲ･ｶﾞﾗﾝｻ 2012 ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｱｽﾙ･ｲ･ｶﾞﾗﾝｻ ｴﾌﾞﾛ 赤ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 750ml ¥1,500

ｸﾛｽ･ﾛﾍﾝ 2011 ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｲ･ﾋﾞﾆｪｰﾄﾞｽ･ﾎﾟﾝｾ ｾﾝﾄﾛ 赤ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 750ml ¥1,500

ｻ･ﾅﾄｩｰﾗ 2008 ｾﾘｪｰﾙ･ﾋﾟﾆｮﾙ ｶﾀﾙｰﾆｬ 赤ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 750ml ¥2,250

ﾚｷﾘﾌﾞﾘｽﾀ ﾃｨﾝﾄ 2010 ｶ･ﾈｽﾄﾗｯｸ ｶﾀﾙｰﾆｬ 赤ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 750ml ¥2,700

ｼｪﾘｰ ｺﾛｼｱ ﾌｨﾉ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｸﾞﾃｨｴﾚｽ･ｺﾛｼｱ ｱﾝﾀﾞﾙｼｱ 白辛口 750ml ¥1,700

ｼｪﾘｰ ｺﾛｼｱ ｵﾛﾛｿ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｸﾞﾃｨｴﾚｽ･ｺﾛｼｱ ｱﾝﾀﾞﾙｼｱ 白辛口 750ml ¥2,650

他

ページ9



「スペインワイン＆フード商談会　2013」
7月8日（月）　ソラリア西鉄ホテル　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.28

ヤマエ久野 株式会社

〒811-2233  福岡県糟屋郡志免町別府北３丁目８－１

TEL：092-612-2305     FAX：092-624-2053

http://www.shochu-kikou.com/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ポルタ・セリ　ブリュット モン・マルサル社 カタルーニャ州　ペネデス地方 白・辛口 750ml オープン（1,770円）

ヴァルコルソ　マカベオ プリジマ社 イエクラ 白・辛口 750ml オープン(1,200円）

ヴァルコルソ　メルロ プリジマ社 イエクラ 赤・ミディアム 750ml オープン(1,200円）

ヴァルコルソ　モナストレル　バリカ プリジマ社 イエクラ 赤・フルボディ 750ml オープン(1,200円）

ヴァルコルソ　モナストレル　オーガニック プリジマ社 イエクラ 赤・ミディアム 750ml オープン（1,400円）

エスティオ　バリカ　オーガニック プリジマ社 イエクラ 赤・フルボディ 750ml オープン（1,470円）

イグレシア　ヴィエハ　クリアンサ プリジマ社 イエクラ 赤・ミディアム 750ml オープン（1,620円）

イグレシア　エクスプレシオン プリジマ社 イエクラ 赤・ミディアム 750ml オープン(2,450円）

トラピオ　 プリジマ社 イエクラ 赤・フルボディ 750ml オープン（3,000円）

エネセンシア　モナストレル　ドゥルセ　 プリジマ社 イエクラ 赤・極甘口 750ml オープン（2,940円）

他

No.29

メルシャン株式会社

〒810-8532　福岡県福岡市中央区天神2-14-8　福岡天神センタービル15F

TEL：092-285-1170


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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

（参考想定1480円）（税
込）

コドーニュ　アナ・デ・コドーニュ　 コドーニュ D.O.カバ ブリュット 750ｍｌ
オープン価格

（参考想定1840円）（税
込）

コドーニュ　アナ・デ・コドーニュ　ロゼ コドーニュ D.O.カバ ブリュット 750ｍｌ
オープン価格

（参考想定1840円）（税
込）

コドーニュ　キュヴェ・レイナ・マリア・クリスティーナ コドーニュ D.O.カバ ブリュット 750ｍｌ
オープン価格

（参考想定3880円）（税
込）

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 辛口 750ｍｌ
オープン価格

（参考想定910円）（税込）

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

（参考想定890円）（税込）

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 辛口 750ｍｌ
オープン価格

（参考想定1480円）（税
込）

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 ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ ブルボディ 750ｍｌ
オープン価格

（参考想定910円）（税込）

ボルサオ　クラシコ　ティント ボデガス・ボルサオ D.O.カンポ・デ・ボルハ ミディアムボディ 750ｍｌ
オープン価格

（参考想定890円）（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 ブルボディ 750ｍｌ
オープン価格

（参考想定1480円）（税
込）

他

No.30

株式会社 リベラジャパン

〒107-0052  東京都港区赤坂4-1-4　赤坂中西ビル別館２階

TEL：03-3568-2018     FAX：03-3568-2019     MAIL：info@riverajapan.com

http://www.riverajapan.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

カブレイロア　アグア・ミネラル・ナチュラル カブレイロア（イホス・デ・リベラ） ガリシア州　ベリン
ナチュラルミネラルウォーター

（軟水）
500ml

オープン価格
参考上代 \300

カブレイロア　アグア・コン・ガス カブレイロア（イホス・デ・リベラ） ガリシア州　ベリン
ナチュラルミネラルウォーター

（軟水・ガス含有）
500ml

オープン価格
参考上代 \300

エストレーリャ・ガリシア　セルベサ・エスペシアル エストレーリャ・ガリシア（イホス・デ・リベラ） ガリシア州　ラ・コルーニャ
軟水仕込みの

本格ラガービール
330ml

オープン価格
参考上代 \333

エストレーリャ・ガリシア　１９０６　レセルヴァ・エスペシアル エストレーリャ・ガリシア（イホス・デ・リベラ） ガリシア州　ラ・コルーニャ
焦がしモルトを用いた

風格のラガー
330ml

オープン価格
参考上代 \457

マンサノーヴァ・シードラ イホス・デ・リベラ ガリシア州
有機リンゴの微発泡性
オーガニック・シードラ

250ml
オープン価格

参考上代 \284

レレレ　サングリア イホス・デ・リベラ
EU基準準拠の

本格サングリア/赤
250ml

オープン価格
参考上代 \300

レレレ　サングリア・ブランカ イホス・デ・リベラ
EU基準準拠の

本格サングリア/白
250ml

オープン価格
参考上代 \300

ポンテ・ダ・ボガ　ブランコ・デ・ブランコス 2011 ポンテ・ダ・ボガ（イホス・デ・リベラ） ガリシア州　オウレンセ　D.O.リベイラサクラ
ゴデージョ種主体の白
(パーカーポイント90)

750ml
オープン価格

参考上代 \3,200

ポンテ・ダ・ボガ　メンシア 2011 ポンテ・ダ・ボガ（イホス・デ・リベラ） ガリシア州　オウレンセ　D.O.リベイラサクラ
メンシア種の

軽やかで豊かな赤
750ml

オープン価格
参考上代 \3,200

他
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No.31

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)

ディグニタット・ブリュット・ナチュレ ジョセップ・マサックス D.O.カバ 泡 750ml ¥2,000

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

ナバレグア ボデガス・ロベカソペ V.d.T.カスティーリャ・ラ･マンチャ 赤 750ml ¥2,600

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

ソトロンデロ ヒメネス・ランディ D.O.メントリダ 赤 750ml ¥3,300

他

No.32

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）

マルケス・デ・ラ・ビジャ・マルヴァシア ボデガス・コヴィトロ D.O.トロ 白 750ml ¥1,200

マルケス・デ・ラ・ビジャ・ティンタ・デ・トロ　 ボデガス・コヴィトロ D.O.トロ 赤 750ml ¥1,200

アラハ・クリアンサ ボデガス・ルソン D.O.フミーリャ 赤 750ml ¥1,000

ヴィニャス・デル・カンブリコ ボデガス・デル・カンブリコ シエラ・デ・サラマンカ 赤 750ml ¥3,000

フンドゥス マンソ・デ・スニガ セビージャ 赤 750ml ¥1,600

マニア・ルエダ ボデガス・フェリックス・ロレンソ・カチャッソ D.O. ルエダ 白 750ml ¥1,600

マニア・ソーヴィニヨン・ブラン ボデガス・フェリックス・ロレンソ・カチャッソ D.O. ルエダ 白 750ml ¥1,900

イリアルテ・ロブレ ボデガス・イリアルテ D.O. シガレス 赤 750ml ¥2,000

イリアルテ・クリアンサ ボデガス・イリアルテ D.O. シガレス 赤 750ml ¥2,500

チャコリ・チャルマン チャルマン D.O. アラバコ・チャコリーナ 白 750ml ¥1,700

他
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