
No.1

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（皮つき） 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

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 １２月熟成 約４kg オープン価格

他

No.2

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2階）

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 750 ¥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 750 ¥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 750 ¥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 750 ¥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 750 ¥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 750 ¥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 750 ¥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 750 ¥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 750 ¥1,600

ヴィーニャ・エレダット　カベルネソーヴィニヨン11 セグラヴューダス D.O.ペネデス 赤/フルボディ 750 ¥2,000

他

No.3

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

「スペインワイン＆フード商談会　2013」
10月8日（火）　八芳園　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

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）

マオウ・シンコ・エストレージャス グルッポ・マオウ・サンミゲール マドリード ビール 330ml ¥347

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 赤ワイン 750ml ¥3,150

ペティ・ベルナット オレール・デル・マス マンレサ 赤ワイン 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 白ワイン 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 ペネデス 白ワイン 750ml ¥1,890

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

エル・セップ　ヒルマス・ブリュット エル・セップ 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 ペネデス カバ 750ml ¥2,310

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

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

他

No.5

レセルバ　イベリカ　ジャパン有限会社

〒733-0865　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 ギフエロ エンテロ 不定貫 オープン

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 不定貫 オープン

パレタ　イベリカ　レセルバ レセルバ　イベリカ ギフエロ エンテロ 不定貫 オープン

ハモン　セラーノ　レセルバ レセルバ　イベリカ ギフエロ エンテロ 不定貫 オープン

グラン　レセルバ　ベジョータ　ボンレス レセルバ　イベリカ ギフエロ ボンレス 不定貫 オープン

ハモン　イベリコ　レセルバ　ボンレス レセルバ　イベリカ ギフエロ ボンレス 不定貫 オープン

パレタ　イベリカ　レセルバ　ボンレス レセルバ　イベリカ ギフエロ ボンレス 不定貫 オープン

ハモン　セラーノ　レセルバ　ボンレス レセルバ　イベリカ ギフエロ ボンレス 不定貫 オープン

パレタ　ベジョータ　グラン　レセルバ　 レセルバ　イベリカ ギフエロ ボンレス 不定貫 オープン

ロモ　ベジョータ　グラン　レセルバ レセルバ　イベリカ ギフエロ 腸詰め 不定貫 オープン

他

No.6

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
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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）

ヴィーニャ マルティナ カヴァ ブリュット ヴィーニャ　マルティナ DO　ペネデス 泡 750ｍｌ ¥1,500

カロリナ デ マサックス カヴァ ブリュット ナチュレ カロリナ　デ　マサックス DO　ペネデス 泡 750ｍｌ ¥1,890

ボデガス ラ テルシア 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 750ｍｌ ¥1,490

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 DO　バレンシア 白 750ｍｌ ¥1,390

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

アバニコ ラス ガビアス ガルナッチャ アバニコ DO　カンポ デ ボルハ 赤 750ｍｌ ¥1,590

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

ボデガ パルド トロサ センダ デ ラス ロカス ボバル ボデガ パルド トロサ DO　マンチュエラ 赤 750ｍｌ ¥1,670

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

ヴァルサンソ ラクリムス レックス DOC リオハ ヴァルサンソ DOC　リオハ 赤 750ｍｌ ¥1,800

他

No.8

アビスジュニア

〒104-0061　東京都中央区銀座3-14-13　新日本商品株式会社内

TEL：03-3424-0045　　　FAX：03-3424-0045

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売(オープン)

価格(税抜き）

リョパール・ブリュット・ナチュレ・レゼルヴァ　2006 リョパール ペネデス カヴァ 750ml ¥3,150

リョパール・ブリュット・ロゼ　2009 リョパール ペネデス カヴァ　ロゼ 750ml ¥3,700

ミクロコスモ・ブリュット・ナチュレ・レゼルヴァ2006 リョパール ペネデス カヴァ　ロゼ 750ml ¥4,100

コレット・トラディショナル・エクストラ・ブリュット コレット ペネデス カヴァ 750ml ¥2,660

レカレド・パティクラール 1999 レカレド ペネデス カヴァ 750ml ¥15,000

ゴルネール・ブリュット・ナチュレ・レゼルヴァ 2007 ゴルネール ペネデス カヴァ 750ml ¥2,400

ゴルネール・ロゼ・ブリュット コレット ペネデス カヴァ　ロゼ 750ml ¥2,700

リバス・ネグレ　2010 リーバス マヨルカ 赤 750ml ¥3,200

シオ　2010 リーバス マヨルカ 赤 750ml ¥4,300

ジネ・ジネ　2010 ブイル・アンド・ジネ プリオラート 赤 750ml ¥3,600

他

No.9

有限会社 アルコス

〒164-0003　東京都中野区東中野1-22-18

TEL：03-5389-6040　　　FAX：03-5389-6045

http://ｗｗｗ.arcos-jp.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

スエルテス・デル・マルケス・ブランコ・バリカ　11 ボデガ・ソアグラノルテ ＤＯバィエ・デ・ラ・オロタバ 白 750ｍｌ ¥3,900

モヤ・ブランコ　11　オーガニック ボデガ・メンデス・モヤ ＶＴノルテ・デ・グラナダ 白 750ｍｌ ¥3,700

アルゲイラ・エスカラダ　09 アデガ・アルゲイラ ＤＯリベイラ・サクラ 白 750ｍｌ ¥7,000

アロア・ゴレナ　オーガニック　08 ボデガス・アロア ＤＯナバラ 赤 750ｍｌ ¥4,300

ポントス・セパ50 ラ・ボデガ・デ・ピノソ ＤＯアリカンテ 赤 750ｍｌ ¥2,500

モヤ・ティント　11　オーガニック ボデガ・メンデス・モヤ ＶＴノルテ・デ・グラナダ 赤 750ｍｌ ¥2,900

モヤ・ティント　バリカ　09　オーガニック ボデガ・メンデス・モヤ ＶＴノルテ・デ・グラナダ 赤 750ｍｌ ¥4,500

マンサニーヤ・トレブレバ ロス・インファンテス・オルレアンス・ボルボン ＤＯサンルーカル・デ・バラメダ シェリー 750ｍｌ ¥2,600

オロロソ・フェニシオ ロス・インファンテス・オルレアンス・ボルボン ＤＯサンルーカル・デ・バラメダ シェリー 750ｍｌ ¥3,600

ロシータ・オリジナル セルべス・ラ・ガルデニア タラゴナ エールビール 330ｍｌ ¥630

他
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No.10

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

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）

EXバージンオリーブオイル アグロカストリル アンダルシア 瓶 1L/500ml/50ml オープン価格

CUCA缶詰 コンザーバス　セレクタスデガリシア 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 パック 200g オープン価格

ソルト　11種 エフディーエス・バレリーデス アンダルシア・マヨルカ 瓶・缶 110ｇ / 150g オープン価格

殻つきアーモンド 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

シェリービネガー　2種 プロダクツ　マフエロ ヘレス 瓶 250ml オープン価格

ビネガーソース　3種 プロダクツ　マフエロ ヘレス プラスチック 350ｍｌ オープン価格

ジャム各種 エンバサドスローラ アンダルシア 瓶 185ｇ 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

コーヒークリームキャラメル ドｘルサ パンプローナ 紙箱/缶 1ｋ/330g/220g/42g オープン価格

他

No.11

アルタミラ 株式会社

〒247-0014　横浜市栄区公田町284-7

TEL：045-893-5873　　　FAX：045-8936-5861

　http://www.group-altamira.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ルベルテ・グラン・レセルバ　1995 ボデガス・ルベルテ・マガリョネラ DOカンポ・デ・ボルハ 赤 750ｍｌ ¥3,990

ルベルテ・ガルナッチャ・ホベン ボデガス・ルベルテ・マガリョネラ DOカンポ・デ・ボルハ 赤 750ｍｌ ¥1,575

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

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

コホン・デ・ガト バルデサベナ・ボデガス DOソモンターノ 赤 750ｍｌ ¥3,150

コホン・デ・ガト バルデサベナ・ボデガス DOソモンターノ 白 750ｍｌ ¥3,150

フィノ・コロシア グティエレス・コロシア DOヘレス 白（酒強） 750ｍｌ ¥2,520

アモンティリャード・コロシア グティエレス・コロシア DOヘレス 白（酒強） 750ｍｌ ¥3,780

オロロソ・サングレ・イ・トラバハデロ グティエレス・コロシア DOヘレス 白（酒強） 750ｍｌ ¥3,780

モスカテル・マガリョネラ ボデガス・ルベルテ・マガリョネラ ビノ・デ・リコール（アラゴン州） 白（酒強）甘口 750ｍｌ ¥2,415

他

No.12

株式会社 イスコ

〒214-0013　神奈川県川崎市多摩区登戸新町439　ﾗﾝﾊﾞｰﾊﾟｰﾄⅡ１F

TEL：044-934-2541　　　FAX：044-933-8071

http://www.isco-web.co.jp/food

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

エクストラヴァージン　オリーブオイル　イオ　　　 ヴィアノレオ　社 スペイン　エクストレマデューラ 250ｍｌ ¥3,200

エクストラヴァージン　オリーブオイル　イオ　　　 ヴィアノレオ　社 スペイン　エクストレマデューラ 500ｍｌ ¥5,000

オリーブオイル　イオ　エクストラ　ホワイト　　　　 ヴィアノレオ　社 スペイン　エクストレマデューラ 500ｍｌ ¥6,800

エクストラヴァージン　オリーブオイル　スラット　S ヴィアノレオ　社 スペイン　エクストレマデューラ 250ｍｌ ¥3,000

EXVオリーブオイル　スラット　ペットボトル　 ヴィアノレオ　社 スペイン　エクストレマデューラ 500ｍｌ ¥2,000

トマトリコピン入り　オリーブオイル　スラット ヴィアノレオ　社 スペイン　エクストレマデューラ 250ｍｌ ¥3,200

バルサミコ　ヴィネガー8年　 アシエンダ　デル　カルチェ　 スペイン　ムルシア 250ｍｌ ¥1,800

ホワイトバルサミコ　ビネガー アシエンダ　デル　カルチェ　 スペイン　ムルシア 250ｍｌ ¥1,800

ワインジャム　(モナステレル） アシエンダ　デル　カルチェ　 スペイン　ムルシア 200ｇ ¥1,800

ワインジャム　(ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ・ブラン） アシエンダ　デル　カルチェ　 スペイン　ムルシア 200ｇ ¥1,800

他
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No.13

イベリア貿易 株式会社

〒157-0073　東京都世田谷区砧2-5-16

TEL：　03-3416-4433　　　FAX：　03-3416-4300

http://www.iberiatrading.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

エクストラバージンオリーブオイル FRANCISCO JOSE SANCHEZ スペイン 常温 2L ¥1,500

スタフドオリーブアンチョビ入り AGRO SEVILLA GROUP スペイン 常温 350g ¥230

ギンディージャ DEMINGO EXPORTACIONES S.L. スペイン 常温 60g ¥480

アルカパロン（ケッパーベリー） FRANCISCO JOSE SANCHEZ スペイン 常温 340g ¥500

ペピニージョ（コルニション） FRANCISCO JOSE SANCHEZ スペイン 常温 440g ¥480

極太アスパラ缶 DEMINGO EXPORTACIONES S.L. スペイン 常温 780g ¥1,380

フォアグラムース SELECTOS DE CASTILLA スペイン 常温 200g ¥770

ケソ・マンチェゴ FOMENTO QUESO MANCHEGO, S.L. スペイン 冷蔵 3.1kg ¥13,000

ハモンイベリコ（レセボ) LA PRUDENCIA S.A. (Refrigerado) スペイン 冷蔵 約9kg \3,750/kg

チョリソイベリコ LA PRUDENCIA S.A. (Refrigerado) スペイン 冷蔵 約5kg \3,000/kg

他

No.14

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）

カンターレス・ブルット・ナチューレ　【新商品】 ビニコラ・デ・カスティージャ DOラマンチャ スパークリング白 750ml 2,000円

フルート・ノブレ ソーヴィニョン・ブラン ボデガス・フランシスコ・ゴメス DOアリカンテ 辛口白 750ml 2,000円

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

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

フィンカ・ビエハ・テンプラニージョ　【新商品】 ビニコラ・デ・カスティージャ DOラマンチャ ライト赤 750ml 1,200円

ウバ・ノクトゥルナ ボデガス・エヘアナス VdTﾘﾍﾞﾗ･ﾃﾞﾙ･ｶﾞｼﾞｪｺﾞ･ｼﾝｺ･ｳﾞｨｼﾞｬｽ ミディアム赤 750ml 1,700円

パゴス・デ・アライス・クリアンサ ボデガス・パゴス・デ・アライス DOナバラ ミディアム赤 750ml 2,000円

アクリス・クリアンサ ボデガス・ムルア DOCリオハ ミディアム赤 750ml 2,100円

ムルア・レセルバ ボデガス・ムルア DOCリオハ フル赤 750ml 3,100円

マス・デ・レダ ボデガス・レダ VdTカスティージャ・イ・レオン フル赤 750ml 3,700円

他

No.15

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 ジョセップ・マサックス D.O.カバ 泡 750ｍｌ ¥2,000

アシエンダ・タルシス パゴ・デ・タルシス D.O.カバ 泡 750ｍｌ ¥2,000

コンベニエンシア フィンカ・サン・ブラス D.O.ウティエル・レケーナ 白 750ｍｌ ¥2,000

セロ・ベルシアル・ブランコ・セレクシオン シエッラ・ノルテ D.O.ウティエル・レケーナ 白 750ｍｌ ¥3,600

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 ¥4,000

ギマロ・ティント アデガス・ギマロ D.O.リベイラ・サクラ 赤 750ｍｌ ¥3,000

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

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 ¥4,500

他
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No.16

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）

シグロ　ベンティ・ウノ　レボルティオ モナスティル ナバーラ 赤 750ml ¥1,900

ビエンベビード　プルポ ビンタエ VDT バジェ・デ・サダシア 白 750ml ¥1,800

ビエンベビード　ポジョ ビンタエ VDT リベラ・デル・ケイレス 赤 750ml ¥1,800

ビエンベビード　セルド ビンタエ リオハ 赤 750ml ¥1,800

ビエンベビード　バカ ビンタエ ＶＤＴ　リベラ・デル・ケイレス 赤 750ml ¥1,800

ホワイトゲリラ　モスカテル カスティーリョ・デ・マエティエラ ＶＤＴ　バジェス・デ・サダシア 白 750ml ¥1,600

ゴロンドーナ　チャコリ　スリア ドニエネ・ゴロンドーナ チャコリ・デ・ビスカイア 白 750ml ¥2,400

ドニエネ　チャコリ　スリア ドニエネ・ゴロンドーナ チャコリ・デ・ビスカイア 白 750ml ¥3,000

フィンカ　モンクロア ゴンザレス・ビアス VDT カディス 赤 750ml ¥3,800

サラテ　カイーニョ サラテ リアス・バイシャス 赤 750ml ¥5,000

他

No.17

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

http://www.odexjapan.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ワビサンバ テルモ・ロドリゲス ルエダ 白・辛口 750ml 1,890円

ワッサノバ テルモ・ロドリゲス リオハ 赤・中口 751ml 1,890円

エレセッタ テルモ・ロドリゲス リオハ 赤・中口 752ml 1,890円

ランサガ テルモ・ロドリゲス リオハ 赤・重口 753ml 2,940円

リンデス・デ・レメリュリ レメリュリ リオハ 赤・重口 754ml 2,352円

レメリュリ・レセルバ レメリュリ リオハ 赤・重口 755ml 3,612円

他にも多数テルモワインを出展

他

No.18

株式会社 オーバーシーズ

〒155-0033　東京都世田谷区代田5-11-10

TEL：03-5779-7545　　　FAX：03-5779-7590

overseas-inc.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

カバ・プリメール　ブリュット・レゼルバ ペレ・ベントゥーラ ペネデス 発泡・白・辛口 750ml ¥1,800

カバ・プリメール　ロゼ　セミ・セック ペレ・ベントゥーラ ペネデス 発泡・ロゼ・
やや辛口 750ml ¥1,800

アラヤン・プレミアム ボデガス・アラヤン ラ・マンチャ 赤・重口 750ml ¥5,000

アラヤン・プティ・ヴェルド ボデガス・アラヤン ラ・マンチャ 赤・重口 750ml ¥3,500

アラヤン・ロザード ボデガス・アラヤン ラ・マンチャ ロゼ・辛口 750ml ¥1,800

ラ・ヴェルドサ　クーパージュ ボデガス・アラヤン ラ・マンチャ 赤・中重口 750ml ¥2,000

ラ・ヴェルドサ　ファーストワイン ボデガス・アラヤン ラ・マンチャ 赤・中重口 750ml ¥1,500

ブレソ　ブランコ ボデガス・イ・ビニェードス・メンゴーバ カステリーリャ・イ・レオン 白・辛口 750ml ¥2,200

ブレソ　ティント ボデガス・イ・ビニェードス・メンゴーバ カステリーリャ・イ・レオン 赤・中重口 750ml ¥2,200

フィノ・アンダルシア ボデガス・ナバーロ アンダルシア 白・辛口 750ml ¥1,500

他
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No.19

株式会社 オーレジャパン

〒154-0012  　東京都世田谷区中町5-11-2

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

（税抜き）

カヴァ1919　NV セレルス・デ・ラルボック アルト・ペネデス地方 泡白 750ml ¥1,590

シャルドネ・マカベオ2011 ラモン・ロケッタ カタルーニャ地方 白 750ml ¥1,640

テンプラリーニョ　2011 ラモン・ロケッタ カタルーニャ地方 赤 750ml ¥1,640

カベルネ・ソーヴィニオン　2011 ラモン・ロケッタ カタルーニャ地方 赤 750ml ¥1,640

ロケッタ・レゼルヴァ　2008 ラモン・ロケッタ カタルーニャ地方 赤 750ml ¥1,640

ザ・タパス・ワイン・コレクション・ビアンコ　2012 ブラック・ボード・ワイナリー カスティーリャ・イ・レオン地方 白 750ml ¥1,490

ザ・タパス・ワイン・コレクション・ロサード　2012 ブラック・ボード・ワイナリー ナヴァーラ地方 ロゼ 750ml ¥1,490

ザ・タパス・ワイン・コレクション・ティント　2011 ブラック・ボード・ワイナリー バレンシア地方 赤 750ml ¥1,490

ザ・タパス・ワイン・コレクション・カヴァ　NV ブラック・ボード・ワイナリー アルト・ペネデス地方 泡白 750ml ¥1,840

セイン　2010 ヴィネッセンス アリカンテ地方 赤 750ml ¥1,970

他

No.20

オリーボン トーキョー

〒135-0042　東京都江東区木場3-6-3-410

TEL：03-5620-4556　　　FAX：03-6740-7467

http://www.olivon.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格（税込）

ロルダン アロレーニャオリーブ塩漬け　(熟成タイプ) サイズ大 ロルダン アセィトゥナス マラガ ガラス瓶 450g ¥2,300

ロルダン アロレーニャオリーブ塩漬け　(熟成タイプ) サイズミニ ロルダン アセィトゥナス マラガ ガラス瓶 140g ¥1,000

ロルダン アロレーニャエキストラバージンオイル　 ロルダン アセィトゥナス マラガ ガラス瓶 250ml ¥1,500

他

No.21

有限会社 カツミ商会

〒231-0005 横浜市中区本町2-15

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（税抜き）

ドン・ポティエール・ブリュット・ナチュレ ゴンザレス・ビアス ペネデス 泡 750ml ¥1,700

ドン・ポティエール・ロゼ ゴンザレス・ビアス ペネデス 泡 750ml ¥1,700

フェンテ・デル・リトモ・ブランコ・アイレン チェントロ・エスパニョーラス ラ・マンチャ 白 750ml ¥1,000

ロス・モンテロス・ブランコ ムールヴィエドロ バレンシア 白 750ml ¥1,400

テレサ・アイレン・オーガニック ＥＨＤ カスティーヤ・ラ・マンチャ 白 750ml ¥1,500

ヴェガス・３・ブランコ アベリーノ・ヴェガス カスティーヤ・イ・レオン 白 750ml ¥1,800

コメンヘ・ヴェルデホ コメンヘ ルエダ 白 750ml ¥2,000

ヴェガ・ロス・ザルザレス・ロゼ アベリーノ・ヴェガス シガレス ロゼ 750ml ¥1,500

マカテラ・ロザート・セミドルチェ・オーガニック ＥＨＤ カスティーヤ・ラ・マンチャ ロゼ 750ml ¥1,500

フェンテ・デル・リトモ・ティント・テンプラニーリョ チェントロ・エスパニョーラス ラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,000

他
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No.22

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

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

カニータス　チョリソ エスプーニャ カタルーニャ サラミ 27g/pc x 18pc x 15ケース オープン価格

ピコス メンデス アンダルシア クラッカー 180g/pc x 14pc オープン価格

ケソ・アル・ロメロ ピコネロ カスティーリャ・ラ・マンチャ チーズ 約1kg/pc オープン価格

他

No.23

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）

ハモンイベリコ・ベジョータ44ヶ月熟成 フビレス トレベレス 約8ｋｇ前後 約80000円前後

ハモンセラーノプレミアム40ヶ月熟成 カサルバ ブルゴス 約10kg前後 約45000円前後

チョリソイベリコ　ベジョータ カサルバ ブルゴス 約1.5ｋｇ前後 約9500円前後

サルシチョンイベリコ　ベジョータ カサルバ ブルゴス 約1.5ｋｇ前後 約9500円前後

ラ　ヴィーニャ　デ　アンドレス　ロメオ 2008 ボデガ　コンタドール D.O. Ca リオハ 赤 750ｍｌ ¥18,800

プレディカドール　ティント　2008 ボデガ　コンタドール D.O. Ca リオハ 赤 750ｍｌ ¥4,200

プレディカドール　ブランコ　2010 ボデガ　コンタドール D.O. Ca リオハ 白 750ｍｌ ¥4,200

マシソ　2009 ボデガ　コンタドール D.O カタルーニャ 白 750ｍｌ ¥3,900

マシス　2011 ボデガ　コンタドール D.O カタルーニャ 白 750ｍｌ ¥2,800

他

No.24

株式会社 コトブキコーポ

〒183-0011　東京都府中市白糸台1-17-6

TEL：042-334-2651     FAX：042-334-2652

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アルスア　ウジョア ケセリアス　バマ ガリシア 牛乳 1kg オープン価格

トウス　ブランコ (白カビタイプ） トロセソルト カタルーニャ 牛乳 0.5kg オープン価格

ロンカル ロンカラクトゥＳ．Ａ． ナバラ 羊乳 3kg オープン価格

ブエナルバ コンソルシオ ラマンチャ 羊乳 1kg / 3kg オープン価格

ラ　セレナ コンソルシオ エストレマドゥーラ 羊乳 1kg オープン価格

ルーロ　デ　カブラ　（白カビタイプ） コルクエラ ラマンチャ 山羊乳 0.6 / 1.2kg オープン価格

ドン　マリアノ シエラドＳ．Ｌ． エストレマドゥーラ 山羊乳 1kg オープン価格

モンテ　エネブロ ケセリアス　デル　ティエタール アリバ 山羊乳 1.3kg オープン価格

パランカレス（３種混乳タイプ） パランカレス　アリメンタシオン ムルシア 牛・羊・山羊乳 3kg オープン価格

ペラル　青カビ ラ・ペラル アストリアス 牛乳 0.4kg / 1kg オープン価格

他
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No.25

株式会社 駒形前川

〒111‐0043　東京都台東区駒形2－7－5　1階

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）

ボバル ドミニオ　デラ　ベガ D,Oウティエルレケナ（バレンシア） 赤 750ml ¥1,600

ソーヴィニョン　ブラン ドミニオ　デラ　ベガ D,Oウティエルレケナ（バレンシア） 白 750ml ¥1,700

カバ　イディリクム　ブリュット ドミニオ　デラ　ベガ D,Oカバ　（バレンシア） スパークリング／白 750ml ¥1,600

カバ　ブリュット　ロサード ドミニオ　デラ　ベガ D,Oカバ　（バレンシア） スパークリング／ロゼ 750ml ¥1,800

ヴィーニャ　ドカンポ ボデーガス　ドカンポ D,Oリベイロ（ガリシア） 白 750ml ¥1,980

ビアンカ ボデーガス　ニロ D,Oルエダ（カスティージャイレオン） 白 750ml ¥2,000

ヴィーニャ　ドカンポ　メンシア ボデーガス　ドカンポ D,Oリベイロ（ガリシア） 赤 750ml ¥2,200

カステージョ　アンティグオ　レセルバ ボデーガス　サンプルデンシア D,O,Cリオハ（リオハ） 赤 750ml ¥2,200

デュルセ ドミニオ　デラ　ベガ D,Oウティエルレケナ（バレンシア） アイスワイン/白 375ｍｌ ¥2,350

ヴィーニャ　プエブラ　セレクション ボデーガス　トリビオ D,Oリベラデルグアディアナ（エクストレマデュ－ラ） 赤 750ml ¥2,450

他

No.26

株式会社サス ZAS CO.LTD.

〒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://shop.spainclub.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

メスキータ・ビール（赤ビール） セルベサ・アルハンブラ コルドバ ビール 330ml ¥400

ランソス・ブランコ アルバレス･イ･ディエス カスティーリャ・イ・レオン地方 白 750ml ¥1,200

トゥロウペ・ブランコ マル・デ・エンベロ リアス・バイシャス 白 750ml ¥2,500

ランソス・ティント アルバレス･イ･ディエス カスティーリャ・イ・レオン地方 赤 750ml ¥1,200

ロス・コンデス・ティント ロケタ・オリヘン カタルーニャ 赤 750ml ¥1,200

ヴァル・デ・ロス・フライレス・ティント・ホーヴェン ボデガ・ヴァル・デ・ロス・フライレス シガレス 赤 750ml ¥1,500

ヴァルモロ アルヴァレス・イ・ディエス トロ 赤 750ml ¥2,500

バルバスール・ティント ウエルタ・デ・アルバラ VTカディス 赤 750ml オープン価格

ハモン・セラーノ・グラン・レセルバ　モラト Embutidos Morato, S.L. エストレマドゥーラ 生ハム 約8kg オープン価格

ケソ・テティージャ QUORUM INTERNACIONAL ガリシア チーズ 約800ｇ オープン価格

他

No.27

サッポロビール 株式会社

〒150-8522 　東京都渋谷区恵比寿4-20-1

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.28

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 750ml 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 750ml 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 750ml 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 750ml 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 750ml 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 750ml 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 750ml 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 750ml 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 750ml 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 750ml ｶﾀﾛｸﾞ価格（2,900円）

他

No.29

スタークルー 有限会社

〒155-0033　東京都世田谷区代田4-9-19

TEL：03-5553-1330　　　FAX： 03-5533-1337

www.starcrew.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ミニワッフルコーン　（プレーン味） Masdeu Especalitats Puigdálber, Barcelona ４５個 ¥2,700

ミニワッフルコーン　（味付き） Masdeu Especalitats Puigdálber, Barcelona ４５個 ¥2,900

マカロン（皮のみ） Masdeu Especalitats Puigdálber, Barcelona ３０枚 ¥900

チューリップ型ワッフルコーン（プレーン味） Masdeu Especalitats Puigdálber, Barcelona ６枚 ¥780

チューリップ型ワッフルコーン（チョコレート味） Masdeu Especalitats Puigdálber, Barcelona ６枚 ¥945

トリュフ風アーモンド入りチョコレート Masdeu Especalitats Puigdálber, Barcelona １５０グラム ¥450

他

No.30

株式会社 スマイル

〒175-0094　東京都板橋区成増1丁目30番13号 サンリッツ三井生命ビル8階

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. D.O. カバ 白/辛口 750ML ¥1,417

ナダル　カバ　ブリュット ナディコムSL D.O. カバ 白/辛口 750ML ¥1,942

アナリヴィア　ソーヴィニヨンブラン パゴス・デル・レイ D.O. ルエダ 白/辛口 750ML ¥1,417

アナリヴィア　ヴェルデホ パゴス・デル・レイ D.O. ルエダ 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 D.O. バルデペーニャス 赤 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 D.O. バルデペーニャス 赤 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 D.O. バルデペーニャス 赤 750ML ¥2,940

エル・シルクロ パゴス・デル・レイ D.O. リオハ 赤 750ML ¥1,207

バルデシル バルデシル D.O. バルデオラス 白/辛口 750ML ¥2,100

ペサス・ダ・ポルテーラ バルデシル D.O. バルデオラス 白/辛口 750ML ¥3,990

他
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No.31

株式会社 仙石

〒640-8145　和歌山県和歌山市岡山丁83

TEL：073-421-8885　　　FAX：073-421-8887

www.biancorosso.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

エメンディス・カバ・グランレセルバ　ブリュット・ナトゥーレ　ＮＶ エメンディス ペネデス 泡 750ｍｌ ¥3,200

イムム・カバ・レセルバ　ＮＶ エメンディス ペネデス 泡 750ｍｌ ¥2,000

ロレ・デ・オスタトゥ　2009 オスタトゥ リオハ 白 750ｍｌ ¥3,500

オスタトゥ・ロゼ　2012 オスタトゥ リオハ ロゼ 750ｍｌ ¥1,700

マルケス・デ・アルビサ　レセルバ　2006 マルケス・デ・アルビサ リオハ 赤 750ｍｌ ¥4,000

マルケス・デ・アルビサ　クリアンサ　2008 マルケス・デ・アルビサ リオハ 赤 750ｍｌ ¥2,800

アウディウス　テンプラニーリョ　2012 マルケス・デ・アルビサ リオハ 赤 750ｍｌ ¥1,700

テイラ　Ｘ　2011 ヌマエル　フォルミーゴ リベイロ 白 750ｍｌ ¥3,000

フィンカ・ティラ　2012 ヌマエル　フォルミーゴ リベイロ 白 750ｍｌ ¥2,300

フォルミーゴ　2012 ヌマエル　フォルミーゴ リベイロ 白 750ｍｌ ¥1,500

他

No.32

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

ファルセット・ネグレ　2012 ファルセット　マルサ モンサン 赤 750ml オープン価格

クロス・デ・タファル　2011 クロス　バランゲ プリオラート 赤 750ml ¥2,500

ＭＩＮ（ミン）　プリオラート　2011 クロス　バランゲ プリオラート 赤 750ml ¥2,800

クロス・バランゲ・セレクシオン　2008 クロス　バランゲ プリオラート 赤 750ml ¥4,500

他

No.33

株式会社 Sol y Sombra

〒104-0043　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

（税抜き）

トレロンガレス・ティント・シラー コビンカ D.O.カリニェナ 赤 750ml ¥1,200

マンガ・デル・ブルーホ エル・エスコセス・ボランテ D.O.カラタユ 赤 750ml ¥2,200

テンペラメント ボデガ・シエラ・ノルテ D.O.ウティエル‐レケナ 赤 750ml ¥2,600

マルトゥエ ボデガス・マルトゥエ・ラ・グアルディア V.P.カンポ・デ・ラ・グアルディア 赤 750ml ¥2,700

ライムン12ヶ月 ボデガス・シンフォリアーノ・バケーロ V.T.カスティーリャ・イ・レオン　シガレス 赤 750ml ¥3,000

オ・ロンカル・ゴデージョ キンタ・ド・ブブレ D.O.モンテレイ 白 750ml ¥2,100

イルスタ・チャコリーナ ボデガ・イルスタ D.O.ゲタリアコ・チャコリーナ 白 750ml ¥2,600

アルベアール・フィノ アルベアール D.O.モンティージャ‐モリレス 白 750ml ¥2,400

マル・デ・フラデス・ブルット・ナトゥーレ マル・デ・フラデス D.O.リアス・バイシャス 白泡 750ml ¥4,500

レカレド・ブルット・ナトゥーレ レカレド・マタ・カサノヴァス D.O.カバ　　ペネデス 白泡 750ml ¥4,800

他
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No.34

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.35

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）

☆クロポンワイナリー、ワインマネージャーのミゲル・ピコ氏来場します。

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　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　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

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

アロニア　レッド　ワイン　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 参考商品

他

No.36

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

（税込）

セニョリオ・デ・サリア　クリアンサ ボデガ・デ・サリア ナバーラ 辛口 750ml ¥1,600

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 ¥1,600

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 ¥1,300

クリン　ロハ　カベルネ・ソーヴィニヨン ロケッタ　オリヘン カスティージャ 辛口 750ml ¥1,300

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

リアラン　ティント カサール・デ・ブルビア ビエルソ 辛口 750ml ¥2,200

メサチェ　ティント ボデガ・ピリネオス ソモンターノ 辛口 750ml ¥1,750

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　ﾍﾟｯﾄボトル ¥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 ¥1,080

他
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No.37

日本酒類販売 株式会社

〒104-8254　東京都中央区新川一丁目25番4号

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

（税抜き）

ラベントス　レゼルバ　ブリュット　2009 ラベントス・イ・ブラン ペネデス 辛口 750ｍｌ ¥2,580

ラベントス　ロゼ　デ・ニート　2010 ラベントス・イ・ブラン ペネデス 辛口 750ｍｌ ¥3,040

カンポス・デ・スエーニョス　2012 ビネルヒア ルエダ 辛口 750ｍｌ
オープン価格

（参考価格1,230円）

カンポス・デ・リスカ　2011 ビネルヒア フイーリャ ミディアム 750ｍｌ
オープン価格

（参考価格1,230円）

オファルム　2011 コーペラティバ・ビティビニコラ・アロウサナＳＣＧリアス・バイシャス 辛口 750ｍｌ
オープン価格

（参考価格2,160円）

パコ・イ・ロラ　2011 コーペラティバ・ビティビニコラ・アロウサナＳＣＧリアス・バイシャス 辛口 750ｍｌ
オープン価格

（参考価格2,980円）

ヴィニャ・ポマール・クリアンサ・センテナリオ　2009 ボデガス・ビルバイナス リオハ ミディアム 750ｍｌ
オープン価格

（参考価格1,700円）

バルタザール・グラシアン・テンプラニーリョ　2008 ボデガス・サンアレハンドロ カラタユド ミディアム 750ｍｌ
オープン価格

（参考価格2,040円）

バルタザール・グラシアン・クリアンサ　2008 ボデガス・サンアレハンドロ カラタユド ミディアム 750ｍｌ
オープン価格

（参考価格2,150円）

アロンソ・デル・イエロ　2009 アロンソ・デル・イエロ リベラ・デル・デュエロ フルボディ 750ｍｌ
オープン価格

（参考価格4,480円）

他

No.38

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

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 （ウ・メス・ウ・ファン・トレス） カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥2,200

ブルット・ロゼ　レセルバ 1+1=3 （ウ・メス・ウ・ファン・トレス） カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥2,300

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 ¥2,300

ドベーラ ドベーラ エスプモーソ・ロサード（ペネデス） スパークリング 750ml ¥1,900

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

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

ロバーガ 2010 ビニコラ・デル・プリオラット プリオラート 赤 750ml ¥2,200

他

No.39

株式会社 ハイドラインターナショナル 

〒166－0004　東京都杉並区阿佐谷南３丁目３７番１号

TEL：03-6276-9406　　　FAX：03-6276-9407

http://www.hydrainternational.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ペイケ・ロサド   ボデガス・ペイケ ビエルソ ロゼ 750ml ¥2,100

パレラダ・マルティ・カヴァ  セラール・J.M.フェレット バルセローナア スパクリングワイン 750ml ¥2,100

アノランザ・ソーヴィニョン・ブラン ボデガス・ロサノ ラマンチャ 白ワイン 750ml ¥1,350

ペイケ・ゴデジョ ボデガス・ペイケ ビエルソ 白ワイン 750ml ¥2,600

ナダル・チャレロ ナダル。デ・ラ・ボアデラ ペネデス 白ワイン 750ml ¥2,000

アノランザ・テンプラニーニョ ボデガス・ロサノ ラマンチャ 赤ワイン・ミディム 750ml ¥1,350

ペイケ・ティント・メンシア ボデガス・ペイケ ビエルソ 赤ワイン・ミディム 750ml ¥1,900

モンテヴァンノ・クリアンザ ボデガス・モンテヴァンノ リベラデルデュエロ 赤ワイン・フル 750ml ¥2,750

ペイケ・ラモンヴァレ ボデガス・ペイケ ビエルソ 赤ワイン・フル 750ml ¥3,000

カラセド ボデガス・アバド ビエルソ 赤ワイン・フル 750ml ¥7,050

他
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No.40

株式会社 パナバック

〒560-0082　大阪府豊中市新千里東町1-2-4　信用保証ビル6階

TEL：06-6836-0123　　　FAX：06-6836-0124

http://www.panavac.com/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ヴィーニャ　コステイラ Vitinicola del Ribeiro スペイン・ガリシア 白 750ml オープン

パソ　ブランコ Vitinicola del Ribeiro スペイン・ガリシア 白 750ml オープン

レヒーナ　ヴィアルム Bodegas & Vinedos de Altura スペイン・ガリシア 赤 750ml オープン

インヴィノ　ヴェリタス　赤 ディスマルク スペイン 赤 750ml オープン

インヴィノ　ヴェリタス　白 ディスマルク スペイン 白 750ml オープン

ローハ　ベージャ ボデガス　サン・ヴァレロ スペイン アラゴン州・カリニェーナ 赤 750ml オープン

他

No.41

有限会社 BRｰM

〒108-0072　東京都港区白金3-3-23

TEL：090-5752-5484　　　FAX：03-5413-3101

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

オシアン オシアン　ビデス　イ　ビノス カスティージャ　イ　レオン 白 750ml ¥6,000

セニョリオデルビオスコンタードドテアブランコ ボデガス　コト　レドンド リアス　バイシャス 白 750ml ¥3,200

カンフェイシャス　ネグレトラディシオ ウゲッ　デ　カンフェイシャス ペネデス 赤 750ml ¥2,800

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

ビジュエラ　セレクション ボデガス　ビジュエラ リベラ　デルドｳエロ 赤 750ml ¥5,400

バロネス　レセルバ　テンプラニージョ1998 ボデガ　サンタリタ ラマンチャ 赤 750ml ¥3,000

ベリーナ ベルナベ　ナバーロ アリカンテ 赤 750ml ¥2,400

ベリーナ　セレクション ベルナベ　ナバーロ アリカンテ 赤 750ml ¥4,800

ランブルズ　ドｳルセ ベルナベ　ナバーロ アリカンテ 赤、甘口 750ml ¥3,000

他

No.42

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12階

TEL：045-222-8875　

http://www.firadis.co.jp/home/

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・ブリュット・レゼルバ サバルテス カヴァ 白泡 750ml ¥1,900

ヴィーニャ・アラリア ルナ・ベベリデ ビエルソ 白 750ml ¥1,850

モスカテル ファンヒル フミーリャ 白 750ml ¥1,950

テンペスタード・ゴデーリョ アバニコ バルデオラス 白 750ml ¥2,300

リオハ・ソトマジョール ドメコ・デ・ハラウタ リオハ 赤 750ml ¥2,000

トレセ・カンタロス・ニコラス セサール・プリンシペ シガレス 赤 750ml ¥2,200

ヴィリャカンパ・デル・マルケス セパス・イ・ボデガス リベラ・デル・ドュエロ 赤 750ml ¥2,300

エテルヌム・ヴィティ アバニコ トロ 赤 750ml ¥2,400

フィンカ・ラ・クエスタ ルナ・ベベリデ ビエルソ 赤 750ml ¥2,500

ドス ラファエル・カンブラ バレンシア 赤 750ml ¥2,300

他
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No.43

株式会社 パラジャパン

〒222-0033　横浜市港北区新横浜3-7-3-7F

TEL：045-477-2881　　　FAX：045-477-2882

http://www.parajapan-wine.com

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 2009 ボデガス・トビア リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,900

ダイモン・ブランコ 2010 ボデガス・トビア リオハ 白/辛口 750ml ¥1,900

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

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

マラヴィーダ 2012 ボデーガス・アラエス バレンシア 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,400

アドス・シラー 2009 ボデーガス・アラエス バレンシア 赤/フルボディ 750ml ¥2,400

アドス・ヴェルディル 2012 ボデーガス・アラエス バレンシア 白/辛口 750ml ¥1,800

ラガーレス 2010 ボデーガス・アラエス バレンシア 赤/フルボディ 750ml ¥2,400

マリエッタ 2011 マルティン・コダックス リアスバイシャス 白/やや甘口 750ml ¥1,500

マラ 2012 アルマ・アトランティカ モンテレイ 白/辛口 750ml ¥1,800

他

No.44

プロスタイルデザイン 株式会社

〒107-0062  港区南青山7-10-7 1F 

TEL：03-5774-8288　　　FAX： 03-5774-8289

 vichycatalan.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

Vichy Catalan 250ml(ヴィッチーカタラン） GRUPO VICHY CATALAN カルデス・デ･マラベーリャ お水 250ml ¥390

Vichy Catalan 500ml GRUPO VICHY CATALAN カルデス・デ･マラベーリャ お水 500ml ¥490

Vichy Catalan 1000ml GRUPO VICHY CATALAN カルデス・デ･マラベーリャ お水 1000ml ¥790

Vichy Catalan Can 330ml GRUPO VICHY CATALAN カルデス・デ･マラベーリャ お水 330ml 未定

Vichy Catalan Can LEMON 330ml GRUPO VICHY CATALAN カルデス・デ･マラベーリャ お水 330ml 未定

Font d'Or Glass 500ml （フォンドール） GRUPO VICHY CATALAN サン・イラリ･サカルム お水 500ml ¥250

Font d'Or Pet 500ml GRUPO VICHY CATALAN サン・イラリ･サカルム お水 500ml ¥150

Font d'Or Pet 1500ml GRUPO VICHY CATALAN サン・イラリ･サカルム お水 1500ml ¥350

他

No.45

ボニリジャパン 株式会社

〒662-0047　兵庫県西宮市寿町4-32

TEL：0798-39-1700　　　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 ロゼ　ピノノワール　ブリュット　レゼルバ カナルス&ムンネ カバ 泡/ロゼ/辛口 750ml ¥3,000

モモ　ブランコ　2011 サンチェス・ロマテ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,500

テラス・ガウダ　オ・ロサル　2011 ボデガス・テラス・ガウダ リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥3,000

カピトル　ティント 2012 ヴァンズ・パドロ タラゴナ 赤/ﾗｲﾄﾎﾞﾃﾞｨ 750ml ¥1,500

ミロス ティント 2009 ボデガス・ペナフィエル リベラ・デル・デュエロ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,000

カピトル　クリアンサ　2010 ヴァンズ・パドロ タラゴナ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,600

ヴァルソティーリョ　クリアンサ　2008 ボデガス・イスマエル・アローヨ リベラ・デル・デュエロ 赤/フルボディ 750ml ¥3,800

ロマテ　マリスメノ　フィノ　シェリー サンチェス・ロマテ へレス 750ml ¥3,000

マナカス　ラム　エキストラ　アネホ サンチェス・ロマテ へレス 700ml ¥4,000

他
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No.46

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 グラン・キュヴェ ジョセップ・ヴァイス ロジャーグラート D.O.カヴァ（ぺネデス） 泡/白/辛口 750ｍｌ ¥3,100

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 D.O.Ca.リオハ 赤/フルボディ 750ｍｌ ¥2,000

サルモス プリオラート トーレス D.O.Ca.プリオラート 赤/フルボディ 750ｍｌ ¥4,100

ミルマンダ シャルドネ トーレス D.O.コンカ・デ・バルベラ 白/辛口 750ｍｌ ¥5,500

マス・ボラス ピノ・ノワール トーレス D.O.ペネデス 赤/フルボディ 750ｍｌ ¥5,500

マス・ラ・プラナ カベルネ・ソーヴィニヨン トーレス D.O.ペネデス 赤/フルボディ 750ｍｌ ¥5,500

ジャン・レオン 3055 メルロー プティ・ヴェルド ジャン・レオン D.O.ペネデス 赤/ミディアムボディ 750ｍｌ ¥2,100

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 D.O.ペネデス 赤/フルボディ 750ｍｌ ¥3,600

エレスマ ヴェルデホ フェルメンタド・エン・バリカ ボデガ・ラ・ソテラーニャ D.O.ルエダ 白/辛口 750ｍｌ ¥3,500

ヴァルデエルモソ ホーベン ヴァルデリス D.O.リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアムボディ 750ｍｌ ¥1,540

他

No.47

ミリオン商事 株式会社

〒135-0016 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

（税抜き）

カバフェレ・エスぺシアル カバス　フェレ カバ 泡 750ml ¥1,800

モンハルディン　シャルドネレセルバ カスティーリョ・デ・モンハルディン ナバーラ 白 750ml ¥2,800

モンハルディン　デージョ・メルロー カスティーリョ・デ・モンハルディン ナバーラ 赤 750ml ¥2,800

モンハルディン　ロスカラソーレス　レセルバ カスティーリョ・デ・モンハルディン ナバーラ 赤 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

オサ ボデガス　マノ・ア・マノ VＴカスティーリャ 赤 750ml ¥2,800

オサ　シラー ボデガス　マノ・ア・マノ VＴカスティーリャ 赤 750ml ¥2,800

アタラヤスデゴルバン　クリアンサ ドミニオデアタウタ リベラデルドゥエロ 赤 750ml ¥2,400

パラダ　デ　アタウタ ドミニオデアタウタ リベラデルドゥエロ 赤 750ml ¥3,000

ドミニオ　デ　アタウタ ドミニオデアタウタ リベラデルドゥエロ 赤 750ml ¥4,500

他

No.48

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

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）　boquerones en vinagre SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 285ｇ 1200円

ボケロネス（プレーン）　boquerones en vinagre SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 380ｇ 1590円

ボケロネス（プレーン）　boquerones en vinagre SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 570ｇ 2490円

ボケロネス（ガーリック）boquerones al ajillo SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 120ｇ 590円

ボケロネス（ガーリック）boquerones al ajillo SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 285ｇ 1200円

ボケロネス　（レモン）  boquerones al limon SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 280ｇ 1200円

アンチョビ　anchoas en aceite SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 70ｇ 450円

アンチョビ　anchoas en aceite SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 100ｇ 570円

アンチョビ　anchoas en aceite SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 420ｇ 2570円

アンチョビ　anchoas en aceite SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 800ｇ 4560円

他
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「スペインワイン＆フード商談会　2013」
10月8日（火）　八芳園　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.49

ユニオンリカーズ 株式会社

〒100-0013　東京都千代田霞が関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

フィンカ・ラ・ソラナ ボデガス・ルソン D.O.フミーリャ 赤 750ml ¥1,200

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

ラモン・ビルバオ・クリアンサ ラモン・ビルバオ D.O. リオハ 赤 750ml ¥2,100

他

No.50

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

エストレーリャ・ガリシア　0,0 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 ノンアルコールビール 250ml 
オープン価格

参考上代 \189

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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