
※ブース番号順

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1F

TEL：045-212-5588　FAX：045-212-5568

URL： 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）

ヴァルフォルモサ・クラシック・ブリュット ヴァルフォルモサ DOカバ 泡 750ml ¥1,800

ヴァルフォルモサ・クラシック・ブリュット・ナチュレ ヴァルフォルモサ DOカバ 泡 750ml ¥2,000

ヴァルモルモサ・クラシック・セミセコ ヴァルフォルモサ DOカバ 泡 750ml ¥2,000

ヴァルフォルモサ・クラシック・ブリュット・ロゼ ヴァルフォルモサ DOカバ 泡 750ml ¥2,000

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・ソラネラ ボデガス・カスターニョ DOイエクラ 赤 750ml ¥2,500

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

フィンカ・エンゲラ・ヴェルディル ボデガス・フィンカ・エンゲラ DOバレンシア 白 750ml ¥1,500

フィンカ・エンゲラ・テンプラニーリョ ボデガス・フィンカ・エンゲラ DOバレンシア 赤 750ml ¥1,500

フィンカ・エンゲラ・キュベ・タカ ボデガス・フィンカ・エンゲラ DOバレンシア 赤 750ml ¥1,600

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：03-5640-2538

URL： www.asahigrant.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ハモン・イベリコ・ベジョータ アドミラシオン（骨付き・ボンレス） 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・ベジョータ（骨付き・ボンレス） 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　イベリコ　スライス　200ｇ BLAZQUEZ（ブラスケス） スペイン・サラマンカ 24ヶ月熟成 200g 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・約6kg オープン価格

ハモン　セラーノ　スライス ＣＡＭＰＯＤＵＬＣＥ（カンポドゥルセ） スペイン・サラゴサ 8ヶ月熟成 500g 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

イベリコ　チョリソ MAFRESA（マフレサ） スペイン・サラマンカ サラミ 250g オープン価格

イベリコ　サルシチョン MAFRESA（マフレサ） スペイン・サラマンカ サラミ 250g オープン価格

他

No.3
アサヒビール株式会社
〒130-8602 東京都墨田区吾妻橋1-23-1

TEL：03-5608-5251　FAX：03-5608-5342

URL： http://www.asahibeer.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

コト・デ・イマズ・グラン・レセルヴァ エル・コト スペイン・リオハ 赤・フルボディ 750ml ¥3,470

コト・デ・イマズ・レセルヴァ エル・コト スペイン・リオハ 赤・フルボディ 750ml ¥2,900

エル・コト・クリアンサ エル・コト スペイン・リオハ 赤・ミディアムボディ 750ml ¥1,700

エル・コト・ティント エル・コト スペイン・リオハ 赤・ミディアムボディ 750ml ¥1,360

エル・コト・ブランコ エル・コト スペイン・リオハ 白・辛口 750ml ¥1,360

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 スペイン・バレンシア 白・辛口 750ml ¥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 スペイン・バレンシア 白・中甘口 750ml ¥1,450

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 スペイン・バルデペーニャス 赤・フルボディ 750ml ¥2,750

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 スペイン・バルデペーニャス 赤・フルボディ 750ml ¥1,700

ヴィニャ・アルバリ・レセルヴァ フェリックス・ソリス スペイン・バルデペーニャス 赤・フルボディ 750ml ¥1,100

他

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
7月13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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接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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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
7月13日（月）　ソラリア西鉄ホテル　出展アイテムリスト
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No.4
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

URL： http://azumacorp.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ヴェルデホ　フリザンテ ヴァル・サンソ カスティーリャ　イ　レオン 泡 750ml ¥1,500

フリザンテ　ティント ヴァル・サンソ カスティーリャ　イ　レオン 泡 750ml ¥1,500

ヴィーニャ　サンソ　ヴェルデホ ヴァル・サンソ ルエダ 白 750ml ¥1,980

ヴァルサンソ　ソーヴレリアス ヴァル・サンソ ルエダ 白 750ml ¥2,980

ティーサンソ　テンプラニーリョ ヴァル・サンソ カスティーリャ　イ　レオン 赤 750ml ¥1,750

ゼゼン・ロザード ボデガス・ゼゼン ナヴァーラ ロゼ 750ml ¥1,540

ゼゼン・ティント ボデガス・ゼゼン ナヴァーラ 赤 750ml ¥1,540

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 ペネデス 泡 750ml ¥1,580

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 ペネデス 泡 750ml ¥1,980

イェマヌエヴァ　アイレン ボデガス　ラ　テルシア ラマンチャ 白 750ml ¥1,590

他

No.5
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

URL： 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

（税抜）

マンゴージャム サボエデマンゴー マラガ 瓶 260g 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 瓶 1ℓ 500ml 50ml オープン価格

アンチョビ フレド カンタブリア 缶 50g　85g オープン価格

魚貝缶詰、野菜缶詰 ＣＵＣＡ　ポルトムイニョス ガリシア 缶 50g～120g オープン価格

ガルム（魚醤） エフマフエロ へレス 瓶 100ml オープン価格

アーモンド、干し葡萄、干しイチジク ｆｄｓ アンダルシア 袋 1kg～3kg オープン価格

ジャム類 ｆｄｓ アンダルシア 瓶 130g～250g オープン価格

ペドロヒメネスビネガー ソース エフマフエロ へレス 瓶 250ml 350ml オープン価格

フロルデサル　塩 バレリーデス マヨルカ 缶 150g オープン価格

ニンニクピクルス ｆｄｓ アンダルシア 瓶 410g オープン価格

他

No.6
株式会社アヴァンス
〒142-0063 東京都品川区荏原1-8-8

TEL：03-5788-2788　FAX：03-6273-1631

URL： http://avance-sa.com/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ナチュラルミネラルウォーター サンタニオル アグア　デ　サンタニオル カタルーニャ州 ナチュラル 1,000ml ¥450

ナチュラルミネラルウォーター サンタニオル アグア　デ　サンタニオル カタルーニャ州 ナチュラル 500ml ¥260

ナチュラルミネラルウォーター サンタニオル アグア　デ　サンタニオル カタルーニャ州 スパークリング 500ml ¥260

ナチュラルミネラルウォーター サンタニオル アグア　デ　サンタニオル カタルーニャ州 ソフトスパークリング 500ml ¥260

ナチュラルミネラルウォーター サンタニオル アグア　デ　サンタニオル カタルーニャ州 ナチュラル 250ml ¥150

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
7月13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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

No.7
株式会社アルカン
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6

TEL：03-3664-6591　FAX：03-3664-6599

URL： http://www.arcane-jp.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

クリアンサ　ヴァンディミア・セレクシオナーダ マルケス・デ・カセレス リオハ 赤 750ml ¥2,200

クリアンサ　“キュヴェ・エスペシアル” マルケス・デ・カセレス リオハ 赤 750ml ¥2,400

グラン・レセルバ マルケス・デ・カセレス リオハ 赤 750ml ¥5,000

ブランコ マルケス・デ・カセレス リオハ 白 750ml ¥1,600

“アンテア”　バレル・フェルメンテッド マルケス・デ・カセレス リオハ 白 750ml ¥2,200

“デウサ・ナイ”　アルバリーニョ マルケス・デ・カセレス リアス・バイシャス 白 750ml ¥2,300

ヴェルム・ロブレ ヴェルム ラ・マンチャ 赤 750ml ¥2,200

ヴェルム・ブランコ ヴェルム ラ・マンチャ 白 750ml ¥2,200

アグアルディエンテ　テンプラニーリョ・ロブレ ヴェルム ラ・マンチャ ブランデー 350ml ¥3,500

カバ　ブリュット・リザーヴ アグリコラ・ディボン カタルーニャ 白泡 750ml ¥1,500

他

No.8
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

URL： http://www.iidawine.com/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

スマロッカ　カバ　ブリュット　レセルバ スマロッカ ＤＯカバ 白泡/辛口 750ml ¥1,800

アス　ラサス　バル　ド　ソセゴ　アルバリーニョ ボデガス　アス　ラサス ＤＯリアスバイシャス 白/辛口 750ml ¥2,200

アルタビン　ビティクルトール　イレルカボニア アルタビン　ビティクルトール ＤＯテラ　アルタ 白/辛口 750ml ¥2,200

フィンカ　オス　コバトス　メンシア アデガス　パソ　ダス　タピアス ＤＯモンテレイ 赤/ミディアム 750ml ¥1,700

ビーニャ　サンタ　マリーナ　エクウス ビーニャ　サンタ　マリーナ ＶｄＴエストレ マドゥーラ 赤/ミディアム 750ml ¥1,600

モナステリオ　デ　ラス　ビーニャス　レセルバ グランデ ビニョス イ ビニェードス ＤＯカリニエナ 赤/ミディアム 750ml ¥2,000

ネオ　クレタ　ロブレ ボデガス イ ビニェードス ネオ ＤＯリベラ デル ドゥエロ 赤/ミディアム 750ml ¥2,100

パラシオ　ケマド　ロス　アシラテス パラシオ　ケマド DOリベラデルグアディアーナ 赤/ミディアムフル 750ml ¥3,000

ドミニオ　ド　ビベイ　ララーマ ドミニオ　ド　ビベイ ＤＯリベイラ　サクラ 赤/ミディアムフル 750ml ¥4,500

アルベアル　フィノ　ラ　スルタナ アルベアル ＤＯモンティーリャ　モリレス 白/辛口 750ml ¥1,300

他

No.9
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

URL： http://www.inaba-wine.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

カバ　ブルット カステルロッチ ペネデス 白（辛口） 750ml ¥2,400

オルキデア　シュール　リ ボデガ　イヌリエータ ナバラ 白（辛口） 750ml ¥1,500

アルバリン　ブランコ パルデバジェス ティエラデレオン 白（辛口） 750ml ¥2,000

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（辛口） 750ml ¥2,500

ガバルダ　ウノ ボデガス　ガバルダ カリニェナ 赤（ミディアムボディ） 750ml ¥1,200

ロス　ピノス　バリッカ ロス　ピノス バレンシア 赤（フルボディ） 750ml ¥1,600

カサ　カスティーリョ　レセルバ プロピエダド ビティコラ カサ カスティーリョ フミーリャ 赤（フルボディ） 750ml ¥2,400

オノロ　ベラ ボデガス　アテカ カラタユド 赤（フルボディ） 750ml ¥1,600

エントゥレスエロ　テンプラニーリョ ボデガス　トリデンテ（トリトン） ティエラデレオン 赤（フルボディ） 750ml ¥2,100

マ　デ　カン　ブラウ ビニェス　デン　ガブリエル モンサン 赤（フルボディ） 750ml ¥7,000

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
7月13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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

No.10
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

URL： http//www.iberiatrading.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ハモン・イベリコ・レセーボ La Prudencia スペイン 生ハム（冷蔵） 約9kg \4,700/kg

チョリソ・イベリコ La Prudencia スペイン 腸詰（冷蔵） 約1.2kg \3,810/kg

サルチチョン La Prudencia スペイン サラミ（冷蔵） 約1.2kg \3,810/kg

ピュアオリーブオイル ProOliva スペイン 常温 5L \3,780/缶

エクストラバージンオイル2L ProOliva スペイン 常温 2L \1,720/本

エクストラバージンオイル750ml OLICOOP スペイン 常温 750ml \590/本

エクストラバージンオイル三角びん OLICOOP スペイン 常温 500ml \1,190/本

グリーンオリーブ種あり OLICOOP スペイン 常温 350g \200/缶

スタフドオリーブ・アンチョビ入り OLICOOP スペイン 常温 350g \240/缶

ケソ・マンチェゴ CASA DEL BOSQUE スペイン チーズ（冷蔵） 約1kg \5,540/個

他

No.11
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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

セニョリオ・デ・フエンテアラモ・モナストレル ボデガス・サン・ディオニシオ フミージャ 赤／ライト 750ml ¥1,350

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 ナバラ 赤／ミディアム 750ml ¥2,100

アクリス・クリアンサ ボデガス・ムルア リオハ 赤／ミディアム 750ml ¥2,200

アマント・ロブレ ボデガス・トレサナス トロ 赤／ミディアム 750ml ¥2,200

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／辛口 750ml ¥2,200

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 ルエダ 白／辛口 750ml ¥2,200

フィジャボア・アルバリーニョ ボデガス・フィジャボア リアス・バイシャス 白／辛口 750ml ¥3,400

アウグストゥス・カベルネソーヴィニヨン - メルロ セレルス・アウグストゥス・フォルム ペネデス 赤／フル 750ml ¥3,200

アウグストゥス・シャルドネ セレルス・アウグストゥス・フォルム ペネデス 白／辛口 750ml ¥5,000

フローリーマール・マンサニージャ エレデロス・デ・アルグエソ サンルーカル・デ・バラメダ シェリー／辛口 750ml ¥2,000

他

No.12
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

TEL：03-3767-7576　FAX：03-3767-4319

URL： http://www.mitsubishi-shokuhin.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

セグラヴューダス　ブルート　レゼルバ セグラヴューダス ペネデス カバ　辛口 750ml ¥1,600

セグラヴューダス　ブルート　ロサード（ロゼ） セグラヴューダス ペネデス カバ　辛口 750ml ¥1,600

セグラヴューダス　セミセコ  レゼルバ セグラヴューダス ペネデス カバ　やや甘口 750ml ¥1,600

セグラヴューダス　ラヴィット　ロサード セグラヴューダス ペネデス カバ　辛口 750ml ¥1,800

セグラヴューダス　ラヴィット　ブルート　ナチュレ　11年 セグラヴューダス ペネデス カバ　極辛口 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 ペネデス カバ　極辛口 750ml ¥2,300

セグラヴューダス　ブルート　ヴィンテージ　10年 セグラヴューダス ペネデス カバ　辛口 750ml ¥2,400

セグラヴューダス　ブルート　レゼルバ　エレダード セグラヴューダス ペネデス カバ　辛口 750ml ¥5,300

セグラヴューダス　マスデアラニョ　レゼルバ　11年 セグラヴューダス ペネデス 赤 ミディアムボディ 750ml ¥3,300

セグラヴューダス　クリュ　デ　ラヴィット　13年 セグラヴューダス ペネデス 白　辛口 750ml ¥2,750

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
7月13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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

No.13
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：03-5405-8369

URL： http://www.vintners.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

セッ・デ・トラモージャ ボデガス・ドン・ディエゴ ルエダ 白 750ml ¥1,800

マルケス・デ・トソス・レゼルバ ボデガス・グラン・デュカイ カリニェナ 赤 750ml ¥2,200

ガルナッチャ カスティーリョ・デ・モンセラン カリニェナ 赤 750ml ¥1,560

エストラテゴ・レアル・ティント ドミニオ・デ・エグレン マンチュエラ 赤 750ml ¥1,440

エストラテゴ・レアル・ブランコ ドミニオ・デ・エグレン マンチュエラ 白 750ml ¥1,440

カバ・ブリュット パレス・バルタ ペネデス 泡・白 750ml ¥1,960

ハニー・ムーン パレス・バルタ ペネデス 白 750ml ¥1,960

セレクシオン シエラ・カンタブリア リオハ 赤 750ml ¥1,960

ロマニコ テソ・ラ・モンハ トロ 赤 750ml ¥2,760

センデリーリョ・ティント・ホベン ボデガス・トレモロン リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥1,800

他

No.14
エノテカ株式会社
〒106-0047 東京都港区南麻布5-14-15

TEL：03-3280-6258　FAX：03-3280-6279

URL： http://www.enoteca.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

アルトス・イベリコス・クリアンサ トーレス リオハ 赤・フルボディ 750ml ¥2,200

グラン・サングレ・デ・トロ・シャルドネ トーレス ぺネデス 白・フルーティー 750ml ¥2,200

グラン・サングレ・デ・トロ トーレス カタルーニャ 赤・フルボディ 750ml ¥2,200

サングレ・デ・トロ トーレス カタルーニャ 赤・ミディアムボディ 750ml ¥1,600

サングレ・デ・トロ・ブラン トーレス カタルーニャ 白・フルーティー 750ml ¥1,600

ヴィーニャ・エスメラルダ トーレス カタルーニャ 白・フルーティー 750ml ¥1,600

セレステ・クリアンサ トーレス リベラ・デル・ドゥエロ 赤・フルボディ 750ml ¥3,000

マス・ラ・プラナ トーレス カタルーニャ 赤・フルボディ 750ml ¥8,000

ミルマンダ トーレス カタルーニャ 白・豊かな果実味 750ml ¥7,500

サン・ヴァレンティン・ガルナッチャ トーレス カタルーニャ 赤・ミディアムボディ 750ml ¥1,600

他

No.15
株式会社オーレジャパン
〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-5-5 NFビル7階

TEL：03-6712-2061　FAX：03-6712-2083

URL： www.olet-japan.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ザ・タパス・ワイン・コレクション・ビアンコ ブラックボードワイン ルエダ 白/辛口/ライト 750ml ¥1,640

ザ・タパス・ワイン・コレクション・ティント ブラックボードワイン フミリア 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥1,640

カラコル・セラーノ カーサ・デ・ラ・エルミタ フミリア 赤/辛口/ミディアム 750ml ¥1,640

シャルドネマカベオ ラモン・ロケッタ カタルーニャ 白/辛口/ミディアム 750ml ¥1,700

テンプラリーニョ ラモン・ロケッタ カタルーニャ 赤/辛口/ミディアム 750ml ¥1,550

カベルネソーヴィニオン ラモン・ロケッタ カタルーニャ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥1,700

ガルナッチャ ラモン・ロケッタ カタルーニャ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥1,700

ロケッタレゼルバ ラモン・ロケッタ カタルーニャ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥1,700

カバ1919 セレルス・ラルボス アルトペネデス 泡/白 750ml ¥1,590

キンタルナ ボデガス・オシアン セゴビア 白/辛口/ライト 750ml ¥2,090

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
7月13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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

No.16
株式会社キムラ
〒730-0814 広島市中区羽衣町13-12

TEL：082-241-6703　FAX：082-241-4375

URL： http://www.liquorlandjp.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

キムキムワイン　ティント ボデガス　イシドロ　ミラルゴ ラ・マンチャ ミディアム 750ml ¥1,200

キムキムワイン　ブランコ ボデガス　イシドロ　ミラルゴ ラ・マンチャ 辛口 750ml ¥1,200

キムキムワイン　ロサード ボデガス　イシドロ　ミラルゴ ラ・マンチャ 辛口 750ml ¥1,200

ロ・ケ・セラ・セラ　ティント ボデガス　サンディオニシオ ラ・マンチャ ミディアム 750ml ¥1,500

ロ・ケ・セラ・セラ　ブランコ ボデガス　サンディオニシオ ラ・マンチャ 辛口 750ml ¥1,500

マル・イ・ティエラ　ティント ボデガス・イ・ビネドス・テル・ハロン アラゴン ミディアム 750ml ¥1,500

マル・イ・ティエラ　ブランコ ボデガス・コパボカ ｶｽﾃｨｰﾘｬｲﾚｵﾝ やや辛口 750ml ¥1,500

ノステル・イニシアル エストリアス プリオラート フル 750ml ¥3,000

チャコリ・レサバル レサバル バスク 辛口 750ml ¥2,700

他

No.17
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

URL：http://reservaiberica.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

グラン　レセルバ　ベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ・ハブゴ 生ハム 不定貫 オープン価格

ハモン　イベリコ　レセルバ レセルバ　イベリカ ギフエロ 生ハム 不定貫 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 ギフエロ 生ハム 不定貫 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 ギフエロ 生ハム 不定貫 オープン価格

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

モルコン　イベリコ　ベジョータ　グラン　レセルバ レセルバ　イベリカ ギフエロ 腸詰め 不定貫 オープン価格

チョリソ　イベリコ　ベジョータ　グランレセルバ レセルバ　イベリカ ギフエロ 腸詰め 不定貫 オープン価格

サルチチョン　イベリコ　ベジョータ　グランレセルバ レセルバ　イベリカ ギフエロ 腸詰め 不定貫 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 ギフエロ 生ハム 不定貫 オープン価格

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 生ハム 不定貫 オープン価格

他

No.18
小林桂株式会社
〒650-0031 兵庫県神戸市中央区東町123

TEL：078-321-8431　FAX：078-321-8430

URL： http://www.k-kobayashi.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ＨＤＣ レセルバ・テンプラニーリョ Vicente Gandia Utiel-Requena レセルバ 750ml ¥1,371

ジェネラシオン 1 グランデス アニャダス Vicente Gandia Utiel-Requena レセルバ 750ml ¥2,670

セレモニア Vicente Gandia Utiel-Requena レセルバ 750ml ¥2,593

ＶＧ カバ　ブリュト Vicente Gandia CAVA カバ 750ml ¥1,371

コン・ウン・パール　アルバニーリョ Vicente Gandia Rias Baixas 白 750ml ¥1,480

HDC ナイト・ハーベスト Vicente Gandia Valencia 白 750ml ¥1,371

ＨＤＣ 130th アニバーサリー Vicente Gandia Utiel-Requena 赤 750ml ¥1,565

ＨＤＣ 130ｔｈ アニバーサリー Vicente Gandia Utiel-Requena 白 750ml ¥1,565

ＨＤＣ　エレタット Vicente Gandia Utiel-Requena 赤 750ml ¥1,480

ＨＤＣ　エレタット Vicente Gandia Utiel-Requena 白 750ml ¥1,480

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
7月13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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

No.19
株式会社　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

URL： www.kyodo-inc.co.jp/food/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

パレタクラーダ 150gスライス エスプーニャ社 スペイン 生ハム（冷蔵） 150g オープン価格

ハモンセラーノ 200gスライス エスプーニャ社 スペイン 生ハム（冷蔵） 200g オープン価格

キコン エスプーニャ社 スペイン サラミ（冷蔵）

ハモンイベリコデベジョータ（骨付き） イベリベリコ スペイン 生ハム（冷蔵） 約7.5kg オープン価格

パレタイベリカデセボスライス イベリベリコ スペイン 生ハム（冷蔵） 30g オープン価格

ハモンデマンガリッツァスライス ピック社 スペイン 生ハム（冷蔵） 30g オープン価格

イディアサバル ベガハルディン社 スペイン チーズ 約1kg オープン価格

イベリコチーズ ベガハルディン社 スペイン チーズ 約3kg オープン価格

ピコス ベガハルディン社 スペイン クラッカー 180g オープン価格

メンブリージョ ベガハルディン社 スペイン かりんジャム 150g オープン価格

他

No.20
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1階

TEL：045-226-2253　FAX：045-226-2256

URL： http://www.katsumi-asc.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ドン・ポティエール・ブリュット・ナチュレ ヴィラルナウ醸造所 カタルーニャ・ペネデス 白　泡 750ml ¥1,700

ドン・ポティエール・ブリュット・ロゼ ヴィラルナウ醸造所 カタルーニャ・ペネデス ロゼ　泡 750ml ¥1,700

カヴァ・ルナ・デ・ムールヴィエドロ・ブリュット ボデガス・ムールヴィエドロ バレンシア・レケナ 白　泡 750ml ¥2,300

ムールヴィエドロ・コレクション・ソーヴィニヨン・ブラン ボデガス・ムールヴィエドロ バレンシア 白 750ml ¥1,300

ムールヴィエドロ・コレクション・テンプラニーリョ ボデガス・ムールヴィエドロ ウティエルレケーナ 赤 750ml ¥1,200

ムールヴィエドロ・ティント・クリアンサ ボデガス・ムールヴィエドロ バレンシア 赤 750ml ¥1,400

ムールヴィエドロ・ティント・レゼルヴァ ボデガス・ムールヴィエドロ バレンシア 赤 750ml ¥1,600

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 ¥1,500

他

No.21
株式会社サス
〒104-0042 東京都中央区入船3-10-7

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）

ロス･コンデス･ブランコ ボデガス・ロケタ カタルーニャ 白 750ml ¥1,200

ロス･コンデス･ティント ボデガス・ロケタ カタルーニャ 赤 750ml ¥1,200

ロス･コンデス･クリアンサ ボデガス・ロケタ カタルーニャ 赤 750ml ¥1,600

サングリア･プリオール ボデガス・ロケタ カタルーニャ 甘味果実酒 750ml ¥1,300

ハモン･セラーノ ハモン・マルティネス ハエン 生ハム　常温 約7.5kg  オープン価格

オチョア・ブランコ サングレ・デ・トロ・ブラン ナバラ 白 750ml ¥1,800

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

エスクラスのアヒージョ ルイス・エスクリス・バタジャ ガリシア 缶詰　常温 115g or 400g \700 or オープン価格

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
7月13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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

No.22
サントリーワインインターナショナル株式会社
〒135-8631 東京都港区台場2-3-3

TEL：03-5579-1576　FAX：03-5579-1770

URL： http://suntory.jp./WINE/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

フレシネ　コルドン　ネグロ フレシネ社 ペネデス 泡：辛口 750ml オープン価格

フレシネ　エックス フレシネ社 ペネデス 泡：辛口 750ml オープン価格

フレシネ　ブリュット　ビンテージ　レセルバ フレシネ社 ペネデス 泡：辛口 750ml オープン価格

フレシネ　モナストレル　チャレロ フレシネ社 ペネデス 泡：辛口 750ml オープン価格

コステルス　デル　プリオール モランダワイナリー プリオラート 赤：フルボディ 750ml オープン価格

ビオンタ　アルバリーニョ　２０１３ ビオンタワイナリー リアス　バイシャス 白：辛口 750ml オープン価格

ソラール　ビエホ　テンプラニーリョ ソラールビエホ リオハ 赤：ミディアムボディ 750ml オープン価格

ソラール　ビエホ　クリアンサ ソラールビエホ リオハ 赤：ミディアムボディ 750ml オープン価格

ソラール　ビエホ　レセルバ ソラールビエホ リオハ 赤：フルボディ 750ml 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

URL： http://www.gourmet-world.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

プレディカドール赤・白 ボデガ・コンタドール D.O.Caリオハ ミディアムボディ 750ml ¥4,000

ベガメディエン　ブルット・ロゼ ウニオン・ビニコラ・デル・エステ社 D.O.CAVA ドライ 750ml ¥1,800

ドゥルシネア　赤・白 ボデガ・カンポス・デ・ドゥルシネア D.O.ラマンチャ ミディアムボディ 750ml ¥1,900

ハモン・イベリコ・ベジョータ44ヶ月熟成 ハモネス・デ・フビレス トレベレス地方 ¥94,500

ハモン・セラーノ ハモネス・デ・フビレス トレベレス地方 \25000～\40000

ハモン・セラーノ　30ヶ月熟成 カサルバ カスティーリャ・レオン州 ¥39,000

チョリソー・サルシチョン カサルバ カスティーリャ・レオン州 ¥11,000

アルバラシンチーズ ケソ・アルテサーノ・デ・テルエル アラゴン州　テルエル ¥2,000

他

No.24
株式会社スコルニ・ワイン
〒105-0004　東京都港区新橋1-8-6

TEL：03-3573-4181　FAX：03-3573-6070

URL： www.sukoruniwine.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ダルデル　ガルナチャ-ビオニエ セジェール・コマ・デン・ボネ テラ・アルタ 白 ドライ・ミディアム 750ml ¥1,800

ベンゴエチエ　エコロヒコ カセリオ・ベンゴエチュア ゲタリアコ・チャコリーナ 白 ドライ・ミディアム 750ml ¥2,500

エウス　ブラン セジェール・ラビニェータ エンポルダー 白 ドライ・ミディアム 750ml ¥2,400

リャボルス セジェール・ラビニェータ エンポルダー 赤 フル 750ml ¥3,200

セレノ　ソレラ　2009 セジェール・ラビニェータ エンポルダー 酸化熟成・ドライ 500ml ¥3,300

ウッタリス　ホベン ボデガ・ラ・セラーナ ビエルソ 赤 ミディアム 750ml ¥1,800

ビニャ・プエブラ　フェルメンタード・エン・バリッカ ボデガス・トリビオ リベラ・デル・グアディアナ 白 ドライ・フル 750ml ¥2,500

ビニャ・プエブラ　クリアンサ ボデガス・トリビオ エストゥレマドゥーラ州 赤 ミディアム 750ml ¥2,500

マッサナ・ノヤ　カバ　ファミリア　ブルット・ナトゥレ エウダルド・マッサナ・ノヤ カバ 泡・白 エクストラドライ 750ml ¥2,500

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
7月13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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接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
三国ワイン株式会社
〒104-0033 東京都中央区新川1-17-18

TEL：03-5542-3941　FAX：03-3552-0392

URL： 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）

カヴァ ロゼ･ブリュット ロジャーグラート ペネデス スパークリング・ロゼ・辛口 750ml ¥2,200

カヴァ ゴールド・ブリュット ロジャーグラート ペネデス スパークリング・白・辛口 750ml ¥2,200

カヴァ ブリュット・ナチュール ロジャーグラート ペネデス スパークリング・白・辛口 750ml ¥2,500

クネ モノポール クネ リオハ・アルタ 白・辛口 750ml ¥1,800

クネ ロサード クネ リオハ・アルタ ロゼ・辛口 750ml ¥1,600

クネ アラーノ テンプラニーリョ クネ リオハ・アルタ 赤・ミディアムボディ 750ml ¥1,500

クネ クリアンサ クネ リオハ・アルタ 赤・ミディアムボディ 750ml ¥1,800

ビーニャ・レアル フェルメンタード・エン・バリカ クネ リオハ・アラベサ 白・辛口 750ml ¥2,500

ビーニャ・レアル クリアンサ クネ リオハ・アラベサ 赤・フルボディ 750ml ¥2,500

インペリアル グラン・レセルバ クネ リオハ・アルタ 赤・フルボディ 750ml ¥8,000

他

No.26
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

URL： http://www.union-liquors.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

クロ・ラ・ソレヤ・ブリュット カヴァス・エル・チャンフラ D.O.カヴァ/サン・サドゥリニ・デ・ノヤ 泡 750ml ¥1,300

モンテ・ジャーノ　白 ラモン･ビルバオ D.O.Caリオハ 白 750ml ¥1,200

チャコリ・チャルマン アラバコ・チャコリーナ D.O.チャコリ・デ・アラバ 白 750ml ¥2,000

コンデス・デ・アルバレイ アデガ･コンデス･デ・アルバレイ D.O.リアス・バイシャス 白 750ml ¥2,000

ブランコ・デ・テンプラニーリョ パゴ・デル・ヴィカリオ
ヴィノ・デ・ラ・ティエラ・
デ・カスティーリャ

白 750ml ¥2,000

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

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

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

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

キホーテ・MTP パゴ・カサ・デル・ブランコ D.O.P. カサ・デル・ブランコ 赤 750ml ¥2,900

他

No.27
T.G.A. Int. Commerce Business, S.L.
〒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・102号

TEL：06-6920-6950　FAX：06-6920-6951

URL： www.tgafoods.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ブランデー　デカノ ルイス　カバジェロ ヘレス シェリーブランディー 700ml ¥2,290

ミレナリオ　グラン　レセルバ ルイス　カバジェロ ヘレス シェリーブランディー 700ml ¥5,600

ポンチェ　カバジェロ ルイス　カバジェロ リキュール 700ml ¥2,600

クレマ　カバジェロ ルイス　カバジェロ リキュール 700ml ¥2,860

ミウラ　クレマ　デ　ギンダ ルイス　カバジェロ リキュール 700ml ¥2,600

ミウラ　アニス　セコ ルイス　カバジェロ リキュール 700ml ¥2,600

ミウラ　アニス　ドゥルセ ルイス　カバジェロ リキュール 700ml ¥2,600

アンバル　エスペシャル ラ　サラゴサーナ ビール 330ml ¥430

アンバル　グリーン　【ノンアルコールビール】 ラ　サラゴサーナ ノンアルコールビール 330ml ¥360

ピコス グリッシーニ 120g ¥245

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
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No.28
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：03-6368-3664

URL： http://www.diverse.co.jp 

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ハモン・イベリコ・ベジョータ原木 カルディサン ギフエロ 生ハム(冷蔵) 約8～9kg \8,000/kg

ハモン・イベリコ・セボ・デ・カンポ原木 カルディサン ギフエロ 生ハム(冷蔵) 約8～9kg \5,500/kg

イベリコ・ベジョータ・チョリソ原木 カルディサン ギフエロ 生ハム(冷蔵) 約1.0～1.5kg \4,500/kg

ハモン・イベリコ・ベジョータ原木 ベジョテラ ロス・ペドロチェス 生ハム(冷蔵) 約8～9kg \8,500/kg

エクストラ・バージン・オリーブオイル オリソイ バレンシア オリーブオイル(常温) 2L \2,100/本

マンチェゴ ケソス ゴメス モレノ ラ・マンチャ チーズ(冷蔵) 約350g \4,200/kg

ピメントン・ドゥルセ アルコイリス アリカンテ 香辛料(常温) 500g \1,300/本

ヒヨコ豆 べガス バネサナス レオン 豆(常温) 1kg \740/kg

フィデウア ロメロ アラゴン パスタ(常温) 500g \280/pc

ピキージョ ナバリコ ナバーラ 野菜の加工品(常温) 390g \700/缶

他

No.29
株式会社 トレードウインド
〒336-0023 埼玉県さいたま市南区神明1-1-12

TEL：048-839-3901　FAX：048-839-3908

URL： http://www.tradewind-novo.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

フィンカマンサノス ワインキャット ブランコ 2013 マンサノスワイン リオハ 白 750ml ¥1,800

フィンカマンサノス ワインキャット ティント 2013 マンサノスワイン リオハ 赤 750ml ¥1,800

ビニャベリ デアンドリア スペシャルオケージョン マンサノスワイン リオハ 赤 750ml ¥1,800

モセンピエレ ソーワット マンサノスワイン リオハ 赤 750ml ¥1,800

フィンカマンサノス クリアンサ マンサノスワイン リオハ 赤 750ml ¥2,500

フィンカマンサノス レセルバ マンサノスワイン リオハ 赤 750ml ¥3,500

他

No.30
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

URL： http://www.nishuhan.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ラベントス　レレウ　ブリュット ラベントス・イ・ブラン ペネデス 泡白/辛口 750ml ¥2,580

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

カンポス・デ・スエニョス ビネルヒア ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,230

エヴォディア　ビアンコ ボデガス・サン・アレハンドロ カラタユ 白/辛口 750ml ¥1,440

オファルム
コーペラティヴァ・ヴィティ
ヴィニコラ・アロウサナ

リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥2,160

エル・カルゴール・トレウ・ビ アレマイン・イ・コリオ ペネデス 白/辛口 750ml ¥3,500

カンポス・デ・リスカ ビネルヒア フミーリャ 赤/ミディアム 750ml ¥1,230

ヴィニャ・ポマール・クリアンサ・センテナリオ ボデガス・ビルバイナス リオハ 赤/ミディアム 750ml ¥1,700

ヴィニャ・ポマール　センテナリオ　リゼルバ ボデガス・ビルバイナス リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥2,880

アロンソ・デル・イエロ アロンソ・デル・イエロ リベラ・デル・デュエロ 赤/フルボディ 750ml ¥4,480

他
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※ブース番号順
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No.31
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3-7-18-8Ｆ

TEL：045-477-2881　FAX：045-477-2882

URL： http://www.parajapan-wine.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

マラ・ヴィーダ 2013 ボデーガス・アントニオ・アラエス バレンシア 赤・ミディアム 750ml ¥1,750

レイーナ・デ・カスティーリャ・ソーヴィニヨンブラン 2013 レイーナ・デ・カスティーリャ ルエダ 白・辛口 750ml ¥1,800

コローナ・デ・アラゴン・ティント 2014 コローナ・アラゴン カリニェナ 赤・ミディアム 750ml ¥1,400

スビラ・パレン・ドセ 2014 アグスティ・トレーリョ ペネデス 白・辛口 750ml ¥1,900

ルダ・エンサンブラッヘ 2012 ボデーガス・ビニャ・ルダ ラマンチャ 赤・ミディアム 750ml ¥2,300

ルダ・カスアル 2014 ボデーガス・ビニャ・ルダ ラマンチャ 白・辛口 750ml ¥1,400

プラド・ネグロ 2011 ボデーガス・フォンテデイ グラナダ 赤・フルボディ 750ml ¥3,950

セングラル 2011 セジェール・マス・ラモネダ コステルス・デル・セグレ 赤・フルボディ 750ml ¥3,700

クアトロ・テ 2011 パラシオ・デ・ヴィラチカ トロ 赤・フルボディ 750ml ¥2,750

ダイモン・ブランコ 2013 ボデーガス・トビーア リオハ 白・辛口 750ml ¥1,900

他

No.32
株式会社Be Full
〒106-0032 東京都港区六本木3-4-36

TEL：03-3560-9680　FAX：03-3560-9681

URL： http://befull.jimdo.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

マセット24Kゴールド金箔入りスパークリングワイン マセット　デル　レロ 泡/辛口 750ml オープン

カラバル ボデガス　カラバル DOリベラ・デル・グアディアーナ 赤/フルボディ 750ml ¥4,000

ラスゴ ボデガス　カラバル DOリベラ・デル・グアディアーナ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥3,000

レアルプロビシオン　クリアンサ ボデガス　トリビオ DOリベラ・デル・グアディアーナ 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

レアルプロビシオン　ブランコ　ホーベン ボデガス　トリビオ DOリベラ・デル・グアディアーナ 白/甘口 750ml ¥2,000

レアル　アグラド　レッド ヴィノデス　デ　アグラド DOCaリオハ 赤/ミディアムボディ 750ml オープン

レアル　アグラド　ホワイト ヴィノデス　デ　アグラド DOCaリオハ 白/辛口 750ml オープン

レアル　アグラド　ロゼ ヴィノデス　デ　アグラド DOCaリオハ ロゼ 750ml オープン

オロバイレン　エキストラバージンオリーブオイル ガルゴン99 アンダルシア 常温 100ml 250ml 500ml ￥1,000～3,800

他

No.33
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

URL： http://www.bonili.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

カナルス＆ムンネ　ディオニスス　ブリュット・ナチュレ カナルス＆ムンネ ペネデス 泡 750ml ¥1,960

カレ　マカベオ・シャルドネ ボデガス・アナダス カリニェナ 白 750ml ¥1,480

ヴァルデラーナ　ティント ボデガス・ヴァルデナーラ リオハ 赤 750ml ¥1,440

カレ　ティント･ロブレ ボデガス・アナダス カリニェナ 赤 750ml ¥1,480

ミロス･ティント・ロブレ ボデガス・ペナフィエル リベラ・デル・デュエロ 赤 750ml ¥1,900

ヴァルデラーナ　クリアンサ ボデガス・ヴァルデナーラ リオハ 赤 750ml ¥1,880

ミロス・デ・リベラ　クリアンサ ボデガス・ペナフィエル リベラ・デル・デュエロ 赤 750ml ¥2,600

ヴァル・ソティージョ　クリアンサ　 イスマエル・アロージョ リベラ・デル・デュエロ 赤 750ml ¥3,180

ソラネス　 シムス・デ・ポレラ プリオラト 赤 750ml ¥3,260

ミロス・デ・リベラ　レゼルバ ボデガス・ペナフィエル リベラ・デル・デュエロ 赤 750ml ¥4,200

他
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※ブース番号順
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No.34
株式会社いろはわいん
〒106-0044 東京都港区東麻布3-4-15 B1

TEL：03-5575-8168　FAX：03-5575-0198

URL： www.irohawine.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ゲタリアコチャコリーナ・イルスタ イルスタ チャコリ 微発泡白 750ml ¥2,600

ビスカイコ・チャコリーナ・エギアエネア ビスカイバルネ チャコリ 微発泡白 750ml ¥3,300

ビスカイコ・チャコリーナ・イチャスメンディ イチャスメンディ チャコリ 微発泡白 750ml ¥3,000

アラバコ・チャコリーナ・ゴラビエ アストビサ チャコリ 白 / 辛口 750ml ¥2,800

アラバコ・チャコリーナ ベルデュイ チャコリ 白 / 辛口 750ml ¥2,800

ブルット ダーマ カバ（ペネデス） 発泡白 750ml ¥1,800

ブルット・レゼルバ サビア・ビバ カバ（ペネデス） 発泡白 750ml ¥2,400

ベルスム マルケス・デ・テラン リオハ 赤 / フル 750ml ¥3,600

カラメロス オベルゴ ソモンターノ 赤 / ミディアム 750ml ¥2,000

ティント・ホーベン リナヘ・ガルセア リベラ・デル・デュエロ 赤 / ミディアム 750ml ¥2,100

他

No.35
ミリオン商事株式会社
〒135-0016 東京都江東区東陽5-26-7

TEL：03-3615-0411　　FAX：03-3615-0414

URL： http://www.milliontd.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

カバ・カイルス・ブリュット カバ・カイルス ぺネデス 泡 750ml ¥1,900

カバ・カイルス・ブリュット・ナチューレ・レセルバ カバ・カイルス ぺネデス 泡 750ml ¥2,200

モンハルディン・ピノ・ノワール カスティーリョ・デ・モンハルディン ナバーラ 赤 750ml ¥1,800

モンハルディン・ガルナッチャ・ビエイユ・ビーニュ カスティーリョ・デ・モンハルディン ナバーラ 赤 750ml ¥1,800

ソナイア ボデガス・ナイア ルエダ 白 750ml ¥2,200

ナイア ボデガス・ナイア ルエダ 白 750ml ¥2,800

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

セルメ－ニョ・ロゼ ボデガス・コビトロ トロ ロゼ 750ml ¥1,600

マノ・ア・マノ ボデガス・マノ・ア・マノ カスティーリャ 赤 750ml ¥2,000

オサ・シラー ボデガス・マノ・ア・マノ カスティーリャ 赤 750ml ¥3,000

他

No.36
株式会社モトックス
〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1丁目6番20号

TEL：06-6723-3131　FAX：06-6723-3140

URL： http://www.mottox.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

オヤ・デ・カデナス カバ ブルット・ナトゥーレ ビセンテ・ガンディア レバンテ 白･辛口 750ml ¥1,400

ダミア カバ ブルット ロゼ アルティーガ・フステル カタルーニャ ロゼ･辛口 750ml ¥1,800

ナイロア ボデガス・ナイロア ガリシア 白･辛口 750ml ¥1,250

シンフォニア ヴィンテージ・コレクション シャルドネ ボデガス・アバニコ セントロ 白･辛口 750ml ¥1,400

パソ・デ・モンテレイ ゴデーリョ 2013 ボデガ・パソス・デル・レイ ガリシア 白･辛口 750ml ¥1,800

セニョリオ・デル・アギラ レセルバ 2009 ボデガス・パニサ エブロ 赤･ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 750ml ¥1,100

ウガルテ エグーレン・ウガルテ エブロ 赤･ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 750ml ¥1,400

シンフォニア ヴィンテージ・コレクション カベルネ・ソーヴィニヨン ボデガス・アバニコ セントロ 赤･ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 750ml ¥1,400

プティ・イペリア 2011 パゴ・デ・バリェガルシア セントロ 赤･ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 750ml ¥2,700

イペリア バリェガルシア ２０１１ パゴ・デ・バリェガルシア セントロ 赤･ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 750ml ¥4,850

他
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※ブース番号順
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No.37
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

URL： www.monterosso.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ボケロネス（プレーン）　小イワシの酢漬け ナサリ バルセロナ 冷蔵/冷凍商品 570g オ－プン価格

ボケロネス（プレーン）　小イワシの酢漬け ナサリ バルセロナ 冷蔵/冷凍商品 380g オ－プン価格

ボケロネス（ガーリック）　小イワシの酢漬け ナサリ バルセロナ 冷蔵/冷凍商品 285g オ－プン価格

ボケロネス（ガーリック）　小イワシの酢漬け ナサリ バルセロナ 冷蔵/冷凍商品 140g オ－プン価格

ボケロネス（レモン風味）　小イワシの酢漬け ナサリ バルセロナ 冷蔵/冷凍商品 280g オ－プン価格

ボケロネス（レモン風味）　小イワシの酢漬け ナサリ バルセロナ 冷蔵/冷凍商品 70g オ－プン価格

アンチョビフィレ ナサリ バルセロナ 冷蔵/冷凍商品 420g オ－プン価格

アンチョビフィレ ナサリ バルセロナ 冷蔵/冷凍商品 100g オ－プン価格

からすみ（ボラ） リカルド カルタヘナ 冷蔵 100g オ－プン価格

からすみ（マルーカ/紅だら） リカルド カルタヘナ 冷蔵 100g オ－プン価格

他

No.38
株式会社リベルタス
〒444-0856 愛知県岡崎市六名3-1-11

TEL：0564-53-7277　FAX：0564-55-3290

URL： http://www.rakuten.co.jp/spainwine-libertas/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

セロ　アニョン　クリアンサ ボデガス　オラーラ リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥2,550

オトニャル　ティント ボデガス　オラーラ リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,630

アニャレス　クリアンサ ボデガス　オラーラ リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥2,340

トラスラガレス　ベルデホ ボデガ　トラスラガレス ルエダ 白・辛口 750ml ¥1,840

ドーブルR　ロブレ ボデガ　サン・マメス リベラ　デル　ドゥエロ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,000

デルニウス　カヴァ　ブリュット カヴァス　フェレ ペネデス 白・辛口 750ml ¥1,920

イルスタ　チャコリ ボデガ　イルスタ チャコリ　デ　ゲタリア 白・辛口 750ml ¥2,880

シドラ トラバンコ ナチュラル コセチャ プロピア シドラ　トラバンコ アストゥリアス 辛口 700ml ¥1,580

シドラ トラバンコ ブリュット ラガル デ カミン シドラ　トラバンコ アストゥリアス やや甘口 750ml ¥1,580

シドラ トラバンコ アバロン シドラ　トラバンコ アストゥリアス 中口 330ml ¥580

他

No.39
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

URL： http://www.wizumiya.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

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

アシエンダ・タルシス・ブリュット・ナチュレ パゴ・デ・タルシス カバ 泡 750ml ¥2,000

ボカ・デ・モンテ アバニコ バルデオラス 白 750ml ¥2,000

ミラニウス セラー・クレド ペネデス 白 750ml ¥3,000

ア・コロア アデガス・ア・コロア バルデオラス 白 750ml ¥3,000

ファロス・テンプラニーリョ ボデガ・クラシカ リオハ 赤 750ml ¥1,800

ファロス・クリアンサ ボデガ・クラシカ リオハ 赤 750ml ¥2,200

エル・カストロ・バルトゥイエ・ホベン カストロ・ベントーサ ビエルソ 赤 750ml ¥3,000

ラデラス・デル・ティエタル ダニエル・ゴメス・ヒメネス・ランディ カスティーリャ・イ・レオン 赤 750ml ¥3,000

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

他
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No.40
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3-18-31 フジビル5F

TEL：03-5957-1955　FAX：03-3989-9501

URL： www.nouvellesselections.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ブルット ウ・メス・ウ・ファン・トレス ペネデス 泡・白/辛口 750ml ¥2,200

ブルット レセルバ ボイーガス ペネデス 泡・白/辛口 750ml ¥2,400

ドベーラ ドベーラ ペネデス 泡・苺/甘口 750ml ¥2,200

ガルナッチャ ホルダン・デ・アソ カリニェーナ 赤/フルボディ 750ml ¥1,800

ラ・グランハ360 カヴァ ブルット ラ・グランハ ペネデス 泡・白/辛口 750ml ¥2,100

ルエダ エミーナ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,700

マリーナ エスプマンテ ボコパ アリカンテ 泡・白/やや辛口 750ml ¥2,200

グラン・レセルバ ボデガス・サン・イシドロ フミージャ 赤/ミディアム 750ml ¥3,700

リウ・リウ ボデガス・コパボーカ VdT 白/辛口 750ml ¥1,800

バゴ・アマレーロ アルバリーニョ アデーガス・ガレーガス リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥2,200

他

No.41
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

URL： http://www.orchestra.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ビエンベビード　ハモン　(ハム) ビンタエ リオハ 赤 750ml ¥1,500

ビエンベビード　パエージャ　(パエリア) ビンタエ リオハ ロゼ 750ml ¥1,500

サン・ジョアン　グラン・レゼルバ ブリュット ナチュレ カナルス・カナルス カバ 白泡 750ml ¥2,600

ホワイト・ゲリラ　シャルドネ マエティエラ バジェス・デ・サダシア 白 750ml ¥1,900

テッラ　ド　ガルガロ ガルガロ モンテレイ 白 750ml ¥2,800

ロペス・デ・アロ　クリアンサ ボデガ　クラシカ リオハ 赤 750ml ¥1,800

クロス・モガドール クロス・モガドール プリオラート 赤 750ml ¥10,000

マンサニージャ　ラ　サンルケーニャ テレサリベロ ヘレス シェリー 750ml ¥2,000

アルベキーナ　UVボトル ベンチバ グラナダ オリーブオイル 500ml ¥2,500

カベルネ・ソーヴィニヨン　8年 アウグストゥス・フォルム タラゴナ ワインビネガー 500ml ¥2,400

他

No.42
プロスタイルデザイン株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山7-10-7 1F・2F

TEL：03-5774-8288　FAX：03-5774-8298

URL： www.prostyle-design.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ヴィッチーカタラン グループヴィッチーカタラン社 スペイン 発泡ミネラルウォーター 250ml 1ケース（24本）\9,360

ヴィッチーカタラン グループヴィッチーカタラン社 スペイン 発泡ミネラルウォーター 500ml 1ケース（20本）\9,800

ヴィッチーカタラン グループヴィッチーカタラン社 スペイン 発泡ミネラルウォーター 1000ml 1ケース（12本）\9,480

ヴィッチーカタラン缶（オリジナル） グループヴィッチーカタラン社 スペイン 発泡ミネラルウォーター 330ml 1ケース（24本）\7,200

ヴィッチーカタラン缶（レモン） グループヴィッチーカタラン社 スペイン 発泡ミネラルウォーター 330ml 1ケース（24本）\7,200

フォンドール　ガラス瓶 グループヴィッチーカタラン社 スペイン ミネラルウォーター 500ml 1ケース（20本）\5,000

フォンドール　ペットボトル グループヴィッチーカタラン社 スペイン ミネラルウォーター 500ml 1ケース（24本）\3,600

他
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