
※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」

※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。

5月21日（木）　八芳園　出展アイテムリスト
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※ブース番号順
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No.4
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.5
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

URL： http://www.arcos-jp.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・ナトゥレ・レゼルバ・オーガニック ボデガス・フェリクス・マッサナ DOカバ 泡 750ml ¥4,000

ボスケラ・ブランコ・オーガニック ボデガス・アンドレス・モラテ DOビノス・デ・マドリード 白 750ml ¥2,500

カプラシア・ティント・オーガニック ボデガス・ベガルファロ DOウティエル・レケーナ 赤 750ml ¥2,500

アクラレオ・ロブレ・オーガニック ビニョドス・デル・ソト DOリベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥3,000

ロサド・オーガニック エフ・シャッツ DOシエラス・デ・マラガ ロゼ 750ml ¥5,300

フィンカ・サンギフエラ・オーガニック エフ・シャッツ DOシエラス・デ・マラガ 赤 750ml ¥7,100

アティス アティス・ボデガス＆ビニェドス DOリアス・バイシャス 白 750ml ¥4,100

モスカテル・グラノ・メヌド・オーガニック フィンカ・ロス・アリハレス VTカスティヤ 白 750ml ¥3,400

アバボル ボデガス・アバボル VTカスティヤ・イ・レオン 白 750ml ¥3,300

モヤ・ブランコ・オーガニック ボデガス・メンデス・モヤ VTノルテ・デ・グラナダ 白 750ml ¥3,900

他

No.6
株式会社池光エンタープライズ
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19 マリンビル5F

TEL：03-6459-0480　FAX：03-5776-4843

URL： www.ikemitsu.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

パゴア　ゴリア・レッドエール エウスカルガルガラドーア バスク ビール レッドエール 330ml オープン(実勢\570）

パゴア　ベルツァ・スタウト エウスカルガルガラドーア バスク ビール スタウト 330ml オープン(実勢\570）

パゴア　オリア・ピルスナー エウスカルガルガラドーア バスク ビール ピルスナー 330ml オープン(実勢\570）

他
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No.7
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

No.8
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.9
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
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※ブース番号順
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No.10
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.11
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

URL： http://www.iberian.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 マルコス　ソトセラーノ D.Oギフエロ 原木　（冷蔵） 8～9kg オープン価格

チョリソ　イベリコ　ベジョータ マルコス　ソトセラーノ D.Oギフエロ 1/2ブロックタイプ（冷蔵） 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 D.Oギフエロ 1/2ブロックタイプ（冷蔵） 約500g オープン価格

ハモン　セラーノ　 アルティサン D.O テルウェル 原木　（冷蔵） 8～9kg オープン価格

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/ 瓶　　（常温） 5000ml/750ml オープン価格

乾燥ポルチーニ茸 ナンド　シルベスター サモラ ペットボトル　（常温） 400g オープン価格

トレスノス 　(イベリコ豚の顔の皮のフライ）  ラ　ガビオタ サラマンカ 常温 500g オープン価格

サブロッサス 　（調理用小麦せんべい）  ラ　ガビオタ サラマンカ 常温 500g オープン価格

他

No.12
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
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No.13
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.14
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

URL： http://overseas-inc.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

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 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 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 ¥5,500

アラヤン・シラー ボデガス・アラヤン ラ・マンチャ 赤/重口 750ml ¥3,800

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 ¥3,800

アラヤン・ロザート ボデガス・アラヤン ラ・マンチャ ロゼ/辛口 750ml ¥2,000

ラ・ベルドーサ　クーパージュ ボデガス・アラヤン ラ・マンチャ 赤/中重口 750ml ¥2,200

ラ・ベルドーサ　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 ¥1,600

サングリア　バッホ・エル・ソル アネコープ バレンシア 赤/甘口 750ml ¥1,000

ベサメ　ムーチョ ハメケン・セラーズ バレンシア 白/甘口 750ml ¥1,000

他

No.15
オーリツジャパン株式会社
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-16-7

TEL：03-3668-3961　FAX：03-3668-3964

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ハモンセラーノ（スライスパック）熟成240日以上 カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（スライス） 45g

ハモンイベリコ（スライスパック）熟成500日以上 カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（スライス） 45g

骨付きハモンイベリコ/ベジョータ熟成36ヶ月以上 カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（骨付き） 不定貫・約7kg 業務向け

骨付きハモンイベリコ/セボ熟成18ヶ月以上 カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（骨付き） 不定貫・約7.5kg 業務向け

骨付きハモンセラーノ熟成11ヶ月以上 カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（骨付き） 不定貫・約7.5kg 業務向け

骨なしハモンイベリコ/ベジョータ熟成36ヶ月以上(ナチュラルシェイプ） カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（ボンレス） 不定貫・約4.5kg 業務向け

骨なしハモンイベリコ/セボ熟成18ヶ月以上(ナチュラルシェイプ） カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（ボンレス） 不定貫・約5.4kg 業務向け

骨なしハモンセラーノ熟成11ヶ月以上(ナチュラルシェイプ） カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（ボンレス） 不定貫・約4.5kg 業務向け

マトネラ　ハモンイベリコ/セボ熟成18ヶ月以上 カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（ボンレス） 不定貫・約3.7kg 業務向け

マトネラ　ハモンセラーノ熟成11ヶ月以上 カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（ボンレス） 不定貫・約4.2kg 業務向け

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」

※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。

5月21日（木）　八芳園　出展アイテムリスト

No.16
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

No.17
メルシャン株式会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2

TEL：03-6837-7142　FAX：03-3228-2438

URL： http://www.kirin.co.jp/products/wine/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

コドーニュ　クラシコ　セコ　 コドーニュ D.O.CAVA 泡 750ｍｌ ¥1,750

コドーニュ　バルセロナ・エディション・ブリュット コドーニュ D.O.CAVA 泡 750ｍｌ ¥2,270

コドーニュ　バルセロナ・エディション・ロゼ コドーニュ D.O.CAVA 泡 750ｍｌ ¥2,270

アナ・デ・コドーニュ・ブリュット　スリーバー コドーニュ D.O.CAVA 泡 750ｍｌ ¥3,420

アナ・デ・コドーニュ・ロゼ　スリーバー コドーニュ D.O.CAVA 泡 750ｍｌ ¥3,420

ボルサオ　トレス・ピコス ボルサオ カンポ・デ・ボルハ 赤 750ｍｌ ¥3,120

ボルサオ　セレクション　ティント ボルサオ カンポ・デ・ボルハ 赤 750ｍｌ ¥1,760

ボルサオ　セレクション　ブランコ ボルサオ カンポ・デ・ボルハ 白 750ｍｌ ¥1,760

ティオ・ペペ ゴンザレス　ビアス へレス 白 750ｍｌ ¥2,670

ソレラ１８４７ ゴンザレス　ビアス へレス シェリー オロロソ 750ｍｌ ¥2,670

他

No.18
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
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※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。

5月21日（木）　八芳園　出展アイテムリスト

No.19
国分株式会社
〒103-8241 東京都中央区日本橋1-1-1

TEL：03-3276-4125　FAX：03-3275-1962

URL： http://liquors.kokubu.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・ロメロ　カヴァ　ブリュット　白 C.B.L社 D.O.カヴァ 白泡 750ml ¥1,280

ドン・ロメロ　カヴァ　ブリュット ロゼ C.B.L社 D.O.カヴァ ロゼ泡 750ml ¥1,400

オロヤ　寿司ワイン　白 ウニオ　セラーズ　デル　ノヤ (IGP) カスティーリャ地方 白 750ml ¥1,300

お好み焼きワイン　赤 ウニオ　セラーズ　デル　ノヤ (ヴィノ・デ・メサ) 赤 750ml ¥1,100

パゾ・サン・マウロ　白 マルケス・デ・バルガス D.O.リアスバイシャス 白 750ml ¥2,800

コンデ・デ・サンクリストバル　赤 マルケス・デ・バルガス D.O.リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥4,500

マルケス・デ・バルガス　レセルバ　赤 マルケス・デ・バルガス D.O.C.aリオハ 赤 750ml ¥6,000

他

No.20
小林桂株式会社
〒650-0031 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

No.21
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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

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 泡/白/ドライ 750ml ¥1,527

カバブリュットロゼ ドミニオデラベガ D,Oカバ 泡/ロゼ/ドライ 750ml ¥1,712

カバブリュットレセルバスペシャル ドミニオデラベガ D,Oカバ 泡/白/ドライ 750ml ¥4,166

アルテマジョールティント ドミニオデラベガ D,Oウティエルレケナ スティル/赤/フルボディ 750ml ¥5,555

ヴィテュリアバリーカ ボデーガスヴィテュリア D,Oリベラデルデュエロ スティル/赤/ミディアム 750ml ¥1,851

ヴィテュリアグランレセルバ ボデーガスヴィテュリア D,Oリベラデルデュエロ スティル/赤/フルボディ 750ml ¥3,611

インスピラシオンテンプラニージョブランコ ボデーガスバルデマール D,O,Cリオハ スティル/白/フルーティ 750ml ¥3,055

ラスカンテーラス ボデーガスバルデマール D,O,Cリオハ スティル/赤/フルボディ 750ml ¥3,611

ピ ボデーガストリビオ エクストレマデュラ原産ワイン スティル/赤/ミディアム 750ml ¥1,944

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 スティル/赤/フルボディ 750ml ¥2,268

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」

※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。

5月21日（木）　八芳園　出展アイテムリスト

No.22
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

1948BOX　白　3ℓ サガロン ラ・マンチャ 白 3ℓ オープン価格

1948BOX　赤　3ℓ サガロン ラ・マンチャ 赤 3ℓ オープン価格

オチョア・ブランコ ボデガス・オチョア 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

No.23
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

URL： http://www.sapporobeer.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

プロキシモ マルケス・デ・リスカル リオハ 赤・ミディアムボディ 750ml ¥1,100

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・レセルバ・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

レガリス・クリアンサ レガリス（コドーニュ社） リベラ・デル・デュエロ 赤・フルボディ 750ml ¥3,000

グランバック バック（コドーニュ社） カタルーニャ 白・カバ・辛口 750ml ¥2,200

他

No.24
白井松新薬　株式会社
〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-14

TEL：03-5159-5704　FAX：03-5159-5714

URL： http://www.shiraimatsu.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ロダ、　リオハ　レセルバ ボスカデ　ロダ リオハ 赤 750ml ¥7,000

タブラ　DO リベラ・デル・デュエロ ボデガス　イ　ビニェドス　タブラ リベラデルドゥエロ 赤 750ml ¥7,000

マウロ、ビノ・デ・ラ・ティエラ ボデガス マウロ リベラデルドゥエロ 赤 750ml ¥8,000

サンロマン、 トロ ボデガス マウロドス トロ 赤 750ml ¥8,000

アールト　DO リベラ・デル・デュエロ ボデガス　アールト リベラデルドゥエロ 赤 750ml ¥8,000

オリーブオイル　バージングレード５Ｌ フィガロ アンダルシア オリーブオイル 5Ｌ ¥4,750

オリーブオイル　ハイグレード５Ｌ フィガロ アンダルシア オリーブオイル 5Ｌ ¥4,750

オリーブオイル　ＥＸＶ５Ｌ フィガロ アンダルシア オリーブオイル 5Ｌ ¥5,000

コーポリーバピュア　５Ｌ アグロセビージャ アンダルシア オリーブオイル 5Ｌ ¥4,500

スペイン米 カタラ バレンシア スペイン米 1kg ¥1,150

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」

※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。

5月21日（木）　八芳園　出展アイテムリスト

No.25
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 750ml ¥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

パゴ・デ・ロス・カペジャーネス　ローブレ パゴ・デ・ロス・カペジャーネス リベラ・デル・ドゥエロ 赤　ミディアム～フル 750ml ¥3,500

パシオン・デ・ボバル ボデガ・シエラ・ノルテ ウティエル・レケーナ 赤　ミディアム 750ml ¥2,800

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

他

No.26
株式会社正光社
〒136-0071　東京都江東区亀戸4-40-11

TEL：03-3683-2811　FAX：03-3683-8811

URL： www.sunseikowines.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

オンタニョン・クラレテ 2014 ボデガス・オンタニョン D.O.C.a リオハ ロゼ 750ml ¥2,000

オンタニョン・エコロヒコ・クリアンサ 2010 ボデガス・オンタニョン D.O.C.a リオハ 赤 750ml ¥2,600

オンタニョン・クリアンサ 2011 ボデガス・オンタニョン D.O.C.a リオハ 赤 750ml ¥2,300

オンタニョン・レゼルバ 2005 ボデガス・オンタニョン D.O.C.a リオハ 赤 750ml ¥3,700

オンタニョン・グラン・レゼルバ 2005 ボデガス・オンタニョン D.O.C.a リオハ 赤 750ml ¥5,600

ラ・オラ・ホベン 2014 ボデガス・サンタ・エウラリア D.O. リベラ・デル・デュエロ 赤 750ml ¥1,400

ビニャ・カルティン 2013 ボデガス・イ・ビニェドス・ビニャ・カルティン D.O. リアス・バイジャス 白 750ml ¥2,100

ホアキン・レボヤェド・ゴデージョ 2013 ホアキン・レボヤェド D.O. バルデオラス 白 750ml ¥2,200

モンテスキュ・エクストラ・ブルット セラー・モスト・ドレ D.O. カバ 泡 750ml ¥2,650

ブヤンテ・フリザンテ ボデガス・デル・サス V.T. カステーリャ 白 750ml ¥1,200

他

No.27
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
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」

※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。

5月21日（木）　八芳園　出展アイテムリスト

No.28
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.29
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.30
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
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No.31
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 ¥2,460

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 ¥2,360

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 ¥2,760

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　ロサード クネ リオハ・アラベサ ロゼ・辛口 750ml ¥2,000

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.32
株式会社ハイドラインターナショナル
〒166-0004 東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-37-1 大森ビル3F

TEL：03-6276-9406　FAX：03-6276-9407

URL： http://www.hydrainternational.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ペイケ ・ロサード ボデガス・ペイケ ビエルソ ロゼ 750ml ¥2,300

パレジャダ・マルティ・カバ セラール・J・M・フェレット バルセロナ スパークリング 750ml ¥2,500

テラ・サラ イ･ビネドス･ソワソ･ガストン リオハ 白（辛口） 750ml ¥1,490

グレゴリウス ボデガス・ラモン・ラモス ディオト 赤ミディアムボディー 750ml ¥1,250

バディージョ・テンプラニージョ イ･ビネドス･ソワソ･ガストン リオハ 赤ミディアムボディー 750ml ¥1,700

ペイケ・ティント・メンシア ボデガス・ペイケ ビエルソ 赤ミディアムボディー 750ml ¥2,100

ペイケ・メンシア ボデガス・ペイケ ビエルソ 赤ミディアムボディー 750ml ¥2,200

ソワソ・ガストン・クリアンサ イ･ビネドス･ソワソ･ガストン リオハ 赤フルボディー 750ml ¥3,200

オンブロス カサ・デ・ブルビア ビエルソ 赤フルボディー 750ml ¥4,200

カラセド ボデガス・デ・アバド ビエルソ 赤フルボディー 750ml ¥7,050

他

No.33
株式会社　千商
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-5-1

TEL：03-5547-5711　FAX：03-3531-6070

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ベルタ　ラウンジ　ブリュット　ナチュレ　ロゼ カバ　ベルタ カバ ロゼ泡 750ml ¥3,000

プラドレイ　ブランコ　ベルデホ レアル　シティオ　デ　ベントシーリャ ルエダ 白 750ml オープン価格

エンカント　ゴデーリョ ビニャ　アルガンサ ビエルソ 白 750ml ¥2,200

キビア アニマ　ネグラ マヨルカ 白 750ml ¥2,500

エティム　ブランコ ファルセット　マルサ モンサン 白 750ml ¥3,000

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

エンカント　メンシア　ロブレ ビニャ　アルガンサ ビエルソ 赤 750ml ¥2,000

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

プラドレイ　クリアンサ レアル　シティオ　デ　ベントシーリャ リベラデルドゥエロ 赤 750ml オープン価格

マンサニーリャ　ソレアール　バルバディ－ジョ バルバディージョ サンルカール シェリー 750ml ¥2,800

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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5月21日（木）　八芳園　出展アイテムリスト

No.34
株式会社ディーエイチシー
〒106-0047 東京都港区南麻布2-4-5 皆川ビル7F

TEL：03-3457-6250　FAX：03-3457-6267

URL： http://www.dhc.co.jp/goods/catop11.jsp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

セレーナ・ブリュット ｱｸﾞﾙﾊﾟｼｵ･ﾃﾞ･ﾋﾞﾃｨｸﾙﾄﾙｽ･ｱﾙﾃｻﾅﾙｽ DO.カバ 泡（辛口） 750ml ¥1,380

シオス・ブリュット・ロゼ ボデガ・コステルス・デル・シオ DOコステルス・デル・セグレ ロゼ泡（辛口） 750ml ¥5,600

ラス・クアドラス白 ボデガ・コステルス・デル・シオ DOコステルス・デル・セグレ 白（辛口） 750ml ¥2,700

ラス・クアドラス赤 ボデガ・コステルス・デル・シオ DOコステルス・デル・セグレ 赤（ミディアム） 750ml ¥2,700

ガレナ ボデガ・ゴルカ・イザギーレ DOチャコリ・デ・ビスカヤ 白（辛口） 750ml ¥3,000

ラガール・デ・インドラ ボデガ・ラルチャゴ DOリアス・バイシャス 白（辛口） 750ml ¥2,100

シエラ・イベリカ・ゴデーリョ ボデガス・デル・アバド DOビエルソ 白（辛口） 750ml ¥2,200

シエラ・イベリカ・メンシア ボデガス・デル・アバド DOビエルソ 赤（ミディアム） 750ml ¥1,980

ピオ・エコロヒコ ピオ・デル・ラモ DOフミーリャ 赤（フル） 750ml ¥1,680

エル・ペドロサル・クリアンサ エルマノス・ペレス・パスクアス DOリベラ・デル・ドゥエロ 赤（ミディアム） 750ml ¥2,500

他

No.35
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

No.36
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
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」

※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。

5月21日（木）　八芳園　出展アイテムリスト

No.37
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

URL： 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）

クロポン　シスケヤ　ホワイト　カタルーニャ クロポン コステルス・デル・セグレ 白・ミディアム 750ml ¥3,000

クロポン　アルゲス　レッド　カタルーニャ　 クロポン 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 コステルス・デル・セグレ 赤・フルボディ 750ml ¥5,000

クロポン　ロク　デ　フォク　ホワイト　カタルーニャ クロポン コステルス・デル・セグレ 白・辛口 750ml ¥6,500

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

ガルダッチョ　クリアンサ　レッドワイン　ナバーラ アルザニア ナバーラ 赤・ミディアム 750ml ¥2,500

他

No.38
有限会社日西商事
〒224-080 神奈川県横浜市戸塚区品濃町252-3

TEL：045-823-3728　FAX：045-823-1584

URL： http://www.nisseishouji.co.jp

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・サリア　赤・白 ボデガ・デ・サリア ナバーラ 赤・白 750ml ¥1,400

アニール・フレッシュ トメジョッソ ラ・マンチャ 白 750ml ¥1,400

トーレ・デ・ガサーテ　クリアンサ トメジョッソ ラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,800

リアラン　白 カサール・デーブルビア ビエルソ 白 750ml ¥1,700

カサール・ゴデージョ カサール・デーブルビア ビエルソ 白 750ml ¥2,120

ｸﾞﾗﾝ・ﾊﾞﾙｹﾛ（フィノ・アモンティヤード・オロロッソ・ペドロヒメネス） ペレス・バルケロ モンティジャ・モリレス ナチュラル・シェリー 750ml \2,060～

トマトジュース アントニオ・ムニョス ムルシア 常温 1,000ml オープン価格

エクストラ・バージン・オリーブ・オイル トルハル・アルタホ ナバーラ 常温 1,000ml ¥1,830

アンチョビオリーブ ラ・エスパニョーラ スペイン 常温 300g オープン価格

ピメントン・アグリドゥルセ タルテソス スペイン 常温 200g ¥2,300

他

No.39
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

「スペインワイン＆フード商談会　2015」

※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。

5月21日（木）　八芳園　出展アイテムリスト

No.40
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

アルタビン　ビティクルトール　アルモディ アルタビン　ビティクルトール ＤＯテラアルタ 赤/ミディアム 750ml ¥2,200

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 マドゥーラ州） 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

カンピーリョ　ブランコ　フェルメンタード　エン　バリーカ ボデガス　カンピーリョ ＤＯＣaリオハ 白/辛口 750ml ¥2,200

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

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.41
株式会社 トレードウインド
〒336-0023 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 ロサド マンサノスワイン リオハ ロゼ 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 ブランコ バリーカ マンサノスワイン リオハ 白 750ml ¥3,000

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

ボチェ レセルバ マンサノスワイン リオハ 赤 750ml ¥6,000

ボチェ ブランコ バリーカ マンサノスワイン リオハ 白 750ml ¥5,000

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12F

TEL：045-222-8875　FAX：045-222-8876

URL： http://www.firadis.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

カヴァ　ブリュット　リセルヴァ サバルテス ペネデズ 泡 750ml ¥1,900

グランリバドアルバリーニョ トマダデカストロ リアスバイシャス 白 750ml ¥2,050

ガルナッチャブランカ ヘレンシアアルテス テッラアルタ 白 750ml ¥1,850

アルバロセルセダ　アルバリーニョ カサロホ リアスバイシャス 白 750ml ¥2,550

アナヨン　シャルドネ グランデスヴィノスイヴィニェードス カリニェナ 白 750ml ¥2,700

コンデデアリカンテ　カベルネ　 ボコパ アリカンテ 赤 750ml ¥1,400

コンデデアリカンテ　メルロ　バリカ ボコパ アリカンテ 赤 750ml ¥1,600

エテルヌムヴィティ アバニコ トロ 赤 750ml ¥2,400

アナヨン　セクシオン グランデスヴィノスイヴィニェードス カリニェナ 赤 750ml ¥2,900

プルノ フィンカヴィリャクレセス リベラデルデュエロ 赤 750ml ¥2,800

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」

※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。

5月21日（木）　八芳園　出展アイテムリスト

No.43
ロブレ
〒277-0862　千葉県柏市篠籠田1373-20

TEL：04-7144-2031　FAX：04-7144-2031

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

レリン　ティント　ホベン　テンプラニージョ ボデガス　アルコンデ ナバーラ 赤／ライトボディー 750ml ¥1,700

アルコンデ　ガルナッチャ　レセルバ ボデガス　アルコンデ ナバーラ 赤／フルボディー 750ml ¥3,500

レリン　ブランコ　シャルドネー、ビウラ ボデガス　アルコンデ ナバーラ 白／辛口 750ml ¥2,000

トレス　ビジャス　ベルデッホ ボデガス　アルコンデ ルエダ 白／辛口 750ml ¥2,500

レリン　ロサード ボデガス　アルコンデ ナバーラ ロゼ／辛口 750ml ¥2,000

ソラール　デ　リバノ　クリアンサ カスティージョ　デ　サハサラ リオハ 赤／ミディアムボディー 750ml ¥2,500

ソラール　デ　リバノ　レセルバ カスティージョ　デ　サハサラ リオハ 赤／フルボディー 750ml ¥4,000

インビータ カスティージョ　デ　サハサラ アレージャ 白／辛口 750ml ¥2,300

他

No.44
有限会社　YRプランニング
〒530－0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-5 梅ヶ枝センタービル407

TEL：06-6311-8283　FAX：06-6311-8284

URL： http://www.cana-jp.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

アンバー　スペシャル ラ　ザラゴザーナ サラゴサ ビール 30L ¥33,000

アンバー　エクスポート ラ　ザラゴザーナ サラゴサ ビール 30L ¥33,500

モリッツ モリッツ バルセロナ ビール 30L ¥33,500

他

No.45
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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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」

※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。

5月21日（木）　八芳園　出展アイテムリスト

No.46
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.47
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.48
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
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」

※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。

5月21日（木）　八芳園　出展アイテムリスト

No.49
有限会社ＢＲ－Ｍ
〒108-0072 東京都港区白金3-3-23

TEL：090-5752-5484　FAX：03-5413-3101

URL： 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）

バルドゥース　レセルバ　ブルットナトゥレ ハネ　サンタカナ ペネデス スパークリング 750ml ¥1,800

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 ¥2,200

カンフェイシャス　シャルドネ ウゲットゥ　デ　カンフェイシャス ペネデス 白 750ml ¥4,000

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 ¥3,000

サガロン　ホベン　ベルデホ ボデガス　サガロン ラマンチャ 白 750ml オープン価格

サガロン　ホベン　テンプラニージョ ボデガス　サガロン ラマンチャ 赤 750ml オープン価格

カンフェイシャス　ホベン　セレクシオ ウゲットゥ　デ　カンフェイシャス ペネデス 赤 750ml ¥2,200

ベリーナ ボデガス　ベルナベ　ナバーロ アリカンテ 赤 750ml ¥2,300

クロ　クリアンサ ボデガス　ベルナベ　ナバーロ アリカンテ 赤 750ml ¥2,800

フシオン　イ　エレメントス ボデガス　ベルナベ　ナバーロ アリカンテ 赤 750ml ¥4,500

他

No.50
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

No.51
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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No.52
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.53
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.54
株式会社　よしや
〒173-0016 東京都板橋区中板橋15-14 穂光ビル2Ｆ

TEL：03-5943-9448　FAX：03-5943-9447

URL： http://www.yoshiya.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

8.0.1　エディション・リミターダ ボデガス・サン・バレロ カリニェナ 赤/フルボディ 750ml ¥1,980

グラン・デュカイ　カヴァ　ブリュット ボデガス・サン・バレロ アラゴン 泡/辛口 750ml ¥1,980

ラミーロ　カヴァ　ブリュット グランデス・ヴィーノス・イ・ヴィニェドス ペネデス 泡/辛口 750ml ¥1,480

モン・マルサル　カヴァ　レゼルヴァ　ブリュット モン・マルサル ペネデス 泡/辛口 750ml ¥1,480

モン・マルサル　カヴァ　ロサード　ブリュット モン・マルサル ペネデス 泡/ロゼ/辛口 750ml ¥1,480

モン・マルサル　カヴァ　エクストレマリウム　ブリュット モン・マルサル ペネデス 泡/辛口 750ml ¥1,980

シードラ　ジャイ・アライ　セレクション EVA S.A ナバラ シードル 750ml ¥550

他
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No.55
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.56
LE VIN NATURE株式会社
〒106-0047 東京都港区南麻布2-13-16 太洋ハイツ301

TEL：03-6804-9616　FAX：03-6804-9616

URL： www.le-vin-nature.net

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

カウゾン・ブランコ ボデガ・カウゾン アンダルシア 白・辛口 750ml ¥3,500

チャコリ・ビオ マレナス アンダルシア 白・辛口 750ml ¥4,300

バホ・ベロ マレナス アンダルシア 白・辛口 750ml ¥4,500

カシージャ・ラス・フローレス マレナス アンダルシア 赤・辛口 750ml ¥3,000

セッロ・アンシナス・ティント マレナス アンダルシア 赤・辛口 750ml ¥2,600

ハリス・シラー マレナス アンダルシア 赤・辛口 750ml ¥4,000

ヴィデス・ブラヴァス マレナス アンダルシア 赤・辛口 750ml ¥3,300

エミリオ・ヴァレリオ ラデラス・デ・モンテフラ ナバラ 赤・辛口 750ml ¥2,500

アンブルツァ ラデラス・デ・モンテフラ ナバラ 赤・辛口 750ml ¥3,000

他
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