
※ブース番号順

No.1
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 [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

クク バルコ・デル・コルネタ カスティーリャ・イ・レオン 白 750ml ¥3,500

ギマロ・ゴデージョ アデガス・ギマロ リベイラ・サクラ 白 750ml ¥3,600

コラリー セラー・エスペルト エンポルダ ロゼ 750ml ¥2,600

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 ¥2,800

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

他

No.2
三菱食品 株式会社
〒143-6556　東京都大田区平和島6-1-1

ＴＥＬ：03-3767-9625　ＦＡＸ：03-3767-4319

http://www.mitsubishi-shokuhin.com/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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 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 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 トレガリマネイ ブルートナチュレ 10年 セグラヴューダス ペネデス 白/極辛口 750ml ¥3,900

セグラヴューダス ヴィーニャエレダッド カベルネソーヴィニョン セグラヴューダス ペネデス 赤/フルボディ 750ml ¥2,000

他

No.3
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

www.asahigrant.co.jp [税抜]

商品名 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 アドミラシオン (骨付き・ﾎﾞﾝﾚｽ) BLAZQUEZ (ブラスケス) 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・ﾎﾞﾝﾚｽ) BLAZQUEZ (ブラスケス) 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) サラマンカ 24ヶ月熟成 約9kg 約4.5kg オープン価格

イベリコ・ベジョータ・アドミラシオン チョリソ BLAZQUEZ (ブラスケス) サラマンカ サラミ 約0.5kg オープン価格

イベリコ・ベジョータ・アドミラシオン サルシチョン BLAZQUEZ (ブラスケス) サラゴサ サラミ 約0.5kg オープン価格

イベリコ・ベジョータ・アドミラシオン ロモ BLAZQUEZ (ブラスケス) サラマンカ サラミ 約0.6kg 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) アラゴン州・テルエル 18ヶ月熟成 約9kg 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) サラゴサ 8ヶ月熟成 200g 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) エクストレマドゥーラ 加熱ハム 約5.5～6.5kg オープン価格

ミニバゲッティーナ エキスプレス ＰＡＮＡＭＡＲ (パナマール) バレンシア 冷凍パン（焼成済み） 40g オープン価格

他

「スペインワイン＆フード商談会　2016」
6月28日（火）　JRタワーホテル日航札幌　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。

　　　 ※アイテム等の表記は各社の表記方法に基づきます。



No.4
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

http://suntory.jp/WINE/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

フレシネ コルドン ネグロ フレシネ 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 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 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 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 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 ビオンタ 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

バルデュボン テンプラニーリョ バルデュボン リベラ デル ドゥエロ 赤/ミディアムボディ 750ml オープン価格

他

No.5
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

http://www.parajapan-wine.com/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ブリュット・デ・ブリュット マリア・カサノバ ペネデス 泡（カバ）/辛口 750ml ¥1,900

ルダ・インフシオン ボデーガス・ビニャ・ルダ ラ・マンチャ 赤/ミディアム 750ml ¥1,400

イサベリーノ・ルエダ レイーナ・デ・カスティーリャ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,400

マリエッタ ボデーガス・マルティン・コダックス リアスバイシャス 白/やや辛口 750ml ¥1,750

エルブフォン・ベルデホ レイーナ・デ・カスティーリャ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,800

メレール・シラー ボデーガス・メレール ソモンターノ 赤/ミディアム 750ml ¥1,900

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

ロロ パコ＆ロラ リアスバイシャス 白/辛口 750ml ¥2,400

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

セイス・セパス・セイス ボデーガス・ペリカ リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥3,700

他

No.6
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

― [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ハモンイベリコ・デ・レセボ ラ・プルデンシア セゴビア 冷蔵生ハム 1本 \4,700/kg

パレタイベリカスライス 50ｇ ラ・プルデンシア セゴビア 冷蔵生ハム 10ﾊﾟｯｸ \660/ﾊﾟｯｸ

パレタセラーナスライス 250ｇ ラ・プルデンシア セゴビア 冷蔵生ハム 5パック \1,160/ﾊﾟｯｸ

タコの足 モイシーフード カディス 冷凍たこ足 2ﾊﾟｯｸ \4,200/2kgﾊﾟｯｸ

エクストラバージン 5リットル フランシスコ・ホセ・サンチェス コルドバ オリーブ油 1本 \3,000/5リットルPET

ピコス ヘネラルディストゥリブシオン・モンティージャ コルドバ 乾パン 5袋 ￥26０/袋

ビナグレ・パエス・モリージャ ボデガス・パエスモリージャ ヘレス ビネガー 2本 \740/本

フォアグラのパテ セレクトス・デ・カスティージャ パレンシア フォアグラムース 1缶 \840/缶

チョリソイベリコ ラ・プルデンシア セゴビア 冷蔵腸詰 2本 \3,810/kg

コロランテ ホセマリア・エルナンデス カセレス 色粉 1本 \6,000/kg

他

No.7
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

www.sunseikowines.com [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

サンタカナ・ブルット セラーズ・モスト・ドレ カバ 泡 750ml ¥1,250

ブヤンテ・フリザンテ ボデガス・デル・サス カステーリャ-ラ・マンチャ 白（微発泡） 750ml ¥1,200

フアン・ハイメ・ドライ ボデガス・オリベロス コンダード・デ・ウエルバ 白 750ml ¥1,400

マリア・デ・モリ-ナ・ベルデホ ボデガス・フルトス・ビジャル ルエダ 白 750ml ¥1,800

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

ブラン・デ・モンサルバット カルトイシャ・デ・モンサルバット プリオラート 白 750ml ¥4,500

パゴ・デ・バルドネへ・ホベン ビノス・バルトゥイ-ジェ  ビエルソ 赤 750ml ¥1,800

コンデ・デ・シルエラ・クリアンサ ボデガス・サンタ・エウラリア  リベラ・デル・デュエロ 赤 750ml ¥2,800

オンタニョン・レセルバ ボデガス・オンタニョン リオハ 赤 750ml ¥3,700

ムルべ・レセルバ ボデガス・フルトス・ビジャル  トロ 赤 750ml ¥3,300

他



No.8
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

http://www.enoteca.co.jp/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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・ブランコ トーレス カタルーニャ 白/辛口 750ml ¥1,600

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

グラン・サングレ・デ・トロ・シャルドネ トーレス ペネデス 白/辛口 750ml ¥2,200

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

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

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

ヴェルデオ トーレス ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,600

3055　メルロ/プティ・ヴェルド ジャン・レオン ペネデス 赤/フルボディ 750ml ¥2,500

3055　シャルドネ ジャン・レオン ペネデス 白/辛口 750ml ¥2,500

他

No.9
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

www.asahiwine.com [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

エル・コト・ティント エル・コト 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 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 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 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 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 バルデペーニャス 赤/フルボディ 750ml ¥1,870

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 赤/フルボディ 750ml ¥1,220

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 赤/ミディアムボディ 750ml オープン価格

ブルメ・ベルデホ フェリックス・ソリス バルデペーニャス 白/辛口 750ml オープン価格

ヴィニャ・アルバリ・サングリア フェリックス・ソリス ― 赤/甘口 1000ml オープン価格

他

No.10
AITANA 株式会社
〒651-0092　兵庫県神戸市中央区生田町2-6-13

ＴＥＬ：078-251-1600　ＦＡＸ：078-251-1610

http://aitana.jp/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

Ia　Ina CABALLERO　 ヘレス シェリー 750ml ¥2,400

Piedra del Mar TERRAS GAUDA リアスバイシャス 白 750ml ¥2,200

Petit TERRAS GAUDA ビエルソ 赤 750ml ¥2,100

Pittacum TERRAS GAUDA ビエルソ 赤 750ml ¥3,400

N3b FUENMAYOR リオハ 赤 750ml ¥3,200

SELA BODEGAS RODA リオハ 赤 750ml ¥5,000

RODA BODEGAS RODA リオハ 赤 750ml ¥7,000

MAURO BODEGAS MAURO リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥8,000

SAN ROMAN BODEGAS MAURODOS トロ 赤 750ml ¥8,000

他

No.11
T.G.A.
〒540-0039　大阪府大阪市中央区東高麗橋1-6 清水不動産ビル201

ＴＥＬ：06-6920-6950　ＦＡＸ：06-6920-6951

www.tgafoods.com [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

ブランデー・デカノ ルイス・カバジェロ ブランデー 700ml ¥2,290

ブランデー・ミレナリオ ルイス・カバジェロ ブランデー 700ml ¥5,600

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

マンサニージャ・マカレナ ルイス・カバジェロ ヘレス シェリー 750ml ¥2,000

オロロソ・リオ・ヴィエホ ルイス・カバジェロ ヘレス シェリー 750ml ¥2,290

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

ヴィニャ・エルミニア・クリアンサ ヴィニャ・エルミニア リオハ 赤 750ml オープン価格

ヴィニャ・エルミニア・エクセルスス ヴィニャ・エルミニア リオハ 赤 750ml オープン価格

ヴィニャ・エルミニア・レセルバ ヴィニャ・エルミニア リオハ 赤 750ml オープン価格

他



No.12
株式会社 オペレーションファクトリー
〒550-0014　大阪府大阪市西区北堀江1-12-10 山田ビル2Ｆ

ＴＥＬ：06-6535-9006　ＦＡＸ：06-6535-9007

http://www.opefac.com/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カステル ペレ カバズヒル カバ 白/泡/辛口 750ml ¥1,400

テラカリダ ラモンロケタ カタルーニャ 白/辛口 750ml ¥1,200

アバダル ピカポル アバダル ブラデバジェス 白/辛口 750ml ¥2,800

アバダル クリアンサ アバダル ブラデバジェス 赤/ミディアム 750ml ¥2,200

アバダル 5メルロー アバダル ブラデバジェス 赤/ミディアムフル 750ml ¥2,800

アバダル 3.9 レセルバ アバダル ブラデバジェス 赤/フルボディ 750ml ¥3,600

他

No.13
レセルバ イベリカ ジャパン 有限会社
〒733-0865　広島県広島市西区草津本町1-5

ＴＥＬ：082-942-5862  ＦＡＸ：082-942-5863

http://reservaiberica.jp/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

100％純血グランレセルバベジョータ レセルバイベリカ ハブゴ エンテロ 不定貫 オープン価格

レセルバイベリコ レセルバイベリカ ギフエロ エンテロ 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 エンテロ 不定貫 オープン価格

ロモ　イベリコ　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　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　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　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

ピコス　カンペロス レセルバイベリカ アンダルシア パン 180ｇ オープン価格

ハモネロ レセルバイベリカ ムルシア オープン価格

ナイフ レセルバイベリカ アルバセテ オープン価格

他

No.14
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/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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 泡/白/辛口 750ml ¥2,500

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 ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥3,000

カヴァ　ロゼ　ブリュット ロジャーグラート ペネデス 泡/ロゼ/辛口 750ml ¥2,200

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

クネ  ルエダ クネ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,600

クネ レセルバ クネ リオハ・アルタ 赤/フルボディ 750ml ¥3,500

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

ビーニャ・レアル　ブランコ　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

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

ヴァルデリス ヴァルデリス リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥4,500

他

No.15
株式会社 ヴォガジャパン
〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-9 新横浜ICビル504

ＴＥＬ：045-594-9880　ＦＡＸ：045-594-9881

http://www.voga-japan.net [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

エリオス プリオラート コステルス・デル・プリオラート プリオラート 赤 750ml ¥2,300

ブランク アイデンティティ カミロカスティージャ ナバラ 白 750ml ¥1,480

エゴメイ アルマ フィンカ エゴメイ リオハ 赤 750ml ¥8,000

デ バルドス スプレマ 30メセス ビンタエ リベラデルデュエロ 赤 750ml ¥5,000

イナシオ ウルソラ チャコリ イナシオ ウルソラ ゲタリアコ チャコリーナ 白 750ml ¥2,500

カスティーロデアルマンサリゼルバ カスティーロデアルマンサ アルマンサ 赤 750ml ¥1,380

ラ クラベ ラウルぺレス ラウルぺレス ビエルソ 赤 750ml ¥2,150

シエス ロドリゴメンデス ロドリゴメンデス リアスバイシャス 白 750ml ¥3,180

ドンピーエキス コンベント セレクション1946 パーカー100点 ボデガス トロ アルバラ モンテーリャ・モレス 白 750ml ¥51,000

トレンザード セルテス デル マルケス セルテス デル マルケス カナリア 白 750ml ¥3,250

他



No.16
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/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ハモン・イベリコ・デ・ベジョタ 44ヶ月熟成 ハモネス デ フビレス トレベレス 生ハム（冷蔵） 9kg ¥94,500

トレベレス産ハモン・セラーノ 16ヶ月熟成 ハモネス デ フビレス トレベレス 生ハム（冷蔵） 7.5kg ¥26,600

ロモ・デ・イベリコ・ベジョタ カサルバ ブルゴス 生ハム（冷蔵） 600g ¥14,400

パンセタ・イベリコベジョタ カサルバ ブルゴス 熟成生ベーコン（冷蔵） 1kg ¥4,800

アルバラシンチーズ ケソ・シエラ・デ・アルバラシン テルエル チーズ（セミハード） 250ｇ ¥2,000

ラ・クエバ・デル・コンタドール ベンハミン・ロメオ リオハ 赤/フル 750ml ¥14,500

ケ・ボニート・カカレアバ ベンハミン・ロメオ リオハ 白/フル 750ml ¥11,000

プレディカドール・ティント ベンハミン・ロメオ リオハ 赤/フル 750ml ¥5,000

プレディカドール・ブランコ ベンハミン・ロメオ リオハ 白/フル 750ml ¥5,100

ホセ・パリエンテ・ヴェルデホ ホセ・パリエンテ ルエダ 白/ミディアム 750ml ¥3,500

他

No.17
ユニオンリカーズ 株式会社
〒100-0013　東京都千代田区霞が関3-6-7 霞が関プレイス

ＴＥＬ：03-5510-2684　ＦＡＸ：03-5510-0137

http://www.union-liquors.com [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

マンサニージャ・ラ・ヒターナ ボデガス・イダルゴ・ラ・ヒターナ サンルーカル・デ・バラメダ シェリー/辛口 750ml ¥2,000

クロ・ラ・ソレヤ・ブリュット・ナチュレ カヴァス・エル・チャンフラ サン・サドゥルニ・デ・ノヤ スパークリング/辛口 750ml ¥1,300

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 ルエダ 白/中辛口 750ml ¥1,600

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

アルバリーニョ・コンデス・デ・アルバレイ アデガ・コンデス・デ・アルバレイ リアス・バイシャス 白/中辛口 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 カスティーリャ 白/中辛口 750ml ¥2,000

オ・ロンカル・ゴデーリョ キンタ・ド・ブブレ モンテレイ 白/辛口 750ml ¥2,100

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 トロ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,200

ラモン・ビルバオ・クリアンサ ラモン・ビルバオ リオハ・アルタ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,100

キホーテ・プティヴェルド パゴ・カサ・デル・ブランコ カサ・デル・ブランコ 赤/フルボディ 750ml ¥3,300

他

No.18
有限会社 カツミ商会
〒231-0005　神奈川県横浜市中区本町2-15大同生命ビル1Ｆ

ＴＥＬ：045-226-2253　ＦＡＸ：045-226-2256

― [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ムリエル・ティント・クリアンサ ボデガス・ムリエル リオハ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥1,900

ムリエル・ブランコ ボデガス・ムリエル リオハ 白/辛口 750ml ¥1,750

サウロン・ロブレ ボデガス・ロドリゲス・サンソ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥2,000

ロス・モンテロス・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/辛口/フルボディ 750ml ¥1,800

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/辛口 750ml ¥1,500

ヴェガス・3・ティント アヴェリーノ・ヴェガス カスティーリャ・イ・レオン 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥1,800

ヴェガス・3・ブランコ アヴェリーノ・ヴェガス カスティーリャ・イ・レオン 白/辛口 750ml ¥1,800

トラヴィターナ・アルバリーニョ ボデガス・ムールヴィエドロ リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥2,700

テラ　ＯＶＧ ボデガス・コビンカ カリニェナ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥1,500

クラーベ・デ・ソル・シャルドネ ボデガス・コビンカ カリニェナ 白/辛口 750ml ¥1,400

他

No.19
小林桂 株式会社
〒650-0031　兵庫県神戸市中央区東町123 貿易ビル

ＴＥＬ：078-321-8434　ＦＡＸ：078-321-8430

http://www.k-kobayashi.com [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

HDC オーガニック・カバ・ブリュット ビセンテ・ガンディア カバ 泡/ 辛口 750ml ¥1,556

HDC 130アニバーサリー　赤 ビセンテ・ガンディア ウティエルレケーナ 赤/フルボディ 750ml ¥1,565

HDC 130アニバーサリー　白 ビセンテ・ガンディア バレンシア 白/辛口 750ml ¥1,565

HDC  ナイトハーベスト　 ビセンテ・ガンディア バレンシア 白/やや辛口 750ml ¥1,371

コン・ウン・パール　アルバニーリョ ビセンテ・ガンディア リアスバイシャス 白/辛口 750ml ¥1,480

リサルテ・ベンデミア・セレクショナーダ ボデガス・リサルテ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアム 750ml ¥2,700

リサルテ・クリアンサ ボデガス・リサルテ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアム 750ml ¥3,600

レッコ・ローブレ ボデガス・リサルテ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアム 750ml ¥2,100

レッコ・クリアンサ ボデガス・リサルテ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥2,700

レッコ・レセルバ ボデガス・リサルテ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥3,600

他



No.20
株式会社 稲葉
〒454-0954　愛知県名古屋市中川区江松5-228

ＴＥＬ：052-301-1441　ＦＡＸ：052-301-1701

http://www.inaba-wine.co.jp/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

オルキデア ボデガ イヌリエータ ナバラ 白/辛口 750ml ¥1,500

オノロ ベラ ルエダ ボデガス アテカ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,600

ゴデリア ブランコ ボデガス イ ビニェドス ゴデリア ビエルソ 白/辛口 750ml ¥2,200

カバ ブルット ナトゥレ レセルバ カステルロッチ ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥3,200

アシエンダ ゾリータ マルケス デ ラ コンコルディア カスティーリャ イ レオン 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,400

カル ピン ロス ピノス バレンシア 赤/フルボディ 750ml ¥1,500

オノロ ベラ ボデガス アテカ カラタユード 赤/フルボディ 750ml ¥1,600

アッテカ ボデガス アテカ カラタユード 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

アシエンダ ゾリータ ナトゥラル レセルブ シラー マルケス デ ラ コンコルディア カスティーリャ イ レオン 赤/フルボディ 750ml ¥3,300

タマラル レセルバ ボデガス タマラル リベラ デル デュエロ 赤/フルボディ 750ml ¥4,000

他

No.21
 i-WINE HAPPINESS 株式会社
〒234-0054　神奈川県横浜市港南区港南台7-49-7

ＴＥＬ：045-567-6908　ＦＡＸ：045-514-7491

https://www.facebook.com/iwinehappiness/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カバ・ブリュット・リゼルバ・ブラン・ド・ブラン ジロ・リボット カタルーニャ 泡/白/辛口 750 ml ¥2,400

ヴィーニャ・ソルサル・ガルナッチャ・ブランカ プロジェクト・ソルサル ナバーラ 白/辛口 750 ml ¥1,600

ヴィーニャ・ソルサル・シャルドネ プロジェクト・ソルサル ナバーラ 白/辛口 750 ml ¥1,600

ヴィーニャ・ソルサル・ガルナッチャ・ロサード プロジェクト・ソルサル ナバーラ ロゼ/辛口 750 ml ¥1,600

ヴィーニャ・ソルサル・ガルナッチャ プロジェクト・ソルサル ナバーラ 赤/ミディアムボディ 750 ml ¥1,600

ヴィーニャ・ソルサル・テンプラニーリョ プロジェクト・ソルサル ナバーラ 赤/ミディアムボディ 750 ml ¥1,600

ヴィーニャ・ソルサル・リオハ・テンプラニーリョ プロジェクト・ソルサル リオハ 赤/ミディアムフルボディ 750 ml ¥2,700

ヴィーニャ・ソルサル・グラシアーノ プロジェクト・ソルサル ナバーラ 赤/フルボディ 750 ml ¥2,200

ヴィーニャ・ソルサル・マライエート プロジェクト・ソルサル ナバーラ 赤/フルボディ 750 ml ¥2,800

ヴィーニャ・ソルサル・セニョーラ・デ・ラス・アルテュラス プロジェクト・ソルサル ナバーラ 赤/フルボディ 750 ml ¥4,500

他

No.22
株式会社 ラシーヌ
〒160-0008　東京都新宿区三栄町18-20 パークサイド四谷5階 

ＴＥＬ：03-5366-3931　ＦＡＸ：03-5366-4870

www.racines.co.jp [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ラ・ビーニャ・デ・シモン ベルナベ・ナバロー アリカンテ 白 750ml ¥2,700

ベニマキア・ティナハス ベルナベ・ナバロー アリカンテ 白 750ml ¥2,800

アララ ナルパ・ビノス ガリシア 白 750ml ¥3,000

オリバーレス・ホーベン ボデガス・オリバーレス フミーリャ 赤 750ml ¥1,500

パンパネオ　テンプラニーリョ　エコ エセンシア・ルラル ラ＝マンチャ 赤 750ml ¥1,600

トラゴラルゴ ベルナベ・ナバロー アリカンテ 赤 750ml ¥1,900

モロン ベルナベ・ナバロー アリカンテ 赤 750ml ¥2,700

ペタロス デスセンディエンテス・デ・ホセ・パラシオス ビエルソ 赤 750ml ¥2,900

トラガルダバス マンドラゴラ・ビノス サラマンカ 赤 750ml ¥3,300

ビニェドス・デル・ホルコ ル・バタール カスティーリャ・レオン 赤 750ml ¥3,600

他

No.23
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

http://www.iidawine.com/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

スマロッカ カバ ブリュット レセルバ スマロッカ カタルーニャ州 泡/辛口 750ml ¥1,800

アス ラサス バル ド ソセゴ アルバリーニョ アス ラサス ガリシア州 白/辛口 750ml ¥2,200

スマロッカ ミュスカ スマロッカ カタルーニャ州 白/辛口 750ml ¥1,500

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

モナステリオ デ ラス ビーニャス レセルバ モナステリオ アラゴン州 赤/ミディアム 750ml ¥2,000

モナステリオ デ ラス ビーニャス  グラン レセルバ モナステリオ アラゴン州 赤/フルボディ 750ml ¥2,500

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 エストレ マドゥーラ州 赤/ミディアム 750ml ¥1,600

パラシオ ケマド テンプラニーリョ パラシオ ケマド エストレ マドゥーラ州 赤/ミディアム 750ml ¥1,500

ネオ センティド ネオ カスティーリャ イ レオン州 赤/ミディアム 750ml ¥2,600

ドミニオ ド ビベイ ララーマ ドミニオ ド ビベイ ガリシア州 赤/フルボディ 750ml ¥4,500

他



No.24
BMO 株式会社
〒150-0021　東京都渋谷区恵比寿西1-15-9　DAIYUビル2Ｆ

ＴＥＬ：03-5459-4243　ＦＡＸ：03-5459-4248

http://www.naturalwine.jp/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カバ　チャンカレ　ブリュット　　 マス・オリベル カタルーニャ 白/泡/辛口 750ml ¥1,960

ブリュット・ナチュレ・ブラン クロス・レンティスクス カタルーニャ 白/泡/辛口 750ml ¥3,300

ロゼ・ブリュット・ナチュレ クロス・レンティスクス カタルーニャ ロゼ/泡/辛口 750ml ¥3,300

ヴィオニエ ラガスカ ラ・マンチャ 白/辛口 750ml ¥1,660

ベルデホ アリエス カスティーリャ・レオン 白/辛口 750ml ¥2,200

ラ・ファンファンリア　ブランコ ドミニオ・デル・ウロガリョ アストゥリアス 白/辛口 750ml ¥2,840

テンプラニーリョ・プティヴェルド ラガスカ ラ・マンチャ 赤/辛口 750ml ¥1,660

ティント・ナトゥラル　TN　 パルティーダ・クレウス カタルーニャ 赤/辛口 750ml ¥3,500

レイ・デ・ラブラドーレス ドミニオ・デル・ウロガリョ トロ 赤/辛口 750ml ¥1,960

ラ・ファンファンリア ドミニオ・デル・ウロガリョ アストゥリアス 赤/辛口 750ml ¥2,660

他

No.25
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

http://www.ywc.co.jp [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ルシャレル アマルテア ブランコ オーガニック ルシャレル カタルーニャ 白 750ml ¥2,000

ルシャレル アマルテア ティント オーガニック ルシャレル ペネデス 赤 750ml ¥2,000

ルシャレル アマルテア ブリュット ナチュレ オーガニック ルシャレル ペネデス 泡 750ml ¥2,200

ルシャレル ア パル ブランコ ルシャレル ペネデス 白 750ml ¥3,500

ルシャレル ア パル ティント ルシャレル ペネデス 赤 750ml ¥3,500

ルシャレル チャレロ アンフォレス ルシャレル ペネデス 白 750ml ¥3,200

ルシャレル パティ アルナウ ロゼ ルシャレル ペネデス ロゼ 750ml ¥2,000

ルシャレル ＬＸＶ ルシャレル ペネデス 白 750ml ¥3,300

ルシャレル 790 レゼルバ ルシャレル ペネデス 赤 750ml ¥3,800

ルシャレル 109 ブリュット ナチュレ レゼルバ ルシャレル ペネデス 泡 750ml ¥17,000

他

No.26
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/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ガバンサ マエティエラ・ドミニュム リオハ ミディアム 750ml ¥2,500

エピカ　ロブレ デ・バルドス リベラ・デル・デュエロ ミディアム 750ml ¥2,000

ジャナ　カベルネ・ソーヴィニヨン ワイン・イン・チューブ カタルーニャ ミディアム 750ml ¥1,400

カプリチョ ガンセド ビエルソ 辛口 750ml ¥3,000

セレクション　ベトゥラ プリオル デ パントン リベイロ 辛口 750ml ¥2,000

ジャナ　シャルドネ ワイン・イン・チューブ カタルーニャ 辛口 750ml ¥1,400

ビノ　モスカテル　 ワイン・イン・チューブ カタルーニャ やや甘口リキュール 750ml ¥1,600

サンジョアン グランレセルバ ブリュット・ナチュレ ラモン　カナルス　カナルス カバ 白泡 750ml ¥2,600

マンサニージャ　オルレアンス　ボルボン オルレアンス　ボルボン ヘレス 辛口 375ml ¥1,900

ラ・モンテリア アモンティリャード ボデガス　ジュステ ヘレス 辛口 750ml ¥2,500

他

No.27
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

http://www.diverse.co.jp [税抜]

商品名 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 原木 カルディサン ギフエロ 生ハム(冷蔵) 約8～9kg \8,000/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 腸詰(冷蔵) 約1.0～1.5kg \4,500/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 ガジョ バルセロナ 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

カスエラAR-14 (外径14.5cm 内径13cm 深さ2.8cm) アルテ レガル ヴァレンシア 陶器 \520/枚

カスエラOVAL-18 (外径18cm 内径16cm 深さ5.4cm) アルテ レガル ヴァレンシア 陶器 \1,040/枚

他



No.28
株式会社 スマイル
〒135-0052　東京都江東区潮見2-8-10 潮見SIFビル4F

ＴＥＬ：03-6731-2400　ＦＡＸ：03-6731-2271

http://www.smilecorp.co.jp/wine/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アナリヴィア ヴェルデホ パゴス・デル・レイ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,350

アナリヴィア ソーヴィニヨンブラン パゴス・デル・レイ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,350

エル・シルクロ パゴス・デル・レイ リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,150

アルマグロ レゼルバ フェリックス・ソリス バルデペーニャス 赤/フルボディ 750ml ¥1,150

アルマグロ グラン・レゼルバ フェリックス・ソリス バルデペーニャス 赤/フルボディ 750ml ¥1,750

アルマグロ グラン・レゼルバ ファミリア フェリックス・ソリス バルデペーニャス 赤/フルボディ 750ml ¥2,800

カラ・ノルド ブランク トマス・クシーネ カタルーニャ 白/辛口 750ml ¥2,200

カラ・ノルド ネグレ トマス・クシーネ カタルーニャ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,200

ジャン・ペティット クロス・ポンス カタルーニャ 赤/フルボディ 750ml ¥1,700

ペティット・サオ マス・ブランチ・イ・ホヴェ カタルーニャ 赤/フルボディ 750ml ¥2,000

他

No.29
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７F

ＴＥＬ：03-6712-2061　ＦＡＸ：03-6712-2083

http://www.olet-japan.com/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ザ・タパスワイン・コレクション・カヴァ・ブリュット ブラックボードワイナリー アリカンテ 泡 750ml ¥1,920

ザ・タパスワイン・コレクション・テンプラリーニョ ブラックボードワイナリー アリカンテ 赤 750ml ¥1,640

ザ・タパスワイン・コレクション・ヴェルデホ ブラックボードワイナリー アリカンテ 白 750ml ¥1,640

キンタルナ ボデガス・オシアン ルエダ 白 750ml ¥2,090

ヴァルセンドン　テンプラニーリョ・ブランコ ボデガス・デ・マテオス リオハ 白 750ml ¥2,140

ヴァルセンドン　ガルナッチャ ボデガス・デ・マテオス リオハ 赤 750ml ¥2,140

ヴァルセンドン　グラシアーノ ボデガス・デ・マテオス リオハ 赤 750ml ¥2,140

ヴァンデミア・セレクショナーダ ボデガス・ブリエゴ リベラ・デル・デュエロ 赤 750ml ¥1,870

エル・フォンブレ・マグニフィコ サンディアゴ・ラバリ ナバーラ 赤 750ml ¥1,640

セイン ボデガス・ヴィネッセンス アリカンテ 赤 750ml ¥1,970

他


