
※ブース番号順

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:03-5640-2538

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・骨盤なし カンポドゥルセ エクストレマドゥーラ 生ハム/骨盤なし 約8kg オープン価格

ハモンセラーノエンブラ・骨盤なし カンポドゥルセ エクストレマドゥーラ 生ハム/骨盤なし 約8kg オープン価格

パレタ・イベリカ・コシーダ（セミデボーン） マフレサ エクストレマドゥーラ 加熱ハム/セミデボーンタイプ 約5.5～6kg オープン価格

イベリコベジョータ・ハンドカット ブラスケス サラマンカ 生ハムスライス 25g オープン価格

イベリコベジョータ (チョリソ･サルシチョン) ブラスケス サラマンカ サラミ 約500g オープン価格

ミニ　イベリコ　ブロック マフレサ エクストレマドゥーラ 生ハム/ブロック 800g オープン価格

ミニ　セラーノ　ブロック マフレサ エクストレマドゥーラ 生ハム/ブロック 800g オープン価格

カニャーダ（ティント・ブランコ） ナヴァロロペス ラマンチャ ボックスワイン(赤/白） 3L オープン価格

他

No.2
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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

メモリア・ブルット・ナトゥーレ・グラン・レセルバ デスクレグット カバ 泡/チャレッロ60%、マカベオ40% 750ml ¥3,600

ブリサ・デル・コステル セラー・マス・フォラスター コンカ・デ・バルべラ オレンジ/マカベオ100% 750ml ¥3,200

パンムポル カン・レアンドロ バレンシア 白/メルセゲラ100% 750ml ¥2,300

クロ・コル・ビ・ヴィオニエ クロ・コル・ビ バレンシア 白/ヴィオニエ100% 750ml ¥2,300

クロ・コル・ビ・リースリング クロ・コル・ビ バレンシア 白/リースリング100% 750ml ¥2,600

クロ・コル・ビ・シメラ クロ・コル・ビ バレンシア 白/ヴィオニエ50%、リースリング50% 750ml ¥3,700

シラー・エル・タニーノ ボデガス・エル・タニーノ カステーリャ ・ ラ・マンチャ 赤/シラー100% 750ml ¥1,800

ボー・ボノーム・オーガニック レ・ヴァン・ボノーム フミ―リャ 赤/モナストレル100% 750ml ¥1,800

パンシュ カン・レアンドロ バレンシア 赤/ボニカイレ100% 750ml ¥2,500

ホアキン・レボジェド・ティント・バリカ ホアキン・レボジェド バルデオラス 赤/メンシア主体他ソーソン等 750ml ¥2,800

他

No.3
株式会社エヌプランニング
〒160-0023　東京都新宿区西新宿8-1-16　アドバンスビル2F

TEL:03-5937-0577  FAX:03-5937-0547

https://grau.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ペティト カウス ネグレ コリータ カン ラフォルス デル カウス ペネデス 赤 750ml ¥1,500

ペティト カウス ブラン カン ラフォルス デル カウス ペネデス 白 750ml ¥1,500

グラン カウス ロサート メルロー カン ラフォルス デル カウス ペネデス ロゼ 750ml ¥4,200

ホワイト テラプリマ カン ラフォルス デル カウス ペネデス 白 750ml ¥1,900

レッド テラプリマ カン ラフォルス デル カウス ペネデス 赤 750ml ¥1,900

コルバイクス エンレクトルデ ヴェンタローラ アグロモニストロレット S.L. プラ・デ・バジェス 赤 750ml ¥4,800

アルベット イ ノヤ エフェクト ブリュット アルベ イ ノヤ ペネデス カバ/泡 750ml ¥3,900

ペティト アルベ ネグレ アルベ イ ノヤ ペネデス 赤 750ml ¥3,400

ペティト アルベ ブラン アルベ イ ノヤ ペネデス 白 750ml ¥3,000

アルベ イ ノヤ リグラム ブラン アルベ イ ノヤ ペネデス 白 750ml ¥4,200

他

「スペインワイン＆フード商談会　2019」
7月16日（火）　ソラリア西鉄ホテル福岡　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
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6Ｆ

TEL:06-6836-0123　FAX:06-6836-0124

https://www.panavac.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ガインツァ　 ガインツァ ゲタリア 微発泡/白 750ml ¥2,400

レゼルヴァ・エクストラ・ブリュット ア・テ　ロッカ ペネデス 泡/白 750ml ¥3,000

ロサート・レゼルヴァ・エクストラ・ブリュット ア・テ　ロッカ ペネデス 泡/ロゼ 750ml ¥3,200

ポンテジョン アデガス・トジョ・ドウロ リアス・バイシャス 白 750ml ¥2,200

ヴィアテッラ・ブラン エデタリア テッラ・アルタ 白 750ml ¥2,200

ヴィアテッラ・ネグレ エデタリア テッラ・アルタ 赤 750ml ¥2,200

シジャール ドミディオ・デル・ピディオ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥2,500

フィンカ・ヌエヴァ・ヴィウラ フィンカ・ヌエヴァ　 リオハ 白 750ml ¥2,000

フィンカ・ヌエヴァ・ヴェンディミア フィンカ・ヌエヴァ　 リオハ 赤 750ml ¥2,000

カルヴァリオ フィンカ・アジェンデ リオハ 赤 750ml ¥24,000

他

No.5
マルカイコーポレーション株式会社　ワイン課
〒550-0003　大阪府大阪市西区京町堀一丁目18-5

TEL:06-6443-2071　FAX:06-7638-1889

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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カヴァ　ムッサ・ブリュット・ナチューレ ヴァルフォルモッサ ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥1,750

オンダス・デル・アルマ　ゴデーリョ　 アデガス・パソ・ダス・タピアス モンテレイ 白/辛口 750ml ¥1,600

アルティガソ・シャルドネ・バレルセレクション ボデガス･パニザ アラゴン 白/辛口 750ml ¥2,100

コーラル・ドゥ・マール・アルバリーニョ ヴェイガ・ダ・プリンセッサ リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥2,400

ヴェガ・デル・カスティーリョ・ロゼ ボデガス･ヴェガ･デル･カスティーリョ ナバーラ ロゼ/辛口 750ml ¥1,450

ガレルナ・カベルネ・ソーヴィニヨン・オーガニック ドミニオ・デ・プンクトン ラ・マンチャ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,300

オンダス・デル・アルマ　メンシア アデガス・パソ・ダス・タピアス モンテレイ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,600

アルティガソ　 ボデガス･パニザ アラゴン 赤/フルボディ 750ml ¥2,150

ボセート・デ・エクソプト　リオハ ボデガス・エクソプト リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥2,250

ラス・レタマス カンパーニャ・ガリップ・ラガジャル マドリード 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

他

No.6
株式会社サス
〒104-0042　東京都中央区入船3-10-7　有楽堂ビル3Ｆ

TEL:03-3552-5223　FAX:03-3552-5226

-

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ヴィジャ・デ・アドノス・ボバル・ティント グルーポ・コビーニャス バレンシア 赤/ボバル100％ 750ml ¥1,800

ﾎﾞﾊﾞﾙ･ﾃﾞ･ｴｽﾃﾅｽ ベラ・デ・エステナス バレンシア 赤/ボバル100％ 750ml ¥3,200

ﾀﾙﾀﾞﾅ･ﾃﾞ･ｴｽﾃﾅｽ･ﾌﾞﾗﾝｺ ベラ・デ・エステナス バレンシア 白/タルダナ100% 750ml ¥3,200

アルハンブラ・エスペシャル　 セルベサス・アルハンブラ アンダルシア プレミアム　ラガー 330ml オープン価格

アルハンブラ・レセルバ1925　　　　 セルベサス・アルハンブラ アンダルシア エクストラ　ラガー 330ml オープン価格

アルハンブラ・レセルバ・ロハ (赤ビール） セルベサス・アルハンブラ アンダルシア エクストラ　ラガー 330ml オープン価格

ジンベリーズ べべランド ジン 700ml ¥2,000

マンテル・ブランコ・ヴェルデホ アルバレス・イ・ディエス ルエダ 白/辛口 750ml ¥2,000

ロス　コンデス　ブランコ　 ボデガス･ロケタ カタルーニャ 白/マカベオ、シャルドネ 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/テンプラニーリョ 750ml ¥1,200

他

No.7
三菱食品株式会社
〒143-6556　東京都大田区平和島6-1-1

TEL:03-3767-9573　FAX:03-3767-4319

https://www.mitsubishi-shokuhin.com/index.html

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 カバ 泡/白/辛口 750ml ¥1,500

セグラヴューダス　ブルート　ロゼ セグラヴューダス カバ 泡/ロゼ/辛口 750ml ¥1,500

セグラヴューダス　ブルート　オーガニック セグラヴューダス カバ 泡/白/辛口 750ml ¥2,000

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 カバ 泡/白/極辛口 750ml ¥2,300

セグラヴューダス　ブルート　ヴィンテージ セグラヴューダス カバ 泡/白/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 カバ 泡/白/辛口 750ml ¥5,300

セグラヴューダス　マス　デ　アラニョ　レゼルバ 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 セグラヴューダス ペネデス 白/辛口 750ml ¥2,750

パニッツァ　カリニェナ パニッツァ カリニェナ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,250

パニッツァ　ヴィウラ・シャルドネ パニッツァ カリニェナ 白/辛口 750ml ¥1,250

他



No.8
YG&Tパートナーズ株式会社 al puente
〒113-0024　東京都文京区西片2-9-4

TEL: 080-4912-9291　FAX:-

https://vinoalpuente.wixsite.com/alpuente

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

セント・カット・ピカポル・ブランコ ビンス・グラウ プラ・デ・バジェス 微発泡/白 750ml ¥2,000

ジャウメグラウ・メルロー・ロサード ビンス・グラウ プラ・デ・バジェス ロゼ 750ml ¥2,000

ラタフィア・マイアンス・ベル ビンス・グラウ カタルーニャ リキュール 500ml ¥3,000

ランシオ ガンデサ テラ・アルタ 食後酒 500ml ¥3,000

コレット カル・ベッソ モンサン 白 750ml ¥2,550

ロ・シレレル カル・ベッソ モンサン 赤 750ml ¥2,550

バィ・マジョー・ブラン バテア テラ・アルタ 白 750ml ¥1,500

バィ・マジョー・ネグラ バテア テラ・アルタ 赤 750ml ¥1,500

ヌ・アロンジェ・ロサード エメンディス カバ 泡/ロゼ 750ml ¥1,700

セミ・セコ・レセルバ ウリベ・バッリョリ カバ 泡/白 750ml ¥2,500

他

No.9
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

TEL:06-6467-4147　FAX:06-6467-4157

www.tgafoods.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カヴァ　マル・サラダ　 イタント ヴィンズ ペネデス カバ/Brut Nature 750ml ¥2,286

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/辛口 750ml ¥2,000

アルバダ・ブランコ ボデガス・ヴィルヘンデ・シエラ カラタユド 白/辛口 750ml ¥1,930

コト・デ・アヤス ソロ　ティオリコ ボデガス・アラゴネサス カンポデボルハ 白/中辛口 750ml ¥2,000

パソ・デ・サン ボデガス・クンケーロ リベイロ 白/中辛口 750ml ¥1,915

クンケーロ　ブランコ ボデガス・クンケーロ リベイロ 白/中辛口 750ml ¥2,858

コト・デ・アヤス　ロゼ ボデガス・アラゴネサス カンポデボルハ ロゼ/ミディアム 750ml ¥1,700

クンケーロ　ティント ボデガス・クンケーロ リベイロ 赤/ライト～ミディアム 750ml ¥2,858

テラエステバン　ロブレ ボデガス・ヴィニエドス・アセニャ リベラデルドゥエロ 赤/ミディアム～フルボディ 750ml ¥2,650

ア・デ・アイレス ボデガス・セニョリオ・デ・アイレス カリニェナ 赤/ミディアム～フルボディ 750ml ¥2,220

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　シャトーハイツ1F

TEL:078-251-1600　FAX:078-251-1610

-

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

フィノ ライナ カバジェロ ヘレス シェリー/フィノ 750ml ¥2,400

タバンコ カバジェロ ヘレス  シェリー/アモンティリャード 750ml ¥2,500

ペティト テラスガウダ ビエルソ 赤 750ml ¥2,100

ピタクム テラスガウダ ビエルソ 赤 750ml ¥3,400

サルドン テラスガウダ カスティーリャ･イ･レオン 赤 750ml ¥3,600

レセルバ デ ラ ムシカ ジャネヴェントラ ペネデス カバ/白 750ml ¥3,500

フリザンテ ヴィノスサンズ ルエダ 白 750ml ¥2,500

ラ キャピタル ホベン ヴィノスサンズ ビノス･デ･マドリード 赤 750ml ¥2,500

ラ キャピタル ロブレ ヴィノスサンズ ビノス･デ･マドリード 赤 750ml ¥2,800

セニョリオ ウエダ ブランコ フエンマヨール ルエダ 白 750ml ¥2,700

他

No.11
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3-8-11　メットライフ新横浜ビル7F

TEL:045-477-2881　FAX:045-477-2882

https://www.parajapan-wine.com/

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 カバ 泡 750ml ¥1,900

カーバ・スートラ ボデーガス・アントニオ・アラーエス カバ 泡 750ml ¥1,900

マシア・ブランコ セジェールス・ウニオ カタルーニャ 白 750ml ¥1,390

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 750ml ¥1,750

マラビーダ・ブランコ ボデーガス・アントニオ・アラーエス バレンシア 白 750ml ¥1,750

チック アグスティ・トレーリョ ペネデス 白 750ml ¥1,900

マシア・ティント セジェールス・ウニオ カタルーニャ 赤 750ml ¥1,390

マラビーダ ボデーガス・アントニオ・アラーエス バレンシア 赤 750ml ¥1,750

ビビドール ボデーガス・アントニオ・アラーエス ウティエル・レケーナ 赤 750ml ¥1,800

ラガーレス ボデーガス・アントニオ・アラーエス バレンシア 赤 750ml ¥3,200

他



No.12
三国ワイン株式会社
〒104-0033　東京都中央区新川1-17-18　8F 

TEL:03-5542-3941　FAX:03-5774-8289

https://www.mikuniwine.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

RG カバ コーラル・ロゼ ブリュット ロジャーグラード ペネデス 泡/ロゼ 750ml ¥2,100

RG カバ EXブリュット ブラックラベル ロジャーグラード ペネデス 泡/白 750ml ¥2,100

RG カバ GR ジョセップ・ヴァイス ロジャーグラード ペネデス 泡/白 750ml ¥2,800

クネ　モノポール クネ リオハ・アルタ 白/辛口 750ml ¥1,400

パゴス・デ・ガリア ゴデーリョ パゴス・デ・ガリア バルデオラス 白/辛口 750ml ¥2,500

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 ¥1,400

ビーニャ・レアル クリアンサ ビーニャ・レアル リオハ・アラベサ 赤/フルボディ 750ml ¥2,200

ベラ　ロブレ ベラ リベラ・デル・デュエロ 赤/フルボディ 750ml ¥2,400

パゴス・デ・ガリア メンシア パゴス・デ・ガリア バルデオラス 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.13
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

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

マリア　アンドゥレア ボデガ　エドゥアルド　ペーニャ リベイロ 白/辛口 750ml ¥2,400

エドゥアルド　ペーニャ ボデガ　エドゥアルド　ペーニャ リベイロ 白/辛口 750ml ¥2,800

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

ミマオ ボデガ　イヌリエータ ナバラ 赤/フルボディ 750ml ¥2,300

パルデバジェス　ティント　プリエト　ピクード パルデバジェス ティエラ・デ・レオン 赤/フルボディ 750ml ¥1,800

ガモナル パルデバジェス ティエラ・デ・レオン 赤/フルボディ 750ml ¥2,500

ラヤ ボデガス　アタラヤ アルマンサ 赤/フルボディ 750ml ¥1,500

ラ　アタラヤ　デル　カミーノ ボデガス　アタラヤ アルマンサ 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

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 カスティーリャ・イ・レオン 赤/フルボディ 750ml ¥2,000

トリデンテ　テンプラニーリョ ボデガス　トリデンテ カスティーリャ・イ・レオン 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

他

No.14
株式会社廣島
〒814-0104　福岡県福岡市城南区別府2-9-1

TEL:092-821-6338　FAX:092-821-3336

http://www.worldbeer.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アンバー エスペシャル瓶 アンバー醸造所 アラゴン ラガー 330ml オープン価格

アンバー 1900瓶 アンバー醸造所 アラゴン ペールエール 330ml オープン価格

アンバー ネグラ瓶 アンバー醸造所 アラゴン ブラック 330ml オープン価格

アンバー エクスポート瓶 アンバー醸造所 アラゴン エクスポートラガー 330ml オープン価格

アンバー レモン瓶 アンバー醸造所 アラゴン ビールテイスト飲料 250ml オープン価格

モリッツ瓶 モリッツ醸造所 カタルーニャ ピルスナー 330ml オープン価格

モリッツ エピドール瓶 モリッツ醸造所 カタルーニャ ストロングアンバーラガー 330ml オープン価格

モリッツ アクア瓶 モリッツ醸造所 カタルーニャ ビールテイスト飲料 330ml オープン価格

他

No.15
株式会社ラシーヌ
〒102-0083　東京都千代田区麹町5-4　セタニビル3F

TEL:03-6261-5125　FAX:03-6261-5126

http://racines.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アララ ナルパ・ビノス ガリシア 白 750ml ¥3,100

パンパネオ　アイレン　エコ　 エセンシア・ルラル ラ=マンチャ 白 750ml ¥1,700

アルタロセス　 セラーズ　ジョアン・ダンゲラ モンサン 赤 750ml ¥2,700

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 ¥1,700

オリヴァーレス・ティント ボデガス・オリヴァーレス フミーリャ 赤 750ml ¥1,400

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

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

ペタロス デスセンディエンテス・デ・ホセ・パラシオス ビエルゾ 赤 750ml ¥2,700

他



No.16
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12F

TEL:03-5275-3333　FAX:03-5275-3334

http://www.azumacorp.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

オーガニックエンゲラインアバブル ボデガス　エンゲラ バレンシア 泡 750ml ¥1,980

カヴァ　ブリュットナチュレ カロリナ　デ　マサックス カタルーニャ 泡 750ml ¥1,980

ドンセラ　シャルドネ ファミリアコネサ ラマンチャ 白 750ml ¥1,980

ドンセラ　ロサド ファミリアコネサ ラマンチャ ロゼ 750ml ¥1,980

ドンセラ　テンプラニーリョ ファミリアコネサ ラマンチャ 赤 750ml ¥1,980

フィンカ　エンゲラ　ブラン ボデガス　エンゲラ バレンシア 白 750ml ¥1,480

エンゲラ　ロサド ボデガス　エンゲラ バレンシア ロゼ 750ml ¥1,480

エンゲラ　クリアンサ ボデガス　エンゲラ バレンシア 赤 750ml ¥1,480

フロールデヴェラーノ トマダデカストロ ガリシア 白 750ml ¥2,100

マスエンゲラブランコ ボデガス　エンゲラ バレンシア 白 750ml ¥2,400

他

No.17
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/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

シードラ エル・ガイテロ ヴァリエ、バリーナ＆フェルナンデス ビリャビシオサ リンゴ酒 750ml オープン価格

カサ・デラ・ヴェガ アヴェリーノ・ヴェガス ルエダ 白ワイン 750ml ¥1,000

カンタブーロ・ロブレ サット・サン・パブロ リベラ・デル・デュエロ 赤（オーガニック） 750ml ¥1,120

エリアス・モーラ エリアス・モーラ トロ 赤（オーガニック） 750ml ¥1,680

エストーラ ボデガス・アユーソ ラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,050

スタフドオリーブ、アンチョビ入り アグロセヴィーリャ セヴィーリャ 常温 350g オープン価格

真ダコ・スライス モイシーフード カディス 冷凍 1.5kg ¥4,250

エクストラバージン・オイル フランシスコ・ホセ・サンチェス コルドバ 常温 2L ¥1,840

パプリカ・パウダー ホセ・マリア・ ヘルナンデス ムルシア ドゥルセ（スイート） 370g ¥1,330

ハモン・イベリコ ラ・プルデンシア セゴビア レセボ 9kg \4,700/kg

他

No.18
ウミネコ醸造株式会社
〒104-0045　東京都中央区築地2-7-12　15山京ビル808

TEL: 03-6278-8306　FAX:03-6278-8307

www.uminekojozo.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ムンド・デ・ユンテロ　ブランコ ボデガス・ユンテロ ラ・マンチャ 白/辛口 750ml ¥1,780

カンタヤノ イサック・カンタラピエドラ・ビティクルトール カスティージャ・イ・レオン 白/辛口 750ml ¥2,700

ミクロコスミコ　マカベオ ボデガス・フロントニオ バルデハロン 白/辛口 750ml ¥2,980

マウロ・エステベス マウロ・エステベス リベイロ 白/辛口 750ml ¥4,700

ルンルン ボデガス・ティネード カスティージャ オレンジ/辛口 750ml ¥3,000

MAX ボデガス・ティネード カスティージャ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,980

テレスコピコ　カリニェーナ ボデガス・フロントニオ バルデハロン 赤/フルボディ 750ml ¥4,500

アソス・ダ・ビラ　マンサネダ ダテーラ・ビティクルトーレス リベイラ・サクラ 赤/フルボディ 750ml ¥5,200

マンサニージャ　ビクトリア ボデガス・イ・ビニェドス・ディエス・メリト マンサニージャ 酒精強化/辛口 750ml ¥2,060

パチャラン　オラニェタ リコレラ・バスカ・オラニェタ バスク州エレンテリア村 パチャラン 700ml ¥3,980

他

No.19
日本酒類販売株式会社
〒104-8254　東京都中央区新川1丁目25番4号

TEL:03-4330-1735　FAX:03-3552-6955

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

ラベントス　ブラン・ド・ブラン ラベントス・イ・ブラン ペネデス 泡/辛口 750ml ¥2,580

カンスモイ　チャレッロ ラベントス・イ・ブラン ペネデス 白/辛口 750ml ¥2,850

イ・ロ・オトロ・タンビエン　ベルデホ　 ジョアンバレンシア ルエダ 白/辛口 750ml ¥2,750

イ・ロ・オトロ・タンビエン　ボバル ジョアンバレンシア ウティエル・レケーナ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,600

リェブレ トーマス・クシネ コステルス・デル・セグレ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,030

シウラルタ　ルージュ ビンス・ヌス モンサン 赤/ミディアムボディ 750ml ¥3,500

シウラルタ　モラット ビンス・ヌス モンサン 赤/ミディアムボディ 750ml ¥4,460

ラ・センダ ボデガス・イ・ビニョドス・ラ・センダ ビエルソ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,200

スカラ・デイ　ガルナッチャ スカラ・デイ プリオラート 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,620

ボデガス　ビルバイナス　ラ・ヴィカランダ　レゼルバ ボデガス　ビルバイナス リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥3,490

他



No.20
株式会社アレグレス
〒150-0002　東京都渋谷区渋谷1-4-6 ニュー青山ビル103

TEL:03-6427-7406  FAX:03-6427-7466

www.allegresse-japan.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

バルセロナジンロウ メディテレーニアンプレミアムスピリッツ カタルーニャ クラフトジン 700ml ¥6,480

ボナント メディテレーニアンプレミアムスピリッツ カタルーニャ ハードベルモット 750ml ¥3,250

他

No.21
株式会社イムコ
〒465-0097　愛知県名古屋市名東区平和ヶ丘3-75-1

TEL:052-781-7476　FAX:052-781-7466

http://www.ymco.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アメストイ・チャコリ アメスグレン チャコリ・デ・ゲタリア 微発泡/白/辛口 750ml ¥2,800

ポン・デ・フェロ・ブルット セジェル・デ・ラルボス カバ 発泡/白/辛口 750ml ¥1,900

セニョリオ・デ・フエンテアラモ・マカベオ ボデガス・サン・ディオニシオ フミージャ 白/辛口 750ml ¥1,300

カンペチャーノ・アイレン サンタ・カタリーナ ラ・マンチャ 白/辛口 750ml ¥1,400

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 ¥2,100

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/ミディアムボディ 750ml ¥1,300

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/ミディアムボディ 750ml ¥2,100

プリオス・マキシムス・ロブレ ボデガス・デ・ロス・リオス・プリエト リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,200

ラ・コスターナ・クリアンサ ボデガス・ゴルドンセージョ ティエラ・デ・レオン 赤/フルボディ 750ml ¥2,500

オプタ ボデガス・ウリベス・マデロ パゴ・カルサディーリャ 赤/フルボディ 750ml ¥3,400

他

No.22
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/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アルモディ アルタビン　ビティクルトール テラアルタ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,400

イレルカボニア アルタビン　ビティクルトール テラアルタ 白/辛口 750ml ¥2,400

テンプス アルタビン　ビティクルトール テラアルタ 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

プレディカット グリフォイ　デクララ プリオラート 赤/ミディアムフルボディ 750ml ¥2,800

グランプレディカット グリフォイ　デクララ プリオラート 赤/フルボディ 750ml ¥4,800

グランプレディカット　ブラン グリフォイ　デクララ プリオラート 白/辛口 750ml ¥4,800

フィノ　セーベー アルベアル モンティーリャ　モリレス 白/辛口 750ml ¥1,600

アモンティリャード　カルロスVII アルベアル モンティーリャ　モリレス 白/辛口 375ml ¥3,000

オロロソ　アスンシオン アルベアル モンティーリャ　モリレス 白/やや辛口 375ml ¥2,800

ペドロ　ヒメネス　デ　アニャーダ アルベアル モンティーリャ　モリレス 白/甘口 375ml ¥2,800

他

No.23
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://www.reservaiberica.jp

商品名 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 ハブゴ エンテロ 不定貫 オープン価格

レセルバ　イベリコ　ハモン 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

レセルバ　イベリコ　パレタ 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　グラン　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

プレサ　イベリカ　ベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ エンテロ 不定貫 オープン価格

ロモ　イベリコ　ベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ エンテロ 不定貫 オープン価格

チョリソイベリコ ベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ エンテロ 不定貫 オープン価格

サルチチョンイベリコベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ エンテロ 不定貫 オープン価格

ピコス　ルスティコス レセルバ　イベリカ 140g オープン価格

モリノ　コンデサ オ　メド グラナダ エキストラバージン 958g オープン価格

他



No.24
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/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

エル・ピカロ ボデガス・マツ トロ 赤 750ml ¥1,800

エル・レシオ ボデガス・マツ トロ 赤 750ml ¥2,800

ロペス・デ・アロ　エディシオン・リミターダ ボデガ・クラシカ リオハ 赤 750ml ¥2,500

トド・ソブレ・ミ ボデガス・セロン フミーリャ 白 750ml ¥1,800

エル・ティエンポ・ケ・ノス・ウネ ボデガス・セロン フミーリャ 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 ¥12,000

ネリン クロス・モガドール プリオラート 白 750ml ¥7,000

ベレシアルトゥア サラック・ベリ アスティガラガ シードラ 750ml ¥1,500

レオノール　パロ・コルタード ゴンザレス・ビアス アンダルシア シェリー 750ml ¥4,000

ロン・ミエル・アゲレ・ヴィンテージ サン・バルトロメ・デ・テヒナ カナリア諸島 はちみつ入りラム 700ml ¥3,300

他

No.25
有限会社アルコトレード・トラスト
〒142-0043　東京都品川区二葉4-13-12

TEL:03-5702-0620　FAX:03-5702-0621

www.alcotrade.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アニアル　カヴァ　ブリュット コヴィデス　SCCL ペネデス 泡 750ml ¥1,650

ブラン　デ　トリロジア カーサ　ロス　フライレス ヴァレンシア 白 750ml ¥2,690

ハローワールド　ヴィオニエ フィンカ　ラ　エスタカーダ ラ マンチャ 白 750ml ¥1,650

ベイガ　ダ　プリンセサ　 パソ　ド　マル リアス バイシャス 白 750ml ¥2,860

ビロヒア カーサ　ロス　フライレス ヴァレンシア 赤 750ml ¥2,420

カリザ カーサ　ロス　フライレス ヴァレンシア 赤 750ml ¥3,650

ハローワールド　カベルネフラン フィンカ　ラ　エスタカーダ ラ マンチャ 赤 750ml ¥1,650

トッレデロス　ローブレ トッレデロス リベラ　デル　デュエロ 赤 750ml ¥2,110

トッレデロス　ティント　レゼルヴァ　 トッレデロス リベラ　デル　デュエロ 赤 750ml ¥4,460

エル　チルコ　ディレクトール グランデ ヴィノス イ ヴィネドス カリニェナ 赤 750ml ¥1,630

他

No.26
株式会社スコルニ・ワイン
〒105-0004　東京都港区新橋1-8-6近江ビル

TEL:03-3573-4181　FAX:03-6573-6070

https://www.sukoruniwine.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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（カタルーニャ） 泡/白 750ml ¥2,600

マッサナ・ノヤ　カバ　ファミリア　ロサード　ブルット エウダルド・マッサナ・ノヤ カバ（カタルーニャ） 泡/ロゼ 750ml ¥2,600

シルセンス ボデガス・クアトロ・ラヤス ルエダ 白 750ml ¥1,600

ゴティム　ブラン カステル・デル・レメイ コステルス・デル・セグレ 白 750ml ¥2,300

チャコリ　カチニャ ボデガ　カチニャ ゲタリアコ・チャコリーナ 白 750ml ¥2,900

オーダ　ブラン カステル・デル・レメイ コステルス・デル・セグレ 白 750ml ¥3,500

ラス・エルマーナス　モナストレル-シラー ボデガス・ルソン フミージャ 赤 750ml ¥2,000

セパ・ガビラン・クリアンサ ボデガス・エルマノス・ペレス・パスクアス リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥3,500

オーダ　ティント カステル・デル・レメイ コステルス・デル・セグレ 赤 750ml ¥3,800

パゴ・デ・カラオベハス パゴ・デ・カラオベハス リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥7,200

他

No.27
株式会社モトックス
〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-6-20

TEL:06-6723-3134　FAX:06-6723-3140

https://www.mottox.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

フロールス　カバ　ブルット ジョゼップ・マザックス カタルーニャ 辛口 750ml ¥1,050

モンサラ　カバ　ブルット バルディネット カタルーニャ 辛口 750ml ¥1,300

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 辛口 750ml ¥1,600

バルドリーナ　カバ　ブルット　グラン・レセルバ バルドリーナ カタルーニャ 辛口 750ml ¥3,400

ナイロア ボデガス・ナイロア ガリシア 辛口 750ml ¥1,250

レト ボデガス・イ・ビニェードス・ポンセ カスティーリャ・ラ・マンチャ 辛口 750ml ¥2,500

ラッチ・デ・ライム　赤 セリェール・ピニョル カタルーニャ ミディアムボディ 750ml ¥1,350

バラオンダ　バリカ バラオンダ ムルシア フルボディ 750ml ¥1,500

ペー・エフェ　２０１７ ボデガス・イ・ビニェードス・ポンセ カスティーリャ・ラ・マンチャ フルボディ 750ml ¥2,800

クワトロキロス　２０１６ クワトロキロス　ビニコラ バレアレス諸島 フルボディ 750ml ¥5,700

他



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

TEL:03-6731-2400　FAX:03-6731-2271

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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

マンサニーリャ　ラ・ギータ ホセ・エステベス ヘレス シェリー（甘味果実酒)/ 辛口 750ml ¥1,850

プロスペロ　グラン　セレツィオーネ　ブリュット　 フェリックス・ソリス・アヴァンティス バルデペーニャス 泡/白/辛口 750ml オープン価格

カヴァ　レジェンダ　ドライ　 ホセ・エステベス ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥1,150

ナダル　カヴァ　ブリュット ナディコム ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥1,700

ナダル　カヴァ　ロゼ ナディコム ペネデス 泡/ロゼ/辛口 750ml ¥2,300

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 ¥1,250

エル・シルクロ　クリアンサ パゴス・デル・レイ リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥1,200

アルマグロ　レゼルバ フェリックス・ソリス・アヴァンティス バルデペーニャス 赤/フルボディ 750ml ¥1,050

アルマグロ　グラン　レゼルバ フェリックス・ソリス・アヴァンティス バルデペーニャス 赤/フルボディ 750ml ¥1,600

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・アヴァンティス バルデペーニャス 赤/フルボディ 750ml ¥2,600

他

No.29
株式会社いろはわいん
〒106-0045　東京都港区麻布十番3-3-10 3階

TEL:03-6459-4715　FAX:03-6459-4716

www.irohawine.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ゲタリアコ・チャコリーナ・イルスタ イルスタ チャコリ・デ・ゲタリア 微発泡/白 750ml ¥3,000

アラバコ・チャコリーナ・アストビサ・ロゼ アストビサ チャコリ・デ・アラバ ロゼ 750ml ¥3,500

チャコリ・ブランコ ゴルカ・イサギレ チャコリ・デ・ビスカイア 白 750ml ¥3,300

ビスカイコ・チャコリーナ・イチャスメンディ・ヌメロ・シエテ イチャスメンディ チャコリ・デ・ビスカイア 白 750ml ¥4,000

クリアンサ ドミニオ・デ・ベルサル リオハ・アラベサ 赤 750ml ¥3,500

ブルット ダーマ ペネデス 発泡/白 750ml ¥1,800

ブルット・セレクシオン ビリャ・コンチ ペネデス 発泡/白 750ml ¥2,600

デ・アルベルト・エコロジコ デ・アルベルト ルエダ 白 750ml ¥3,000

ビバンコ・レセルバ ビバンコ リオハ 赤 750ml ¥4,000

レセルバ カスティーリョ・デ・エネリス ナバラ 赤 750ml ¥2,600

他

No.30
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

www.diverse.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･ベジョータ原木 カルディサン ギフエロ 生ハム/冷蔵 約8～9kg オープン価格

ハイオレイックひまわり油 オリソイ バレンシア ひまわり油 5L オープン価格

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 オープン価格

ヒヨコ豆 ベガス バネサナス レオン 豆/常温 1kg オープン価格

ニョラ アルコイリス アリカンテ 香辛料/常温 100g/500g オープン価格

ピキージョ ナバリコ ナバーラ 野菜の加工品/常温 390g オープン価格

フィデウア ガジョ バルセロナ パスタ/常温 500g オープン価格

アンチョビ･フィレ アレルキン カンタブリア 魚介加工品/冷蔵 100g オープン価格

濃縮サトウキビ糖蜜 デ・ラ・トレ マラガ 糖蜜 300g オープン価格

カスエラ各種 ライムンド サンチェス マドリード 陶器

他



7 月 16 日(火) 福岡会場（ソラリア西鉄ホテル 8F「月・花」） 出展ブース位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 アサヒグラント(株) 16 

 

 アズマコーポレーション 

2 (株)正光社 17 

 

 

 イベリア貿易(株) 

3  (株)エヌプランニング 18 

 

 ウミネコ醸造(株) 

4  (株)パナバック 19  日本酒類販売(株) 

5  マルカイコーポレーション(株)  20  (株)アレグレス 

6  (株)サス 21 

 

 (株)イムコ 

7  三菱食品(株) 22  (株)飯田  

8 YG&T パートナーズ(株) al puente 23  レセルバ イベリカ ジャパン(有) 

9 T.G.A. 24 

 

 (有)オーケストラ 

10  AITANA(株) 25 

 

(有)アルコトレード・トラスト 

11  (株)パラジャパン 26 (株)スコルニ・ワイン 

12  三国ワイン(株) 27 

 

  (株)モトックス 

13  (株)稲葉 

 

28  (株)スマイル 

14  (株)廣島 29  (株)いろはわいん 

15   (株)ラシーヌ 30 (株)ディバース 
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