
　　　　  　 ※アイテム等の表記は各社の表記方法に基づきます。

※ブース番号順

No.1
株式会社ラフィネ
〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-13-20 グランドメゾン三軒茶屋505

TEL:03-5779-0127 FAX:03-5779-0128

https://www.raffinewine.com/
品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

チョミン・エチャニス　チャコリ・ブランコ チョミン・エチャニス チャコリ・デ・ゲタリア 白/辛口 750ml 2019 ¥3,000

ナバエレロス・ブランコ ベルナべレヴァ マドリッド 白/辛口 750ml 2018 ¥2,700

キンタルナ オシアン セゴビア 白/辛口 750ml 2018 ¥3,300

コレカミノス ミクロ・ビオ・ワインズ セゴビア 白/辛口 750ml 2019 ¥3,500

ビニャ・イルスィオン ビニャ・イルスィオン リオハ 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥2,000

ロス・フライレス・ナトゥレル ロス・フライレス バレンシア 赤/ミディアム 750ml 2020 ¥2,400

エル・プリメル・ベソ バルデモンハス リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥2,500

バルダヤ バルダヤ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml 2018 ¥6,000

パゴ・デ・カラオヴェハス パゴ・デ・カラオヴェハス リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥6,000

マンサニーリャ・ソレアール アントニオ・バルバディージョ サンルーカル・デ・バラメーダ シェリー/辛口 750ml NV ¥2,800

他

No.2
株式会社ディバース
〒106-0044 東京都港区東麻布1-15-8

TEL:03-6277-7871 FAX:03-6277-7870

http://www.diverse.co.jp 
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・セボ・デ・カンポ原木 カルディサン ギフエロ 生ハム(冷蔵) 8-9kg 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) 320-400g オープン価格

ガルバンソ レグンブレス　ルエンゴ レオン 乾燥豆 1kg オープン価格

ピメントン・ドゥルセ アンヘル　ナヴァーロ　ホベール アリカンテ 香辛料 500g オープン価格

乾燥ニョラ ガル リオハ 香辛料 100g,500g オープン価格

ピキージョ ホセ　サルセド　ソリア ナバーラ 野菜の加工品 390g オープン価格

フィデウア ガジョ バルセロナ パスタ 500g オープン価格

アンチョビ・フィレ アルレキン カンタブリア 魚介加工品 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

チョリセロ ペースト フェレール バルセロナ 香辛料 125g オープン価格

他

No.3
白井松新薬株式会社
〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋6F

TEL:03-5159-5704 FAX:03-5159-5714

http://www.shiraimatsu.com/foods/
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

プリマ DO.トロ ボデガス　サンロマン トロ 赤 750ml 2018 ¥3,500

ロダ DOCa リオハ･レセルバ ボデガス　ロダ リオハ 赤 750ml 2016 ¥7,000

インペリアル ブルット コルピナット グラモナ ペネデス 泡 750ml 2014 ¥6,000

“ジェサミ”　ビノ・ブランコ DO. ペネデス グラモナ ペネデス 白 750ml 2019 ¥4,000

マウロ、ビノ・デ・ラ・ティエラ ボデガス　マウロ カスティーリャ・イ･レオン 赤 750ml 2018 ¥8,000

コリンボ　DO リベラ・デル・ドゥエロ ボデガス　ラ　オラ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml 2015 ¥6,000

エルマノス･リュルトン･ブランコ　ルエダ ボデガ リュルトン ルエダ 白 750ml 2020 ¥2,400

レス クレステス DOQ プリオラート マスドイシュ プリオラート 赤 750ml 2017 ¥4,000

アッティス ブランコ DO.リアスバイシャス アッティス リアスバイシャス 白 750ml 2019 ¥3,200

ホーベン　DO リベラ・デル・ドゥエロ マルティン　ベルドゥーゴ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml 2019 ¥2,200

他

No.4
株式会社稲葉
〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池5-912

TEL:052-301-1441 FAX:052-301-1701

https://www.inaba-wine.co.jp/
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

ゴデリア　キュヴェ　ブルット　レセルバ ボデガス　イ　ビニェドス　ゴデリア ビエルソ 泡/白/辛口 750ml NV ¥3,000

アルバリン　ブランコ パルデバジェス レオン 白/辛口 750ml 2019 ¥1,900

マリア　アンドレア ボデガ　エドゥアルド　ペーニャ リベイロ 白/辛口 750ml 2019 ¥2,400

ゴデリア　セレクシオン　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 2015 ¥3,500

コントラアパレーデ アデガ　エイドス リアス　バイシャス 白/辛口 750ml 2016 ¥3,500

ゴタ　デ　アレーナ 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 2018 ¥1,400

ガモナル パルデバジェス レオン 赤/フルボディ 750ml 2016 ¥2,500

ゴデリア　ティント ボデガス　イ　ビニェドス　ゴデリア ビエルソ 赤/フルボディ 750ml 2015 ¥2,600

アンジョリ アルデボル プリオラート 赤/フルボディ 750ml 2016 ¥3,000

マルケス　デ　グリニョン　カベルネ　ソーヴィニヨン マルケス　デ　グリニョン ドミニオ　デ　バルデプーサ 赤/フルボディ 750ml 2016 ¥4,800

他

「スペインフード＆ワイン商談会　2021」
10月18日（月）　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。

https://www.raffinewine.com/


No.5
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

https://www.iidawine.com/
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

センスム　アルバリーニョ　ブリュット ボデガス　アス　ラサス ガリシア州 泡/白 750ml NV ¥3,800

バル　ド　ソセゴ　アルバリーニョ ボデガス　アス　ラサス ガリシア州 白 750ml 2018 ¥2,300

バゴア　ド　ミーニョ　ラグリマ ボデガス　アス　ラサス ガリシア州 白 750ml 2018 ¥3,200

アルタラ　オーラム ビーニャ　サンタ　マリーナ エクストレマドゥーラ州 白 750ml 2019 ¥1,500

セルトゥス　ロブレ ビーニャ　サンタ　マリーナ エクストレマドゥーラ州 赤 750ml 2016 ¥1,500

カベルネソーヴィニヨン　シラー ビーニャ　サンタ　マリーナ エクストレマドゥーラ州 赤 750ml 2015 ¥2,400

グラディエーター ビーニャ　サンタ　マリーナ エクストレマドゥーラ州 赤 750ml 2012 ¥5,000

ヴィヴィル　ヴィヴィル ボデガス　イ　ビニェードス　ネオ カスティーリャ　イ　レオン州 赤 750ml 2019 ¥1,500

センティド ボデガス　イ　ビニェードス　ネオ カスティーリャ　イ　レオン州 赤 750ml 2012 ¥2,800

ネオ ボデガス　イ　ビニェードス　ネオ カスティーリャ　イ　レオン州 赤 750ml 2011 ¥6,900

他

No.6
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5F 504

TEL:045-594-9880 FAX:045-594-9881

http://www.voga-japan.net
品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

ブロンクス パゴ・デ・タルシス ウティエル・レケーナ 白/極甘口/フルボディ 500ｍl NV ¥5,500

ラ・ブエナ・シエスタ・ガルナッチャ ネヴァー・イナフ メントリダ 赤/辛口/フルボディ 750ml 2017 ¥2,100

ベルメホス・マルバシア・ヴォルカニカ ボデガス・ロス・ベルメホス ランサローテ 白/辛口/ミディアム 750ml 2019 ¥3,300

ベルメホス・リスタン・ネグロ・マセラシオン・カルボニカ　 ボデガス・ロス・ベルメホス ランサローテ 赤/辛口/フルボディ 750ml 2019 ¥3,300

シエテ・フエンテス スエルテス・デル・マルケス テネリフェ 赤/辛口/フルボディ 750ml 2017 ¥2,800

エル・エスキヨン スエルテス・デル・マルケス テネリフェ 赤/辛口/フルボディ 750ml 2016 ¥3,900

モンテ・アクロ・テンプラニーリョ・ブランコ ボデガス・デル・メディーヴォ リオハ 白/辛口/ミディアム 750ml 2019 ¥1,600

ナッツ・チャレッロ・オーガニック マス・ベルトラン ペネデス 白/辛口/フルボディ 750ml 2019 ¥2,000

ナッツ・スモイ・オーガニック マス・ベルトラン ペネデス 赤/辛口/フルボディ 750ml 2018 ¥3,500

アンセストラル・チャレッロ マス・ベルトラン ペネデス 泡/やや辛口/ミディアム 750ml NV ¥2,800

他

No.7
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:03-3552-0392

https://www.mikuniwine.co.jp/
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

カバ ロゼ・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/ロゼ 750ml 2017 ¥2,130

カバ 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 2017 ¥2,130

カバ　ジョセップ・ヴァイス ロジャーグラード ペネデス 泡/白 750ml 2014 ¥2,830

クネ　モノポール クネ リオハ・アルタ 白/辛口 750ml 2019 ¥1,420

パゴス・デル・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 2019 ¥2,530

ネリン クロス・モガドール プリオラート 白/辛口 750ml 2017 ¥8,000

クネ　クリアンサ クネ リオハ・アルタ 赤/ミディアム 750ml 2017 ¥1,420

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 2017 ¥2,230

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 2017 ¥2,530

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 2012 ¥8,000

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

http://www.iberiatrading.co.jp/Company.html
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タ ラ・プルデンシア セゴビア 生ハム 10kg ¥7,320/kg

サルチチョンカセーロ ラ・プルデンシア セゴビア ソーセージ 400g ¥2,420/kg

ケッパーベリー フランシスコホセサンチェス アンダルシア タパス 350g ¥400/本

ケソマンチェゴ ケソスロミンチャール ラ・マンチャ チーズ 1kg ¥5,540/個

エクストラバージンオリーブオイル フランシスコホセサンチェス アンダルシア オイル 250ml ¥300/本

ギンディージャ ウビデアアリメント ナバーラ タパス 60g ¥480/本

グリーンオリーブ アグロセビージャ セビージャ タパス 150g ¥160/本

カンタブーロロブレ サンパブロ リベラデドゥエロ 赤 750ml ¥1,100/本

カンタブーロクリアンサ サンパブロ リベラデドゥエロ 赤 750ml ¥1,680/本

サンクレール カバスロベルト カタルーニャ カバ 750ml ¥1,300/本

他



No.9
ワイン・イン・スタイル株式会社
〒106-0045 東京都港区麻布十番1-5-30 十番董友ビル2階

TEL:03-5413-8831 FAX:03-5413-8833

www.wineinstyle.co.jp
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

ロラ・モラ バルセロナ・ブランズ スペイン サングリア/赤/甘口 250ml NV オープン価格

ロラ・モラ バルセロナ・ブランズ スペイン サングリア/赤/甘口 1,000ml NV ¥1,980

ジ・アグリー・グリュー・ワイン バルセロナ・ブランズ スペイン ホット/赤/甘口 750ml NV ¥1,750

No.10
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

https://www.nishuhan.co.jp/
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

ラベントス　グランレゼルバ　デ・ラ・フィンカ17 ラベントス・イ・ブラン ペネデス 泡/白/辛口 750ml 2017 ¥4,400

カンスモイ　パフューム　20 ラベントス・イ・ブラン ペネデス 白/辛口 750ml 2020 ¥2,500

アナ・デ・コドルニウ　ブラン・ド・ブラン コドルニウ カタルーニャ 泡/白/辛口 750ml NV ¥2,420

パス　クルテイ　16 アレマイン・イ・コッリオ ペネデス 赤/フルボディ 750ml 2016 ¥3,170

ビロセル　18 トーマス・クシネ コステルス・デル・セグレ 赤/フルボディ 750ml 2018 ¥2,510

シウラルタ　グリ　17 ビンス・ヌス モンサン 白/辛口 750ml 2017 ¥5,970

イ・ロ・オトロ・タンビエン　リェブレ19 ジョアン・バレンシア ウティエル・レケナ/リオハ・アラベサ/セゴビア 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥2,770

ナル・イ・トルナル・ ブラン　19 ヴィニャ・フェレール テラ・アルタ 白/辛口 750ml 2019 ¥3,000

ナル・イ・トルナル・ ポケット　19 ヴィニャ・フェレール テラ・アルタ ロゼ/辛口 750ml 2019 ¥3,000

ラ・ヴィカランダ　レゼルバ　14 ボデガス・ビルバイナス リオハ 赤/フルボディ 750ml 2014 ¥3,510

他

No.11
株式会社ウーブ
〒115-0045 東京都北区赤羽1-59-8-4F S-16

TEL:080-3689-1618 FAX:-

https://ooobb.online
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

クルティバ エキストラバージンオリーブオイル アイトール・ロメロ（アリマディゾ農園） プリエゴ・デ・コルドバ オーガニックエキストラバージン 250ml ¥2,000

クルティバ エキストラバージンオリーブオイル アイトール・ロメロ（アリマディゾ農園） プリエゴ・デ・コルドバ オーガニックエキストラバージン 500ml ¥3,600

No.12
株式会社いろはわいん
〒105-0003 東京都港区西新橋1-19-6桔梗備前ビル603

TEL:03-6459-4715 FAX:03-6459-4716

http://www.irohawine.jp/
品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 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 2020 ¥2,800

ゲタリアコ・チャコリーナ・ロゼ スドゥガライ チャコリ・デ・ゲタリア 微発泡/ロゼ 750ml 2020 ¥2,800

ゲタリアコ・チャコリーナ・ティント・イルスタ イルスタ チャコリ・デ・ゲタリア 赤/辛口 750ml 2019 ¥4,000

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・デ・ビスカイア 微発泡/白 750ml 2020 ¥3,100

ビスカイコ・チャコリーナ・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/辛口 750ml 2018 ¥4,200

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・デ・ビスカイア 白/辛口 750ml 2019 ¥3,300

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 微発泡/白 750ml 2020 ¥2,900

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 微発泡/ロゼ 750ml 2020 ¥3,300

アルバ・ド・アパルデューナ・ブルット・ナトゥーレ・サンティ・ビクトリス・エ・サンティ・ヤコビ ベルデュイ チャコリ・デ・アラバ 発泡/白 750ml 2015 ¥4,000

アストビサ・ドライ・ジン・プレミアム アストビサ チャコリ・デ・アラバ ジン 750ml NV ¥7,000

他

tel:080-3689-1618%20FAX:-
https://ooobb.online/


No.13
株式会社スコルニ・ワイン
〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-40 PEGASUS AOYAMA B610

TEL:03-6812-9860 FAX:050-3153-1516

https://www.sukoruniwine.com/
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

アグスティ　トレジョ　マタ　ロサット　トレパット アグスティ　トレジョ　マタ カバ 泡/ロゼ 750ml 2017 ¥3,900

ビーニャ　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 750ml 2018 ¥2,600

クアトロ　ラヤス　フェルメンタード　エン　バリッカ ボデガス　クアトロ　ラヤス ルエダ 白 750ml 2020 ¥2,700

シェヘラザード ボデガ　ラス　セパス リオハ (リオハ　アルタ） 白 750ml 2018 ¥3,200

スンマ　バリエタリス マルケス　デ　グリニョン ドミニオ・デ・バルデプーサ 赤 750ml 2015 ¥4,000

モンテ　トロ　クリアンサ ボデガス　ラモン　ラモス トロ 赤 750ml 2016 ¥3,000

ラス　エルマーナス　オーガニック ボデガス　ルソン フミージャ 赤 750ml 2019 ¥1,800

アラグ　ロゼ　フォルカリャ ボデガス　カサ　コレドール ビノ・デ・アウトール（アリカンテ） ロゼ 750ml 2019 ¥3,700

バルベラン マサベウ　ボデガス シードラ・デ・アストゥリアス シードル 375ｍｌ 2017 ¥3,800

バージンエキストラ・オリーブオイル マルケス・デ・グリニョン オレウム・アルティス マルケス　デ　グリニョン ドミニオ・デ・バルデプーサ オリーブオイル 500ml 2020 ¥3,200

他

No.14
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

http://tgafoods.com/
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

クルス・デ・ピエドラ・ブランコ ヴィルヘン・デ・シエラ カラタユド 白/辛口 750ml 2019 ¥1,645

クルス・デ・ピエドラ・ティント ヴィルヘン・デ・シエラ カラタユド 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥1,645

ソモス・ヴァリエタレス・ブランコ ソモス ソモンターノ 白/辛口 750ml 2019 ¥2,286

ソモス・クリアンサ ソモス ソモンターノ 赤/ミディアム 750ml 2016 ¥2,144

ラガール・デ・セルベラ ラ・リオハ・アルタ リオハ 白/辛口 750ml 2020 ¥3,385

ヴィニャ・アルベルディ ラ・リオハ・アルタ リオハ 赤/ミディアム 750ml 2016 ¥3,350

No.15
川商フーズ株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1 JFE商事ビル5F

TEL:03-5203-1012 FAX:03-5203-1061

http://www.kawasho-foods.co.jp/
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

サンダラ　ブラッドオレンジ　スパークリング ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/赤/やや甘口 250ml NV オープン価格

サンダラ　レモン　スパークリング ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/白/やや甘口 250ml NV オープン価格

サンダラ　モヒート　スパークリング ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/白/やや甘口 250ml NV オープン価格

サンダラ　ブラッドオレンジ　スパークリング ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/赤/やや甘口 750ml NV ¥1,000

サンダラ　レモン　スパークリング ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/白/やや甘口 750ml NV ¥1,000

サンダラ　モヒート　スパークリング ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/白/やや甘口 750ml NV ¥1,000

サンダラ　プレミアム　サングリア ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/赤/やや甘口 750ml NV ¥1,000

サンダラ　スパークリング　ロサード ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/ロゼ/やや甘口 750ml NV ¥1,000

サンダラ　スパークリング　ブランコ ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/白/やや甘口 750ml NV ¥1,000

サンダラ　シャルドネ＆サケ ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/白/やや甘口 375ml NV オープン価格

他

No.16
株式会社プラスブルー・ダイニング

TEL:050-5579-6441 FAX:-

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

ルペストリス セラー・パルダス ペネデス 白/辛口/フローラル 750ml 2019 ¥3,200

ブラウ・クル セラー・パルダス ペネデス 白/辛口/ドライ 750ml 2018 ¥4,500

プル・チャレッロ セラー・パルダス ペネデス 白/辛口/ムルソー 750ml 2018 ¥5,400

スス・スクロファ セラー・パルダス ペネデス 赤/辛口/薄旨 750ml 2019 ¥3,200

コジタ・ロハ セラー・パルダス ペネデス 赤/辛口/バランス極上 750ml 2015 ¥5,400

ベンドレイユ・オリヴェイラ・エル・クレウア ベンドレイユ・オリヴェイラ ペネデス 泡/白/切れ味最高 750ml 2017 ¥4,800

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-3-5 第二日東ビル301号

http://www.utn.jp/jp/ja/utnshare/utngroup/profile/UTN-0016/index.h

tel:050-5579-6441%20FAX:-
http://www.utn.jp/jp/ja/utnshare/utngroup/profile/UTN-0016/index.html
http://www.utn.jp/jp/ja/utnshare/utngroup/profile/UTN-0016/index.html


No.17
株式会社都光
〒110-0005 東京都台東区上野6-16-17 朝日生命上野昭和通ビル1階

TEL:03-3833-3541 FAX:03-3832-6930

https://www.toko-t.co.jp/
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

スパークリング HOPE カヴァ ブリュット ラ・クアルタ・ヴィニコラ ペネデス 泡/白/辛口 750ml NV ¥1,500

アマドール　カヴァ　ブリュット・レゼルバ ラ・クアルタ・ヴィニコラ ペネデス 泡/白/辛口 750ml NV ¥1,080

アマドール　カヴァ　ブリュット・ロゼ ラ・クアルタ・ヴィニコラ ペネデス 泡/ロゼ/辛口 750ml NV ¥1,180

ガッジーナ・デ・ピエル　イキガイ ガッジーナ・デ・ピエル ペネデス 白/辛口 750ml 2020 ¥1,800

ガッジーナ・デ・ピエル　マナール・ドス・セイシャス ガッジーナ・デ・ピエル リベイロ 白/辛口 750ml 2019 ¥3,500

ガッジーナ・デ・ピエル　ミメティック ガッジーナ・デ・ピエル カラタユド 赤/フルボディ 750ml 2019 ¥1,800

ガッジーナ・デ・ピエル　ロカ・デル・クリ ガッジーナ・デ・ピエル エンポルダ 赤/フルボディ 750ml 2019 ¥3,500

イネディット　330ml ダム スペイン ホワイトビール 330ml NV オープン価格

イネディット　750ml ダム スペイン ホワイトビール 750ml NV ¥1,260

イネディット　キーケグ　 ダム スペイン ホワイトビール 2,0000ml NV オープン価格

他

No.18
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

http://aitana.jp/
品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 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 NV ¥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 NV ¥2,500

ラ ガルデア ホワイト ボデガ・エステバン・マルティン カリニェナ 白 750ml 2019 ¥2,000

ラ ガルデア ロゼ ボデガ・エステバン・マルティン カリニェナ ロゼ 750ml 2019 ¥2,000

ニーニョ ミマド シャルドネ　 ボデガ・エステバン・マルティン カリニェナ 白 750ml 2019 ¥3,900

ラ　キャピタル　ロブレ ヴィノスサンス ビノス・デ・マドリード 赤 750ml 2017 ¥2,800

エヌ　サンビー フエンマヨール リオハ 赤 750ml 2016 ¥3,200

エラクリオ　アルファロ エラクリオ　アルファロ リオハ　 赤 750ml 2016 ¥3,000

レセルバ　デ　ラ　ムシカ ジャネヴェントゥラ ペネデス カバ/白 750ml 2017 ¥3,500

No.19
ザ・テラスホテルズ株式会社　コクワビバレッジ
〒900-0001 沖縄県那覇市港町4丁目3番29号

TEL:098-868-0297 FAX:098-864-2006

https://kokuwa-beverage.com/spanish-wine.html
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

レジェンダ・デル・カバジェロ　カベルネ・ソービニヨン ボデガス・ウィノール（ボデガス・エル・タニノ） カスティーリャ・ラマンチャ 赤/フルボディ 750ml 2018 ¥1,700

レジェンダ・デル・カバジェロ　メルロー ボデガス・ウィノール（ボデガス・エル・タニノ） カスティーリャ・ラマンチャ 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥1,700

レジェンダ・デル・カバジェロ　シラー ボデガス・ウィノール（ボデガス・エル・タニノ） カスティーリャ・ラマンチャ 赤/フルボディ 750ml 2018 ¥1,700

レジェンダ・デル・モンヘ　モナストレル ボデガス・ウィノール（ボデガス・サン・ディオニシオ） カスティーリャ・ラマンチャ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥1,700

レジェンダ・デル・ボルカン　テンプラニーリョ ボデガス・ウィノール（ボデガス・ナランホ） カスティーリャ・ラマンチャ 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥1,700

レジェンダ・デル・ボルカン　マスカット・オブ・アレキサンドリア・マカベオ ボデガス・ウィノール（ボデガス・ナランホ） カスティーリャ・ラマンチャ 白/辛口 750ml 2019 ¥1,700

レジェンダ・デル・ヒネテ　ガルナッチャ・ティントレラ ボデガス・ウィノール（ボデガス・エル・タニノ） カスティーリャ・ラマンチャ 赤/フルボディ 750ml 2015 ¥2,800

エテルナ・レジェンダ ボデガス・ウィノール（ボデガス・サン・パラレア） カスティーリャ・ラマンチャ 赤/フルボディ 750ml 2015 ¥3,400

No.20
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4階

TEL:078-321-8431 FAX:078-321-8430

https://www.k-kobayashi.com/
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

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 2018 ¥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 2014 ¥2,700

リサルテ・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/フルボディ 750ml 2016 ¥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/フルボディ 750ml 2011 ¥3,600

ウヴァ・ピラータ ヴィセンテ・ガンディア バレンシア 赤/フルボディ 750ml 2019 ¥1,800

コン・ウン・パール　赤 ヴィセンテ・ガンディア バレンシア 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥1,480

コン・ウン・パール　白 ヴィセンテ・ガンディア バレンシア 白/辛口 750ml 2020 ¥1,480

アヴェント ヴィセンテ・ガンディア バレンシア 白/中辛口 750ml NV ¥1,000

HDカヴァブリュト　ナチュレ ヴィセンテ・ガンディア バレンシア 泡/辛口 750ml NV ¥1,371

ピスタチオ ボルガス・アグリカルチャル・インダストリアル エストラマドゥーラ - 500g NV ¥1,500

他



10 月 18 日（月） 福岡会場（ソラリア西鉄ホテル福岡 8F「花」） 出展ブース位置 

 

 

 

1 (株)ラフィネ 11 

 

 (株)ウーブ 

2 (株)ディバース 12 

 

 

 (株)いろはわいん 

3  白井松新薬(株)  13 

 

 (株)スコルニ・ワイン 

4  (株)稲葉 14  T.G.A. 

5 (株) 飯田 15  川商フーズ(株) 

6  (株)ヴォガジャパン 16 

 

 (株)プラスブルー・ダイニング 

7  三国ワイン(株) 17  (株)都光  

8 イベリア貿易(株) 18  AITANA(株) 

9 ワイン・イン・スタイル(株) 19 

 

 ザ・テラスホテルズ(株) 

10  日本酒類販売(株) 20 

 

小林桂(株) 


	掲載用アイテムリスト_1018_ソラリア西鉄ホテル福岡_JP.pdf
	2021 ソラリア西鉄ホテル福岡

	添付資料[1] - 出展ブース位置 (1018福岡会場).pdf

