
　　　　  　 ※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
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

RG カバ エクストラ・ブリュット BKラベル ロジャーグラート ペネデス 泡/ロゼ 750ml 2019 ¥2,220

RG カバ ロゼ　ブリュット BKラベル ロジャーグラート ペネデス 泡/白 750ml 2019 ¥2,220

RG カバ プラチナ ドゥミセック ロジャーグラート ペネデス 泡/白 750ml 2019 ¥2,220

RG カバ ブリュット ナチュール ロジャーグラート ペネデス 泡/白 750ml 2015 ¥2,480

RGカバ グラン・レセルバ ジョセップ・ヴァイス ロジャーグラート ペネデス 泡/白 750ml 2017 ¥2,940

クネ アスア ブランコ F・エン・バリカ クネ リオハ・アルタ 白/辛口 750ml 2019 ¥1,720

クネ アスア クリアンサ クネ リオハ・アルタ 赤/ミディアム 750ml 2016 ¥1,720

クネ モノポール クネ リオハ・アルタ 白/辛口 750ml 2021 ¥1,460

クネ モノポール　クラシコ クネ リオハ・アルタ 白/辛口 750ml 2018 ¥3,600

クネ クリアンサ クネ リオハ・アルタ 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥1,460

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 2018 ¥2,300

ビーニャ・レアル ブランコ F・エン・バリカ ビーニャ・レアル リオハ・アラベサ 白/辛口 750ml 2020 ¥2,300

マルーシャ ゴデーリョ パゴス・デル・ガリア バルデオラス 白/辛口 750ml 2021 ¥2,000

マルーシャ メンシア パゴス・デル・ガリア バルデオラス 赤/フルボディ 750ml 2020 ¥2,000

ベラ ロブレ ベラ リベラ・デル・デゥエロ 赤/フルボディ 750ml 2019 ¥2,500

インペリアル グラン・レセルバ インペリアル リオハ・アルタ 赤/フルボディ 750ml 2012 ¥8,300

No.2
株式会社アザレア商会
〒227-0063 神奈川県横浜市青葉区榎が丘14-3-407

TEL:03-511-8020 FAX:03-511-8021

https://www.azalea-inc.com
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

エキストラバージンオリーブオイル アグロカストリル アンダルシア オイル 500ml,1l オープン価格

ペドロヒメネスビネガー エル　マフエロ ヘレス ビネガー 250ml オープン価格

ガルム（魚醤油）、ガルムビネガー エル　マフエロ ヘレス ビネガー 250ml オープン価格

オロロソソース、シェリービネガーソース エル　マフエロ ヘレス ソース 350ml,160ml オープン価格

フレークソルト エル　マフエロ ヘレス 塩 60g オープン価格

魚介缶詰（ムール貝、ツナトロ、オイルサーディン、あん肝） ラモンペーニャ ガリシア 缶詰 110g オープン価格

殻付きトーストアーモンド、干し葡萄、干しイチジク エフディエス アンダルシア ドライフルーツ 500g オープン価格

５ペッパーソルト、スモークソルト エフディエス アンダルシア 塩 110g オープン価格

ハードトゥロン　ソフトトゥロン アレマニー バルセロナ 菓子 30g オープン価格

ブイヨン（フィッシュ＆シュリンプ） エフディエス アンダルシア 調味料 10g オープン価格

ビターオレンジマーマレードジャム、フィグジャム エフディエス アンダルシア ジャム 185g オープン価格

カスエラ　蓋 パブロ　パディーリャ アンダルシア 陶器 12cm,14cm オープン価格

No.3
マルカイコーポレーション株式会社
〒141-0022 東京都品川区東五反田一丁目10-7

TEL:03-6859-1810 FAX:06-7638-1889

https://www.marukai-wine.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

カヴァ　ムッサ・ブリュット・ナチューレ【金賞】 ヴァルフォルモッサ ペネデス 泡/白/辛口 750ml NV ¥1,480

カヴァ　ムッサ・ブリュット・ロゼ【金賞】 ヴァルフォルモッサ ペネデス 泡/ロゼ/辛口 750ml NV ¥1,540

マダム・メルセゲラ ボデガス・ヴォルヴェール バレンシア 白/辛口 750ml 2020 ¥1,200

リオ・リロ　ブランコ ボデガス・アルセーニョ フミーリャ 白/辛口 750ml 2019 ¥1,250

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 2020 ¥2,400

１７０７　シャルドネ【金賞】 アシエンダ・エル・エスピノ ｶｽﾃｰﾘｬ・ﾗ･ﾏﾝﾁｬ 白/辛口 750ml 2018 ¥1,400

ロンゴ・ドンゴ　モナストレル ボデガス・ヴォルヴェール ｶｽﾃｨｰﾘｬ･ﾗ･ﾏﾝﾁｬ/ムルシア 赤/フルボディ 750ml 2020 ¥1,400

マダム・ボバル ボデガス・ヴォルヴェール バレンアシ 赤/フルボディ 750ml 2020 ¥1,400

タリマ　オーガニック【金賞】 ボデガス・ヴォルヴェール アリカンテ 赤/フルボディ 750ml 2020 ¥1,600

１７０７　シラー　【金賞】 アシエンダ・エル・エスピノ ｶｽﾃｰﾘｬ・ﾗ･ﾏﾝﾁｬ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥1,400

アルティガソ【金賞】 ボデガス・パニサ アラゴン 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥2,150

バタラ・デ・アルマンサ　【金賞】 アシエンダ・エル・エスピノ ｶｽﾃｰﾘｬ・ﾗ･ﾏﾝﾁｬ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥1,600

「スペインフード＆ワイン商談会　2022」
11月8日（火）　八芳園　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。

tel:03-5542-3941%20FAX:03-3552-0392
https://www.mikuniwine.co.jp/
tel:03-511-8020%20FAX:03-511-8021
tel:03-6859-1810%20FAX:06-7638-1889


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6階

TEL:06-6836-0123 FAX:06-6836-0124

https://www.panavac.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

ゲタリアコ・チャコリーナ ボデガ　ガインツァ バスク州 チャコリ/白 750ml 2021 ¥3,130

ゲタリアコ・チャコリーナ　アイタコ ボデガ　ガインツァ バスク州 チャコリ/白 750ml 2018 ¥3,900

ペネデス　レセルヴァ　ブリュット　ナトゥーレ ア　テ　ロッカ カタルーニャ州 泡/白 750ml 2018 ¥3,600

ペネデス　ロゼ　レセルヴァ　ブリュット　ナトゥーレ ア　テ　ロッカ カタルーニャ州 泡/ロゼ 750ml 2018 ¥3,930

リアスバイシャス　エスプモーソ　ブリッュト アルトス　デ　トローナ ガリシア州 泡/白 750ml NV ¥4,800

リアスバイシャス　ポンテジョン アデガス　トジョドウロ ガリシア州 白 750ml 2020 ¥2,980

テッラ　アルタ　ヴィア　テッラ　ブラン エデタリア カタルーニャ州 白 750ml 2020 ¥2,300

テッラ　アルタ　ヴィア　テッラ　ネグレ エデタリア カタルーニャ州 赤 750ml 2020 ¥2,300

テッラ　アルタ　エデターナ　ブラン エデタリア カタルーニャ州 白 750ml 2020 ¥3,800

テッラ　アルタ　エデターナ　ネグレ エデタリア カタルーニャ州 赤 750ml 2018 ¥3,800

ウティエル　レケーナ　フィンカ　アルファロ ヴェガルファーロ ヴァレンシア州 赤 750ml 2020 ¥1,900

ウティエル　レケーナ　カプラシア　ボバル　メルロー ヴェガルファーロ ヴァレンシア州 赤 750ml 2017 ¥2,700

リオハ　フィンカ　ヌエヴァ　ヴィウラ フィンカ　ヌエヴァ ラ　リオハ州 白 750ml 2018 ¥2,350

リオハ　フィンカ　ヌエヴァ　ヴェンディミア フィンカ　ヌエヴァ ラ　リオハ州 赤 750ml 2018 ¥2,350

カラタユ　ラハス　フィンカ　エル　ペニスカル アルトス　デ　アセレー アラゴン州 赤 750ml 2010 ¥5,500

リベラ　デル　グアディアーナ　ロブレ　ソブレ　リアス パゴ　ロス　バランシーネス エストゥレマドゥーラ州 白 750ml 2021 ¥3,300

リベラ　デル　グアディアーナ　デ　ロス　バランシーネス パゴ　ロス　バランシーネス エストゥレマドゥーラ州 赤 750ml 2017 ¥3,800

カリニェナ　マカベオ ボデガヴェルデ アラゴン州 白 750ml 2020 ¥1,380

カリニェナ　ガルナッチャ ボデガヴェルデ アラゴン州 ロゼ 750ml 2020 ¥1,380

カリニェナ　ガルナッチャ、シラー ボデガヴェルデ アラゴン州 赤 750ml 2020 ¥1,380

リベラ　デル　ドゥエロ　ヴァルドゥエロ　ブランコ ヴァルドゥエロ カスティージャ　イ　レオン州 白 750ml 2021 ¥5,000

リベラ　デル　ドゥエロ　フィンカ　アサヤ ヴァルドゥエロ カスティージャ　イ　レオン州 赤 750ml 2017 ¥6,000

リベラ　デル　ドゥエロ　ヴァルドゥエロ　ウナ　セパ ヴァルドゥエロ カスティージャ　イ　レオン州 赤 750ml 2016 ¥8,000

リベラ　デル　ドゥエロ　ヴァルドゥエロ　６アニョス　レセルヴァ ヴァルドゥエロ カスティージャ　イ　レオン州 赤 750ml 2017 ¥15,000

リベラ　デル　ドゥエロ　ヴァルドゥエロ　ウナ　セパ　プレミアム ヴァルドゥエロ カスティージャ　イ　レオン州 赤 750ml 2010 ¥75,000

リベラ　デル　ドゥエロ　シジャール シジャール　デ　シロス カスティージャ　イ　レオン州 赤 750ml 2020 ¥3,460

リベラ　デル　ドゥエロ　シジャール　クリアンサ シジャール　デ　シロス カスティージャ　イ　レオン州 赤 750ml 2019 ¥5,250

リベラ　デル　ドゥエロ　ドミニオ　デル　ピディオ シジャール　デ　シロス カスティージャ　イ　レオン州 赤 750ml 2019 ¥12,500

リオハ　アジェンデ　ブランコ フィンカ　アジェンデ ラ　リオハ州 白 750ml 2016 ¥6,000

リオハ　マルティレス フィンカ　アジェンデ ラ　リオハ州 白 750ml 2017 ¥33,000

リオハ　アジェンデ　ティント フィンカ　アジェンデ ラ　リオハ州 赤 750ml 2012 ¥6,000

リオハ　アジェンデ　ナトゥーレ フィンカ　アジェンデ ラ　リオハ州 赤 750ml 2019 ¥6,000

リオハ　ミンゴルティス フィンカ　アジェンデ ラ　リオハ州 赤 750ml 2015 ¥13,800

リオハ　ガミンデ フィンカ　アジェンデ ラ　リオハ州 赤 750ml 2015 ¥14,800

リオハ　カルヴァリオ フィンカ　アジェンデ ラ　リオハ州 赤 750ml 2009 ¥28,800



No.5
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 
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

イベリコ・ベジョータ・トシーノ(背脂) カルディサン ギフエロ 豚肉加工品(冷蔵) 400-600g オープン価格

ひよこ豆 レグンブレス・ルエンゴ レオン 乾燥豆 1kg オープン価格

レンズ豆 レグンブレス・ルエンゴ レオン 乾燥豆 1kg オープン価格

白いんげん豆・小粒 レグンブレス・ルエンゴ レオン 乾燥豆 1kg オープン価格

白いんげん豆・大粒 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(パプリカパウダー） 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

ピメントン・オヒージャ(パプリカパウダー粗挽き） アンヘル・ナヴァーロ・ホベール アリカンテ 香辛料 350g オープン価格

ピメントン・アウマード(パブリカパウダースモーク） 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

ピメントン・ピカンテ(パプリカパウダー辛口) 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 ラ・バラッカ アリカンテ 香辛料 100g, 1kg オープン価格

チョリセロ・ペースト ラ・バラッカ アリカンテ 野菜加工品 140g オープン価格

ニョラ・ペースト ラ・バラッカ アリカンテ 野菜加工品 140g オープン価格

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

ロメスコソース ホセ・サルセド・ソリア ナバーラ 野菜加工品 200g オープン価格

ブラバソース ホセ・サルセド・ソリア ナバーラ 野菜加工品 315g オープン価格

魚介のスープストック ホセ・サルセド・ソリア ナバーラ 魚介加工品 950ml オープン価格

野菜のスープストック ホセ・サルセド・ソリア ナバーラ 野菜加工品 950ml 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

フィデオ・カベージョ ガジョ バルセロナ パスタ 450g オープン価格

アンチョビ・フィレ コデサ カンタブリア 魚介加工品 85g オープン価格

ロースト・アーティチョーク シナラ ムルシア 野菜加工品 415g オープン価格

生チョリソ・アストゥリアーノ エル・オレオ アストゥリアス 生ソーセージ(冷凍) 200g オープン価格

モルシージャ・アストゥリアーノ エル・オレオ アストゥリアス 生ソーセージ(冷凍) 200g オープン価格

チストラ エル・オレオ アストゥリアス 生ソーセージ(冷凍) 170g オープン価格

サルチチャ・クラシカ エル・オレオ アストゥリアス 生ソーセージ(冷凍) 200g オープン価格

サルチチャ・ポルチーニ エル・オレオ アストゥリアス 生ソーセージ(冷凍) 200g オープン価格

アルベキーナ(種あり) フルイペール ムルシア オリーブ実 360g オープン価格

マンサニージャ(種あり) ファロリバ ムルシア オリーブ実 350g オープン価格

マンサニージャ(種無し・アンチョビ入り) ファロリバ ムルシア オリーブ実 350g オープン価格

ブラックオリーブ(種あり) ファロリバ ムルシア オリーブ実 350g オープン価格

ゴルダル(種あり) ファロリバ ムルシア オリーブ実 350g オープン価格

ペピニージョ(キュウリのピクルス) ファロリバ ムルシア ピクルス 350g オープン価格

ケッパーベリー ファロリバ ムルシア ピクルス 350g オープン価格

イカスミペースト ノルティンド ギプスコア 魚介加工品 180g オープン価格

海塩 ポルサル アリカンテ 塩 1kg オープン価格

ポルボロン(シナモン、レモン、ココア) ベリパン ナバーラ 菓子 400g オープン価格

枝付き干しブドウ カンポ・デ・ベナマジョール マラガ 乾燥果実 600g オープン価格

枝無し干しブドウ グルーポ・ボルヘノス マラガ 乾燥果実 500g 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 オープン価格

No.6
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/
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

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 2021 ¥2,800

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 2021 ¥2,800

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 750ml 2019 ¥4,200

イルン ゴルカ・イサギレ チャコリ・デ・ビスカイア 赤 750ml 2021 ¥3,800

アラバコ・チャコリーナ・ピルピル アストビサ チャコリ・デ・アラバ 白 1,500ml 2021 ¥4,500

ベルモット アストビサ チャコリ・デ・アラバ ベルモット 750ml NV ¥4,800

ロサード カスティーリョ・デ・エネリス ナバラ ロゼ 750ml 2021 ¥2,000

クリアンサ ドミニオ・デ・ベルサル リオハ・アラベサ 赤 750ml 2018 ¥4,000

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

ラ・ボスカナ・ティント コステルス・デル・シオ コステルス・デル・セグラ 赤 750ml 2020 ¥2,400

No.7
株式会社仙石
〒640-8145 和歌山県和歌山市岡山丁83

TEL:073-421-8885 FAX:073-421-8887

https://www.biancorosso.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

バット　センチャ アマ・ブリュワリー バスク ペットナット/ティー 750ml NV ¥5,000

ビー　レモングラス アマ・ブリュワリー バスク ペットナット/ティー 750ml NV ¥5,000

フォルミーゴ マヌエル・フォルミーゴ リベイロ 白 750ml 2020 ¥2,000

バルデメイガス ボウサ・ド・レイ リアスバイシャス 白 750ml 2020 ¥2,400

シンクロニア　ブラン メスキーダ・モラ マヨルカ 白 750ml 2020 ¥3,000

エンビディアコチーナ エラディオ・ピネイロ リアスバイシャス 白 750ml 2020 ¥5,000

キンタ・デ・コウセロ　セレクシオン キンタ・デ・コウセロ リアスバイシャス 白 750ml 2015 ¥5,500

シンクロニア　ロサート メスキーダ・モラ マヨルカ ロゼ 750ml 2021 ¥3,000

カトゥロ ティント　 ラ・カサ・デ・ルクロ ナバーラ 赤 750ml 2020 ¥1,900

オスタトゥ クリアンサ オスタトゥ リオハ 赤 750ml 2019 ¥2,500

ペサ・ド・レイ　ロホ アデガ・カチン リベイラ・サクラ 赤 750ml 2018 ¥2,800

シンクロニア　ネグレ メスキーダ・モラ マヨルカ 赤 750ml 2019 ¥3,000

ビエルム　ブランコ プラダ・ア・トペ ビエルソ ベルモット/白 1,000ml NV ¥3,000

ビエルム　ロホ プラダ・ア・トペ ビエルソ ベルモット/赤 1,000ml NV ¥3,000

tel:03-6277-7871%20FAX:03-6368-3664


No.8
株式会社ジュントレーディング
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-8 ASKビル2F

TEL:03-3256-6121 FAX:03-3256-6123

https://www.jun.co.jp
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

オリーブオイル　Oh！早摘み　500ml Green Gold Olive Oil company スペイン 瓶 500ml ¥5,000

オリーブオイル　Oh！早摘み　250ml Green Gold Olive Oil company スペイン 瓶 250ml ¥3,200

オリーブオイル　Oh！早摘み　100ml Green Gold Olive Oil company スペイン 瓶 100ml ¥1,300

オリーブオイル　Family Selection 500ml Green Gold Olive Oil company スペイン 瓶 500ml ¥3,900

オリーブオイル　Family Selection 250ml Green Gold Olive Oil company スペイン 瓶 250ml ¥2,500

オリーブオイル　Cocina    500ml Green Gold Olive Oil company スペイン 瓶 500ml ¥1,500

No.9
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:03-5510-0137 FAX:03-5510-2892

https://www.union-liquors.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

クロ・ラ・ソレヤ・ブリュット モリ・パレリャーダ サン・サドゥルニ・デ・ノヤ 泡 750ml NV ¥1,300

クロ・ラ・ソレヤ・ブリュット・ナチュレ モリ・パレリャーダ サン・サドゥルニ・デ・ノヤ 泡 750ml NV ¥1,300

クロ・ラ・ソレヤ・ブリュット・ナチュレ・レセルバ モリ・パレリャーダ サン・サドゥルニ・デ・ノヤ 泡 750ml NV ¥2,400

クロ・ラ・ソレヤ・ブリュット・ナチュレ・グランレセルバ モリ・パレリャーダ サン・サドゥルニ・デ・ノヤ 泡 750ml NV ¥3,000

モンテ・ジャーノ　白 ラモン・ビルバオ リオハ 白 750ml 2021 ¥1,050

モンテ･ジャーノ　赤 ラモン・ビルバオ リオハ 赤 750ml 2020 ¥1,050

ラモン・ビルバオ・ベルデホ ラモン・ビルバオ ルエダ 白 750ml 2021 ¥1,600

ラモン・ビルバオ・ソーヴィニヨン・ブラン ラモン・ビルバオ ルエダ 白 750ml 2021 ¥1,600

ラモン・ビルバオ・セレクション・エスペシアル ラモン・ビルバオ リオハ 赤 750ml 2019 ¥1,650

ラモン・ビルバオ・クリアンサ ラモン・ビルバオ リオハ 赤 750ml 2018 ¥1,900

ラモン・ビルバオ・リミテッドエディション ラモン・ビルバオ リオハ 赤 750ml 2018 ¥2,400

ラモン・ビルバオ・オーガニック　白 ラモン・ビルバオ ルエダ 白 750ml 2020 ¥1,750

ラモン・ビルバオ・オーガニック　赤 ラモン・ビルバオ リオハ 赤 750ml 2019 ¥1,750

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 ヘレス シェリー 750ml NV ¥2,100

オクタボ・アルテ・アイレン ビルヘン・デ・ラス・ビニャス シウダッド・レアル 白 750ml 2020 ¥1,000

オクタボ・アルテ・セレクション ビルヘン・デ・ラス・ビニャス シウダッド・レアル 赤 750ml 2020 ¥1,000

ネレマン・オーガニック ガルナッチャ・モナストレル・ロゼ ボデガス・ネレマン バレンシア ロゼ 750ml 2020 ¥1,500

ネレマン・オーガニック カバ・セコ ボデガス・ネレマン バレンシア 泡 750ml NV ¥1,500

パゴ・デル・ビカリオ・ブランコ パゴ・デル・ビカリオ カスティーリャ 白 750ml 2019 ¥1,200

パゴ・デル・ビカリオ・ティント パゴ・デル・ビカリオ カスティーリャ 赤 750ml 2014 ¥1,200

ペンタ パゴ・デル・ビカリオ カスティーリャ 赤 750ml 2019 ¥1,650

サピアイン・シードラ・ナトゥラル・プレミウム サピアイン エウスカル・サガルドア シードラ 750ml 2021 ¥1,600

アグヌス・マルバシア ボデガス・バルデラナ リオハ 白 750ml 2018 ¥2,500

アグヌス・テンプラニーリョ ボデガス・バルデラナ リオハ 赤 750ml 2018 ¥2,500

No.10
WINE TO STYLE株式会社
〒106-0045 東京都港区麻布十番1-5-30 2F

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

https://www.winetostyle.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 250ml 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 1,000ml バルセロナ・ブランズ スペイン サングリア/赤/甘口 1,000ml NV ¥2,100

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 ¥1,950

No.11
アルデバランジャパン合同会社
〒105-0013 東京都港区浜松町2-2-15 浜松町ダイヤビル2F

TEL:050-3702-7085 FAX:-

http://www.aldebarancoins.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

マカベオ カストロ・メンディ カスティーリャ・イ・レオン州サモラ 白 750ml 2021 オープン価格

メネスター カストロ・メンディ　 カスティーリャ・イ・レオン州サモラ 赤/フルボディ 750ml 2020 オープン価格

ローブル カストロ・メンディ　 カスティーリャ・イ・レオン州サモラ 赤/フルボディ 750ml 2018 オープン価格

プレミアム カストロ・メンディ　 カスティーリャ・イ・レオン州サモラ 赤/フルボディ 750ml 2018 オープン価格

ロゼ カストロ・メンディ　 カスティーリャ・イ・レオン州サモラ ロゼ 750ml 2021 オープン価格

ブラヴコン ソテロ・ピンタード　 カスティーリャ・イ・レオン州サモラ 赤/ミディアムフルボディ 750ml 2019 オープン価格

トーテム ソテロ・ピンタード　 カスティーリャ・イ・レオン州サモラ 赤/フルボディ 750ml 2015 オープン価格

ソテロ・ピンタード ソテロ・ピンタード　 カスティーリャ・イ・レオン州サモラ 赤/フルボディ 750ml 2018 オープン価格

オーサーズジン ブル・テリア　 カスティーリャ・イ・レオン州サモラ クラフトジン（原料：ワイン） 700ml - オープン価格

トロピカルジン ブル・テリア　 カスティーリャ・イ・レオン州サモラ クラフトジン（原料：ワイン） 700ml - オープン価格

ルロ・パパイヤ エル・パストール　 カスティーリャ・イ・レオン州サモラ チーズ（冷蔵）/山羊乳/フレッシュ 110g - オープン価格

ルロ・パイナップル エル・パストール　 カスティーリャ・イ・レオン州サモラ チーズ（冷蔵）/山羊乳/フレッシュ 110g - オープン価格

ルロ・ハーブ エル・パストール　 カスティーリャ・イ・レオン州サモラ チーズ（冷蔵）/山羊乳/フレッシュ 110g - オープン価格

ルロ・プレーン エル・パストール　 カスティーリャ・イ・レオン州サモラ チーズ（冷蔵）/山羊乳/フレッシュ 110g - オープン価格

天然トリュフ入り 熟成ブルビ エル・パストール　 カスティーリャ・イ・レオン州サモラ チーズ（冷蔵）/羊乳/ハード 150g - オープン価格

アル・ヴィーノ・ティント パタ・デ・カブラ セミクラド エル・パストール　 カスティーリャ・イ・レオン州サモラ チーズ（冷蔵）/山羊乳/赤ワイン熟成 150g - オープン価格

パラ・プランチャ（焼いて食べるチーズ） エル・パストール　 カスティーリャ・イ・レオン州サモラ チーズ（冷蔵）/混乳（牛・羊） 175g - オープン価格

tel:03-3256-6121%20FAX:03-3256-6123
tel:03-5510-0137%20FAX:03-5510-2892
https://www.inaba-wine.co.jp/


No.12
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

http://www.sunseikowines.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

サンタカーナ・ブルット セラーズ・モスト・ドレ カバ 泡/辛口 750ml NV ¥1,600

ラルバ・アル・トゥロ マス・ゴマ・1724 ペネデスエリア 微発砲（ペット・ナット）/辛口 750ml 2021 ¥2,800

メモリア・レセルバ・ブルット・ナトゥーレ デスクレグット コルピナット 泡/極辛口 750ml 2016 ¥4,300

コジェイタ ボデガス・アントニオ・モンテロ リベイロ 白/やや辛口 750ml 2021 ¥1,800

アントニオ・モンテロ・ゴデージョ ボデガス・アントニオ・モンテロ モンテレイ 白/辛口 750ml 2021 ¥2,200

バンカル・ブランカ ビニェス・ドメネク モンサン 白/辛口 750ml 2021 ¥2,500

アウトル ボデガス・アントニオ・モンテロ リベイロ 白/辛口 750ml 2021 ¥2,600

フォーロング・ブランコ ボデガ・デ・フォーロング カディス 白/辛口 750ml 2021 ¥2,900

ウルタラン バット・ガラ チャコリ・デ・アラバ 白/辛口 750ml 2019 ¥4,800

フォーロング・80/20 ナトゥラル ボデガ・デ・フォーロング カディス オレンジ/辛口 750ml 2021 ¥3,800

フォーロング・アミーゴ・イマヒナリオ ボデガ・デ・フォーロング カディス オレンジ/やや辛口 750ml 2019 ¥4,900

ラティード・デ・サラ・ティント サラ・セレクション ナバーラ 赤/ミディアム 750ml 2020 ¥1,500

ボー・ボノーム・オーガニック レ・ヴァン・ボノーム フミーリャ 赤/ミディアム 750ml 2021 ¥1,800

パゴ・デ・バルドネヘ・メンシア・ホベン ビノス・バルトゥイージェ ビエルソ 赤/ミディアム 750ml 2020 ¥1,800

コンデ・デ・シルエラ・ロブレ ボデガス・サンタ・エウラリア リベラ・デル・デュエロ 赤/ミディアム-フル 750ml 2019 ¥1,980

エル・バラオ ビノス・バルトゥイージェ ビエルソ 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥2,700

ベルベイラ・メンシア ロンセル・ド・シル リベイラ・サクラ 赤/ミディアム 750ml 2016 ¥2,800

ソムリエ・クリアンサ ボデガス・セニョリオ・デ・アラナ リオハ（アラベサ） 赤/フル 750ml 2017 ¥2,400

1752 ガルナッチャ・ティントレラ ボデガス・エル・タニーノ アルマンサ 赤/フル 750ml 2017 ¥2,700

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/フル 750ml 2017 ¥3,000

モンクラス カルトイシャ・デ・モンサルバット プリオラート 赤/フル 750ml 2017 ¥3,600

ムルベ・レセルバ ボデガス・フルトス・ビジャル トロ 赤/フル 750ml 2016 ¥3,600

ウルテリオール・アルビージョ・レアル ボデガス・イ・ビニェドス・ヴェルム カスティーリャ・ラ・マンチャ 白/辛口 750ml 2017 ¥3,300

ウルテリオール・ナランハ ボデガス・イ・ビニェドス・ヴェルム カスティーリャ・ラ・マンチャ オレンジ/辛口 750ml 2021 ¥3,300

ウルテリオール・ガルナッチャ ボデガス・イ・ビニェドス・ヴェルム カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤/ミディアム 750ml 2017 ¥3,300

ウルテりオール・グラシアーノ ボデガス・イ・ビニェドス・ヴェルム カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤/ミディアム-フル 750ml 2017 ¥3,300

ウルテリオール・ティント・ベラスコ ボデガス・イ・ビニェドス・ヴェルム カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤/フル 750ml 2016 ¥3,300

ウルテリオール・マスエロ ボデガス・イ・ビニェドス・ヴェルム カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤/フル 750ml 2018 ¥3,300

No.13
株式会社エスタリコ・ジャパン
〒108-0074 東京都港区高輪1丁目4-23-2401

TEL:03-3443-9580 FAX:03-3443-9580

https://www.estarico-japan.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

リバス　デル　クア　ホベン ボデガス・リバス・デル・クア ビエルソ 赤/辛口/ミディアム 750ml 2021 ¥2,400

バダホ　ベルデホ ボデガ・ゴティカ ルエダ 白/辛口/軽快 750ml 2021 ¥2,400

ヴィーニャ　ミガロン　ロサード ボデガス・ベルナルド・アルバレス ビエルソ ロゼ/辛口/軽快 750ml 2021 ¥2,500

ナチュラル　スタイル エル・プログレソ ラマンチャ 泡/ロゼ/辛口/軽快/ノンアルコール 750ml NV ¥2,500

カプデヴィラ　プホール　レゼルバ　ブリュット　ナトゥーレ ブランチャー ペネデス 泡/白/辛口/軽快 375ml NV ¥2,750

ティーボ ボデガ・デ・モヤ バレンシア 白/辛口/軽快 750ml 2021 ¥2,750

リバス　デル　クア　オンセド ボデガス・リバス・デル・クア ビエルソ 赤/辛口/ミディアム 750ml 2022 ¥2,800

トラスカンパナス　ベルデホ ボデガ・ゴティカ ルエダ 白/辛口/軽快 750ml 2021 ¥2,900

ディエゴ ボデガ・デ・モヤ バレンシア 白/辛口/軽快 750ml 2020 ¥3,150

ラガール　ダンプリウス シラー アンプリウス・ラガール アラゴン 赤/辛口/フルボディ 750ml 2016 ¥4,000

フリア ボデガ・デ・モヤ バレンシア 赤/辛口/フルボディ 750ml 2020 ¥4,400

リバス　デル　クア　プリビレジオ ボデガス・リバス・デル・クア ビエルソ 赤/辛口/ミディアム 750ml 2019 ¥5,000

ブラン　デル　アスプレス ヴィニェス・デル・アスプレス エンポルダ 白/辛口/フルボディ 750ml 2020 ¥5,000

ソフィア ボデガ・デ・モヤ バレンシア 赤/辛口/ミディアム 750ml 2019 ¥5,200

ヴィ　デ　パンセス ヴィニェス・デル・アスプレス エンポルダ その他の色/甘口/フルボディ 500ml NV ¥6,000

No.14
有限会社グランジャポン
〒225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南3丁目17-15

TEL:045-910-0108 FAX:045-910-0103

https://granjapon.co.jp/
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

はちみつ紅茶 グランハ サンフランシスコ カタルーニャ 紅茶 20袋入 オープン価格

はちみつカモミールティー グランハ サンフランシスコ カタルーニャ ハーブティー 20袋入 オープン価格

はちみつミントティー グランハ サンフランシスコ カタルーニャ ハーブティー 20袋入 オープン価格

はちみつ「ミエル」 グランハ サンフランシスコ カタルーニャ 蜂蜜 345g ¥1,380

コラカオ タワー イディリア フーズ カタルーニャ ココア 18g×50袋入 オープン価格

 コラカオ ボトル イディリア フーズ カタルーニャ ココア 390g オープン価格

oliBaオリーブビール GREEN olive イー アール エム カタルーニャ ビール 330ml オープン価格

 oliBaオリーブビール BLACK olive イー アール エム カタルーニャ ビール 330ml オープン価格

アロレーニャ オリーブ塩漬け ロルダン マラガ オリーブの実 335g ¥1,250

 ホットガスパチャオリーブ ロルダン マラガ オリーブの実 250g ¥830

グリーンオリーブ パテ ロルダン マラガ オリーブパテ 130g ¥900

ブラックオリーブ パテ ロルダン マラガ オリーブパテ 130g ¥900

EXVオリーブオイル ロルダン マラガ オリーブオイル 250ml ¥1,800

tel:03-3683-2811%20FAX:03-3683-8811
tel:03-3443-9580%20FAX:03-3443-9580


No.15
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

ロダ レセルバ DOC ボデガス ロダ リオハ 赤 750ml 2017 ¥7,000

コリンボ DO ボデガス ラ オラ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml 2016 ¥6,000

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 2019 ¥8,000

プリマ DO ボデガス サンロマン トロ 赤 750ml 2019 ¥3,500

サンロマン DO ボデガス サンロマン トロ 赤 750ml 2017 ¥8,000

ラ キュベ ブルット コルピナット グラモナ ペネデス 泡 750ml 2017 ¥4,200

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 2016 ¥6,000

“ジェサミ”　ビノ・ブランコ DO グラモナ ペネデス 白 750ml 2021 ¥3,500

“フォン・ジュイ”　チェレッロ DO グラモナ ペネデス 白 750ml 2018 ¥4,000

“サビナート”　ソーヴィニョン・ブラン DO グラモナ ペネデス 白 750ml 2018 ¥5,000

レス クレステス DOQ マスドイシュ プリオラート 赤 750ml 2019 ¥5,000

ムルムリ DOQ マスドイシュ プリオラート 白 750ml 2021 ¥6,000

エルマノス･リュルトン･テンプラニーリョ DO ボデガ リュルトン トロ 赤 750ml 2019 ¥2,400

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

アッティス ブランコ DO アッティス リアスバイシャス 白 750ml 2021 ¥3,500

アッティス シッタ マセラシオン アッティス リアスバイシャス 白（オレンジ） 750ml 2021 ¥4,000

No.16
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 ヴィンテージ 希望小売価格

サン・ブラス　エスプモーソ　アンセストラル フィンカ・サン・ブラス ウティエル・レケーナ 泡/白/極辛口 750ml 2019 ¥2,500

コロマ　モスカテル コロマ・ビニェドス・イ・ボデガス エストレマドゥーラ 白/辛口 750ml 2021 ¥2,200

ブランキート HGAボデガス リアス・バイシャス 白/辛口 750ml 2021 ¥2,200

BB　ベレシア J.I. エチェベリア・スビサレタ・イ・オトロ ゲタリアコ・チャコリーナ 白/辛口 750ml 2019 ¥3,200

バラウティン　アルビージョ・レアル カ・ディ・マ ビノス・デ・マドリー 白/辛口 750ml 2019 ¥3,700

UBE　ミラフローレス ボデガス・コタ45 サンルーカル界隈 白/辛口 750ml 2021 ¥3,800

コナスブランカス フェデジョス・ド・コウト ガリシア内陸 白/辛口 750ml 2020 ¥4,200

マフエロ・デル・チビリテロ カンタラピエドラ・ビティクルトーレス ルエダ界隈 白/辛口 750ml 2019 ¥4,500

ティエラ・フンディーダ　ブランコ ビノス・エン・タンデム テネリフェ島 白/辛口 750ml 2021 ¥4,900

リロンド　クラレテ カンタラピエドラ・ビティクルトーレス ルエダ界隈 ロゼ/辛口 750ml 2021 ¥3,200

ティエラ・フンディーダ　クラレテ ビノス・エン・タンデム テネリフェ島 ロゼ/辛口 750ml 2021 ¥4,900

アダラス　カリソ　シン・スルフィートス ボデガス・イ・ビニェドス・ベンタ・ラ・ベガ アルマンサ 赤/ミディアム～フル 750ml 2018 ¥2,100

エル・カセテロ　ガルナチャ ボデガス・フロントニオ カンポ・デ・ボルハ 赤/ミディアム 750ml 2021 ¥2,300

カマンドゥラ ペイシェス ガリシア内陸 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥3,600

ペイシェ・ダ・エストラーダ ペイシェス ガリシア内陸 赤/ミディアム 750ml 2017 ¥3,800

アス・シャラス フェデジョス・ド・コウト ガリシア内陸 赤/ミディアム 750ml 2020 ¥3,800

バラウティン　ガルナチャ カ・ディ・マ ビノス・デ・マドリー 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥3,900

イケウェン ビエン・デ・アルトゥーラ グラン・カナリア 赤/ミディアム 750ml 2020 ¥5,900

ティエラ・フンディーダ　ティント　DOタコロンテ ビノス・エン・タンデム タコロンテ・アセンテホ 赤/ミディアム～フル 750ml 2020 ¥4,900

No.17
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

https://www.gourmet-world.co.jp/shopping/
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

ハモンデトレベレス18ヶ月熟成骨なし原木 ハモネス・デ・フビレス トレベレス 生ハム 6kg - ¥4519/kg

ハモンセラーノ16ヵ月熟成骨付原木 ハモネス・デ・フビレス トレベレス 生ハム 7.8㎏ - ¥2963/kg

パレタイベリカセボデカンポ骨付き原木(限定品） ハモネス・デ・フビレス トレベレス 生ハム 5.5㎏ - ¥4500/kg

チョリソ・イベリコ・デ・ベジョータ カサルバ ブルゴス サラミ 1.4㎏ - ¥7389/kg

サルチチョン・イベリコ・デ・ベジョータ カサルバ ブルゴス サラミ 1.4㎏ - ¥7389/kg

パンセタイベリコデベジョータ カサルバ ブルゴス サラミ 1.2㎏ - ¥4889/kg

ソブラサーダイベリコデベジョータ カサルバ ブルゴス サラミ 1㎏ - ¥5074/kg

モルシージャベライベリカ カサルバ ブルゴス サラミ 300g - ¥5815/kg

羊乳チーズ　アルビーノ3ヵ月熟成 エル・ケソ・デ・シエラ・アルバラシン アラゴン チーズ 200g - ¥7584/kg

羊乳チーズ　青ラベル3ヵ月熟成 エル・ケソ・デ・シエラ・アルバラシン アラゴン チーズ 200g - ¥6741/kg

プレディカドール　ティント ボデガ・コンタドール リオハ 赤／フルボディ 750ml 2013 ¥5,700

プレディカドール　ティント ボデガ・コンタドール リオハ 赤／フルボディ 750ml 2014 ¥5,700

プレディカドール　ブランコ ボデガ・コンタドール リオハ 白/辛口/フルボディ 750ml 2015 ¥5,600

ホセ・パリエンテ・バリカ ボデガス・ホセ・パリエンテ ルエダ 白/辛口/フルボディ 750ml 2015 ¥4,900

アルボカ・ロブレ ボデガス・ビリアトゥス トロ 赤／フルボディ 750ml 2017 ¥3,200

ビリアトゥス　プリエト　ピクード ボデガス・ビリアトゥス バジェス　デ　ベナベンテ ロゼ/辛口 750ml 2021 ¥2,200

ベガ・メディエン・ブルット・エコロヒコ ウニオン・ビ二コラ・デ・エステ レケナ 泡/白/辛口 750ml NV ¥2,700

ベガ・メディエン・ブルット ウニオン・ビ二コラ・デ・エステ レケナ 泡/白/辛口 750ml NV ¥2,000

tel:03-5159-5704%20FAX:03-5159-5714
tel:03-6278-8306%20FAX:03-6278-8307


No.18
株式会社モンテロッソ
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-1 スターツ幕張ビル11F

TEL:043-307-7789 FAX:043-307-7663

http://www.monterosso.co.jp
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ボケロネス　プレーン ナサリ バルセロナ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾄﾚｰ　冷蔵/冷凍 570g オープン価格

ボケロネス　プレーン ナサリ バルセロナ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾄﾚｰ　冷蔵/冷凍 120g オープン価格

ボケロネス　レモン ナサリ バルセロナ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾄﾚｰ　冷蔵/冷凍 70g オープン価格

アンチョビフィレ ナサリ バルセロナ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾄﾚｰ　冷蔵/冷凍 420g オープン価格

アンチョビフィレ ナサリ バルセロナ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾄﾚｰ　冷蔵/冷凍 100g オープン価格

アンチョビフィレ　ブロークン ナサリ バルセロナ ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾄﾚｰ　冷蔵/冷凍 850g オープン価格

ボケロネス　 コルパ サンセバスチャン ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾄﾚｰ　冷蔵/冷凍 110g オープン価格

アンチョビフィレ コルパ サンセバスチャン ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾄﾚｰ　冷蔵/冷凍 70g オープン価格

カラスミ　ボラ カサ　サントーニャ マドリッド 真空ビニールパッケージ 120-140g オープン価格

モハマ カサ　サントーニャ マドリッド 真空ビニールパッケージ 200g オープン価格

No.19
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　ブラン　ド　ブラン ラベントス・イ・ブラン ペネデス 泡/白/辛口 750ml 2020 ¥2,600

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 2018 ¥3,060

アルス・コレクタ　ブラン・ド・ブラン コドルニウ ペネデス 泡/白/辛口 750ml 2017 ¥4,780

アルス・コレクタ　ブラン・ド・ノワール コドルニウ ペネデス 泡/白/辛口 750ml 2015 ¥4,780

カンスモイ　アンセストラル　スモイ ラベントス・イ・ブラン ペネデス 泡/白/辛口 750ml 2018 ¥2,670

カンスモイ　ラ・ロサ ラベントス・イ・ブラン ペネデス ロゼ/辛口 750ml 2020 ¥2,820

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 2020 ¥2,870

アウセルス トーマス・クシネ ペネデス 白/辛口 750ml 2021 ¥2,510

マス・デル・セラル　チャレッロ ラベントス・イ・ブラン ペネデス 白/辛口 750ml 2018 ¥3,910

マカベオ　フィンカ・ラコンス トーマス・クシネ ペネデス 白/辛口/フルボディ 750ml 2017 ¥4,410

カンスモイ　スモイ＆ガルナッチャ ラベントス・イ・ブラン ペネデス 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥2,710

イ・ロ・オトロ・タンビエン　リェブレ ジョアン・バレンシア ボナストレ 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥2,770

リェブレ トーマス・クシネ ペネデス 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥2,160

ビロセル トーマス・クシネ ペネデス 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥2,640

エル・トリボー スカラ・デイ プリオラート 赤/ミディアム 750ml 2021 ¥2,620

シウラルタ　モラット ビンス・ヌス モンサン 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥4,480

ヴィニャ・ポマール　グラン・リセルバ ボデガス・ビルバイナス リオハ 赤/フルボディ 750ml 2012 ¥5,420

オロロソ　VORS ボデガス・トラディシオン ヘレス シェリー/辛口 750ml NV ¥13,770

ペドロ・ヒメネス　V.O.S. ボデガス・トラディシオン ヘレス シェリー/極甘口 750ml NV ¥14,950

ブランデー ボデガス・トラディシオン ヘレス ブランデー 700ml NV ¥13,500

No.20
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

http://www.milliontd.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

マーレ・グランレセルバ・ブリュットナチューレ ジロ・リボ ペネデス 泡 750ml 2017 ¥2,800

ウーマ・グランレセルバ・ブリュット ジロ・リボ ペネデス 泡 750ml 2015 ¥2,400

オバロ・ブランコ ボデガス・オバロ リオハ 白 750ml 2019 ¥3,000

ノラ ボデガ・ビニャ・ノラ リアスバイシャス 白 750ml 2021 ¥2,800

ナイア ボデガス・ナイア ルエダ 白 750ml 2020 ¥2,500

カサルデアルマン・ブランコ ボデガス・カサルデアルマン リベイロ 白 750ml 2020 ¥3,000

ラス・ドセス・ブランコ チョサス・カラスカル ウティエルレケーナ 白 750ml 2021 ¥2,000

モンハルディン・シャルドネ・レセルバ カスティーリョ・デ・モンハルディン ナバーラ 白 750ml 2017 ¥2,900

ラス・ドセス・ティント チョサス・カラスカル ウティエルレケーナ 赤 750ml 2020 ¥2,000

オサ・シラー ボデガス・マノ・ア・マノ カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤 750ml 2018 ¥3,200

オサ・テンプラニーリョ ボデガス・マノ・ア・マノ カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤 750ml 2018 ¥3,200

オバロ・サンロケ ボデガス・オバロ リオハ 赤 750ml 2019 ¥2,200

オバロ・ラ・エンシーナ ボデガス・オバロ リオハ 赤 750ml 2017 ¥2,750

オバロ・ラス・アレーナス ボデガス・オバロ リオハ 赤 750ml 2016 ¥3,750

トランコ・デル・ロボ セニョリオ・デル・フーカル マンチュエラ 赤 750ml 2019 ¥2,500

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 2019 ¥2,200

デージョ・メルロー カスティーリョ・デ・モンハルディン ナバーラ 赤 750ml 2017 ¥2,900

カサルデアルマン・ティント ボデガス・カサルデアルマン リベイロ 赤 750ml 2019 ¥3,000

パラダ・デ・アタウタ ドミニオ・デ・アタウタ リベラデルドゥエロ 赤 750ml 2016 ¥4,000

セレクシオン・エスペシアル アバディア・レトゥエルタ カスティーリャ・イ・レオン 赤 750ml 2017 ¥4,800

tel:043-307-7789%20FAX:043-307-7663
tel:03-4330-1735%20FAX:03-3552-6955
tel:03-3615-0411%20FAX:03-3615-0414


No.21
三菱食品株式会社
〒112-8778 東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデンゲートタワー

TEL:03-4553-5111 FAX:-

https://www.mitsubishi-shokuhin.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

セグラヴューダス　ブルートレゼルバ セグラヴューダス カタルーニャ 辛口 750ml NV ¥1,508

セグラヴューダス　ブルートレゼルバ　ハーフ セグラヴューダス カタルーニャ 辛口 375ml NV オープン価格

セグラヴューダス　ブルートレゼルバ　ベビー セグラヴューダス カタルーニャ 辛口 200ml NV オープン価格

セグラヴューダス　ブルート　マグナム セグラヴューダス カタルーニャ 辛口 1,500ml NV ¥3,815

セグラヴューダス　ブルートレゼルバ　ダブルマグナム セグラヴューダス カタルーニャ 辛口 3,000ml NV ¥14,330

セグラヴューダス　セミセコ セグラヴューダス カタルーニャ やや甘口 750ml NV ¥1,508

セグラヴューダス　セミセコ　ハーフ セグラヴューダス カタルーニャ やや甘口 375ml NV オープン価格

セグラヴューダス　ブルートロゼ セグラヴューダス カタルーニャ 辛口 750ml NV ¥1,508

セグラヴューダス　ブルートロゼ　ハーフ セグラヴューダス カタルーニャ 辛口 375ml NV オープン価格

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 カタルーニャ 辛口 750ml NV ¥2,008

アリア　ブルートナチュレ アリア カタルーニャ 辛口 750ml NV ¥2,308

セグラヴューダス　ラヴィット　ブリュットナチュレ セグラヴューダス カタルーニャ 辛口 750ml NV ¥2,408

セグラヴューダス　トレガリマネィ　ブリュットナチュレ セグラヴューダス カタルーニャ 辛口 750ml 2014 ¥3,908

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 カタルーニャ 辛口 750ml 2015 ¥2,408

セグラヴューダス　エレダード セグラヴューダス カタルーニャ 辛口 750ml NV ¥5,308

セグラヴューダス　ガルナッチャ セグラヴューダス ペネデス ミディアム 750ml 2019 ¥1,608

セグラヴューダス　チャレロ セグラヴューダス ペネデス 辛口 750ml 2021 ¥1,608

セグラヴューダス　マス　デ　アラニョ セグラヴューダス カタルーニャ フルボディ 750ml 2016 ¥3,308

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 辛口 750ml 2017 ¥2,758

ヴァザ　テンプラニーリョ ソラールビエホ リオハ ミディアム 750ml 2019 ¥1,400

ヴァザ　クリアンサ ソラールビエホ リオハ フルボディ 750ml 2018 ¥1,710

ヴァザ　レセルバ ソラールビエホ リオハ フルボディ 750ml 2015 ¥2,660

ラ・カンパナ　ティント カバズヒル スペイン ミディアム 750ml NV ¥1,200

ラ・カンパナ　ブランコ カバズヒル スペイン 辛口 750ml NV ¥1,200

No.22
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

ボンレスハモンセラーノ ラ・プルデンシア セゴビア 生ハム 10kg ¥3,360/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 ¥2,970/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 ¥470/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 ¥5,790/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 ¥480/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 ¥630/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 ¥310/本

スモークアンチョビ３００ｇ アウマドスノルディッシュ カンタブリア 冷凍 300g ¥2,030/pack

カンタブーロクリアンサ サンパブロ リベラデドゥエロ 赤ワイン 750ml ¥1,100/本

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

No.23
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/
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

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

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

ヴェロマール ブランコ カン アシャルテル マヨルカ 白 750ml 2021 ¥2,900

ヴェロマール ロサド カン アシャルテル マヨルカ ロゼ 750ml 2021 ¥2,900

ヴェロマール ティント カン アシャルテル マヨルカ 赤 750ml 2021 ¥2,900

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 ¥3,300

フィンカ エスタリホ エラクリオ アルファロ リオハ 赤 750ml 2016 オープン価格

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 NV ¥3,900

No.24
株式会社稲葉
〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池5-9-12

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

https://www.inaba-wine.co.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

カステルロッチ　レセルバ　ブルット カステルロッチ ペネデス 泡/白/辛口 750ml 2019 ¥2,500

カステルロッチ　レセルバ　ブルット　ロゼ カステルロッチ ペネデス 泡/ロゼ/辛口 750ml 2019 ¥3,200

シゲ　アル　コネホ　ブランコ　マカベオ パラヘス　デル　ヴィノ カラタユード 白/辛口 750ml 2021 ¥1,300

シゲ　アル　コネホ　ブランコ　ガルナッチャ パラヘス　デル　ヴィノ カラタユード 赤/ミディアムボディ 750ml 2020 ¥1,300

オ　フィリョ　ダ　コンデサ ラガール　ダ　コンデサ リアス　バイシャス 白/辛口 750ml 2021 ¥2,100

マリア　アンドレア ボデガス　エドゥアルド　ペーニャ リベイロ 白/辛口 750ml 2019 ¥2,800

ビエルネス ボデガス　イ　ビニェドス　ゴデリア ビエルソ 赤/ミディアムボディ 750ml 2020 ¥1,800

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 2020 ¥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 2019 ¥3,200

アッテカ　アルマス ボデガス　アテカ カラタユード 赤/フルボディ 750ml 2018 ¥8,000

tel:03-3416-4433%20FAX:03-3416-4300
http://www.iberiatrading.co.jp/Company.html
tel:078-251-1600%20FAX:078-251-1610
https://www.inaba-wine.co.jp/


No.25
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203

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

プレフェリード ブランコ ルイス・カバジェロ リオハ 白/辛口 750ml 2021 ¥1,660

マルケス デ イルン ヴェルデホ ルイス・カバジェロ ルエダ 白/辛口 750ml 2021 ¥2,000

アトゥナ ブランコ ボデガス・ソモス ソモンターノ 白/辛口 750ml 2020 ¥2,286

ソモスコレクション ゲヴュルツトラミネール ボデガス・ソモス ソモンターノ 白/辛口 750ml 2021 ¥2,572

プレフェリード ティント ルイス・カバジェロ リオハ 赤/ミディアム 750ml 2021 ¥1,660

ソモス ロブレ ティント ボデガス・ソモス ソモンターノ 赤/ミディアム 750ml 2020 ¥2,000

ソモス ピノノワール ボデガス・ソモス ソモンターノ 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥2,500

ファグス ボデガス・アラゴネサス カンポ・デ・ボルハ 赤/ミディアムフル 750ml 2018 ¥5,000

チャコリ アゲレ ロサード ボデガス・エミリオ・オストラサ・マンテロラ ゲタリア・チャコリーナ ロゼ/辛口 750ml 2021 ¥2,643

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

アモンティリャード ボタイナ ルイス・カバジェロ ヘレス シェリー/ドライ 750ml NV ¥3,150

クレマ カンデラ ルイス・カバジェロ ヘレス シェリー/ドゥルセ 750ml NV ¥2,290

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

エミリオ ルスタウ シェリービネガー ルイス・カバジェロ ヘレス ビネガー 375ml NV ¥1,720

No.26
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/
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 ブルット レアル グラン・レセルバ ヘレタット・マス・ティネル カバ 泡/白 750ml 2011 ¥4,800

マルケス・デ・グリニョン カバ オーガニック ブルット ロゼ パゴス・デ・ファミリア・マルケス・デ・グリニョン　 カバ 泡/ロゼ 750ml NV ¥3,000

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 2021 ¥3,000

ダルデル ガルナチャ ヴィオニエ セジェール・コマ・デン・ボネ テラ・アルタ 白 750ml 2020 ¥2,200

クアトロ・ラヤス ビニエドス・センテナリオス ボデガス・クアトロ・ラヤス ルエダ 白 750ml 2019 ¥2,700

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 750ml 2021 ¥2,900

シェヘラザード ボデガ・ラス・セパス リオハ 白 750ml 2020 ¥3,500

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 2020 ¥4,000

パシオン・デ・ボバル ロサード ボデガ・シエラ・ノルテ ウティエル・レケーナ ロゼ 750ml 2020 ¥2,500

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（バレンシア） ロゼ 750ml 2020 ¥4,000

モルスカ ティント ボデガス・ヴィ・レイ プラ・イ・レバント 赤 750ml 2018 ¥2,900

アバデンゴ クリアンサ ボデガス・リベラ・デ・ペラサス アリベス 赤 750ml 2018 ¥3,200

モンテ・トロ クリアンサ ボデガ・ラモン・ラモス トロ 赤 750ml 2017 ¥3,300

アルトス・デ・ルソン ボデガス・ルソン フミージャ 赤 750ml 2019 ¥4,600

パゴ・デ・ロス・カペジャーネス クリアンサ パゴ・デ・ロス・カペジャーネス リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml 2018 ¥6,500

サン・レオン マンサニージャ エレデロス・デ・アルグエソ ヘレス・ケレス・シェリーおよびマンサニージャ・サンルーカル・デ・バラメダ シェリー 750ml NV ¥3,200

バルベラン 20 マンサナス マサベウ・ボデガス シドラ・デ・アストゥリアス シードル 750ml 2019 ¥4,500

No.27
株式会社飯田
〒106-0032 東京都港区六本木4-3-6-101

TEL:03-6416-0043 FAX:03-5414-1517

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

ネオ　アルビーリョマヨール 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 白 750ml 2020 ¥2,800

ネオ　アルテ　デ　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 ¥2,000

ネオ　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

グリフォイ　デクララ　プレディカット グリフォイ　デクララ カタルーニャ州 赤 750ml 2017 ¥3,000

グリフォイ　デクララ　グラン　プレディカット　ブラン グリフォイ　デクララ カタルーニャ州 白 750ml 2018 ¥5,000

グリフォイ　デクララ　グラン　プレディカット　 グリフォイ　デクララ カタルーニャ州 赤 750ml 2017 ¥5,000

アルベアル　フィノ　セーべー アルベアル アンダルシア州 白 750ml NV ¥1,900

アルベアル　フィノ　エン　ラマ　シングル　ヴィンテージ アルベアル アンダルシア州 白 750ml 2016 ¥2,800

アルベアル　ペドロヒメネス　1927　 アルベアル アンダルシア州 白 750ml NV ¥3,800

アルベアル　ペドロ　ヒメネス　デ　アニャーダ アルベアル アンダルシア州 白 750ml 2017 ¥2,800

No.28
株式会社SELESTA
〒164-0011 東京都中野区中央5-3-11

TEL:03-3382-3660 FAX:-

https://www.selesta.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

アブラ　デ　ティ ボデガス　アブラ エストレマドゥーラ 白/辛口 750ml 2021 ¥2,100

アブラ　デル　シレンリオ ボデガス　アブラ エストレマドゥーラ 赤/ミディアムボディ 750ml 2020 ¥2,500

アブラ　ラ　ティエラ ボデガス　アブラ エストレマドゥーラ 赤/ミディアムボディ 750ml 2020 ¥1,700

アブラ　デル　マール ボデガス　アブラ 非公開 白/辛口 750ml 2021 ¥3,600

アブラ　ヌメロ　No.28 ボデガス　アブラ エストレマドゥーラ 赤/フルボディ 750ml 2019 ¥5,000

カヴァ　モルト　ネグレ カサ　ロホ ペネデス 泡/辛口 750ml NV ¥2,900

ラ　マリモレーナ カサ　ロホ リアス・バイシャス／オ・ロサル地区 白/辛口 750ml 2021 ¥2,900

ジ　オレンジ　リパブリック カサ　ロホ ガリシア／バルデオラス 白/辛口 750ml 2018 ¥3,600

ティンタ　フィナ カサ　ロホ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml 2019 ¥3,800

マッチョ　マン　モナストレル カサ　ロホ フミリア／ラ　ラハ 赤/フルボディ 750ml 2019 ¥3,800

ジーナ　ティント ジーナ カタルーニャ・タラゴナ 赤/ライトボディ 187ml 2020 オープン価格

ジーナ　ブランコ ジーナ カタルーニャ・タラゴナ 白/辛口 187ml 2020 オープン価格

ジーナ　ロサート ジーナ カタルーニャ・タラゴナ ロゼ/辛口 187ml 2020 オープン価格

tel:06-6467-4147%20FAX:06-6467-4157
http://tgafoods.com/
tel:03-3573-4181%20FAX:03-3573-6070
tel:03-6416-0043%20FAX:03-5414-1517


No.29
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

http://www.bonili.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

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/白/辛口 750ml NV ¥2,190

カナルス＆ムンネ　インスパラブル　ブリュット カナルス＆ムンネ ペネデス 泡/白/辛口 750ml NV ¥1,970

カナルス＆ムンネ　ロサード　ピノノワール カナルス＆ムンネ ペネデス ロゼ/辛口 750ml NV ¥3,400

モモ　ブランコ サンチェス　ロマテ ルエダ 白/辛口 750ml 2021 ¥1,750

カレ　ブランコ　ソブレ　リアス　 ボデガス　アナダス カリニェナ 白/辛口 750ml 2020 ¥1,390

パロマ　デ　サクラメント　ブランカ　 ヴィーニャ　レイザオーラ リオハ　アラベサ 白/辛口 750ml 2019 ¥3,880

カレ　ティント　ソブレ　リアス　 ボデガス　アナダス カリニェナ 赤/ミディアム 750ml 2020 ¥1,390

エルミタ　デル　コンデ エルミタ　デル　コンデ カスティーヤ　イ　レオン 赤/ミディアム 750ml 2016 ¥1,960

カレ　ティント　クリアンサ ボデガス　アナダス カリニェナ 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥1,720

モモ　ティント サンチェス　ロマテ リベラ　デル　デュエロ 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥3,270

カレ　ティント　フィンカ　バンカレス ボデガス　アナダス カリニェナ 赤/フルボディ 750ml 2016 ¥2,890

カミノス　デ　サクラメント　ティント ヴィーニャ　レイザオーラ リオハ　アラベサ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥3,880

ヴィデ　ヴィラ　ポレラ　 シムス　デ　ポレラ プリオラート 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥4,060

マナカス　ラム　エキストラ　アネホ　 サンチェス　ロマテ ヘレス - 700ml - ¥3,650

アブダクティド　モルト ウイスキー サンチェス　ロマテ ヘレス - 700ml - ¥7,130

No.30
株式会社アドレ
〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町2353-1

TEL:045-593-5547 FAX:045-590-1171

https://www.facebook.com/adorer.vin/  
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

フエンテ・レオン・ブランコ ボデガ・オフエル リオハ 白/辛口 750ml 2018 ¥2,800

カラソフエラ・ブランコ ボデガ・オフエル リオハ 白/辛口 750ml 2019 ¥3,000

サッルバッヘ・ヴィウラ ボデガ・オフエル リオハ 白/辛口 750ml 2019 ¥3,000

カラソフエラ ボデガ・オフエル リオハ 赤/辛口 750ml 2017 ¥3,000

サルバッヘ1 ガルナッチャ・ティンタ ボデガ・オフエル リオハ 赤/辛口 750ml 2019 ¥3,300

サルバッヘ2 マトゥラーナ・ティンタ　　　　　　　　　 ボデガ・オフエル リオハ 赤/辛口 750ml 2019 ¥3,500

ラ・ヴィダ・エン・ロホ UCイニエステンス マンチュエラ 赤/辛口 750ml 2020 ¥1,400

ナチュラルワイン　シラー UCイニエステンス マンチュエラ 赤/辛口 750ml 2018 ¥1,600

セサル・ルセンド　Ａ セレクション・ルセンド　　　　　　　　　　　　　　　　ラ・マンチャ 赤/辛口 750ml 2016 ¥3,000

エル・リンツェ セレクション・ルセンド　　　　　　　　　　　　　　　　ラ・マンチャ 赤/辛口 750ml 2018 ¥3,000

オンブレ・バラ コマンドG　　　　　　　　　　　　　　　　 マドリッド 赤/辛口 750ml 2017 ¥4,600

ビオリバ ビオリバ エクストラ バージンオリーブオイル　　　　　　　　　　　　　　　 アンダルシア オリーブオイル 500ml - ¥1,800

No.31
株式会社高野総本店
〒381-0036 長野県長野市平林2-4-20

TEL:026-263-1232 FAX:026-263-6900

http://takano-sht.main.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

イネルシア テンプラニーリョ ビノスコロマン ラ・マンチャ地方 赤 750ml 2020 ¥1,000

イネルシア アイレン ビノスコロマン ラ・マンチャ地方 白 750ml 2020 ¥1,000

ベサナ レアル テンプラニーリョ ビノスコロマン ラ・マンチャ地方 赤 750ml 2020 ¥1,100

ベサナ レアル マカベオ ビノスコロマン ラ・マンチャ地方 白 750ml 2020 ¥1,100

ベサナ レアル クリアンサ ビノスコロマン ラ・マンチャ地方 赤 750ml 2018 ¥2,400

No.32
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

https://www.orchestra.co.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

オノール・ブリュット・セレッシオ セリェール・ハン・ビダル ペネデス 泡/白/辛口 750ml NV ¥1,800

ヴィソル　グランレセルバ　ブリュット・ナチュレ メストレス ペネデス 泡/白/辛口 750ml 2013 ¥5,000

リア　ペットナット ボデガス・ニバリウス リオハ 泡/ロゼ/辛口 750ml 2020 ¥2,500

サラテ　アルバリーニョ ボデガス・サラテ リアス・バイシャス 白/辛口 750ml 2021 ¥3,300

【新商品】ホセ・パリエンテ　ベルデホ ホセ・パリエンテ ルエダ 白/辛口 750ml 2021 ¥2,700

【新商品】ホセ・パリエンテ　SB ホセ・パリエンテ ルエダ 白/辛口 750ml 2021 ¥2,700

オルテガ・エスケロ　クリアンサ オルテガ・エスケロ リオハ 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥2,500

プロエリオ　レセルバ ボデガス・プロエリオ リオハ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥3,000

トゥルス　ロブレ ビノス・デ・フィンカ　トゥルス リベラ・デル・デュエロ 赤/ミディアム 750ml 2020 ¥2,400

【特価条件あり】メルロー・テンプラニーリョ アウグストゥス　フォルム ペネデス 赤/ミディアム 750ml 2017 ¥2,500

【特価条件あり】リバースシックス　マグナム ビンタエ ナバーラ 赤/フルボディ 1,500ml 2007 ¥5,000

【新商品】フォルム　オリーブオイル アウグストゥス　フォルム ペネデス オリーブオイル 500ml - ¥3,000

【新商品】ハラン　8年　クラシック デスティレリアス・アチャ バスク ウイスキー 700ml - ¥6,000

【新商品】リエ　リコール・デ・ナランハ パゴ・デ・タルシス バレンシア オレンジリキュール 700ml - ¥4,800

【新商品】ロンミエル・グアヒーロ 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 - ¥4,000

【新商品】ハーバージン ハーバー バルセロナ ジン 700ml - ¥5,500

tel:045-593-5547%20FAX:045-590-1171
tel:0576-25-6631%20FAX:0576-25-4074


No.33
東亜商事株式会社
〒101-8530 東京都千代田区神田司町二丁目19番地

TEL:03-3294-4075 FAX:03-5280-9855

https://www.toashoji.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

バルアルテ・ルエダ・ベルデホ グラン・フェウド ルエダ 白 750ml 2021 ¥1,750

バルアルテ・ナバーラ・ロブレ グラン・フェウド ナバーラ 赤 750ml 2020 ¥1,450

バルアルテ・ナバーラ・マスカット グラン・フェウド ナバーラ 白 750ml 2021 ¥1,450

ヴィーニャ・サルセーダ・レセルヴァ ヴィーニャ・サルセーダ リオハアラベサ 赤 750ml 2017 ¥2,500

コンデ・デ・ラ・サルセーダ・レセルヴァ ヴィーニャ・サルセーダ リオハアラベサ 赤 750ml 2015, 2017 ¥4,500

ペレラーダ・シンコ・フィンケス・レセルヴァ ペレラーダ エンポルダ 赤 750ml 2017 ¥3,500

セレモニア・プレミアム・ボバル ヴィセンテ・ガンディア ウティエル・レケーナ 赤 750ml 2017, 2020 ¥1,650

フスタ・ノヴァ・ブラン ヴィセンテ・ガンディア ヴァレンシア 白 750ml 2019, 2021 ¥1,500

セラミック・モナストレル ヴィセンテ・ガンディア ヴァレンシア 赤 750ml 2019 ¥2,000

セレモニア・レセルヴァ ヴィセンテ・ガンディア ウティエル・レケーナ 赤 750ml 2017 ¥1,650

ペレラーダ・フィンカ・ガルベ ペレラーダ エンポルダ 赤 750ml 2014 ¥26,000

ペレラーダ・アイレス・デ・ガルベ ペレラーダ エンポルダ 赤 750ml 2017 ¥10,000

ペレラーダ・EX EX 12 ペレラーダ エンポルダ 赤 750ml 2013 ¥13,500

ペレラーダ・フィンカ・マラヴェイナ ペレラーダ エンポルダ 赤 750ml 2017 ¥5,500

ペレラーダ・フィンカ・ラ・ガリーガ ペレラーダ エンポルダ 赤 750ml 2015 ¥5,500

ペレラーダ・フィンカ・エスポージャ ペレラーダ エンポルダ 赤 750ml 2016 ¥5,500

No.34
株式会社トゥエンティーワンコミュニティ
〒106-0032 東京都港区六本木6-1-12 21六本木ビル6階

TEL:03-3401-1234 FAX:03-5413-3212

https://www.shiire-wine.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

ランド・デ・アルスピデ・ブランコ ボデガス・アルスピデ カスティーリャ・ラ・マンチャ 白/やや甘口（低アルコール） 750ml NV ¥1,840

ヴィニャス・デ・ミエデス・セミセコ ボデガス・サン・アレハンドロ アラゴン 白/甘口 750ml 2019 ¥2,080

カンポス・デ・エストレリャス・ブリュット・ナチュレ ヴィネルジア カタルーニャ 泡/白/辛口 750ml NV ¥2,360

カンポス・デ・エストレリャス・ブリュット ヴィネルジア カタルーニャ 泡/白/辛口 750ml NV ¥2,360

リクオ・ロス・ブリュット ボデガス・エスクデロ リオハ 泡/白/辛口 750ml NV ¥2,440

モンテ・アラヤ・テンプラニーリョ・ブランコ ボデガス・メディエーヴォ リオハ 白/辛口 750ml 2020 ¥2,420

ボティホ・ブランコ ロング・ワインズ カリニェナ 白/辛口 750ml 2020 ¥2,580

トルケス・ド・ヴェント・アルバリーニョ マルティン・コダックス ガリシア 白/辛口 750ml 2018 ¥3,020

セルナ・インペリアル・ブランコ ボデガス・エスクデロ リオハ 白/辛口 750ml 2019 ¥3,300

チャコリ・アレチャガ ボデガス・ビルヘン・デ・ロレア バスク 白/辛口 750ml 2019 ¥3,500

ラソン ボデガス・エスクデロ リオハ 赤/重口 750ml 2011 ¥2,100

ヴィネム・レセルバ ボデガス・エステバン・マーティン アラゴン 赤/重口 750ml 2017 ¥2,110

フィンカ・モニカ・テンプラニーリョ ロング・ワインズ リオハ 赤/重口 750ml 2019 ¥2,460

ボティホ・ロホ ロング・ワインズ カリニェナ 赤/重口 750ml 2018 ¥2,610

ペドロ・デ・イヴァル・レセルヴァ ボデガス・エスクデロ ナバーラ 赤/重口 750ml 2005 ¥2,860

フィンカ・モニカ・クリアンサ ロング・ワインズ リオハ 赤/重口 750ml 2017 ¥3,030

ヴィーニャ･マグナ・6メセス・バリッカ ドミニオ・バスコンシリョス リベラ・デル・デュエロ 赤/重口 750ml 2020 ¥3,430

ペドラ・フォルカ クエヴァス・デ・アロム アラゴン 赤/重口 750ml 2018 ¥3,590

エクストラ・ヴァージン・オリーブオイル・ドリカ オレイコラ・アルヴァレス アンダルシア オリーブオイル 250ml - ¥1,580

No.35
ニホンキカク株式会社
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-10-1 ニューハイツ青山1001

TEL:03-6450-6495 FAX:03-6450-6496

https://hierbas.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

マリ・マヤンス・イエバス・イビセンカス1000ml アロマティカス・デ・イビサ イビサ リキュール/ 薬草酒 1,000ml - ¥3,900

マリ・マヤンス・イエバス・イビセンカス・ラマ700ml アロマティカス・デ・イビサ イビサ リキュール/ 薬草酒 700ml - ¥4,290

No.36
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
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

アンセストラル・チャレッロ マス・ベルトラン ペネデス 泡 750ml NV ¥3,200

エフェクテ・アンセストラル・ナチュラル・レゼルバ・ブリュット アルベット・イ・ノヤ ペネデス 泡 750ml 2019 ¥4,100

チャレッロ・クリオス アルベット・イ・ノヤ ペネデス 白 750ml 2020 ¥2,000

トレス・マカベウス アルベット・イ・ノヤ ペネデス 白 750ml 2019 ¥2,500

シンフォニー・ブランコ ボデガス・テンポレ バホ　アラゴン 白 750ml 2021 ¥2,500

クラー フィンカ・パレーラ ペネデス 白 750ml 2020 ¥2,800

ノッソ ボデガス・メナーデ カスティーリャ・イ・レオン 白 750ml 2020 ¥2,550

マルヴァジア・ヴォルカニカ ボデガス・ロス・ベルメホス ランサローテ 白 750ml 2020 ¥3,400

トレンサード スエルテス・デル・マルケス テネリフェ 白 750ml 2020 ¥4,000

エル・ポロン・デ・ララ・ロサード フィンカ・トレミラーノス カスティーリャ・イ・レオン ロゼ 750ml 2020 ¥2,700

フィンス・アルス・クヨンス フィンカ・パレーラ ペネデス 赤 1,000ml 2020 ¥4,200

シンフォニー・ガルナッチャ ボデガス・テンポレ バホ　アラゴン 赤 750ml 2020 ¥1,900

フォスク フィンカ・パレーラ ペネデス 赤 750ml 2020 ¥2,800

ファウスト フィンカ・パレーラ ペネデス 赤 750ml 2012 ¥3,500

エル・ポロン・デ・ララ・ティント フィンカ・トレミラーノス カスティーリャ・イ・レオン 赤 750ml 2020 ¥2,800

ロス・カントス・デ・トレミラーノス フィンカ・トレミラーノス カスティーリャ・イ・レオン 赤 750ml 2018 ¥2,700

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 750ml 2020 ¥3,400

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 750ml 2018 ¥2,900

tel:03-3294-4075%20FAX:03-5280-9855
tel:03-6450-6495%20FAX:03-6450-6496
tel:045-594-9880%20FAX:045-594-9881


No.37
Romea Wines株式会社
〒112-0001 東京都文京区白山2-11-14-101

TEL:080-9431-9231 FAX:03-6884-2484

www.romeawines.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

エル・デストラレル・ブランク アルティプラワインズ テラ・アルタ 白/やや辛口 750ml 2021 ¥1,650

エル・デストラレル　ネグレ アルティプラワインズ テラ・アルタ 赤/やや辛口 750ml 2020 ¥1,650

エル・デストラレル　ロゼ アルティプラワインズ テラ・アルタ ロゼ/やや辛口 750ml 2020 ¥1,650

アウカラ　ブランク セラ&バルセロ テラ・アルタ 白/辛口 750ml 2020 ¥3,000

アウカラ　ネグレ セラ&バルセロ テラ・アルタ 赤/辛口 750ml 2019 ¥3,000

タヤイムグット　フレスク・ブランク タヤイムグット ヴィノ・デ・メサ 白/辛口 750ml 2020 ¥2,600

タヤイムグット　ソーヴィニヨン・ブランク タヤイムグット ヴィノ・デ・メサ 樽/白/辛口 750ml 2016 ¥4,500

タヤイムグット　PER SI SOL タヤイムグット ヴィノ・デ・メサ Natural Wine 樽/白/辛口 750ml 2018 ¥4,500

マリア・オリベル・ポルティ　カバ・ブルット・ナトゥーレ マリア・オリベル・ポルティ カバ 泡/白/辛口 750ml NV ¥2,600

DG カリゴ・ビデェボイラ ディジェ・ビティクルトス ヴィノ・デ・メサ 樽/貴腐ワイン 750ml NV ¥10,200

No.38
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

https://alcotrade.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

ピガル ブルット フェリックス ソリス カスティーリャ ラ マンチャ バルデペーニャス 泡 750ml NV ¥1,710

アニアル カヴァ ブルット コビデス ペネデス 泡 750ml NV ¥2,080

ハローワールド ヴィオニエ フィンカ ラ エスタカーダ ビノ デ ラ ティエラ カスティーリャ 白 750ml 2021 ¥2,060

ベルデホ トッレデロス ルエダ 白 750ml 2021 ¥2,390

ブラン デ トリロヒア カサ ロス フライレス バレンシア 白 750ml 2021 ¥3,050

ベイガ ダ プリンセサ パソ ド マル リアス バイシャス 白 750ml 2021 ¥3,070

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 ビノ デ ラ ティエラ カスティーリャ 赤 750ml 2021 ¥2,060

ラ ガバチャ ボデガス　ランガ カラタユ 赤 750ml 2018 ¥2,620

ビロヒア カサ ロス フライレス バレンシア 赤 750ml 2019 ¥2,780

カリザ カサ ロス フライレス バレンシア 赤 750ml 2017 ¥3,890

No.39
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

www.dept-net.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

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 2012 ¥2,500

エスクデロ　カヴァ　ディオロ　バコ　ブリュット エスクデロ リオハ 泡/白 750ml NV ¥3,500

エスクデロ　カヴァ　ディオロ　バコ　エクストラ　ブリュット エスクデロ リオハ 泡/白 750ml NV ¥4,000

クロポン　フロックス　カヴァ　ブリュット　レセルバ　カタルーニャ クロポン ペネデス 泡/白 750ml NV ¥3,000

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 2017 ¥3,500

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 2014 ¥3,800

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 2015 ¥4,000

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 2010 ¥5,000

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 2012 ¥6,000

クロポン　ロク　デ　フォク　ホワイト　カタルーニャ（限定品） クロポン コステルス・デル・セグレ 白/辛口 750ml 2012 ¥6,500

クロポン　プラ　デル　テット　シラー　カタルーニャ　（限定品） クロポン コステルス・デル・セグレ 赤/フルボディ 750ml 2015 ¥6,500

No.40
株式会社プラスブルー・ダイニング
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-3-5 第二日東ビル301号

TEL:050-5891-4791 FAX:-

http://www.utn.jp/jp/ja/utnshare/utngroup/profile/UTN-0016/index.html
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 750ml 2019 ¥3,200

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

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

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

コジタ・ロハ セラー・パルダス ペネデス 赤 750ml 2015 ¥5,400

No.41
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 750ml NV ¥1,500

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 750ml 2021 ¥1,800

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 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 750ml 2019 ¥3,500

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 750ml 2019 ¥3,500

レハドラーダ　アントナ・ガルシア レハドラーダ トロ 赤 750ml 2016 ¥5,100

レハドラーダ　サンゴ レハドラーダ トロ 赤 750ml 2014 ¥7,000

イネディット　330ml ダム バルセロナ ビール 330ml NV オープン価格

イネディット　750ml ダム バルセロナ ビール 750ml NV ¥1,370

エストレージャ　ダム ダム バルセロナ ビール 330ml NV オープン価格

ボルダム　ダブルモルト ダム バルセロナ ビール 330ml NV オープン価格

tel:080-9431-9231%20FAX:03-6884-2484
tel:03-5702-0620%20FAX:03-5702-0621
tel:03-5778-4020%20FAX:03-5778-6841
tel:050-5891-4791%20FAX:-
tel:03-3833-3541%20FAX:03-3832-6930


スペインフード＆ワイン商談会 2022

11月 8日(火) 東京会場 出展ブース位置 

1 三国ワイン(株) 22 イベリア貿易(株)

2 (株)アザレア商会 23 AITANA(株) 

3 マルカイコーポレーション(株) 24  (株)稲葉 

4 (株)パナバック 25 T.G.A. 

5  (株)ディバース 26  (株)スコルニ・ワイン 

6 (株)いろはわいん 27  (株)飯田 

7  (株)仙石 28 (株)SELESTA 

8  (株)ジュントレーディング 29  ボニリジャパン(株) 

9 ユニオンリカーズ(株) 30 (株)アドレ 

10  WINE TO STYLE(株) 31 (株)高野総本店 

11 アルデバランジャパン(合) 32  (有)オーケストラ 

12  (株)正光社 33  東亜商事(株) 

13 (株)エスタリコ・ジャパン 34  (株)トゥエンティーワンコミュニティ 

14 (有)グランジャポン 35 ニホンキカク(株)

15  白井松新薬(株) 36  (株)ヴォガジャパン 

16 ウミネコ醸造(株) 37  RomeaWines(株) 

17 (株)グルメミートワールド 38  (有)アルコトレード・トラスト 

18 (株)モンテロッソ 39  (株)デプトプランニング 

19 日本酒類販売(株) 40  (株)プラスブルー・ダイニング 

20 ミリオン商事(株) 41  (株)都光 

21 三菱食品(株) 
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