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品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

ハモンイベリコべジョータ ギフエロ 骨付き 9,500円/kg

ハモン　イベリコ ギフエロ 骨付き 7,000円/kg

ハモン　セラーノ ギフエロ 骨付き 5,000円/kg

チョリソ/サルチチョン　イベリコ　べジョータ　 ギフエロ ブロック 5,800円/kg

ロモ　イベリコ　べジョータ ギフエロ ブロック 12,000円/kg

チョリソ／サルチチョン/ ロモ ギフエロ スライス100g/50g/20g 相談可

ハモン：イベリコべジョータ/イベリコ/セラーノ ギフエロ スライス100g/50g/20g 相談可

他

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

ラ・チャルマダ　シャルドネ‐シュナン・ブラン2006 ラ・チャルマダ コンカ・デ・バルベラ 白ワイン 1,902円

パラシオ・デ・ボルノス・ベルデホ2006 ボデガス･デ・クリアンサ・デ・カスティージャ・ラ・ビエッハ ルエダ 白ワイン 2,100円

アメストイ･チャコリ2006 アメストイ ゲタリア 白ワイン 2,940円

アウグストゥス・シャルドネ2006 セレール・アウグストゥス‐フォルム ペネデス 白ワイン 5,262円

ビーニャ・イラーチェ　2005 ボデガス・イラーチェ ナバラ 赤ワイン 1,470円

アウグストゥス・クパージュ2003 セレール・アウグストゥス‐フォルム ペネデス 赤ワイン 2,427円

セニョリオ・デ・イジェスカス2003 ボデガス･デ・クリアンサ・デ・カスティージャ・ラ・ビエッハ ルエダ 赤ワイン 2,520円

プリオス・マキシムス・ロブレ2004 ボデガス・デ・ロス・リオス・プリエト リベラ・デル・ドゥエロ 赤ワイン 2,520円

プリオス・マキシムス・クリアンサ2003 ボデガス・デ・ロス・リオス・プリエト リベラ・デル・ドゥエロ 赤ワイン 3,570円

オロット・クリアンサ2003 ボデガス・トレサナス トロ 赤ワイン 3,570円
他

輸入業者名： 株式会社イベリアン
住　所：　名古屋市名東区本郷2-227
Tel. 052-774-7518　　　　　　　　　　Fax.　052-831-7161　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

輸入業者名：　株式会社　イムコ
住　所：　愛知県名古屋市名東区平和が丘3－75－1
Tel.　052－781-7476　　　　　　　　Fax.　052－781-7466　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

アドラス　2003年 リバス　デル　クア カスティ-リャ　イ　レオン 赤ワイン 2100

リバス　デル　クア　メンシア　2003年 リバス　デル　クア ビエルソ 赤ワイン 2940

アルバ　ロサ　2005年 マルティネス　セランテス リアス　バイシャス 白ワイン 2625

カンパロン　クリアンサ フランシスコ　カサス トロ 赤ワイン 1680

エンペラトリス　テンプラニーリョ　2005 フィンカ・ラ・エンペラトリス リオハ 赤ワイン 1890

エンペラトリス　ビウラ　2005 フィンカ・ラ・エンペラトリス リオハ 白ワイン 1890

エンペラトリス　クリアンサ　2002 フィンカ・ラ・エンペラトリス リオハ 赤ワイン 2625

バルデボニータ　2005 ティエラ・エル・ギハラル ビノ・デ・メサ 白ワイン 2520

ルデレス　オリヒナル　2005 ティエラ・エル・ギハラル リベラ・デル・デュエロ 赤ワイン 2625

レセルバ・エスペシアル　ブランコ イサギレ カタルーニャ ベルモット　 3150
他

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

エストレージャ・ガリシア イホス・デ・リベラ社 ガリシア ビール　/　330ml 330円

エスプレンディド ガルベイ ヘレス・デ・ラ・フロンテラ シェリーブランデー / 700ml 2,100円

ヴィリャセサン・モレンドレス ヴィリャセサン社 カステーリャ・イ・レオン ロゼワイン 1,575円

デーサ・デ・ヴィリャセサン ヴィリャセサン社 カステーリャ・イ・レオン 赤ワイン 1,575円

エルベリテ ヴィリャセサン社 カステーリャ・イ・レオン 白ワイン 1,575円

マルケス・デ・ジェリーダ・ブリュット・エクスクリュシーヴ エル・セップ社 ペネデス カヴァ 2,100円

マルケス・デ・ジェリーダ・セミセコ エル・セップ社 ペネデス カヴァ 1,680円

マルケス・デ・ジェリーダ・ピノ・ノワール・ロゼ エル・セップ社 ペネデス カヴァ 2,940円

バロン・マンサニージャ・アタラヤ バロン社 サンルカール・デ・バラメダ シェリー酒 / 700ml 1,260円

バロン・モスカテル・アタラヤ バロン社 サンルカール・デ・バラメダ シェリー酒 / 700ml 1,470円

他

輸入業者名：有限会社　オーケストラ
住　所：岐阜県下呂市森967-7
Tel.　0576-25-6631　　　　　　　　　Fax.　0576-25-4074　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

輸入業者名： 株式会社 キムラ
住　所：　〒730-0814　広島県広島市中区羽衣町13-12
Tel.　082-241-6703　　　　　　　　　Fax.　082-241-4375　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

イベリベリコ　ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ骨付き コンソルシオ・デ・ハブーゴ社 ハブーゴ 骨付きブロック（不定貫） \23,100/kg

イベリベリコ　ロモ・イベリコ・デ・ベジョータ コンソルシオ・デ・ハブーゴ社 ハブーゴ ブロック \24,570/kg

イベリベリコ　チョリソー・イベリコ・デ・ベジョータ コンソルシオ・デ・ハブーゴ社 ハブーゴ ブロック \10,500/kg

イベリベリコ　サルチチョン・イベリコ・デ・ベジョータ コンソルシオ・デ・ハブーゴ社 ハブーゴ ブロック \10,500/kg

エスプーニャ　ハモン・セラーノ　50g エスプーニャ社 カタルーニャ スライスパック \730/パック

パハリエル　オリーブオイル漬けスライス生ハム フリベル社 レオン 130g（生ハム80g)缶入り、化粧箱入り \1,150/缶

マンチェゴチーズ ベガハルディン社 ラ・マンチャ 3kg玉ブロック（不定貫） \6,610/kg

イベリコチーズ ベガハルディン社 ラ・マンチャ 3kg玉ブロック（不定貫） \5,460/kg

テティージャ ベガハルディン社 ガリシア 1kg玉ブロック（不定貫） \5,880/kg

バルデオン ベガハルディン社 レオン 2.5kg玉ブロック（不定貫） \7,350/kg

他

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

イベリコ・ベジョータ・生ハム ペドロ・ニエト社 ギフエロ 骨付き、蹄付き：７～９ｋｇ オープン

サルチチョン＆チョリソー（イベリコ・ベジョータ） ペドロ・ニエト社 ギフエロ 約　１．２Ｋｇ/本 オープン

紅ダラのカラスミ ガレ社 ムルシア ３００～５００ｇ/真空パック オープン

オリーブ・オイル オリス・デ・カタルニャ社 シウラナ ７５０ｍｌ/２５０ｍｌ ２３１０円/９４５円

ケソ・マンチェゴ アケム ラ・マンチャ １Ｋｇ/ホール オープン

マンサニージャ・アウロラ ペドロ・ロメロ社 サンルカル・デ・バラメダ シェリー ２１００円

ロベル・ブリュット・レセルバ ロベジャ ペネデス カヴァ ２１００円

ラ・プランタ アルスアーガ リベラ・デル・ドゥエロ 赤ワイン ２３１０円

マーティン・コダック マーティン・コダック リアス・バイシャス 白ワイン ３１５０円

オルホ・デ・ガリシア・ブランカ マーティン・コダック リアス・バイシャス ブランデー ４２００円
他

輸入業者名：㈱協同インターナショナル
住　所：神奈川県川崎市宮前区宮崎2-10-9
Tel.044-866-5975　　　　　　　　　　Fax.　044-854-1188　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

輸入業者名：　㈲　サ　ス
住　所：　〒１０４－００５２　東京都中央区月島１-１-８
Tel.：０３-３５３６-６０３１　　　　　Fax.：０３-３５３６-６２０８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

バロン･デ・チレル マルケス・デ・リスカル リオハD.O.C. 赤ワイン 10.290

グラン・レセルバ マルケス・デ・リスカル リオハD.O.C. 赤ワイン 5.880

ブランコ・ソーヴィニヨン マルケス・デ・リスカル ルエダD.O. 白ワイン 2.100

ブランコ・レセルバ・リムザン マルケス・デ・リスカル ルエダD.O. 白ワイン 1.890

オヤ・デ・カデナス・レセルバ・プリバーダ ガンディア ウティエル・レケーナD.O. 赤ワイン 1.680

オヤ・デ・カデナス・ブランコ ガンディア ウティエル・レケーナD.O. 白ワイン 1.260

レガリス・レセルバ レガリス（コドーニュ社） リベラ・デル・デュエロD.O. 赤ワイン 4.620

レガリス・クリアンサ レガリス（コドーニュ社） リベラ・デル・デュエロD.O. 赤ワイン 2.940

ドゥーシェ・シュバリエ・ロゼ ヴィニデルサ カバD.O. スパークリングワイン 1.554

ドゥーシェ・シュバリエ・ブリュ ヴィニデルサ カバD.O. スパークリングワイン 1.418
他

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

ﾄｰﾚｽ・ｸﾞﾗﾝ・ｻﾝｸﾞﾚ・ﾃﾞ・ﾄﾛ　赤 ﾄｰﾚｽ カタルーニャＤＯ 赤ワイン 2.410 

ﾄｰﾚｽ・ｸﾞﾗﾝ・ｻﾝｸﾞﾚ・ﾃﾞ・ﾄﾛ　白 ﾄｰﾚｽ ペネデスＤＯ 白ワイン 2.410 

ﾄｰﾚｽ・ｻﾝｸﾞﾚ・ﾃﾞ・ﾄﾛ　赤 ﾄｰﾚｽ カタルーニャＤＯ 赤ワイン 1.510 

ﾄｰﾚｽ・ｻﾝｸﾞﾚ・ﾃﾞ・ﾄﾛ　白 ﾄｰﾚｽ ペネデスＤＯ 白ワイン 1.510 

ﾌﾚｼﾈ ｺﾙﾄﾞﾝ ﾈｸﾞﾛ ﾌﾚｼﾈ カヴァＤＯ カヴァ 1.700 

ﾌﾚｼﾈ ｶﾙﾀ ﾈﾊﾞﾀﾞ ﾌﾚｼﾈ カヴァＤＯ カヴァ 1.700 

ﾌﾚｼﾈ ﾛｾﾞ ﾌﾚｼﾈ カヴァＤＯ カヴァ 1.700 

※弊社は希望小売価格は設定しておりません。記入の金額はｶﾀﾛｸﾞ価格となっております。

輸入業者名：サッポロビール株式会社
住　所：東京都渋谷区恵比寿4－20－1
Tel.　03－5423－7222　　　　　　　Fax.03－5423－2079　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

輸入業者名： サントリー株式会社
住　所：　東京都港区台場２－３－３
Tel.　03-5579-1181　　　　　　　　　　Fax.　03-5579-1735　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

パラシオ・デ・モンサルード ｳﾞｨｰﾆｬ ｴｽﾄﾚﾒｰﾆｬ ｴｽﾄﾚﾏﾄﾞｩｰﾗ州 赤ワイン 1890円／本

ヴェガ・アドリアナ ｳﾞｨｰﾆｬ ｴｽﾄﾚﾒｰﾆｬ ｴｽﾄﾚﾏﾄﾞｩｰﾗ州 赤ワイン 2100円／本

カスティージョ・デ・ヴァルデストラダ ｳﾞｨｰﾆｬ ｴｽﾄﾚﾒｰﾆｬ ｴｽﾄﾚﾏﾄﾞｩｰﾗ州 赤ワイン 2625円／本

コルテ・レアル ｳﾞｨｰﾆｬ ｴｽﾄﾚﾒｰﾆｬ ｴｽﾄﾚﾏﾄﾞｩｰﾗ州 赤ワイン 3150円／本

モナステリオ・デ・テントゥディア トラディション ｳﾞｨｰﾆｬ ｴｽﾄﾚﾒｰﾆｬ ｴｽﾄﾚﾏﾄﾞｩｰﾗ州 赤ワイン 3675円／本

コルテ・レアル  プラチナム ｳﾞｨｰﾆｬ ｴｽﾄﾚﾒｰﾆｬ ｴｽﾄﾚﾏﾄﾞｩｰﾗ州 赤ワイン 5775円／本

ロベルト・ホタ・ムール・レゼルヴァ・ブリュット ロベルト・ホタ・ムール ﾍﾟﾈﾃﾞｽ州 スパークリングワイン（白） 2625円／本

ﾛﾍﾞﾙﾄ･ﾎﾀ･ﾑｰﾙ ｴｽﾍﾟｼｱﾙ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｵ ﾌﾞﾘｭｯﾄ･ﾅﾁｭﾚ ロベルト・ホタ・ムール ﾍﾟﾈﾃﾞｽ州 スパークリングワイン（白） 4725円／本

ロベルト・ホタ・ムール・ミレシメ・ブリュット ロベルト・ホタ・ムール ﾍﾟﾈﾃﾞｽ州 スパークリングワイン（白） 6300円／本

ﾛﾍﾞﾙﾄ･ﾎﾀ･ﾑｰﾙ ｸﾞﾗﾝ･ﾚｾﾞﾙｳﾞｧ ﾌﾞﾘｭｯﾄ・ﾅﾁｭﾚ ロベルト・ホタ・ムール ﾍﾟﾈﾃﾞｽ州 スパークリングワイン（白） 10500円／本

他

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

2004マウロ ボデガス・マウロ テュデラ・デル・ドゥエロ 赤ワイン 7,350円

2003アアルト ボデガス・アアルト リベラ・デル・ドゥエロ 赤ワイン 8,400円

2002アストラレス ロス・アストラレス リベラ・デル・ドゥエロ 赤ワイン 7,350円

2003サンロマン マウロドス トロ 赤ワイン 7,875円

2004プリマ マウロドス トロ 赤ワイン 3,675円

2002カンポ・エリセオ J&Fリュルトン トロ 赤ワイン 10,500円

2005アルバリーニョ セニョリオ・デル・ソブラル リアス・バイシャス 白ワイン 3,675円

2005クエスタ・デ・オロ J&Fリュルトン ルエダ 白ワイン 5,250円

2002アリェンデ フィンカ・アリェンデ リオハ 赤ワイン 5,250円

2003サリア フィンカ・サンドバル マンチュエラ 赤ワイン 4,725円
他

住　所：滋賀県長浜市高田町11-4
TEL:0749-62-7373　　　　　　　　　　 FAX:0749-64-1120

輸入業者名：JSRトレーディング株式会社 ワイン部

住　所：〒104-0045 東京都中央区築地5-6-10 浜離宮ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ

TEL:  03-3248-9075　　　　　　　    FAX:  03-5550-8560

輸入業者名：有限会社シミズ
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輸入会社名：白井松新薬㈱
 東京都中央区日本橋本町4-8-16
tel 03(3271)8313  　　　　　　　　　　　  fax 03(3271)8466

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

ロダⅡ2001 ボデガス・ロダ リオハ 赤ワイン 6.000

アアルト2002 ボデガス・アアルト リベラ　デル　デュエロ 赤ワイン 8.000

アバディア・　レトゥエルタ アバディア・レトゥエルタ サルドン　デ　デュエロ 赤ワイン 4.500

ハモン・デ・ウェルバ デリバドス・デル・セルド・イベリコ ウェルバ イベリコハム お問い合わせください

ハモン・デ・ギフエロ キンティン・サンチェス ギフエロ イベリコハム お問い合わせください

ハモン・デ・ロスペドロチェス マルチネス・バラガン ロスペドロチェス イベリコハム お問い合わせください

イベリコ・エンブティードス デリバドス・デル・セルド・イベリコ ウェルバ イベリコエンブティードス お問い合わせください

イベリコ・エンブティードス キンティン・サンチェス ギフエロ イベリコエンブティードス お問い合わせください

イベリコ豚　ポークロイン　冷凍 デリバドス・デル・セルド・イベリコ ウェルバ イベリコ生冷凍肉 お問い合わせください

バカラオ　SP トラバルディーニャ カンタブリア 干鱈 お問い合わせください

他

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

マッサナノヤ・ブルットナトゥレ　ＮＶ エウダルド・マッサナノヤ D.O.カバ カバ 2.415 

ラス・メダージャス・マンサニージャ　ＮＶ エレデロス・アルグエソ D.O.ヘレス 酒精強化 2.100 

マルケス・デ・ビソハ　06 ボデガス・マルケス・デ・ビソハ D.O.リアス・バイシャス 白 2.310 

オーダ・ブラン　05 カステル・デル・レメイ D.O.コステルス・デル・セグレ 白 3.675 

ロペス・パナック・ホベン　06 ボデガス・ロペス・パナック ビノ・デ・ラ・ティエラ・カスティーヤ 赤 1.680 

モンテ・トロ・ホベン　05 ボデガス・ラモンラモス D.O.トロ 赤 1.785 

モンテ・トロ・クリアンサ　01 ボデガス・ラモンラモス D.O.トロ 赤 2.835 

パゴ・デ・ロス・カペジャーネス・ローブレ　05 パゴ・デ・ロス・カペジャーネス D.O.リベラ・デル・ドゥエロ 赤 3.780 

パゴ・デ・ロス・カペジャーネス・クリアンサ　03 パゴ・デ・ロス・カペジャーネス D.O.リベラ・デル・ドゥエロ 赤 6.720 

アルトス・デ・ルソン　03 ボデガス・ルソン D.O.フミージャ 赤 3.990 
他

住　所：東京都港区新橋1-8-6　近江ビル
Tel.０３－３５７３－４１８１　　　Fax.　０３－３５７３－６０７０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

輸入業者名：株式会社ス・コルニ
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輸入業者名：T.G.A. Int. Commerce Business, S.L. 日本支店
住　所：　大阪府池田市空港1-1-10
Tel.　06-6850-0987　                　Fax.　06-6850-0987　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

アイレス・ティント ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｾﾆｮﾘｵ･ﾃﾞ･ｱｲﾚｽ カリニェナ 赤ワイン 1964円

アイレス・メルロ・テンプラニーリョ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｾﾆｮﾘｵ･ﾃﾞ･ｱｲﾚｽ カリニェナ 赤ワイン 2100円

アイレス・クリアンサ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｾﾆｮﾘｵ･ﾃﾞ･ｱｲﾚｽ カリニェナ 赤ワイン 2247円

ヘノリ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｳﾞｨﾆｬ･ｲﾊﾙﾊﾞ リオハ 白ワイン 2100円

イハルバ・ブランコ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｳﾞｨﾆｬ･ｲﾊﾙﾊﾞ リオハ 白ワイン 3150円

イハルバ・クリアンサ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｳﾞｨﾆｬ･ｲﾊﾙﾊﾞ リオハ 赤ワイン 2940円

イハルバ・グラシアーノ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｳﾞｨﾆｬ･ｲﾊﾙﾊﾞ リオハ 赤ワイン 3150円

マトゥラナ・ティント ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ･ｳﾞｨﾆｬ･ｲﾊﾙﾊﾞ リオハ 赤ワイン 3675円

キリオス・デ・アドゥラダ・ティント ﾎﾞﾃﾞｶﾞ･ｲ･ﾋﾞﾆｪﾄﾞ･ｱﾄﾞｩﾗﾀﾞ･ｴｺﾛﾋｶ リベラ・デル・ドゥエロ 赤ワイン 2804円

キリオス・デ・アドゥラダ・ロブレ ﾎﾞﾃﾞｶﾞ･ｲ･ﾋﾞﾆｪﾄﾞ･ｱﾄﾞｩﾗﾀﾞ･ｴｺﾛﾋｶ リベラ・デル・ドゥエロ 赤ワイン 4347円
他

輸入業者名：株式会社　徳岡
住　所：153-0043　東京都目黒区東山2-4-7-202
Tel.03-5724-4585　　　　　　　　　　　　Fax.03-3713-0638　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

ﾎﾞﾃﾞｶﾞ ﾋﾟﾘﾈｵｽ ﾒﾙﾛｰｶﾍﾞﾙﾈ ﾛｻﾞｰﾄ ボデガピリネオス社 ソモンターノ ロゼワイン 1800

ﾎﾞﾃﾞｶﾞ ﾋﾟﾘﾈｵｽ ﾓﾘｽﾃﾙ 03 ボデガピリネオス社 ソモンターノ 赤ワイン 2000

ﾎﾞﾃﾞｶﾞ ﾋﾟﾘﾈｵｽ ﾓﾝﾃｼｴﾗ ﾌﾞﾗﾝｺ 06 ボデガピリネオス社 ソモンターノ 白ワイン 1500

ｶｽﾃｨｰﾖ ﾛｹｰﾛ ﾚｾﾞﾙｳﾞｧ 98 カスティーヨロケーロ社 フミーリャ 赤ワイン 2000

ｶｽﾃｨｰﾖ ﾛｹｰﾛ ｸﾞﾗﾝ ﾚｾﾞﾙｳﾞｧ 96 カスティーヨロケーロ社 フミーリャ 赤ワイン 3000

ｸﾞﾗﾝﾀﾞｯｸ ｸﾘｱﾘｰ ｵｰｶﾞﾆｯｸ ｱｲﾚﾝ 05 グランダック社 ラマンチャ 白ワイン 1000

ｸﾞﾗﾝﾀﾞｯｸ ｸﾘｱﾘｰ ｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ 05 グランダック社 ラマンチャ 赤ワイン 1000

ｳﾞｧﾙｾﾗｰﾉ ﾘｵﾊ ﾚｾﾞﾙｳﾞｧ 01 ヴァルセラーノ社 リオハ 赤ワイン 2400

ｺｳﾞｨﾃﾞｽ ｾﾞﾆｳｽ ﾌﾞﾘｭｯﾄ コヴィデス社 カタルーニャ スパークリングワイン 1800

ｺｳﾞｨﾃﾞｽ ｾﾞﾆｳｽ ｾｯｺ コヴィデス社 カタルーニャ スパークリングワイン 1800
他

7 www.jp.winesfromspain.com



「「「「スペインワインスペインワインスペインワインスペインワイン＆＆＆＆フード テイスティングフード テイスティングフード テイスティングフード テイスティング商談会商談会商談会商談会　　　　２００７２００７２００７２００７」　」　」　」　
6666月月月月18181818日日日日　　　　ウェスティンホテルウェスティンホテルウェスティンホテルウェスティンホテル大阪大阪大阪大阪　　　　出展出展出展出展アイテムリストアイテムリストアイテムリストアイテムリスト

輸入業者名：ﾄｯﾌﾟﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱
住　所：千代田区岩本町3丁目3-6
Tel.　03-5821-1180                  　Fax.　03-5821-1197　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

ハモンイベリコ・ベジョータ　ゴールドラベル ベルナルド・ヘルナンデス社 ギフエロ 骨付き原木／約9kgパック 14,000円/kg

チョリソーイベリコ・ベジョータ ベルナルド・ヘルナンデス社 ギフエロ サラミ原木／約1.2kgパック 5,300円/kg

ハモンセラーノ・アルティサン アルティサン社 カラモチャ 骨付き原木／約8kgパック 3,700円/kg

ラルド・イベリコベジョータ ベルナルド・ヘルナンデス社 ギフエロ 背脂塩漬け／約1kgパック 2,500円/kg

イベリコポーク　肩ロース ベルナルド・ヘルナンデス社 ギフエロ 精肉／約2kgパック 5,000円/kg

イベリコポーク　カセベロ ベルナルド・ヘルナンデス社 ギフエロ 精肉／約1kgパック 3,600円/kg

イベリコポーク　セクレタ ベルナルド・ヘルナンデス社 ギフエロ 精肉／約1kgパック 4,500円/kg

カタルーニャデュロックポーク　肩ロース バタイユ社 ヘロナ 精肉／1kgパック 2,200円/kg

カベセロ デ ロモ ベルナルド・ヘルナンデス社 ギフエロ 原木／約900gパック 7,200円/kg

他

輸入業者名：㈱プロスタイルデザイン
住　所：東京都板橋区常盤台1-12-5
Tel.03-5914-3656　　　　　　　　　　　　Fax.03-5914-3658　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

ヴィッチーカタラン グルッポヴィッチーカタラン カタルーニャ 250ml(26本セット) \9.360

500ｍｌ(20本セット） \9.800

1000ｍｌ(12本セット） \9.480

マラベーリャ グルッポヴィッチーカタラン カタルーニャ 330ｍｌ(20本セット） \8.400

750ｍｌ(12本セット） \8.640

フォンドール グルッポヴィッチーカタラン カタルーニャ 500ｍｌ

他
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輸入業者名：ボニリジャパン株式会社
住　所：大阪府箕面市坊島4-10-2
Tel.０７２−７２５−１９９１　　　Fax.　０７２−７２５−１９９５

品　　名 生産者名 産地 タイプ/形態 希望小売価格（税込）

グランバザン　ヴェルデ　2005 アグロ・デ・バザン社 リアスバイシャス 白/750ｍｌ 2.800円

テラス　ガウダ　2006 ボデガス　テラス・ガウダ リアスバイシャス 白/750ｍｌ 3.000円

カンポ・ラガーサ　2004　ティント ヴァージン・ブランカ社 ナヴァーラ 赤/750ｍｌ 1.200円

ヴァルソティーヨ　クリアンサ　2003 イサメル・アローヨ社 リベラ・デ・デュエロ 赤/750ｍｌ 2.800円

ミロス・デ・リベラ・クリアンサ　2002 ベデガス　ペナフィエル社 リベラ・デ・デュエロ 赤/750ｍｌ 3.500円

ボヒガス　クリアンサ　2001　 フェルミ・ボヒガス社 カタローニャ 赤/750ｍｌ 1.300円

ボヒガス　ブリュットナチュレール　ｸﾞﾗﾝﾚｾﾞﾙﾊﾞ フェルミ・ボヒガス社 カーヴァ 白/750ｍｌ 2.300円

ＮＰＵ　アモンチリャード サンチェス・ロマテ社 ヘレス 750ｍｌ 3.000円

ラ・サクリスティアドロマテ　オロロソ サンチェス・ロマテ社 ヘレス 500ｍｌ 5.000円

他

輸入業者名：（株）日本グランド・シャンパーニュ
住　所：愛知県名古屋市東区出来町３－２０－１５
Tel.　０５２－７１１－９７６１　　　Fax.　０５２－７２１－１２１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品　　名 生産者名 産地 タイプ/形態 希望小売価格（税込）

ブリュット・レセルヴァ モン・マルサル ペネデス カヴァ オープン

ブリュット・レセルヴァ・ロサード モン・マルサル ペネデス カヴァ オープン

ブリュット・エクストレマリウム・レセルヴァ モン・マルサル ペネデス カヴァ オープン

ブリュット・エクストレマリウム・グランレセルヴァ モン・マルサル ペネデス カヴァ オープン

ティント・クリアンサ モン・マルサル ペネデス 赤ワイン オープン

ティント・レセルヴァ モン・マルサル ペネデス 赤ワイン オープン

レセルヴァ・ブランコ・エスペシアル イザギレ タラゴナ ヴェルモット オープン

レセルヴァ・ロホ・エスペシアル イザギレ タラゴナ ヴェルモット オープン

レセルヴァ・エスペシアル・エクストラドライ イザギレ タラゴナ ヴェルモット オープン

他

9 www.jp.winesfromspain.com



「「「「スペインワインスペインワインスペインワインスペインワイン＆＆＆＆フード テイスティングフード テイスティングフード テイスティングフード テイスティング商談会商談会商談会商談会　　　　２００７２００７２００７２００７」　」　」　」　
6666月月月月18181818日日日日　　　　ウェスティンホテルウェスティンホテルウェスティンホテルウェスティンホテル大阪大阪大阪大阪　　　　出展出展出展出展アイテムリストアイテムリストアイテムリストアイテムリスト

輸入業者名：日本リカー㈱
住　所：東京都港区三田2-14-5フロイントゥ三田ビル3Ｆ
Tel.03-3453-2208　　　　　　　　　　　　Fax.03-3453-2259　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

インフィニタス・テンプラニーリョ2005 コセチャロス・イ・クリアドレス カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤ワイン 1,365円

インフィニタス・カベルネ・ソーヴィニヨン2005 コセチャロス・イ・クリアドレス カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤ワイン 1,365円

インフィニタス・ヴィウラ2005 コセチャロス・イ・クリアドレス カスティーリャ・ラ・マンチャ 白ワイン 1,365円

ヴィーニャ・ポマール・クリアンサ2003 ボデガス・ビルバイナス リオハ 赤ワイン 1,897円

ヴィーニャ・ポマール・レゼルバ1999 ボデガス・ビルバイナス リオハ 赤ワイン 2,842円

ラ・ヴィカランダ・レゼルバ2001 ボデガス・ビルバイナス リオハ 赤ワイン 3,367円

ヴィクアナ2004 ボデガス・ビルバイナス リオハ 赤ワイン 3,675円

フィンカ・バルピエドラ・レゼルバ2000 ボデガス・ヴァルデマール リオハ 赤ワイン 4,207円

フィンカ・アンティグア・テンプラニーリョ2004 ボデガス・ヴァルデマール カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤ワイン 1,897円

フィンカ・アンティグア・カベルネ・ソーヴィニヨン2003 ボデガス・ヴァルデマール カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤ワイン 1,897円
他

輸入業者名：ピーロート・ジャパン株式会社
住　所：東京都港区港南２－１３－３１品川NSSビル５F
Tel. （代）03-3458-4455　　　　　　Fax.（代）03-3458-4451　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

アルテロ　メルロー/テンプラニーリョ 2003 ヴィネドス  y ボデガス　ムニョス ラ・マンチャ 赤ワイン 1.900 

レガード・ムニョス　シャルドネ 2004 ヴィネドス  y ボデガス　ムニョス
ヴィーノ・ドゥラ・ティエラ・カスティーヤ
Vino de la Tierra de Castilla

白ワイン 2.450 

アルバリーニョ　パソ・セニョランス 2005 パソ デ　セニョランス リアス・バイシャス 白ワイン 5.000 

アルティガ　ガルナッチャ 2005 アルティガ　フュステル カンポ・デ・ボルハ 赤ワイン 1.200 

コマ・ヴェッラ 2002 マス・デン・ギル プリオラート 赤ワイン 5.150 

ヴェガ・リザルデ 2003 ボデガス・トレデュエロ トロ 赤ワイン 2.150 

フィンカ・ソブレノ・スペシャル・セレクション 2000 ボデガス・ソブレノ トロ 赤ワイン 4.700 

ヴィーニャ・ディエズモ・レゼルヴァ 2001 ボデガス・プリミシア リオハ 赤ワイン 3.600 

ピエドモンテ・セレクション 2005 ボデガス・ピエドモンテ ナヴァーラ 赤ワイン 2.000 

他
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品　　名 生産者名 産地 タイプ/形態 希望小売価格（税込）

フエ・カセーロ エルポソ社 ムルシア 約140ｇ本 オープン価格

フエ・イベリコ エルポソ社 ムルシア 約200ｇ本 オープン価格

パテ・デ・イベリコ エルポソ社 ムルシア 150ｇ個 オープン価格

ハモン・イベリコ　24ヶ月熟成 エルポソ社 ムルシア 約7kg本 オープン価格

チョリソ・イベリコ エルポソ社 ムルシア 約800ｇ本 オープン価格

サルチチョン・イベリコ エルポソ社 ムルシア 約800ｇ本 オープン価格

ハモン・セラーノ　レゼルバ　コンソルシオ エルポソ社 ムルシア 約7kg本 オープン価格

アンチョビフィレ フレド社 ラレド 50g個 オープン価格

他

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

カヴァ　ロゼ・ブリュット2005 ロジャーグラート ペネデス ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾜｲﾝ　ﾛｾﾞ・辛口 2.310 

カヴァ　ブリュット2004 ロジャーグラート ペネデス ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾜｲﾝ　白・辛口 2.205 

カヴァ　ドゥミ・セック2004 ロジャーグラート ペネデス ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾜｲﾝ　白・やや甘口 2.205 

カヴァ　グラン・キュヴェ2000 ロジャーグラート ペネデス ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾜｲﾝ　白・辛口 2.625 

ロメオ　ブランコ2006 ペドロ・ルイス・マルティネス フミーリャ 白ワイン　やや辛口 オープン

ロメオ　ティント2005 ペドロ・ルイス・マルティネス フミーリャ 赤ワイン　ミディアムボディ オープン

ロメオ　クリアンサ2002 ペドロ・ルイス・マルティネス フミーリャ 赤ワイン　フルボディ オープン

他

Tel.　045-222-8271　　　　　　　　　　Fax.　045-222-8850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

輸入業者名：三国ワイン株式会社
住　所：東京都中央区京橋1-14-4
Tel.　03-5524-1392　　　　　　　　　Fax.　　03-3562-0032　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

輸入業者名：　株式会社ファイツ・ジャパン
住　所：　横浜市中区元浜町3-21-2　ヘリオス関内ビル
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品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

ノン・プル・ウルトラキュベ　レイナ・マリア・クリスティーナ コドーニュ社 カタルニア カバ \3.917

レセルバ・ラベントス コドーニュ社 カタルニア カバ \1.995

ピノ・ノワール　ブリュット コドーニュ社 カタルニア カバ（ロゼ） \2.762

クラシコ　セコ コドーニュ社 カタルニア カバ \1.785

ライマット・テンプラリーニョ ライマット社 コステルス・デル・セグレ 赤ワイン \2.762

ライマット・ヴィニェードス・テンプラリーニョ＆カベルネ ライマット社 コステルス・デル・セグレ 赤ワイン \1.848

ライマット・ヴィニェードス・アルバリーニョ＆シャルドネ ライマット社 コステルス・デル・セグレ 白ワイン \1.848

ティオペペ ゴンザレス・ビアス社 ＤＯヘレス シェリーフィノ辛口 \2.163

マンサニージャ･エル・ロシオ ゴンザレス・ビアス社 ＤＯヘレス シェリーマンサニージャ　辛口 \2.688

ノエ ゴンザレス・ビアス社 ＤＯヘレス シェリー（ペドロ・ヒメネス）極甘口 \6.699
他

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

モンサラ バルディネット カタルーニャ スパークリングワイン \1.400

バルミニョール・アルバリーニョ バルミニョール リアス・バイシャス 白ワイン \2.400

オロ・デ・カスティーリャ　ベルデホ エルマノス・デル・ビリャール カスティーリャ・イ・レオン 白ワイン \1.450

ウガルテ ウガルテ エブロ 赤ワイン \1.250

ラッチ・デ・ライム セリェール・ピニョル カタルーニャ 赤ワイン \1.350

モナステリオ・サンタ・アナ　モナストレル カサ・デ・ラ・エルミータ レバンテ 赤ワイン \1.350

ロペス・クリストバル・ロブレ ロペス・クリストバル カスティーリャ・イ・レオン 赤ワイン \1.800

カサ・デ・ラ・エルミータ カサ・デ・ラ・エルミータ レバンテ 赤ワイン \2.000

ヌエストラ・セニョーラ・ポルタル セリェール・ピニョル カタルーニャ 赤ワイン \2.100

バリェ・エルモソ　カベルネ・ソーヴィニヨン　 ビニコラ・ディ・カスティーリャ セントロ 赤ワイン \3.600
他

住　所：東京都港区南青山2-26-37 NXB青山ビル

Tel.03-5771-2823　　　　　　　　　　Fax.　03-5771-2824　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

輸入業者名：　メルシャン株式会社
住　所：　東京都中央区京橋１－５－８
Tel.　03-3231-3961（お客様相談室）　　　　　Fax.　03-3231-3963　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

輸入業者名：㈱モトックス
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品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ　ﾌﾞﾙｰﾄﾚｾﾞﾙﾊﾞ ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ社 ｻﾝｻﾄﾞﾙﾆﾀﾞﾉｲｱ カバ 1575円

ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ　ｾﾐｾｺ ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ社 ｻﾝｻﾄﾞﾙﾆﾀﾞﾉｲｱ カバ 1575円

ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ　ﾗｳﾞｨｯﾄ　ﾛｻｰﾄﾞ　ﾌﾞﾘｭｯﾄ ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ社 ｻﾝｻﾄﾞﾙﾆﾀﾞﾉｲｱ カバ 1785円

ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ　ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ社 ｻﾝｻﾄﾞﾙﾆﾀﾞﾉｲｱ カバ 2205円

ｾｸﾞﾗｳﾞｭ-ﾀﾞｽ　ｱﾘｱ　ﾌﾞﾙｯﾄﾅﾁｭﾚ ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ社 ｻﾝｻﾄﾞﾙﾆﾀﾞﾉｲｱ カバ 2310円

ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ　ﾗｳﾞｨｯﾄﾌﾞﾘｭｯﾄ　ﾅﾁｭﾚ2003 ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ社 ｻﾝｻﾄﾞﾙﾆﾀﾞﾉｲｱ カバ 2310円

ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ　ｴﾚﾀﾞｰﾄﾞ ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ社 ｻﾝｻﾄﾞﾙﾆﾀﾞﾉｲｱ カバ 5250円

ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ　ＶＨﾃｨﾝﾄ ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ社 ﾍﾟﾈﾃﾞｽ 赤ワイン 1313円

ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ　ＶＨﾌﾞﾗﾝｺ ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ社 ﾍﾟﾈﾃﾞｽ 白ワイン 1313円

ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ　ｶﾍﾞﾙﾈｿｰｳﾞｨﾆｮﾝ ｾｸﾞﾗｳﾞｭｰﾀﾞｽ社 ﾍﾟﾈﾃﾞｽ 赤ワイン 1943円
他

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

グラン　レセルバ　ベジョータ（生ハム） レセルバ　イベリカ　社 サラマンカ エンテロ(蹄付き）約７kg 99225円

ナイフ＆シャープナー レセルバ　イベリカ　社 アルバセテ ハモン専用ナイフ 6,300円

ハモネロ レセルバ　イベリカ　社 ムルシア ハム台 8,400円

他

Tel.　０３－３７６７－４８５０　　　　　　Fax.　０３－３７６７－１４７１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

輸入業者名：レセルバ　イベリカ　ジャパン有限会社
住　所：広島市東区中山東1-3-15-1001
Tel.082-508-6758　　　　　　　　　　　Fax.082-508-6758　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

輸入業者名：　株式会社リョーショクリカー
住　所：　東京都大田区平和島６－１－１
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品　　名 生産者名 産地 タイプ 参考上代価格（税込）

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 \1.995

ラモン・ビルバオ・リミテッド・エディション ボデガス・ラモン・ビルバオ リオハ ワイン \2.625

アルバニーリョ・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 ワイン \2.625

シグロ１６ クリスト・デ・ラ・ベガ ラ・マンチャ ワイン \1.575

50／50 パゴ・デル・ビカリオ シウダード・レアル ワイン \2.992

ペンタ パゴ・デル・ビカリオ シウダード・レアル ワイン \3.360

フィンカ・リンテ マカヤ ナバラ ワイン \1.523

サングリア・ロライロ サンヴィヴェール マドリード サングリア \913

リコール・デ・ベリョータ マチャキート コルドバ ドングリ・リキュール \2.079

他

輸入業者名： ユニオンリカーズ株式会社
住　所：　東京都渋谷区広尾３－１７－７
Tel.　03-3486-8381　　　　　　　　　　Fax.　03-3486-9541　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14 www.jp.winesfromspain.com


