
「スペインワイン＆フード テイスティング商談会　２００７」
11月5日　明治記念館　出展アイテムリスト

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

ラ・カストリレーニャ(ｴｷｽﾄﾗ・ﾊﾞｰｼﾞﾝ・ｵｲﾙ) アグロカストリル社 グラナダ 50ml,175ml,500ml \315,\1029,\1890

エリット(アンチョビ) フレド社 カンタブリア 110g ¥1,680

エル・マフエロ(フレーク・ソルト) エクスビーナ社 ヘレス 60g ¥945

エル・マフエロ(２年ものシェリー・ビネガー) エクスビーナ社 ヘレス 250ml ¥2,520

エル・マフエロ(１０年ものシェリー・ビネガー) エクスビーナ社 ヘレス 250ml ¥10,500

フロル　デ　サル(ソルト) バレアリーデス社 マヨルカ 50g X 5缶ｾｯﾄ ¥3,675

フロル　デ　サル(ソルト) バレアリーデス社 マヨルカ 150g(４種類） ¥1,680

他

輸入業者名： 有限会社 アビスジュニア

住　所： 東京都中央区銀座3-14-13

品　　名 生産者名 産地 タイプ/形態 希望小売価格（税込）

ｺﾞﾙﾈｰﾙ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ･ナチュレ　レゼルバ 2003 ジロ　デル　ｺﾞﾙﾈｰﾙ ﾍﾟﾈﾃﾞｽ ｶｳﾞｧ ¥2,100

ゴルネール　ブルット･ナチュレ　グランレゼルバ　1999 ジロ　デル　ゴルネール ﾍﾟﾈﾃﾞｽ カヴァ ¥3,300

ｺﾚｯﾄ･ﾄﾗﾃﾞィｼｮﾅﾙ ｺﾚｯﾄ ﾍﾟﾈﾃﾞｽ ｶｳﾞｧ ¥2,520

ｺﾚｯﾄ･ｱﾌﾟﾘｵﾘ ｺﾚｯﾄ ﾍﾟﾈﾃﾞｽ ｶｳﾞｧ ¥2,520

ｺﾚｯﾄ･ｱｯｻﾝﾌﾞﾗｰｼﾞｭ ｺﾚｯﾄ ﾍﾟﾈﾃﾞｽ ｶｳﾞｧ ¥4,725

ﾘｮﾊﾟｰﾙ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ･ﾅﾁｭﾚ 2002 ﾘｮﾊﾟｰﾙ ﾍﾟﾈﾃﾞｽ ｶｳﾞｧ ¥3,150

ﾘｮﾊﾟｰﾙ･ﾛｾﾞ･ﾌﾞﾘｭｯﾄ･ﾚｾﾞﾙｳﾞｧ 2002 ﾘｮﾊﾟｰﾙ ﾍﾟﾈﾃﾞｽ ｶｳﾞｧ ¥3,675

ﾚｶﾚﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝ･ﾚｾﾞﾙｳﾞｧ ﾚｶﾚﾄﾞ ﾍﾟﾈﾃﾞｽ ｶｳﾞｧ ¥5,775

ﾐｾﾆｮｰﾗ 2004 ﾙ･ｵﾘｳﾞｪﾗ コステレスデセグレ 白 ¥3,700

ｼｵ　200５ ﾘﾊﾞｽ ﾏﾖﾙｶ 赤 ¥3,600

他

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

カヴァ　ブリュット　レゼルバ スマロッカ DOカヴァ スパークリング白 ¥1,785

メサーチェ　ホワイト ボデガ　ピリオネス DOソモンターノ 白ワイン ¥1,628

ヴァル　ド　ソセゴ　アルバリーニョ ボデガス　アス　ラサス DOリアスバイシャス 白ワイン ¥2,625

モスカテル サルヴァトール　ポヴェタ DOアリカンテ 白ワイン(500ml) ¥1,260

エクウス ヴィーニャ　サンタ　マリーナ Vdt　(ｴｽﾄﾚﾏﾄﾞｩｰﾗ) 赤ワイン ¥1,155

トスカール　クリアンサ サルヴァトール　ポヴェタ DOアリカンテ 赤ワイン ¥1,155

モンテ　オリー　レゼルバ　`95 ルイ　グルペギ　ムガ DOナバーラ 赤ワイン ¥1,890

ヴィーニャ　コンセホ ボデガス　ピルカール DOシガレス 赤ワイン ¥2,940

ベンディミア　セレッシオナーダ ボデガ　セビラン DOウティエルレケーナ 赤ワイン ¥3,465

グラン　レゼルバ ボデガス　カンピーロ DOCリオハ 赤ワイン ¥5,040

輸入業者名：株式会社　飯田

住　所：〒106-0032　東京都港区六本木４‐３‐６‐１０１

Tel.　03-6416-0043　　　　　　　　　　Fax.　03-5414-1517　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

輸入業者名：アドヴァンス・テクノサービス株式会社

住　所：〒１６０‐００２２　東京都新宿区新宿１‐１９‐２　平ビル２Ｆ

Tel.　０３‐５６３１‐３８５０　　Fax.　　０３‐５３６１‐３８５２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Tel. 03-3424-0045　　　　　　　　　　Fax.　03-3424-0045　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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「スペインワイン＆フード テイスティング商談会　２００７」
11月5日　明治記念館　出展アイテムリスト

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 ラ・プルデンシア社 エクストゥレマドゥーラ イベリコ豚血統７５％以上 @\8,800.-/kg

イベリコ・レセボ･生ハム ラ・プルデンシア社 エクストゥレマドゥーラ イベリコ豚血統７５％以上 @\5,600.-/kg

セラーノ・スライス・生ハム ラ・プルデンシア社 セゴヴィア ２５０gx２０パック入り @\980.-/pk

イベリコ豚ロイン ラ・プルデンシア社 エクストゥレマドゥーラ 約８～１０kg＾ｹｰｽ @\3,980.-/kg

100%ピュアオリーブオイル アグロセビリア社 セビリア ４リットルx４缶入り @\3,580.-/缶

ギンディージャ(青唐辛子の酢漬け) ウビデア社 ナバーラ 180ｍｌx１5本入り @\480.-/本

ボケロネス・エン・ビナグレ(鰯の酢漬け) ノードフィッシュ社 マドリード ３００gx６pk入り @\2,100.-/pk

地鶏ホール・ピカントン サグラ社 レリダ ５００gx２羽ｘ８ｐｋ @\470.-/羽

ロンガニサ・イベリカ ラ・プルデンシア社 セビリア ５００gx１０pｋ入り @\2,300.-/kg

アビータ（ミニそら豆のひまわり油漬け) アラマーヨ社 ラ・リオハ 370gｘ12本入り @\1,180.-/本

他

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）

エンペラトリス　テンプラニーリョ　2005 ボデガス　エンペラトリス リオハ 赤ワイン ¥1,890

エンペラトリス　ビウラ　2005 ボデガス　エンペラトリス リオハ 白ワイン ¥1,890

エンペラトリス　クリアンサ　2002/03 ボデガス　エンペラトリス リオハ 赤ワイン ¥2,625

サンジョアン　ブリュット・ナチュレ カナル・ファミリー カバ 白ワイン・泡 ¥2,520

Ｍ　ブリュット・ナチュレ　2004 メストレス カバ 白ワイン・泡 ¥4,200

アルトス・デル・デュラトン　2004 デュラトン カスティーヤ＝レオン 赤ワイン ¥2,100

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 ¥2,625

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 ¥2,520

フェンテ・セラーダ　2004 ボデガス　イラーチェ ナバーラ 赤ワイン ¥1,680

ビニャマス　ブランコ　2006 アネコープ　ラ・ビーニャ バレンシア 白ワイン ¥1,575

他

Tel.　0576-25-6631　　　　　　　　　　Fax.0576-25-4074　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　所：〒157-0073

Tel.　03-3416-4433　　　　　　　　Fax.　　03-3416-4300　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

輸入業者名：有限会社　オーケストラ

住　所：〒509-2202　岐阜県下呂市森967-7

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：イベリア貿易㈱
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「スペインワイン＆フード テイスティング商談会　２００７」
11月5日　明治記念館　出展アイテムリスト

輸入業者名：(有)カツミ商会

住　所：〒231-0005　横浜市中区本町2-15

Tel.045-226-2253　　　　　　　　　　Fax.045-226-2256　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

ラレイ・ティント　ヴィーノ・デ・メサ ヴィノス＆ボデガス ラマンチャ 赤ワイン 1,000円

ヴェガス・3・ティント アヴェリーノ・ヴェガス カスージャ・イ・レオン 赤ワイン 1,800円

ヴェガス・3・ブランコ アヴェリーノ・ヴェガス カスージャ・イ・レオン 白ワイン 1,800円

ヴィゾロ・レッド モンテ・ラ・レイナ カスージャ・イ・レオン 赤ワイン 1,400円

アリストクラタ・カベルネ・ソーヴィニヨン ヴィノス＆ボデガス カスージャ・イ・レオン 赤ワイン 1,300円

アリストクラタ・テンプラニーリョ ヴィノス＆ボデガス カスージャ・イ・レオン 赤ワイン 1,300円

カンポ・アルト・ティント・クリアンサ ヒスパーノ・ボデガス リオハ 赤ワイン 2,200円

ドセ・リナヘス・ティント・ローブル ヒスパーノ・ボデガス リベラ・デル・ドゥエロ 赤ワイン 2,500円

コロニーニャ・クリアンサ シェンク ウティエル・レケナ 赤ワイン 1,600円

トラヴィターナ・クリンアサ ムールヴィエドロ アリカンテ 赤ワイン 1,800円

他

輸入業者名： ㈱ 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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　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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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 ペドロ・ニエト ギフエロ 骨付き・蹄付き、約７Ｋｇ　 オープンプライス

チョリソ・エキストラ・イベリコ・ベジョータ ペドロ・ニエト ギフエロ 約１．２Ｋｇ/本 同上

マンチェゴ・チーズ アケム ラ・マンチャ 約１Ｋｇ　 同上

ホーム・メイド・メンブリージョ ベガハルディン シウダ・レアル 300ｇ 1050円

オンダーレ・レセルバ ボデガス・オンダーレ リオハ 赤ワイン 3675円

ラ・プランタ ボデガス・アルスアーガ リベラ・デル・ドゥエロ 赤ワイン 2310円

ヴァル・デ・ロス・フライレス ヴァル・デ・ロス・フライレス シガレス 赤ワイン 2625円

アラヤン・シラー アラヤン メントリーダ 赤ワイン 5250円

デエサ・デル・カリサル・ムルティ・バリエタル デエサ・デル・カリサル Ｄ．Ｏ．モノポール 赤ワイン 3675円

パゴ・フローレンティーノ ボデガス・イ・ヴィニャドス・ラ・ソラナ ヴィノ・デ・ラ・ティエラ 赤ワイン 3675円

他
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「スペインワイン＆フード テイスティング商談会　２００７」
11月5日　明治記念館　出展アイテムリスト

輸入業者名：サッポロビール株式会社

住　所：〒１５０‐８５２２　東京都渋谷区恵比寿4-20-1

Tel.　03-5423-7222　　　　　　　　Fax.　03-5423-2079　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税別）

ガルシア・カリオン・テンプラニーリョ<赤> ガルシア・カリオン ヴィーノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ ミディアムボディ オープン価格

ガルシア・カリオン・アイレン<白> ガルシア・カリオン ヴィーノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ やや辛口 オープン価格

アバディア・デ・ロブレ<赤> アユソ ラ・マンチャD.O. ミディアムボディ 750

アバディア・デ・ロブレ<白> アユソ ラ・マンチャD.O. 辛口 750

マルケス・デ・リスカル・ティント・レセルバ マルケス・デ・リスカル リオハD.O.C. フルボディ 2,500

マルケス・デ・リスカル・ブランコ マルケス・デ・リスカル ルエダD.O. 辛口 1,500

レガリス・クリアンサ レガリス（コドーニュ社） D.O.リベラ・デル・デュエロ フルボディ 2,800

ヌヴィアナ・テンプラニーリョ・カベルネ・ソーヴィニヨン ヌヴィアナ（コドーニュ社） ヴィーノ・デ・ラ・ティエラ・デ・バジェ・デル・シンカ フルボディ 1,100

オヤ・デ・カデナス・レセルバ・テンプラニーリョ ビセンテ・ガンディア ウティエル・レケーナD.O. フルボディ 1,200

ドゥーシェ・シュバリエ・ロゼ ヴィニデルサ カタルーニャ地方 辛口 1,480

輸入業者名：有限会社シミズ

住　所：滋賀県長浜市高田町11-4

TEL:0749-62-7373 　　　　　　　　　FAX:0749-64-1120

品名 生産者名 産地 タイプ/形態 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 オープン

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 オープン

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 オープン

2003サンロマン マウロドス トロ 赤ワイン オープン

2004プリマ マウロドス トロ 赤ワイン オープン

2002カンポ・エリセオ J&Fリュルトン トロ 赤ワイン オープン

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 オープン

2005クエスタ・デ・オロ J&Fリュルトン ルエダ 白ワイン オープン

2002アリェンデ フィンカ・アリェンデ リオハ 赤ワイン オープン

2003サリア フィンカ・サンドバル マンチュエラ 赤ワイン オープン

他

輸入業者名：㈱ジャパンインポートシステム

住　所：〒104-0045　東京都中央区築地4‐6‐5

Tel.03‐3541‐5469　　　　　　　　Fax.03‐3541‐8166　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

バルデスピノ・イノセンテ　（フィノ） ホセ・エステベス社 ヘレス シェリー 2,625円

デリシオーサ　（マンサニージャ） ホセ・エステベス社 ヘレス シェリー 2,520円

ティオディエゴ　（アモンティリャード） ホセ・エステベス社 ヘレス シェリー 2,625円

ソレラ1842　（オロロソ） ホセ・エステベス社 ヘレス シェリー 5,250円

イザベラ　（クリーム） ホセ・エステベス社 ヘレス シェリー 2,310円

エルカンダド　（ペドロヒメネス） ホセ・エステベス社 ヘレス シェリー 2,940円

ペールクリーム ホセ・エステベス社 ヘレス シェリー 2,100円

ヘリテイジ　（シェリーブランデー） ホセ・エステベス社 ヘレス シェリーブランデー 25,830円

他
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「スペインワイン＆フード テイスティング商談会　２００７」
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品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

イベリコハム　　シエラ・マヨール デリバドス・セルド・イベリコ社 ウェルバ べジョータ骨付き オープン

イベリコハム　　キンティン・サンチェス キンティン・サンチェス社 ギフエロ べジョータ骨付き オープン

イベリコハム　　マルチネス・バラガン マルチネス・バラガン社 ロスペドロチェス べジョータ骨付き オープン

イベリコハム　　マルチネス・バラガン マルチネス・バラガン社 ロスペドロチェス レセボ骨抜き オープン

イベリコチョリソ　　キンティン・サンチェス キンティン・サンチェス社 ギフエロ 200g オープン

イベリコサルチチョン　キンティン・サンチェス キンティン・サンチェス社 ギフエロ 200g オープン

イベリコ　　パレタ　シエラ・マヨール デリバドス・セルド・イベリコ社 ウェルバ べジョータ骨付き オープン

輸入業者名：　株式会社 ス・コルニ

住　所：　〒105-0004　東京都港区新橋1-8-6　近江ビル

Tel.　03-3573-4181　　　　　　　　Fax.　03-3573-6070　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

サン・レオン・マンサニージャ エレデーロス・デ・アルグエソ D.O.ヘレス シェリー ¥2,625

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 D.O.カバ カバ ¥2,415

クアトロ・ラヤス・フェルメンタード・エン・バリッカ’05 アグリコラ・カステジャーナ D.O.ルエダ 白ワイン ¥2,520

オーダ・ブラン’06 カステル・デル・レメイ D.O.コステルス・デル・セグレ 白ワイン ¥3,675

ロペス・パナック・テンプラニージョ’06 ボデガス・ロペス・パナック V.d.T.カスティージャ 赤ワイン ¥1,680

モセン・クレト・クリアンサ’04 ボデガス・アラゴネサス D.O.カンポ・デ・ボルハ 赤ワイン ¥1,995

ゴティム・ブル’04 カステル・デル・レメイ D.O.コステルス・デル・セグレ 赤ワイン ¥2,940

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 赤ワイン ¥2,835

アルトス・デ・ルソン’04 ボデガス・ルソン D.O.フミージャ 赤ワイン ¥3,990

1780 カステル・デル・レメイ D.O.コステルス・デル・セグレ 赤ワイン ¥6,825

他

※記載ビンテージは暫定のものであり、実際はこれとは異なる場合もあります。ご了承ください。

輸入業者名：株式会社　千商ワイン事業部

住　所：東京都中央区日本橋室町2-4-15

Tel.０３‐５５４７‐５７１１　　　　Fax.３０‐３５３１‐６０７０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

カバ・モンテスキュウス モンテスキュウス カバ スパークリングワイン オープン

チャコリ　チョミン・エチャニス チョミン・エチャニス チャコリ デ ゲタリア 白ワイン オープン

ｶｽﾃｨｰｼﾞｮ ﾃﾞ ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞ 2005 ｱﾝﾄﾆｵ ﾊﾞﾙﾊﾞﾃﾞｨｰｼﾞｮ カディス(ヘレス) 白ワイン オープン

<プラドレイ> ブリボン　ベルデホ2005 ﾚｱﾙ ｼﾃｨｵ ﾃﾞ ｳﾞｪﾝﾄｼｰﾘｬ ルエダ 白ワイン オープン

ヴェンタ・オベール  ブランコ2005 ヴェンタ・オベール アラゴン 白ワイン 3,300円

キビア　2005 アニマ・ネグラ マヨルカ 白ワイン 3,300円

ペルフェクト 2003 カステロ デ メディナ ルエダ 白ワイン 3,600円

アルトス・デラ・オヤ2005 ボデガス　オリバレス フミージャ 赤ワイン オープン

フィンカ・ヴィラデジョプスクリアンサ2003 ﾌｨﾝｶ  ｳﾞｨﾗ ﾃﾞ ｼﾞｮﾌﾟｽ ペネデス 赤ワイン 2,900円

ＡＮ/2(エイエヌ２)　2004 アニマ・ネグラ マヨルカ 赤ワイン 3,600円

他

輸入業者名：白井松新薬株式会社

住　所：東京都中央区日本橋本町4-8-16 石河ビル5F

Tel.　03-3271-8313　　　　　　　　　Fax.　03-3271-8466　　　　　　
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「スペインワイン＆フード テイスティング商談会　２００７」
11月5日　明治記念館　出展アイテムリスト

輸入業者名：T.G.A. Int. Commerce Business, S.L. 日本支店

住　所：　大阪市中央区東高麗橋1-6　清水不動産ビル102

Tel.　06-6920-6950　　　　　　　　　Fax.　06-6920-6951　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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 2235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 2475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 2625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 2475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 3690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 3510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 3690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 4335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 3150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 4650円

他

輸入業者名：トップトレーディング

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10kg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 ハモネス・セゴビア社 セゴビア 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

他

輸入業者名：有限会社　日西商事

住　所：神奈川県横浜市戸塚区信濃町２５２‐３

Tel.　０４５‐８２３‐３７２８　　　Fax.０４‐８２３‐１５８５

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

アンチョビ入オリーブ　他テーブルオリーブ ラ・エスパニョーラス社 アリカンテ 缶 オープン

モスト（ブドウジュース） エスカンシアドール社 アストゥーリア ビン オープン

スパークリングアップルジュース エスカンシアドール社 アストゥーリア ビン オープン

モンティージャシェリー各種 ペレスバルケロ社 モンティージャ ビン オープン

どんぐりリキュール他 リコーレス・アルメンドラレフォ社 アルメンドラレフォ ビン オープン

カタルーニャチョリソ モンツ社 カタルーニャ ４００ｇパック オープン

セニョリオ・デ・サリアワイン ボデガ・デ・サリア ナバーラ ワイン オープン

エル・グリフォ ボデガ・エルグリフォ カナリア・ランサロテ ワイン オープン

トーレ・デ・ガサーテ ビニコーラ・デ・トメジョソ シケダレアル ワイン オープン

エントラニャブレ　オリーブ油 ビーエスアイ社 ムルシア ビン入りオリーブ油 オープン

他
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「スペインワイン＆フード テイスティング商談会　２００７」
11月5日　明治記念館　出展アイテムリスト

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 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・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

マンサニージャ・ラ・リディア ヴィニコラ・ソト サンルーカル・デ・バラメダ マンサニージャ オープン

フィノ・ソト ヴィニコラ・ソト ヘレス シェリー オープン

オロロソ・ラ・エスプエラ ヴィニコラ・ソト ヘレス シェリー オープン

他

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2001 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2005 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

Tel.03-3458-4455　　　　　　　　　　　Fax.03-3458-0450　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

レガード・ムニョス・シャルドネ '05 ヴィネドス・Y・ボデガス・ムニョス カスティーリャ 白ワイン 2,450円

レガード・ムニョス・ガルナッチャ '05 ヴィネドス・Y・ボデガス・ムニョス カスティーリャ 赤ワイン 2,450円

アルテロ・メルロー・テンプラニーヨ '03 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円

ヴィーニャ・ディエズモ・レゼルヴァ '01 ボデガス・プリミシア リオハ 赤ワイン 3,600円

フィンカ・ソブレノ・セレクション・エスペシャル '00 ボデガス・ソブレノ トロ 赤ワイン 4,700円

コマ・ヴェラ '03 マス・デン・ギル プリオラート 赤ワイン 5,150円

ピエデモンテ・セレクション '05 ボデガス・ピエドモンテ ナヴァーラ 赤ワイン 2,000円

コンデサ・エイロ '05 ボデガス・バルトラビエソ ルエダ 白ワイン 2,700円

パソ・セニョラス '06 パソ・デ・セニョラス リアス・バイシャス 白ワイン 5,000円

カヴァ・プリヴァット・ブリュット・ナチュレ アルタ・アレッラ アレッラ スパークリングワイン 参考商品
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「スペインワイン＆フード テイスティング商談会　２００７」
11月5日　明治記念館　出展アイテムリスト

輸入業者名：株式会社ビギー・ジャパン

住　所：〒104-0055 東京都中央区豊海町3-13

Tel.　03-5560-8871　　　　　　　　　Fax..　03-5560-8820

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

ロンカル  D.O. パストール　バスコ バスク地方 ハードタイプ ￥7,035/K

マオン　D.O. 10M ダルリット メノルカ島 〃 ￥6,510/K

イディアザバルスモーク　D.O. エル　パストール　ヴァスコ バスク地方 〃 ￥6,090/K

ムルシア・アルヴィーノ　D.O. モンテシノ ムルシア地方 セミハードタイプ ￥6,195/K

テネリフェ　パプリカ グランジア　テイソル テネリフェ島 〃 ￥7,245/K

　　〃　　 　ゴフィオ 　　〃 　　〃 〃 ￥7,245/K

　　〃　　 　スモーク 　　〃 　　〃 〃 ￥7,245/K

エレーニョ　ナチュラル コーポラティブ　ガナデロス エル・イエロ島 〃 ￥7,245/K

カブラレス　D.O. ケセラ　カレス アステュリアス地方 ブルータイプ ￥6,930/K

ラ・ペラル ラ・ペラル 　　〃 〃 ￥5,880/K

他

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

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

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

輸入業者名：プロスタイルデザイン株式会社

住　所：〒107-0072　東京都港区南青山7‐10‐7　2Ｆ

Tel.03-5774-8288　　　　　　　　　　　Fax.03-5774-8289　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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 390円

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 500ｍｌ 490円

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 1000ｍｌ 790円

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 420円

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 750ｍｌ 720円

フォンドール (ペットボトル） グルッポ　ヴィッチー　カタラン カタルーニャ 330ｍｌ 180円

フォンドール (ペットボトル） グルッポ　ヴィッチー　カタラン カタルーニャ 500ｍｌ 280円

フォンドール (ガラス） グルッポ　ヴィッチー　カタラン カタルーニャ 500ｍｌ 420円

他
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「スペインワイン＆フード テイスティング商談会　２００７」
11月5日　明治記念館　出展アイテムリスト

輸入業者名：(有)ペスカ

住　所：〒259-1131　　神奈川県伊勢原市伊勢原1-14-18　岩崎ビル202

Tel.　0463-93-6005　　　　　　　　Fax.　0463-93-6055　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

〔新商品〕ﾊﾓﾝｲﾍﾞﾘｺ･ﾍﾞｼﾞｮｰﾀ サラマンカ

〔新商品〕ｽﾀﾌﾄﾞ・ｵﾘｰﾌﾞ（ﾊﾓﾝ・ﾁｮﾘｿ入り等） カンディド・ミロ社 アリカンテ ¥746

“ﾏﾙﾀ”ｶﾊﾞ各種（ﾊｰﾌﾎﾞﾄﾙ・ﾌﾙﾎﾞﾄﾙ） カナルス・カナルス社 ペネデス カバ \1575～\5880

“ｱﾄﾞﾐﾗﾙ”ｱﾝﾁｮﾋﾞ各種（ﾌｨﾚ・ﾛｰﾙ・ﾍﾟｰｽﾄ） ユリータ・アンド・サンズ社 ギプスコア 瓶入、缶入 \420～\2625

あんこうの肝（水煮） ラ・コルーニャ 缶入 \1260～\4725

“ｾﾙﾋﾟｽ”ｵﾘｰﾌﾞの実（ｸﾞﾘｰﾝ・ﾌﾞﾗｯｸ・ｽﾀﾌﾄﾞ） カンディド・ミロ社 アリカンテ 瓶、缶、ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｳﾁ入 \315～\2898

ﾋﾟｸﾙｽ類各種 アリカンテ、アルメリア \462～\830

“ｳﾆｵ”ｴｸｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝ・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ ｳﾆｵ・ｱｸﾞﾗﾘｱ・ｺｰﾎﾟﾗﾃｨｰﾊﾞ シウラナ 瓶入 ¥2,310

ﾋﾞﾈｶﾞｰ各種 シウラナ、ヘレス 瓶入 \1365～\2100

ｻﾌﾗﾝ ｱｻﾌﾗﾈｽﾏﾝﾁｪｺﾞｽ社 ラ・マンチャ 瓶入 ¥1,260

他

輸入業者名：ボニリジャパン　（株）

住　所：〒562-0013　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 2800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 3.500円

ミロス・デ・リベラ・クリアンサ　2002 ボデガス　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　2002　 フェルミ・ボヒガス社 カタローニャ 赤/750ｍｌ 1.800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 カバ 白/750ｍｌ 2.500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

エスティロ　21　テンプラニーヨ　2006 ボデガス・ヴェルデュゲス社 ラマンチャ 赤/750ｍｌ 1.300円

ミステラ　モスカテル　トゥリス　2006 ラ・バローニア・デ・トゥリス社 バレンシア　 甘口白/750ｍｌ 1.600円

他

輸入業者名：ミリオン商事㈱

住　所：〒104-0033　東京都中央区新川1-15-2

Tel.03-3551-7408　　　　　　　　　　Fax.　03-3551-6308　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

ラウロナ　 セラ‐　ラウロナ モンサン 赤ワイン 3,990

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 2,940

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 2,625

ルエダ　スペリオ-レ　2004年 ベロンドラ-デ　イ　リュルトン ルエダ 白ワイン 4,725

ルエダ　スペリオ-レ　2005年 マルケス　デ　イルン ルエダ 白ワイン 1,680

ギティアン　ゴデ‐ジョ フィンカ　ア　タパダ バルデオラス 白ワイン 3,675

エスクトゥリト　ブリュット　ナチュレ セラ‐　エスペルト エンポルダ・コスタ・ブラバ 白ワイン・泡 3,150

シャルドネ セラ‐　エスペルト エンポルダ・コスタ・ブラバ 白ワイン 3,150

ビディビ セラ‐　エスペルト エンポルダ・コスタ・ブラバ 赤ワイン 3,150

モンゴ モンゴ イエクラ 赤ワイン 2,625

他
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輸入業者名：㈱モトックス

住　所：〒161-0031 東京都港区南青山2-26-37 NXB青山ビル

Tel.０３‐５７７１‐２８２３　　　Fax.　０３‐５７７１‐２８２４

品　　名 生産者名 産地 タイプ/形態 希望小売価格（税込）

メルセデス・エグーレン　シラーズ/テンプラニーリョ 05 ボデガス・エグーレン ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ 赤ワイン ¥1,850

イプシス　クリアンサ 03 ビンス・パドロ タラゴナD.O. 赤ワイン ¥1,500

イプシス　ブランク・フロール 06 ピンス・パドロ タラゴナD.O. 白ワイン ¥1,200

カンポ・マリン　カベルネ・ソーヴィニヨン 05 イグナシオ・マリン カリニェナD.O. 赤ワイン ¥1,800

カンポ・マリン　シラー 05 イグナシオ・マリン カリニェナD.O. 赤ワイン ¥2,250

カスティーリョ・デ・モネスマ　カベルネ・ソーヴィニヨン/メルロー　クリアンサ00 ダルカンプ ソモンターノD.O. 赤ワイン ¥2,250

ピアヌガ　ナトゥーレ　テンプラニーリョ　06 ボデガス・イ・ビニェードス・ピヌアガ ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ 赤ワイン ¥2,100

ロペス・クリストバル・ロブレ　06 ロペス・クリストバル リベラ・デル・ドゥエロD.O. 赤ワイン ¥2,000

サクラ・ナトゥーラ 06 セリェール・ピニョル テラ・アルタ D.O. 赤ワイン ¥2,650

バリエ・エルモソ　カベルネ・ソーヴィニヨン　グラン・レゼルバ 88 ビニコラ・デ・カスティーリャ ラ・マンチャD.O. 赤ワイン ¥4,000

他

輸入業者名：　　ユニオンリカーズ株式会社

住　所：　東京都千代田区霞が関３-６-７　DF霞が関プレイス

Tel.　　03-5510-2684　　　　　　　Fax.　　03-5510-0137　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

マンサニージャ・ラ・ヒターナ イダルゴ DOサンルーカルデバラメダ シェリー 1995円

サングリア・ロライロ・スパークリング　　 サンヴィヴェル マドリード サングリア オープン

サングリア・ロライロ サンヴィヴェル マドリード サングリア 914円

アルバリーニョ・コンデス・デ・アルバレイ コンデス・デ・アルバレイ ＤＯリアスバイシャス 白ワイン オープン

ユゴ　・　ブランコ クリスベ ＤＯラマンチャ 白ワイン オープン

シグロ16世紀 クリスベ ＤＯラマンチャ 赤ワイン オープン

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 ＤＯリオハ 赤ワイン オープン

50/50（ｼﾝｸｴﾝﾀ・ｼﾝｸｴﾝﾀ）　 パゴ・デル・ヴィカリオ 地域：シウダード・レアル 赤ワイン オープン

バルドリナル・6　 スルコ DOリベラ・デル・ドゥエロ 赤ワイン オープン

マルケス・デ・パゴジャノ エメテリオ・フェルナンデス DOシガレス 赤ワイン オープン

他

品　　名 生産者名 産地 タイプ 希望小売価格（税込）

アブルーガ（ニシンの加工品） ペスカビアール社 ムルシア 120g／瓶詰め 2,650円

イベリコ・デ・ベジョータ腸詰・原木ハーフ ドン・イベリコ社 ギフエロ 不定貫(kg)／原木ハーフ 10,290円～

イベリコ・デ・ベジョータ・ロミート原木 　　-〃- 　-〃- 不定貫(kg)／原木 15,225円/kg

イベリコ・デ・ベジョータ・パレタ・ホール 　　-〃- 　-〃- 不定貫(kg)／蹄･骨付原木 10,710円/kg

イベリコ・デ・ベジョータ・ハモン・ホール 　　-〃- 　-〃- 不定貫(kg)／蹄･骨付原木 18,165円/kg

メンブリージョ（マルメロ果肉・固形ジャム） ヴァジセール社 ラベルン（カタルーニャ） 350ｇ／ﾊﾟｯｸ 1,470円

ボンボン・デイゴ（いちじくボンボン） ラ・イゲーラ社 カセレス 1ｋｇ／箱 10,500円

ナトゥルヴィエ（ｴｸｽﾄﾗ・ｳﾞｧｰｼﾞﾝ・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ） セスマ社 バダホス 500ｍｌ／ボトル 3,200円

ナトゥルヴィエ（ｴｸｽﾄﾗ・ｳﾞｧｰｼﾞﾝ・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ） 　　-〃- 　-〃- 25ｍｌ／ミニボトル 252円

他

輸入業者名：　有限会社ラ・マンガ・コーポレーション

住　所：〒105-0001　東京都港区虎ノ門3-25-3、芝ロイヤル204

Tel.　03-3432-6189　　　　　　　　　Fax.　03-3432-3098　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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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 レセルバ　イベリカ社 サラマンカ エンテロ 12,810円/ｋｇ

イベリコ　レセルバ レセルバ　イベリカ社 サラマンカ エンテロ 6,195円/ｋｇ

イベリコ　レセルバ　ボンレス レセルバ　イベリカ社 サラマンカ ボンレス 12,180円/ｋｇ

ハモン台 レセルバ　イベリカ社 ムルシア 木製 7,350円

ナイフ＆シャープナー　セット レセルバ　イベリカ社 アルバセテ ステンレス 5,250円

他

住　所：〒732-0023　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：レセルバ　イベリカ　ジャパン有限会社
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