
「スペインワイン&フード　テイスティング商談会　2008」
11月4日＇火（　ANAインターコンチネンタルホテル東京　出展アイテムリスト

No.1

株式会社 アグリ 横浜支店　
〒231-0002　神奈川県横浜市中区尾上町6-86-1　関内マークビル1F

Tel: 045-212-5588　Fax: 045-212-5568

http://www.ywc.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

カスターニョ･マカベオ･シャルドネ ボデガス･カスターニョ ＤＯイエクラ 辛口 750ｍｌ ¥1,400

ヘクラ ボデガス･カスターニョ ＤＯイエクラ フル 750ｍｌ ¥1,700

カスターニョ・コレクション・セパス・ヴィエハス ボデガス･カスターニョ ＤＯイエクラ フル 750ｍｌ ¥2,600

モ･サリナス ボデガス･シエラ･サリナス ＤＯアリカンテ フル 750ｍｌ ¥2,200

プエルト・サリナス ボデガス･シエラ･サリナス ＤＯアリカンテ フル 750ｍｌ ¥3,800

ディナスティア･ヴィヴァンコ･レゼルバ ボデガス･ディナスティア･ヴィヴァンコ ＤＯリオハ フル 750ｍｌ ¥3,500

リベラリア･セロ ボデガス･リベラリア ＤＯトロ フル 750ｍｌ ¥5,000

ヴィリャ･ナルシサ･ベルデホ ハヴィエル･サンス･ビティクルトル ＤＯルエダ 辛口 750ml ¥2,400

ヴァルフォルモサ･クラシック･ブリュット･ナチュレ マシア･ヴァルフォルモサ ＤＯペネデス 極辛口 750ｍｌ ¥1,900

ヴァルフォルモサ･クラシック･ブリュット･ロゼ マシア･ヴァルフォルモサ ＤＯペネデス 辛口 750ｍｌ ¥2,000

No.2
アズマコーポレーション
〒108-0014　東京都港区芝4-13-2　市原ビル2F

Tel: 03-3457-0033　Fax: 03-3451-2544

http://www.azumacorp.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

メメント オールド ヴァイン ボデガス ルーアン ヴィノデラティエラ 赤 750 ¥1,540

レイシス１ ボデガス･サンアレハンドロ ヴィノデメサ 赤 750 ¥4,200

レイシス デ ガルナッチャ ボデガス･サンアレハンドロ カラタユド 赤 750 ¥1,780

レイシス デ テンプラニーリョ ボデガス･サンアレハンドロ カラタユド 赤 750 ¥1,780

ラスロカス ガルナッチャ セミオールド ヴァイン ボデガス･サンアレハンドロ カラタユド 赤 750 ¥2,100

ラスロカス ガルナッチャ ベリー オールド ヴァイン ボデガス･サンアレハンドロ カラタユド 赤 750 ¥3,500

カピトッソ セミクリアンサ ボデガス レアルタンザ リオハ 赤 750 ¥2,100

レアルタンザ クリアンサ ボデガス レアルタンザ リオハ 赤 750 ¥2,600

モセン ルエダ ボデガス アンターニョ ルエダ 白 750 ¥1,550

センダ デル オロ ボデガス ヴィスカラ リベラ デル ドゥエロ 赤 750 ¥2,200

No.3
アドヴァンス・テクノサービス 株式会社
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-19-2 平ビル2F

Tel: 03-5361-3850 Fax: 03-5361-3852

http://ats-food.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
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（ ＡＧＲＯＣＡＳＴＲＩＬ， ＳＡＴ Ｌｔｄａ． アンダルシア ﾋﾟｸｱﾙ単一 １Ｌ他 ¥3,150

ペドロヒメネス・シェリービネガー Ｅｘｐｌｏｔａｃｉｏｎ ｖｉｎａｇｒｅｒａ， Ｓ．Ｌ． アンダルシア ﾍﾟﾄﾞﾛﾋﾒﾈｽ 250ml ¥2,520

フレーク・ソルト Ｅｘｐｌｏｔａｃｉｏｎ ｖｉｎａｇｒｅｒａ， Ｓ．Ｌ． アンダルシア ピラミッド 60g ¥945

ピコス Ｅｘｐｌｏｔａｃｉｏｎ ｖｉｎａｇｒｅｒａ， Ｓ．Ｌ． アンダルシア 乾パン 250g ¥525

アンチョビ FREDO カンタブリア 缶詰 固形72g ¥1,680

フロ・デ・サル(黒ｵﾘｰﾌﾞ・ﾊｲﾋﾞｽｶｽ・ﾊｰﾌﾞ・ｶﾚｰ（ ＢＡＬＥＡＲＩＤＥＳ マジョルカ 海・ﾌﾚｰﾊﾞｰ塩 150g ¥1,680

ＣＵＣＡ＇魚介缶詰（ ＰＩＴＡ ＨＥＲＭＡＮＯＳ，Ｓ．Ａ． ガリシア 各種 各種 試験輸入

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価＇税込（

希望小売価格
ケース＇税込（

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥790 ¥9,480

Ｍａｌａｖｅｌｌａ＇マラベーリャ（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥250 ¥6,000



No.4
株式会社 飯田 東京営業所
Tel: 03-6416-0043 Fax: 03-5414-15172

〒106-0032 東京都港区六本木4-3-6-101

http://www.iidawine.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

＇税込（

2005 カヴァ ブリュット レゼルバ スマロッカ DOカヴァ ペネデス 泡 750 ¥1,943

2004 カヴァ ロザート スマロッカ DOカヴァ ペネデス 泡 750 ¥1,995

2007 リースリング サルヴァドール ポヴェダ DOアリカンテ 白 750 ¥1,260

2003 ボデガ　ロス　800 ボデガ　ロス　800 DO　プリオラート 赤 750 ¥2,520

1999 トレマリア　グラン　レゼルヴァ ボデガス　エングエラ DO　バレンシア 赤 750 ¥1,155

2004 ヴィーニャ　コンセホ ボデガス　ピルカール DO　シガレス 赤 750 ¥2,940

No.5
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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

パニョフィーノ BODEGAS BARREDA Toledo 赤 750ml ¥2,520

ブルゴビエホ･クリアンサ BODEGAS BURGOVIEJO La Rioja 赤 750ml ¥1,365

エストーラ･レセルバ BODEGAS AYUSO La Mancha 赤 750ml ¥1,050

モルガディオ BODEGAS CAMPANTE Pontevedra 白 750ml ¥1,942

ヴィーニャ･レボレダ BODEGAS CAMPANTE Pontevedra 白 750ml ¥1,417

サンクレール･ブルット･ナチュレ VISCELANIA Ctalunya カバ 750ml ¥1,575

ペピニージョ･フィノ FAROLIVA Murcia 440g ¥504

アビータ(ミニ空豆水煮) ARAMAYO La Rioja 660g ¥651

ギンディージャ UBIDEA ALIMENTACION Navarra 180g ¥504

パレタセラーナ・ロンチェアダ＇スライス) La Prudencia Segovia 450g ¥1,029

No.6
オエノングループ　合同酒精 株式会社／山信商事 株式会社
〒104-0061　東京都中央区銀座6-2-10 

Tel: 03-6215-8471　Fax: 03-6215-8475

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

グラン･クラウストロ カスティロ･ペレラーダ カバ
スパークリング

白
750 オープン価格

ブリュット･レゼルバ カスティロ･ペレラーダ カバ
スパークリング

白
750 オープン価格

ブリュット･ロサード カスティロ･ペレラーダ カバ
スパークリング

ロゼ
750 オープン価格

マシア･ペレラーダ･ティント カスティロ･ペレラーダ ＤＯカタルーニャ 赤 750 オープン価格

マシア･ペレラーダ･ブランコ カスティロ･ペレラーダ ＤＯカタルーニャ 白 750 オープン価格

ブラン アバダル ＤＯプラ･デ･バジェス 白 750 ¥2,300

ピカポル アバダル ＤＯプラ･デ･バジェス 白 750 ¥2,600

レセルヴァ　3.9＇トレス・プント（ アバダル ＤＯプラ･デ･バジェス 赤 750 ¥3,400

オニキス・ブランコ ビニコラ･デ･プリオラート DOCプリオラート 白 750 ¥2,500

オニキス・クラシック・ティント ビニコラ･デ･プリオラート DOCプリオラート 赤 750 ¥2,500

オニキス・フュシオ ビニコラ･デ･プリオラート DOCプリオラート 赤 750 ¥3,600

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価＇税込（

希望小売価格
ケース＇税込（

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥790 ¥9,480

Ｍａｌａｖｅｌｌａ＇マラベーリャ（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥250 ¥6,000



No.7
株式会社 イベリアン
〒465-0024　愛知県古屋市名東区本郷2丁目227番地

Tel: 052-774-7518　Fax: 052-831-7161

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

JAMON IBERICO BELLOTA MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo 骨付き(C/H) 7.5～8kg ¥12,000

JAMON IBERICO MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo 骨付き(C/H) 7.5～8kg ¥8,000

CHORIZO IBERICO BELLOTA MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo ブロック 約500g \6,000/kg

SALCHICHON　IBERICO BELLOTA MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo ブロック 約500g \6,000/kg

LOMO IBERICO BELLOTA MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo ブロック 約500g \16,000/kg

JAMON IBERICO BELLOTA MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo スライス 75g \2,730/pk

JAMON IBERICO MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo スライス 75g \2,089/pk

CHORIZO IBERICO BELLOTA MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo スライス 75g \1,123/pk

SALCHICHON　IBERICO BELLOTA MARCOS SOTOSERRANO S.L..u Guijuelo スライス 75g \1,123/pk

JAMONERA (生ハム台（ Valencia ¥80,000

No.8

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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

サン･ジョアン　グラン　レゼルバ　ブリュット　ナチュレ カナル カバ 白･泡 750 ¥2,625

１３１２　ブリュット　レゼルバ メストレス カバ 白･泡 750 ¥3,675

エル・アンゴスト　ブランコ エル・アンゴスト バレンシア 白 750 ¥2,100

エル・アンゴスト　ティント エル・アンゴスト バレンシア 赤 750 ¥2,730

エンペラトリス　クリアンサ ボデガ　エンペラトリス リオハ 赤 750 ¥2,940

エンペラトリス　バリッカ ボデガ　エンペラトリス リオハ 白 750 ¥2,310

メンシア リバス・デル・クア ビエルソ 赤 750 ¥3,150

テッラ　ド　ガルガロ　ブランコ ガルガロ モンテレイ 白 750 ¥2,730

ロン・ミエル　バテル　5YO アルベアール アンダルシア ラム・リキュール 700 ¥3,675

ロン・グアンタナメラ　Elixir　10YO アルベアール アンダルシア ラム・リキュール 700 ¥4,620

No.9

株式会社 オーレジャパン
〒158-0091　東京都世田谷区中町5-7-8

Tel: 03-3703-0544　Fax: 03-3703-0667

http://www.olet-japan.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

BARÇA CAVA Brut N/V ― Cava 白泡 750 ¥1,932

NAVERAN Brut ReservaNV Caves Naveran Alta Penedes 白泡 750 ¥3,583

RAMÓN ROQUETA　Chardonnay 2007 RAMÓN ROQUETA Pla de Bages 白 750 ¥1,722

RAMÓN ROQUETA　Tempranillo 2007 RAMÓN ROQUETA Pla de Bages 赤 750 ¥1,628

RAMÓN ROQUETA Cabernet Sauvignon 2005 RAMÓN ROQUETA Pla de Bages 赤 750 ¥1,722

RAMÓN ROQUETA　Reserva 2003 RAMÓN ROQUETA Pla de Bages 赤 750 ¥1,722

Vina Slamanca Blanco 2007 Bodegas Valdeaguila Castilla y Leon 白 750 ¥1,932

Vina Slamanca Tinto 2005 Bodegas Valdeaguila Castilla y Leon 赤 750 ¥1,932

Tinto Roa Joven 2006  Vinos de RAUDA Ribera del Duero 赤 750 ¥2,016

Tinto Roa Roble 2006  Vinos de RAUDA Ribera del Duero 赤 750 ¥2,363

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価＇税込（

希望小売価格
ケース＇税込（

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥790 ¥9,480

Ｍａｌａｖｅｌｌａ＇マラベーリャ（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥250 ¥6,000



No.10

岡部貿易 株式会社
〒193-0833　東京都八王子市めじろ台2-1-A710

Tel: 042-668-8961　Fax: 042-668-8963

http://www.okabetrading.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

アバディア・ラ・アリョラダ・クリアンサ ボデガス･アバディア・ラ・アロリャダ DOリベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥3,885

スアソ・ガストン・クリアンサ ボデガス・イ・ビニェドス・スアソ・ガストン DOCリオハ 赤 750ml ¥2,940

ルベルテ・レセルバ ボデガス・ルベルテ・ラ・マガリョネラ DOカンポ・デ・ボルハ 赤 750ml ¥3,045

モスカテル・ラ・マガリョネラ ボデガス・ルベルテ・ラ・マガリョネラ DOなし＇アラゴン州（ 白＇ﾋﾞﾉ・ﾃﾞ・ﾘｺｰﾙ（ 750ml ¥2,415

キンタ・イノハル ボデガス・カスト・ペケーニョ VdeTカスティーリャ・イ・レオン 赤 750ml ¥1,575

キンタ・イノハル ボデガス・カスト・ペケーニョ VdeTカスティーリャ・イ・レオン 白 750ml ¥1,575

マンサニーリャ・ラ・シガレラ ボデガｽ・ラ・シガレラ DOヘレス 白 750ml ¥2,520

アモンティリャード・ラ・シガレラ ボデガス・ラ・シガレラ DOヘレス 白 750ml ¥3,780

オロロソ・サングレ・イ・トラバハデロ ボデガス・グティエレス・コロシア DOヘレス 白 750ml ¥3,780

シードラ・エスカンシアドール エスカンシアドール DOなし＇アストゥリアス州（ シードル 250ml ¥399

No.11

有限会社　カツミ商会
〒231-0005　神奈川県神奈川県横浜市中区本町2-15

Tel: 045-226-2253　Fax: 045-226-2256

http://www.katsumi-asc.co.jp/company.html

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

2004 パラシオ・レアル・テンプラリーニョ ｱｳﾞｪﾘｰﾉ･ｳﾞｪｶﾞｽ 北部地方/DOCﾘｵﾊ ﾃｨﾝﾄ/赤 750 ¥3,675

2005 ヴェガス３　メルロ・カベルネ・テンプラリーニョ ｱｳﾞｪﾘｰﾉ･ｳﾞｪｶﾞｽ 内陸部地方/VDTｶｽﾃｨｰﾘｬ･ﾚｵﾝ ﾃｨﾝﾄ/赤 750 ¥1,890

2007 ヴェガス３　ヴェルデホ・ソーヴィニヨン・シャルドネ ｱｳﾞｪﾘｰﾉ･ｳﾞｪｶﾞｽ 内陸部地方/VDTｶｽﾃｨｰﾘｬ･ﾚｵﾝ ﾌﾞﾗﾝｺ/白 750 ¥1,890

2007 フラメンコ・テンプラリーニョ　　 ﾓﾝﾃ･ﾗ･ﾚｲﾅ 内陸部地方/VDTｶｽﾃｨｰﾘｬ･ﾚｵﾝ ﾃｨﾝﾄ/赤 750 ¥1,260

2007 フラメンコ・ブランコ　 ﾓﾝﾃ･ﾗ･ﾚｲﾅ 内陸部地方/VDTｶｽﾃｨｰﾘｬ･ﾚｵﾝ ﾌﾞﾗﾝｺ/白 750 ¥1,260

ラレイ・ティント ｳﾞｨﾉｽ&ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ 内陸部地方/VDMﾗﾏﾝﾁｬ ﾃｨﾝﾄ/赤 750 ¥1,050

ラレイ・ブランコ・セッコ ｳﾞｨﾉｽ&ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ 内陸部地方/VDMﾗﾏﾝﾁｬ ﾌﾞﾗﾝｺ/白 750 ¥1,050

2005　ドセ・リナヘス・ローブル ｲｽﾊﾟｰﾉ･ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ 内陸部地方/DOﾘﾍﾞﾗ･ﾃﾞﾙ･ﾃﾞｩｴﾛ ﾃｨﾝﾄ/赤 750 ¥2,625

2005　ガルシ・グランデ ｲｽﾊﾟｰﾉ･ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ 内陸部地方/DOﾙｴﾀﾞ ﾃｨﾝﾄ/赤 750 ¥1,260

アルシーナ・サルダ・カウ゛ァ・セッコ ｾﾗｰｽﾞ･ｱﾙｼｰﾅ 地中海地方
/DOｶｳﾞｧ(ｶﾀﾙｰﾆｬ) ｶｳﾞｧ/白 750 ¥1,837

No.12

株式会社 キムラ
〒730-0814　広島県広島市中区羽衣町13-12

Tel: 082-241-6703　Fax: 082-241-4375

http://www.liquorlandjp.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
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 ¥368

ガルベイ･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

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 750ml ¥1,890

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 750ml ¥1,890

ヴィリャセサン･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 750ml ¥1,890

マルケス･デ･ジェリーダ･ブリュット
エクスクリューシブ

エル･セップ社 ペネデス カバ 750ml ¥2,310

マルケス･デ･ジェリーダ･セミセコ エル･セップ社 ペネデス カバ 750ml ¥2,100

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 カバ 750ml ¥3,150

バロン･マンサニージャ バロン社 サンルーカル･デ･バラメダ シェリー酒 700ml ¥1,575

バロン･モスカテル バロン社 サンルーカル･デ･バラメダ シェリー酒 700ml ¥1,785

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価＇税込（

希望小売価格
ケース＇税込（

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥790 ¥9,480

Ｍａｌａｖｅｌｌａ＇マラベーリャ（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥250 ¥6,000



No.13

株式会社 協同インターナショナル
〒216-0033　神奈川県川崎市宮前区宮崎2-10-9

Tel: 044-866-5975　Fax: 044-854-1188

http://www.kyodo-inc.co.jp/food/food_top.html

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

<Iberiberico>　ハモン･イベリコ Consorcio de Jabugo, s.a. ハブーゴ 骨付き 約7.5kg オープン価格

<Iberiberico>　イベリコ腸詰め類 Consorcio de Jabugo, s.a. ハブーゴ ブロック 約0.5kg オープン価格

<Espuna>　ハモン･セラーノ Esteban Espuna, s.a. カタルーニャ 骨付き 約7kg オープン価格

ケソ･マンチェゴ ラ･マンチャ ホール 約1kg, 3kg オープン価格

バルデオン レオン ホール 約2.5kg、0.5kg オープン価格

テティージャ ガリシア ホール 約1kg オープン価格

サン　シモン ガリシア ホール 約1kg, オープン価格

イディアサバル バスク ホール 約1kg オープン価格

ガロッチャ カタルーニャ ホール 約0.5kg オープン価格

メンブリージョ アビラ パック 170g オープン価格

No.14

サッポロビール 株式会社
〒150-8686　東京都渋谷区恵比寿4-20-1

お客様相談センター　Tel: 0120-207800

http://www.sapporobeer.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ドゥーシェ シュバリエ ブルット ビニデルサ DOカバ＇カタルーニャ（ スパークリング 7５０ｍｌ ¥1,417

ドゥーシェ シュバリエ ドライ ビニデルサ DOカバ＇カタルーニャ（ スパークリング 7５０ｍｌ ¥1,417

ドゥーシェ シュバリエ ロゼ ビニデルサ DOカバ＇カタルーニャ（ スパークリング 7５０ｍｌ ¥1,554

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 DOCリオハ 赤 7５０ｍｌ ¥2,625

マルケス デ リスカル ブランコ ソービニヨン ブラン マルケス デ リスカル DOルエダ 白 7５０ｍｌ ¥2,100

オヤ デ カデナス レセルバ テンプラニーリョ ガンディア D.O.ウティエル･レケーナ 赤 7５０ｍｌ ¥1,260

オヤ デ カデナス ブランコ ガンディア D.O.ウティエル･レケーナ 白 7５０ｍｌ ¥1,260

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･ドゥエロ 赤 7５０ｍｌ ¥2,940

ヌビアナ テンプラニーリョ カベルネ ソービニヨン ヌヴィアナ＇コドーニュ社（ VdT バジェ･デル･シンカ 赤 7５０ｍｌ ¥1,155

ヌビアナ シャルドネ ヌヴィアナ＇コドーニュ社（ VdT バジェ･デル･シンカ 白 7５０ｍｌ ¥1,155

No.15

株式会社 コトブキコーポ
〒183-0011　東京都府中市白糸台1-17-6

Tel: 042-334-2651　Fax: 042-334-2652

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

サンシモン ＱＵＥＩＸＥＲＩＡ ＣＡＴＡＤＯＩＲＯ ガリシア 牛乳 １ｋｇ ￥７５０／１００ｇ

アルスア・ウジョア ＱＵＥＩＺＵＳＳ Ｓ．Ａ． ガリシア 牛乳 １ｋｇ ￥６３０／１００ｇ

マオン ＣＯＯＰＥＲＡＴＩＶＡ ＩＮＳＵＬＡＲ ＧＡＮＡＤＥＲＡメノルカ 牛乳 ２，５ｋｇ ￥８００／１００ｇ

ムルシア・アル・ヴィーノ ＦＵＥＮＢＬＡＮＱＵＩＬＬＡ ムルシア 山羊乳 ２，５ｋｇ ￥９００／１００ｇ

ガロッチャ ＦＯＲＭＡＴＧＥＲＩＡ ＭＯＧＥＮＴ Ｓ．Ａ． カタルーニャ 山羊乳 １ｋｇ ￥９００／１００ｇ

イボレス ＱＵＥＳＥＲＩＡ ｄｅ ＬＡＳ ＶＩＬＬＵＥＲＣＡＳ エストレマドーラ 山羊乳 １ｋｇ ￥８７０／１００ｇ

マホレロ ＣＯＮＳＯＲＣＩＯ ｄｅ ＦＵＥＲＴＥＶＥＮＴＵＲＡ カナリア諸島 山羊乳 ４ｋｇ ￥９００／１００ｇ

イデアサバル ＧＡＺＴＡＵＤＥＧＩ ＤＯＲＲＥＡ Ｓ．Ａ． ナヴァーラ 羊乳 ３ｋｇ ￥９４０／１００ｇ

カブラレス ＱＵＥＳＥＲＡ ｄｅｌ ＣＡＲＥＳ Ｓ．Ｌ． アストリアス 青カビ ３ｋｇ ￥９８０／１００ｇ

ヴァルデオン ＱＵＥＳＥＲＩＡＳ ＰＩＣＯＳ ｄｅ ＥＵＲＯＰＡ Ｓ．Ｌ．レオン 青カビ ２，５ｋｇ ￥７５０／１００ｇ

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価＇税込（

希望小売価格
ケース＇税込（

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥790 ¥9,480

Ｍａｌａｖｅｌｌａ＇マラベーリャ（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥250 ¥6,000



No.16

株式会社 ZAS＇サス（
〒104-0041　東京都中央区新富2-15-6　新光第5ビル3F 

Tel: 03-3552-5223　Fax: 03-3552-5226

http://www.spain.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
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 生ハム
骨付き、蹄付き

：7～9ｋｇ
オープン価格

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 ソーセージ 約1.2Ｋｇ/本 オープン価格

紅ダラのカラスミ ガレ社 ムルシア カラスミ
300～500ｇ
/真空パック

オープン価格

オリーブ・オイル オリス・デ・カタルニャ社 シウラナ オリーブオイル ７５０ｍｌ/２５０ｍｌ 2500円/1000円

ケソ・デ・カブラ ラクテオス・セガーラ アリカンテ チーズ 425Ｋｇ/ホール オープン価格

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 500ｍｌ 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 750ｍｌ 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 750ｍｌ 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 750ｍｌ 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 750ｍｌ 4200円

※No.17 株式会社クロックス･インターナショナル は都合により出展されません。

No.18

有限会社 シミズ
〒526-0037　滋賀県長浜市高田町11-4

Tel: 0749-62-7373　Fax: 0749-64-1120

http://www.wine432.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

2002 アアルト ボデガス･アアルト リベラ･デル･ドゥエロ 赤 750 ¥8,400

2003 アストラレス ロス･アストラレス リベラ･デル･ドゥエロ 赤 750 ¥7,875

2003 サン･ロマン ボデガス･マウロドス トロ 赤 750 ¥7,875

2007 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 750 ¥4,200

2006 クエスタ･デ･オロ エルマノス･リュルトン ルエダ 白 750 ¥5,250

2007 エルマノス･リュルトン、ベルデホ エルマノス･リュルトン ルエダ 白 750 ¥2,940

2006 エルマノス･リュルトン、テンプラニーヨ エルマノス･リュルトン ルエダ 赤 750 ¥2,940

2007 エルマノス･リュルトン、ロサド エルマノス･リュルトン ルエダ ロゼ 750 ¥2,940

2005 エル・アルバール、バリッカス エルマノス･リュルトン トロ 赤 750 ¥13,650

2005 エル・アルバール、エクセレンシア エルマノス･リュルトン トロ 赤 750 ¥7,980

No.19

株式会社 ス･コルニ
〒105-0004　東京都港区新橋1-8-6　近江ビル4F

Tel: 03-3573-4181　Fax: 03-3573-6070

http://spain-wine.net

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

マッサナノヤ･カバ･ファミリア 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 750ml ¥2,415

ビーニャス･デ･ミエデス･ブランコ　07 ボデガス･サン･アレハンドロ D.O.カラタユ 白 750ml ¥1,470

ブラン・プラネル カステル・デル・レメイ D.O.コステルス・デル・セグレ 白 750ml ¥2,310

クアトロ　ラヤス　フェルメンタード　エン　バリッカ アグリコラ･カステジャーナ D.O.ルエダ 白 750ml ¥2,520

ゲルベンス　レッド　07 ボデガス・ゲルベンス V.T.リベラ・デル・ケイレス 赤 750ml ¥1,890

アバデンゴ･クリアンサ’04 ボデガス･リベラ･デ･ペラサス D.O.アリベス 赤 750ml ¥2,310

パゴ･デ･ロス･カペジャーネス･ローブレ　06 パゴ･デ･ロス･カペジャーネス D.O.リベラ･デル･ドゥエロ 赤 750ml ¥3,780

ゲルベンス　エボ　05 ボデガス・ゲルベンス V.T.リベラ・デル・ケイレス 赤 750ml ¥4,935

エル･リンコン　シラー＆ガルナチャ　04
パゴス･デ･ファミリア･マルケス･デ･グリニョン
エル･リンコン

D.O.ビノス･デ･マドリード 赤 750ml ¥5,040

マルケス･デ･グリニョン スンマ･バリエタリス　03
パゴス･デ･ファミリア･マルケス･デ･グリニョン
ドミニオ･デ･バルデプーサ

D.O.ドミニオ･デ･バルデプーサ
＇ビーノ･デ･パゴ（

赤 750ml ¥6,195

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価＇税込（

希望小売価格
ケース＇税込（

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥790 ¥9,480

Ｍａｌａｖｅｌｌａ＇マラベーリャ（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥250 ¥6,000



No.20

株式会社 千商
〒103-0022　東京都中央区日本橋室町2-4-15

Tel: 03-5547-5711　Fax: 03-3531-6070

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

カバ･ベルタ　ブリュット　ナチュレ　レセルバ
他3グレード

カバ　ベルタ カバ/ペネデス 泡 750ml
\3,465～

\6,300

チャコリ　チョミン　エチャニス 2007 チョミン　エチャニス チャコリ　デ　ゲタリア 白 750ml オープン価格

プラドレイ　ブランコ　ベルデホ 2006 プラドレイ ルエダ 白 750ml オープン価格

エティム　ブランコ2006 アグリコラ・ファルセット・マルサ モンサン 白 750ml ¥3,150

マンサニージャ･ソレアール アントニオ･バルバディージョ サンルカール シェリー 750ml ¥2,800

レコルバ　ティント　2006 プラドレイ リベラ　デル　ドゥエロ 赤 750ml オープン価格

オリバレス・クリアンサ2004 オリバレス フミージャ 赤 750ml ¥4,095

フィンカ・ヴィラデジョプス・クリアンサ2005 フィンカ・ヴィラデジョプス ペネデス 赤 750ml ¥4,095

AN/2　(エイエヌ２（ 2005 アニマ　ネグラ マヨルカ 赤 750ml ¥4,095

オルベン 2005 ボデガス　オルベン リオハ 赤 750ml ¥5,775

No.21

T.G.A Int. Commerce Business, S.L.日本支店
〒540-0039　大阪府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

http://www.tgafoods.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

Manzanilla Macarena Luis Caballero, S.A. Jerez シェリー 750ｍｌ ¥2,100

Fino Pavón Luis Caballero, S.A. Jerez シェリー 750ｍｌ ¥2,100

Amontillado Don Luís Luis Caballero, S.A. Jerez シェリー 750ｍｌ ¥2,100

Oloroso Real Luis Caballero, S.A. Jerez シェリー 750ｍｌ ¥2,100

Manola Cream Luis Caballero, S.A. Jerez シェリー 750ｍｌ ¥2,100

Solera Brandy de Jerez DECANO Luis Caballero, S.A. Jerez シェリーブランデー 750ｍｌ ¥2,400

Ponche Caballero Luis Caballero, S.A. リキュール 750ｍｌ ¥2,700

Baron de Oña Grupo La Rioja Alta, S.A. Rioja 赤ワイン 750ｍｌ ¥4,900

Baltasar Gracián Blanco Bodegas San Alejandro Calatayud 白ワイン 750ｍｌ ¥2,475

Ayles Merlot-Tempranillo Bodegas Señorio de Aylés Cariñena 赤ワイン 750ｍｌ ¥2,475

No.22

日本リカー 株式会社
〒108-0073　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

http://www.nlwine.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

インフィニタス･テンプラニーリョ 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 750ml ¥1,365

インフィニタス･シャルドネ･ヴィウラ 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 750ml ¥1,365

ヴィーニャ･ポマール･クリアンサ ボデガス･ビルバイナス リオハ 赤 750ml ¥1,995

ラ･ヴィカランダ･レゼルバ ボデガス･ビルバイナス リオハ 赤 750ml ¥3,570

エセンシア･バルデマール･ブランコ ボデガス･ヴァルデマール リオハ 白 750ml ¥1,680

エセンシア･バルデマール･ティント ボデガス･ヴァルデマール リオハ 赤 750ml ¥1,680

カントス・デ・バルピエドラ フィンカ・バルピエドラ リオハ 赤 750ml ¥3,360

フィンカ･バルピエドラ･レゼルバ フィンカ・バルピエドラ リオハ 赤 750ml ¥5,250

フィンカ･アンティグア･テンプラニーリョ フィンカ・アンティグア カスティーリャ･ラ･マンチャ 赤 750ml ¥2,100

フィンカ･アンティグア･カベルネ･ソーヴィニヨン フィンカ・アンティグア カスティーリャ･ラ･マンチャ 赤 750ml ¥2,100

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価＇税込（

希望小売価格
ケース＇税込（

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥790 ¥9,480

Ｍａｌａｖｅｌｌａ＇マラベーリャ（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥250 ¥6,000



No.23

ピーロート･ジャパン 株式会社
〒108-0075　東京都港区港南2-13-31　品川NSS5F

Tel: 03-3458-4473　Fax: 03-3458-4787

http://www.pieroth.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

プリヴァト　カヴァ･ブリュット･
ネイチャー･リゼルヴァ　ＮＶ アルタ　アレーリャ アレーリャ 発泡 750 ¥2,900

コンデサ・エイロ ボデガス・バルトラビエソ ルエダ 白 750 ¥2,800

プエルタ・デル・ソル　'07 ヴィノス・ヘロミン マドリッド 白 750 ¥2,800

パソ･デ･セニョランス　'06 パソ･セニヨランス リアス･バイシャス 白 750 ¥5,000

アルティガ・ガルナッチャ　'07 アルティガ・フュステル カンポ・デ・ボルハ 赤 750 ¥1,200

アルテロ　'04 ヴィニェドス Y ボデガス ムニョス ラ･マンチャ 赤 750 ¥1,950

プエルタ・デ・アルカラ　'04 ヴィノス・ヘロミン マドリッド 赤 750 ¥2,000

フィンカ･ソブレノ　'03 ボデガス　ソブレノ トロ 赤 750 ¥3,350

バロン・ド・ラホヨサ・グラン・レゼルヴァ　'98 ボデガス・イグナチオ・マリン カリニェーナ 赤 750 ¥4,000

コマ･ヴェッラ　'03 マス･ダン･ジル プリオラート 赤 750 ¥5,350

No.24

株式会社 ビギー･ジャパン
〒104-0055　東京都中央区豊海町3-13　ヨモ七豊海倉庫2F

Tel: 03-5560-8871　Fax: 03-5560-8820

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

カブラレス  ホール ケセラ　カレス アステュリアス地方 ブルータイプ
約2.3ｋｇ/PC

2PC/CS
\7,875/K

マンチェゴ 3M フォルラサ ラ・マンチャ地方 ハードタイプ
約3ｋｇ/PC
3PC/CS

\6,825/K

マンチェゴ DO10-12M パサモンテ 〃 〃
約3ｋｇ/PC
4PC/CS

\7,140/K

グラン・カピタン フォルラサ 〃 〃
450ｇ/PC
１２PC/CS

\3,570/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 セミハードタイプ
約500ｇ/PC
20PC/CS

\7,350/K

テネリフェ　スモーク 〃 〃 〃
約500ｇ/PC
20PC/CS

\7,350/K

テネリフェ　ゴフィオ 〃 〃 〃
約500ｇ/PC
20PC/CS

\7,350/K

エレーニョ　ナチュラレ コーポラティブ　ガナデロス エル･イエロ島 〃 約350ｇ/PC \7,350/K

エレーニョ　スモーク 〃 〃 〃 約500ｇ/PC \7,350/K

No.25

プロスタイルデザイン 株式会社
〒107-0072　東京都港区南青山7-10-7　2F

Tel:03-5774-8288　Fax: 03-5774-8289

http://www.prostyle-design.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価＇税込（

希望小売価格
ケース＇税込（

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥790 ¥9,480

Ｍａｌａｖｅｌｌａ＇マラベーリャ（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥250 ¥6,000



No.26

有限会社 ペスカ
〒259-1131　神奈川県伊勢原市伊勢原1-14-18

Tel: 0463-93-6005　Fax: 0463-93-6055

http://www.pesuca.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

“ウニオ”オーガニックExv.オリーブオイル 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 500ml ¥3,150

“セルピス”スタフド･オリーブ＇生ハム、チョリソ入り他（ カンディド･ミロ社 アリカンテ 缶入 300g ¥746

“アドミラル”アンチョビ各種＇フィレ、ロール、ペースト（ ユリータ･アンド･サンズ社 ギプスコア 瓶･缶入 50g～ \420～

“セルピス”オリーブの実＇グリーン、ブラック、スタフド（ カンディド･ミロ社 アリカンテ 瓶･缶他 125g～ \294～

“ﾊﾟﾗﾓ･ﾃﾞ･ｸﾞｽﾏﾝ”100％チューラ種羊乳チーズ ヌエストラス･セパス社 リベラ･デル･ドゥエロ ハード 125g ¥1,365

“ﾊﾟﾗﾓ･ﾃﾞ･ｸﾞｽﾏﾝ”100％羊乳チーズ＇Exv.Oil漬け（ ヌエストラス･セパス社 リベラ･デル･ドゥエロ ハード 250g ¥3,150

“ﾊﾟﾗﾓ･ﾃﾞ･ｸﾞｽﾏﾝ”ワイン各種 ヌエストラス･セパス社 リベラ･デル･ドゥエロ 赤 750ml オープン価格

“マルタ”カバ各種＇フル、ハーフ（ カナルス･カナルス社 ペネデス カバ 375ml～ オープン価格

“ペスカ”あんこうの肝＇水煮（ ラ･コルーニャ 缶入 190g～ \1,260～

No.27

ボニリジャパン 株式会社
〒562-0013　大阪府箕面市坊島4-10-2

Tel: 072-725-1991　Fax: 072-725-1995

http://www.bonili.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ブリュットナチュレ　グラン･レゼルバ フェルミ･ボイガス カバ カバ 750 ¥2,625

グランバザン　アンバル　2006 アルバロ･デ･バザン リアス･バイシャス 白 750 ¥3,150

テラスガウダ　オロサル　2005 ボデガス　･テラス･ガウダ リアス･バイシャス 白 750 ¥3,150

ミステラ　モスカテル　トゥリス ラ･バロニア･デ･トゥリス バレンシア 白　甘口 750 ¥1,680

エスティロ　21　テンプラニーヨ ボデガス･ヴェルデュゲス ラマンチャ 赤 750 ¥1,365

カスティロ　トゥリス　グランレゼルバ　2001 ラ･バロニア･デ･トゥリス バレンシア 赤 750 ¥1,890

マ・デ・バザン　クリアンサ　カベルネソービニオン　2004 アルバロ･デ･バザン ウティエル・レケナ 赤 750 ¥2,310

ヴァルデラーナ　クリアンサ　2005 ボデガ　ヴァルデラーナ リオハ 赤 750 ¥2,625

メスネロス・ド・カスティーヤ　ローヴ　2005 ボデガス　イスマエル　アロージョ リベラ･デル･デュエロ 赤 750 ¥2,415

ミロス･デ･リベラ･クリアンサ　2003 ボデガス･ペナフィエル リベラ･デル･デュエロ 赤 750 ¥3,675

ＮＰＵ　アモンティリャード サンチェス･ロマテ ヘレス シェリー 750 ¥3,675

No.28

ミリオン商事 株式会社
〒104-0033　東京都中央区新川1-15-2

Tel: 03-3551-7403　Fax: 03-3551-7402

http://www.milliontd.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ロス　カミニージョス　ティント '05 ボデガス・フランシスコ・カサス マドリッド 赤 ７５０ｍｌ ¥1,365

ロス　カミニージョス　ブランコ '06 ボデガス・フランシスコ・カサス マドリッド 白 ７５０ｍｌ ¥1,365

センブロ　ティント '04 ハロ リベラ デル デュエロ 赤 ７５０ｍｌ ¥2,625

ビニャ　ゴルマス '06 ゴルマス リベラ デル デュエロ 赤 ７５０ｍｌ ¥1,680

ラウロナ '02 ラウロナ モンサン 赤 ７５０ｍｌ ¥4,515

ギティアン　ゴデ－ジョ　ソブレ　リアス '05 フィンカ・ア・タパダ バルデオラス 白 ７５０ｍｌ ¥4,410

リバス　デル　クア　メンシア '03 リバス・デル・クア ビエルソ 赤 ７５０ｍｌ ¥3,150

エスクトゥリト　ブリュット セラー・エスペルト エンポルダ・コスタ・ブラバ 白/泡 ７５０ｍｌ ¥3,150

ビラデジョプス　ティント '05 フィンカ・ビラデジョプス ペネデス 赤 ７５０ｍｌ ¥2,415

“Ｍ”　ブリュット　ナチュレ '04 メストレス カバ 白/泡 ７５０ｍｌ ¥4,200

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価＇税込（

希望小売価格
ケース＇税込（

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥790 ¥9,480

Ｍａｌａｖｅｌｌａ＇マラベーリャ（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥250 ¥6,000



No.29

株式会社 明治屋
〒104-8302　東京都中央区京橋2-2-8

Tel: 03-3271-1136　Fax: 03-3271-1126

http://www.meidi-ya.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

レゼルヴァ･ヴィンテージ･ブリュット ジュヴェ･カンプス DOカヴァ
スパークリング

白
750 ¥1,995

レゼルヴァ･デ･ラ･ファミリア･エクストラ･ブリュット ジュヴェ･カンプス DOカヴァ
スパークリング

白
750 ¥3,045

レゼルヴァ･ロゼ･ブリュット ジュヴェ･カンプス DOカヴァ
スパークリング

ロゼ
750 ¥3,045

グランド･ブリュット ジュヴェ･カンプス DOカヴァ
スパークリング

白
750 ¥5,775

エルミタ･デスピエール ジュヴェ･カンプス DOペネデス 白 750 ¥1,995

カサ･ヴェーリャ･デスピエール ジュヴェ･カンプス DOペネデス 赤 750 ¥1,995

ドライサック･フィノ ウィリアムス＆ハンバート DOヘレス シェリー　フィノ 750 ¥2,415

ドライサック ウィリアムス＆ハンバート DOヘレス シェリー 750 ¥2,625

カナスタ･クリーム ウィリアムス＆ハンバート DOヘレス シェリー　クリーム 750 ¥2,625

マンサニージャ･アレグリア ウィリアムス＆ハンバート DOヘレス シェリー
マンサニージャ 750 ¥2,205

No.30

メルシャン 株式会社
〒104-8305　東京都中央区京橋1-5-8

Tel: 03-3231-3905　Fax: 03-3276-0152

http://www.mercian.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

レゼルバ・ラベントス コドーニュ カバ
スパークリング

白
750ml オープン価格

ライマット・テンプラ二ーニョ ライマット コステルス・デル・セグレ 赤 750ml オープン価格

フィンカ・レサルソ エミリオ・モロ リベラ・デル・デュエロ 赤 750ml オープン価格

フィンカ・デ・アランテイ ボデガ・ラ・ヴァル リアス・バイシャス 白 750ml オープン価格

ソラネス シムス・デ・ポレラ プリオラート 赤 750ml オープン価格

ボルサオ・クラシコ・ティント ボルサオ カンポ・デ・ボルハ 赤 750ml オープン価格

ソルデペニャス・ブランコ フェリックス・ソリス ヴィニェードス・デ・エスパーニャ 白 750ml オープン価格

アルトザーノ・ベルデホ・ソーヴィニヨンブラン ゴンザレス・ビアス ヴィノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ 白 750ml オープン価格

ベロニア・クリアンサ ベロニア リオハ 赤 750ml オープン価格

ティオ・ぺぺ ゴンザレス・ビアス ヘレス シェリー 750ml オープン価格

No.31

株式会社 モトックス
〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-9-10

Tel: 06-6723-3131 Fax: 06-6723-3140

http://www.mottox-wine.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

バルミニョール　アルバリーニョ(2007) アデガス・バルミニョール ガリシア 白/辛口 750ml ¥2,790

ラッチ・デ・ライム(2007) セリェール・ピニョル カタルーニャ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,580

サクラ・ナトゥーラ(2006) セリェール・ピニョル カタルーニャ 赤/フルボディ 750ml ¥2,790

アバイ　ガルナッチャ(2006) ボデガス・アバイ セントロ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,050

アバイ　メルロー(2006) ボデガス・アバイ セントロ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,160

モンサラ　カバ　ブルット(NV) バルディネット カタルーニャ 白/辛口 750ml ¥1,680

イプシス　クリアンサ(2005) ビンス・パドロ カタルーニャ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,580

イプシス　ブランク・フロール(2007) ビンス・パドロ カタルーニャ 白/辛口 750ml ¥1,260

クロス・ロヘン(2007) ボデガス・イ・ビニェードス・ポンセ セントロ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,000

ダバティス　トレパット　カバ　ブルット　ロゼ(2005) セリェールス・カンプ・デ・タラゴナ カタルーニャ ロゼﾞ/辛口 750ml ¥2,420

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価＇税込（

希望小売価格
ケース＇税込（

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥790 ¥9,480

Ｍａｌａｖｅｌｌａ＇マラベーリャ（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥250 ¥6,000



No.32

ユニオンリカーズ 株式会社
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-6-7 DF霞ヶ関プレイス

Tel: 03-5510-2684 Fax: 03-5510-0137

http://www.union-liquors.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

＇税込（

マンサニージャ･ラ･ヒターナ ボデガス･イダルゴ･ラ･ヒターナ社 DOヘレス シェリー 750ml ¥2,205

イダルゴ･ブランコ ボデガス･イダルゴ･ラ･ヒターナ社 DOヘレス 白 750ml ¥1,837

ラモンビルバオ･シングルヴィンヤード ラモン･ビルバオ社 DOCリオハ 赤 750ml ¥1,995

ボルテオ・ブランコ ディエゴ・サモラ社 VdTカスティーリャ 白 750ml ¥1,260

ボルテオ・ティント ディエゴ･サモラ社 VdTカスティーリャ 赤 750ml ¥1,260

タルヴァ パゴ･デル･ヴィカリオ社 シウダッドレアル 白 750ml ¥3,255

50/50 パゴ･デル･ヴィカリオ社 シウダッドレアル 赤 750ml ¥3,255

バルドリナル６ ボデガス･スルコ社 DOリベラ･デル･ドゥエロ 赤 750ml ¥2,887

バルドリナル･サンタマリア ボデガス･スルコ社 DOルエダ 白 750ml ¥2,756

アルバリーニョ･コンデス･デ･アルバレイ アデガ･コンデス･デ･アルバレイ DOリアスバイシャス 白 750ml ¥3,150

No.33

有限会社 ラ･マンガ･コーポレーション
〒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

http://www.lamanga.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
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 瓶詰め 120g ¥2,940

イベリコ･デ･ベジョータ腸詰･原木ハーフ
(ロモ･チョリソ･サルチチョン)

ドン･イベリコ社 ギフエロ 原木ハーフ 不定貫 \10,290～/kg

イベリコ･デ･ベジョータ･ロミート原木 ドン･イベリコ社 ギフエロ 原木 不定貫 \15,225/kg

イベリコ･デ･ベジョータ･ハモン･ホール ドン･イベリコ社 ギフエロ 原木 不定貫
8.0～8.5kg \18,165/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) パック 350g ¥1,470

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 箱 1kg ¥10,500

ナトゥルヴィエ
(エクストラ･バージン･オリーブオイル)

セスマ社 バダホス ボトル 500ml ¥3,200

ナトゥルヴィエ
(エクストラ･バージン･オリーブオイル)

セスマ社 バダホス ミニボトル 25ml ¥252

No.34

株式会社 リョーショクリカー
〒143-6560　東京都大田区平和島6-1-1

Tel: 03-3767-4850　Fax: 03-3767-1471

http://www.ryoshoku.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

セグラヴューダス　ブルートレゼルバ　 セグラヴューダス ＤＯカバ 白 750ml ¥1,680

セグラヴューダス　セミセコ セグラヴューダス ＤＯカバ 白 750ml ¥1,680

セグラヴューダス　ラヴィットロサード セグラヴューダス ＤＯカバ ロゼ 750ml ¥1,890

セグラヴューダス　ブルートレゼルバ　エレダード セグラヴューダス ＤＯカバ 白 750ml ¥5,565

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 ＤＯカバ 白 750ml ¥2,520

セグラヴューダス　アリア　ブルートナチュレ セグラヴューダス ＤＯカバ 白 750ml ¥2,415

セグラヴューダス　ラヴィット　ブルートナチュレ セグラヴューダス ＤＯカバ 白 750ml ¥2,520

セグラヴューダス　トレガリマネィ　ブルートナチュレ セグラヴューダス ＤＯカバ 白 750ml ¥4,095

セグラヴューダス　ヴィーニャエレダッド　ティント セグラヴューダス DOペネデス 赤 750ml ¥1,553

セグラヴューダス　ヴィーニャエレダッド　ブランコ セグラヴューダス DOペネデス 白 750ml ¥1,553

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価＇税込（

希望小売価格
ケース＇税込（

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥790 ¥9,480

Ｍａｌａｖｅｌｌａ＇マラベーリャ（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥250 ¥6,000



No.35

レセルバ イベリカ ジャパン 有限会社
〒732-0023 広島県広島市東区中山東1-3-15-1001

Tel: 082-508-6758 Fax: 082-508-6758

www.reservaiberica.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
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 Ｄ．Ｏギフエロ エンテロ 約6ｋｇ \12,810/kg

レセルバ イベリコ レセルバ イベリカ D.Oギフエロ エンテロ 約5ｋｇ \6,195/kg

ハモンセラーノレセルバ レセルバ イベリカ D.Oギフエロ エンテロ 約8ｋｇ \4,410/kg

グラン レセルバ ベジョータボンレス レセルバ イベリカ D.Oギフエロ ボンレス 約4ｋｇ \19,950/kg

レセルバ イベリコ ボンレス レセルバ イベリカ D.Oギフエロ ボンレス 約2.5ｋｇ \13,335/kg

ハモンセラーノレセルバボンレス レセルバ イベリカ D.Oギフエロ ボンレス 約5ｋｇ \6,300/kg

ロモ ベジョータ グラン レセルバ レセルバ イベリカ D.Oギフエロ ケーシング 約１ｋｇ \15,750/kg

チョリソ ベジョータ レセルバ レセルバ イベリカ D.Oギフエロ ケーシング 約１ｋｇ \5,775/kg

生ハム台＇ハモネラ（ レセルバ イベリカ ハブゴ 器具 1 ¥15,750

スライスナイフ ＡＲＣＯＳ アルバセテ スライス 1 ¥7,350

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
1ケース
入数

希望小売価格
単価＇税込（

希望小売価格
ケース＇税込（

ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ (ヴィッチーカタラン)：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 軟水 250ｍｌ 24 ¥390 ¥9,360

〃 〃 〃 〃 500ｍｌ 20 ¥490 ¥9,800

〃 〃 〃 〃 1000ｍｌ 12 ¥790 ¥9,480

Ｍａｌａｖｅｌｌａ＇マラベーリャ（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ カルデス デ マラベーリャ 硬水 330ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

〃 〃 〃 〃 750ｍｌ 12 ¥720 ¥8,640

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：瓶 ＧＲＵＰＯ ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ サン イラリ サカルム 軟水 500ｍｌ 20 ¥420 ¥8,400

ＦＯＮＴ Ｄ’ＯＲ＇フォンドール（：ペットボトル 〃 〃 〃 500ｍｌ 24 ¥250 ¥6,000


