
「スペインワイン&フード テイスティング商談会 2009」
6月23日（火） ソラリア西鉄ホテル 出展アイテムリスト

No.1

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 カスティリャ 赤 750ｍｌ ¥1,617

レイシス １ ボデガス サンアレハンドロ ヴィノ デ メサ 赤 750ｍｌ ¥4,410

レイシス ガルナッチャ ボデガス サンアレハンドロ カラタユド 赤 750ｍｌ ¥1,869

レイシス 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 750ｍｌ ¥1,869

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 750ｍｌ ¥2,205

ラスロカス ガルナッチャ ヴェ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 750ｍｌ ¥3,675

カピトソ セミクリアンサ ボデガス アルタンザ リオハ 赤 750ｍｌ ¥1,943

レアルタンザ クリアンサ ボデガス アルタンザ リオハ 赤 750ｍｌ ¥2,436

モセン ルエダ ボデガス アンターニョ ルエダ 白 750ｍｌ ¥1,628

センダ デロロ ボデガス ヴィスカラ リベラ デル ドゥエロ 赤 750ｍｌ ¥2,310

他

No.2

株式会社 飯田

〒581-0085　大阪府八尾市安中町1-1-29

TEL: 072-923-6244  FAX: 072-923-6892

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）

スマロッカ　カバ　ブリュット　レゼルバ スマロッカ カタルーニャ州　ペネデス 泡（辛） 750ｍｌ ¥1,785

スマロッカ　ドライ　ミュスカ スマロッカ カタルーニャ州　ペネデス 白（やや辛） 750ｍｌ ¥1,680

モンテ　パルマ　ヴェルデホ ボデガス　チェロッソル カスティーリャ・イ・レオン州　ルエダ 白（辛） 750ｍｌ ¥1,523

ボデガス　エングエラ　 トレマリア　グラン　レゼルヴァ ボデガス　エングエラ バレンシア州　バレンシア 赤（辛） 750ｍｌ ¥1,155

フォルティウス　ホーベン　テンプラニーリョ ボデガス　ヴァルカルロス ナバーラ州　ナバーラ 赤（辛） 750ｍｌ ¥1,260

グラディウム　テンプラニーリョ　クリアンサ ボデガス　カンポス　レアレス ラマンチャ州　ラマンチャ 赤（辛） 750ｍｌ ¥1,365

ボデガス　コンデ　ヴィヴィル　ヴィヴィル ボデガス　コンデ カスティーリャ　イ　レオン州リベラ・デル・デュエロ 赤（辛） 750ｍｌ ¥1,575

ヴィーニャ　サンタマリーナ　エクウス ヴィーニャ　サンタマリーナ エストレ　マドゥーラ州 赤（辛） 750ｍｌ ¥1,418

ボデガ　ロス　800　 ボデガ　ロス　800 カタルーニャ州　プリオラート 赤（辛） 750ｍｌ ¥2,520

ヴィーニャ　エルミニア　レゼルバ ヴィーニャ　エルミニア リオハ 赤（辛） 750ｍｌ ¥3,255

他

No.3

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）

イベリベリコ：ハモン・イベリコ コンソルシオ・デ・ハブーゴ社 アンダルシア ブロック・スライス オープン価格

イベリベリコ：イベリコ腸詰類 デリバードス・デル・セルド・イベリコ社 アンダルシア ブロック・スライス オープン価格

エスプーニャ：ハモン・セラーノ エスプーニャ社 カタルーニャ ブロック・スライス オープン価格

エスプーニャ：白豚腸詰類 エスプーニャ社 カタルーニャ ブロック オープン価格

スペインチーズ ベガハルディン社 各地 ホール、ポーション オープン価格

メンブリージョ ベガハルディン社 カスティーリャ・イ・レオン プラスティックケース net 170g/pc オープン価格

魚製品 ベガハルディン社 バレンシア ブロック・カットブロック 参考出展

オリーブオイル アグロ・アルクディア社 マジョルカ ボトル 250ml/bottle 参考出展

塩 マジョルカ 箱入り 250g/pc 参考出展

他
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No.4

株式会社 イベロジャパン

〒811-2124　福岡県粕屋郡宇美町若草2-10-7

TEL: 092-957-6656  FAX: 092-933-0220

http://www.ibero.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

クリスティーナ・グラン・レセルヴァ・ビンテージ　フル マスティネル社 泡（白） 750ml ¥5,800

クリスティーナ・グラン・レセルヴァ・ビンテージ　ハーフ マスティネル社 泡（白） 375ml ¥2,900

ブルット･ロゼ・レセルヴァ マスティネル社 泡（ロゼ） 750ml ¥3,600

クロス　サン　パウ マスティネル社 ワイン（白） 500ml ¥2,940

ナチュレ・レアル・グラン・レセルヴァ マスティネル社 泡（白） 750ml ¥2,600

他

No.5

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: 03-5433-6366  FAX: 03-5433-6644

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）

ナヴェラン・ブリュット・レゼルヴァ　N/V ナヴェラン ペネデス カヴァ 750ｍｌ ¥2,195

マカベオ・シャルドネ　2008 ラモン・ロケッタ カタルーニャ 白 750ｍｌ ¥1,722

ヴィーニャ・サラマンカ・ブランコ　2008 ボデガス・ヴァルデアグィラ カスティーリア・イ・レオン 白 750ｍｌ ¥1,932

ロ・ヌエストロ・ガルナッチャ・ティント・ホーベン　2007 ボデガス・アルコンデ ナバーラ 赤 750ｍｌ ¥1,460

ヴィーニャ・サラマンカ・ティント　2007 ボデガス・ヴァルデアグィラ カスティーリア・イ・レオン 赤 750ｍｌ ¥1,932

テンプラニーリョ　2008 ラモン・ロケッタ カタルーニャ 赤 750ｍｌ ¥1,628

カベルネ・ソーヴィニョン　2006　 ラモン・ロケッタ カタルーニャ 赤 750ｍｌ ¥1,722

メルロー　2006 ラモン・ロケッタ カタルーニャ 赤 750ｍｌ ¥1,722

リゼルヴァ　2004 ラモン・ロケッタ カタルーニャ 赤 750ｍｌ ¥1,722

ティント・ロア・ホーベン　2007 ボデガス・ディ・ヴィーニョス・デ・ラウダ リベラ・デル・デュエロ 赤 750ｍｌ ¥2,016

他

No.6

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

http://www.iberico.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ハモンイベリコベジョータ骨付原木40ヶ月熟成 カサルバ カスティーリャ・レオン州　ブルゴス 生ハム原木 約9.5kg 約\94,810

ハモンイベリコセボ骨付原木30ヶ月熟成 カサルバ カスティーリャ・レオン州　ブルゴス 生ハム原木 約9kg 約\56,700

ハモンセラーノ骨付原木24ヶ月熟成 カサルバ カスティーリャ・レオン州　ブルゴス 生ハム原木 約9kg 約\31,950

ハモン・デ・トレベレス23ヶ月熟成（黒ラベル） フビレス アルプハーラ地方　 トレベレス村 生ハム原木 約10kg 約\33,500

ハモン・デ・トレベレス20ヶ月熟成（赤ラベル） フビレス アルプハーラ地方　 トレベレス村 生ハム原木 約8.4kg 約\26,460

チョリソー・イベリコベジョータ カサルバ カスティーリャ・レオン州　ブルゴス サラミ 約1.5kg 約\8,700

サルチチョン・イベリコベジョータ カサルバ カスティーリャ・レオン州　ブルゴス サラミ 約1.5kg 約\8,700

パンセタ・イベリコベジョータ カサルバ カスティーリャ・レオン州　ブルゴス サラミ 約1.5kg 約\3,625

ソブラサーダ・イベリコベジョータ カサルバ カスティーリャ・レオン州　ブルゴス サラミ 約1.5kg 約\5,700

Afinoxハモネロ アフィノックス バレンシア地方 生ハムホルダー 約11.5kg ¥65,000

他
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No.7

サントリーワインインターナショナル 株式会社

〒100-0014　東京都千代田区永田町2-13-5　赤坂エイトワンビル4F

TEL: 03-3595-3862  FAX: 03-3595-3873

http://www.suntory.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

トーレス サングレ デ トロ（赤） トーレス カタルーニャＤＯ 赤 750ｍｌ
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\1,585）

グラン サングレ デ トロ （赤） トーレス カタロニアＤＯ 赤 750ｍｌ
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\2,530）

グラン サングレ デ トロ （白） トーレス ペネデスＤＯ 白 750ｍｌ
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\2,530）

ヴィニャ エスメラルダ トーレス カタルーニャＤＯ 白 750ｍｌ
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\1,911）

サン ヴァレンティン （赤） トーレス カタルーニャＤＯ 赤 750ｍｌ
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\1,890）

フレシネ コルドン ネグロ フレシネ カヴァＤＯ カヴァ 750ｍｌ
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\1,879）

フレシネ セミセコ・ロゼ フレシネ カヴァＤＯ カヴァ 750ｍｌ
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\1,869）

フレシネ ブリュット・バロッコ（カートン入り） フレシネ カヴァＤＯ カヴァ 750ｍｌ
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\3850）

カステルブランチ ブリュット ゼロ カステルブランチ カヴァＤＯ カヴァ 750ｍｌ
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\1,879）

カステルブランチ ブリュット ゼロ ナチュレ カステルブランチ カヴァＤＯ カヴァ 750ｍｌ
ｶﾀﾛｸﾞ価格

（\2,730）

他

No.8

JSRトレーディング 株式会社

〒105-0021　東京都港区東新橋1-9-2　汐留住友ビル22F

TEL: 03-6218-3814  FAX: 03-6218-3821

http://www.jsrtr.com/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

カンポブルゴ・ティント2007 マルケス・デ・カンポヌーヴレ リオハ 赤 750ｍｌ ¥1,785

カンポブルゴ・ブランコ2006 マルケス・デ・カンポヌーヴレ リオハ 白 750ｍｌ ¥1,785

アルドニア ボデガス・アルドニア リオハ 赤 750ｍｌ ¥3,465

ガルナッチャ・ド・フエーゴ ボデガス・アテカ カラタユード 赤 750ｍｌ ¥2,520

ヴェンタ・ラ・オッサ ボデガス・マノ・ア・マノ ラマンチャ 赤 750ｍｌ ¥6,300

パラシオ・デ・モンサルード ヴィーニャ・エストレメニャ エストレマドゥーラ 赤 750ｍｌ ¥2,100

パラシオ・デ・ヴァルデインファンテ ヴィーニャ・エストレメニャ エストレマドゥーラ 赤 750ｍｌ ¥2,625

パソ・ド・ラ・プラータ ボデガス・ヴァルディヴィア ヘレス 白 750ｍｌ ¥2,100

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 カヴァ（ペネデス） 泡（白） 750ｍｌ ¥2,625

ロベルト・ホタ・ムール　エスペシアル・トラディシオ　ブリュット・ナチュレロベルト・ホタ・ムール カヴァ（ペネデス） 泡（白） 750ｍｌ ¥4,725

他

No.9

株式会社 スマイル

〒112-0013　東京都文京区音羽2-10-2　音羽NSビル3F

TEL: 03-3946-3200  FAX: 03-3946-4900

http://www.smilecorp.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

カーサモレナ　赤 ボデガス・フェリックス・ソリス ヴァルデペイニャス 赤（フルボディ） 750ｍｌ ¥788

カーサモレナ　白 ボデガス・フェリックス・ソリス ヴァルデペイニャス 白（辛口） 750ｍｌ ¥788

ディエゴ・デ・アルマグロ　クリアンサ ボデガス・フェリックス・ソリス ヴァルデペイニャス 赤（フルボディ） 750ｍｌ ¥935

ディエゴ・デ・アルマグロ　レゼルバ ボデガス・フェリックス・ソリス ヴァルデペイニャス 赤（フルボディ） 750ｍｌ ¥1,313

ディエゴ・デ・アルマグロ　グランレゼルバ ボデガス・フェリックス・ソリス ヴァルデペイニャス 赤（フルボディ） 750ｍｌ ¥1,838

カリッサ ボデガス・フェリックス・ソリス ヴァルデペイニャス 赤（フルボディ） 750ｍｌ ¥1,155

エル・シルクロ ボデガス・フェリックス・ソリス リオハ 赤（フルボディ） 750ｍｌ ¥1,260

アナリヴィア　ソーヴィニヨンブラン ボデガス・フェリックス・ソリス ルエダ 白（辛口） 750ｍｌ ¥1,418

チャコリ・デ・ゲタリア　赤 タライ・ベッリ バスク 赤（フルボディ） 750ｍｌ ¥3,885

チャコリ・デ・ゲタリア　白 タライ・ベッリ バスク 白（辛口） 750ｍｌ ¥2,993

他
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No.10

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 ハモン・サラマンカ社 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 \2,500/\1,000

ケソ・デ・カブラ ラクテオス・セガーラ アリカンテ チーズ 425ｇ/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 750ｍｌ ¥2,100

ロベル・ブリュット・レセルバ ロベジャ ペネデス カヴァ 750ｍｌ ¥2,100

ラ・プランタ アルスアーガ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ｍｌ ¥2,310

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 750ｍｌ ¥3,150

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 ¥4,200

他

No.11

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 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 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 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 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 700ml ¥1,785

他

No.12

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

http://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（エンテロ） レセルバ　イベリカ D.Oギフエロ 骨付き・蹄付き 約7ｋｇ 相談

イベリコ　レセルバ レセルバ　イベリカ D.Oギフエロ 骨付き・蹄付き 約5ｋｇ 相談

セラーノ　レセルバ レセルバ　イベリカ D.Oギフエロ 骨付き・蹄付き 約8ｋｇ 相談

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 骨無し 約5ｋｇ 相談

イベリコ　レセルバ（ボンレス） レセルバ　イベリカ D.Oギフエロ 骨無し 約2.5ｋｇ 相談

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 骨無し 約5ｋｇ 相談

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 腸詰め 約500ｇ 相談

チョリソ　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 腸詰め 約500ｇ 相談

ナイフ アルコス アルバセテ ¥7,350

ハモネロ レセルバ　イベリカ ハブーゴ ¥15,750

他



「スペインワイン&フード テイスティング商談会 2009」
6月23日（火） ソラリア西鉄ホテル 出展アイテムリスト

No.13

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　ラウンジ カバ　ベルタ カバ 泡 750ml ¥3,150

チャコリ・チョミン・エチャニス2008 チョミン・エチャニス チャコリ・デ・ゲタリア 白 750ml ¥3,150

エティム・ブランコ2008 ファルセット・マルサ モンサン 白 750ml ¥3,150

アサバチェ・ブランコ ボデガス・アルデアヌエバ リオハ 白 750ml オープン価格

ペルフェクト カスティージョ・デ・メディナ ルエダ 白 750ml オープン価格

プラドレイ・クリアンサ レアル・シティオ・デ・ヴェントシーリャ リベラ・デル・ドウエロ 赤 750ml オープン価格

オリバレス・クリアンサ ボデガス・オリバレス フミージャ 赤 750ml オープン価格

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

フィンカ・ヴィジャクレセス フィンカ。ヴォジャクレセス リベラ・デル・ドウエロ 赤 750ml ¥6,300

アシエンダ・モナステリオ アシエンダ・モナステリオ リベラ・デル・ドウエロ 赤 750ml ¥8,925

他

No.14

有限会社 ヌーヴェル･セレクション

〒171-0022　東京都豊島区南池袋2-4-1　S・Aオフィス南池袋102号

TEL: 03-5957-1955  FAX: 03-3989-9501

http://www.nouvellesselections.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ブルット 1+1=3 （ウ・メス・ウ・ファン・トレス） DOカヴァ 泡（白） 750ml ¥2,100

ブルット・ナトゥーレ 1+1=3 （ウ・メス・ウ・ファン・トレス） DOカヴァ 泡（白） 750ml ¥2,415

ブルット・ロサード　ピノ・ノワール 1+1=3 （ウ・メス・ウ・ファン・トレス） DOカヴァ 泡（ロゼ） 750ml ¥3,150

ブルット ボイｰｶﾞｽ DOカヴァ 泡（白） 750ml ¥2,310

ブルット・ナトゥーレ　グラン・レセルバ ボイｰｶﾞｽ DOカヴァ 泡（白） 750ml ¥2,730

ブルット・レセルバ ファレ・イ・カタスス DOカヴァ 泡（白） 750ml ¥2,310

ブルット パレス・バルタ DOカヴァ 泡（白） 750ml ¥1,995

ブランカ・クジーネ パレス・バルタ DOカヴァ 泡（白） 750ml ¥4,410

ブルット・ナトゥーレ　グラン・レセルバ1996 カステル・デ・グラブアック DOカヴァ 泡（白） 750ml ¥2,835

エクス・デ・エストレマドゥーラ　ブルット・ナトゥーレ ルイス・トーレス VdT デ・エストレマドゥーラ 泡（白） 750ml ¥1,785

他

No.15

三国ワイン 株式会社

〒104-0033　東京都中央区新川1-17-18

TEL: 03-5542-3941  FAX: 03-5540-8392

http://www.mikuniwine.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ロジャーグラート カヴァ ロゼ・ブリュット ロジャーグラート ペネデス カヴァ 750ｍｌ ¥2,310

ロジャーグラート カヴァ ゴールド ブリュット ロジャーグラート ペネデス カヴァ 750ｍｌ ¥2,205

ロジャーグラート プラチナ ドゥミ・セック ロジャーグラート ペネデス カヴァ 750ｍｌ ¥2,205

ロジャーグラート グラン・キュヴェ ロジャーグラート ペネデス カヴァ 750ｍｌ ¥3,150

モンフェラン ベルタ・ブーズィ モンフェラン カタルーニャ地方 カヴァ 750ｍｌ オープン価格

モンフェラン グラン レゼルヴァ モンフェラン カタルーニャ地方 カヴァ 750ｍｌ オープン価格

モンフェラン レゼルヴァ ブリュット モンフェラン カタルーニャ地方 カヴァ 750ｍｌ オープン価格

モンフェラン ロゼ ピノノアール モンフェラン カタルーニャ地方 カヴァ 750ｍｌ オープン価格

セニョーリオ・デ・ルーラ テンプラニーリョ セニョーリオ・デ・ルーラ ナバーラ 赤 750ｍｌ オープン価格

セニョーリオ・デ・ルーラ ガルナッチャ セニョーリオ・デ・ルーラ ナバーラ 赤 750ｍｌ オープン価格

他
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No.16

株式会社 ディバース

〒106-0044　東京都港区東麻布1-14-4-2F

TEL: 03-3586-8183  FAX: 03-3586-8189

http://www.diverse.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ハモン・イベリコ・ベジョータ リサルド・カストロ・マルティン社 サラマンカ 生ハム 7.5～8.5kg 約\10,600/kg

ハモン・イベリコ・セボ・デ・カンポ リサルド・カストロ・マルティン社 サラマンカ 生ハム 7.5～8.6kg 約\6,300/kg

チョリソ、サルチチョン・ベジョータ各種 リサルド・カストロ・マルティン社 サラマンカ ソーセージ 600g～1.5kg 約\5,800/kg

ケソ・デ・カブラ カンパール・デ・リライナ社 レオン チーズ 450g 約\5,000/kg

ケソ・デ・ヴァルデオン グルメオーバーシー社 レオン チーズ 450g 約\5,000/kg

エクストラ・ヴァージン・オリーブオイル オリソイ社 ヴァレンシア 食用油 3L 約\4,500/本

ピュア・オリーブオイル オリソイ社 ヴァレンシア 食用油 5L 約\5,000/本

ピメントン・アウマード各種 エンジェル・ナヴァッロ社 アリカンテ 香辛料 500g 約\1,890/本

レグンブレス各種 ヴァガス・ヴァネサナス社 レオン 豆類 1kg \700～1,500/kg

フィデウア各種 グルメオーバーシー社 サラゴサ パスタ 500g \650/P

他

No.17

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 ペネデス（カヴァ） 泡（白・辛口） 750ml ¥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 ペネデス（カヴァ） 泡（白・辛口） 750ml ¥3,045

レゼルヴァ・ロゼ・ブリュット ジュヴェ・カンプス ペネデス（カヴァ） 泡（ロゼ・辛口） 750ml ¥3,045

グランド・ブリュット ジュヴェ・カンプス ペネデス（カヴァ） 泡（ロゼ・辛口） 750ml ¥5,775

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

カサ・ヴェーリャ・デスピエール ジュヴェ・カンプス ペネデス 赤（フルボディ） 750ml ¥1,995

ドライ・サック・フィノ ウィリアムズ&ハンバート ヘレス シェリー（辛口） 750ml ¥2,415

ドライ・サック・ミディアム ウィリアムズ&ハンバート ヘレス シェリー（中甘口） 750ml ¥2,625

カナスタ・クリーム ウィリアムズ&ハンバート ヘレス シェリー（甘口） 750ml ¥2,625

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

他

No.18

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/55ｇ \2,940/\1,890

トリュフカ ペスカビアール社 ムルシア 瓶詰め  55ｇ ¥3,300

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～／㎏

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／㎏

ハモン・イベリコ　原木 ドン・イベリコ社 ギフエロ 原木 不定貫 オープン価格

ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ　原木 ドン・イベリコ社 ギフエロ 原木 不定貫 \18,165／㎏

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

ボンボン・デ・イゴ　(いちじくチョコレート) ラ・イゲラ社 カセレス　(エクストレマドゥーラ) 箱 １ｋｇ ¥10,500

ナトゥルヴィエ　(エクストラ・ヴァージン・オリーブオイル) セスマ社 バダホス　(エクストレマドゥーラ) ボトル 500ml ¥3,200

ナトゥルヴィエ　(エクストラ・ヴァージン・オリーブオイル) セスマ社 バダホス　(エクストレマドゥーラ) ボトル 25ml ¥252

他
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No.19

メルシャン　株式会社

〒104-8305　東京都中央区京橋1-5-8

TEL: 03-3231-3913  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）

コドーニュ・クラシコ コドーニュ カバ セコ 750ml オープン価格

セレクション・ラベントス コドーニュ カバ ブリュット 750ml オープン価格

コドーニュ・ピノノワール コドーニュ カバ ブリュット 750ml オープン価格

ボルサオ・セレクション ボルサオ カンポ・デ・ボルハ 赤（フルボディ） 750ml オープン価格

ボルサオ・セレクション ボルサオ カンポ・デ・ボルハ 白（辛口） 750ml オープン価格

ボルサオ・クラシコ ボルサオ カンポ・デ・ボルハ 赤（ミディアム） 750ml オープン価格

ボルサオ・クラシコ ボルサオ カンポ・デ・ボルハ 白（辛口） 750ml オープン価格

アルトザーノ・テンプラニーリョ＆シラーズ 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 赤（フルボディ） 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（辛口） 750ml オープン価格

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

他

No.20

株式会社 モトックス

〒107-0062　東京都港区南青山2-26-37　NXB青山ビル6F

TEL: 03-5771-2823  FAX: 03-5771-2824

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）

ビーニャ・セラーダ ウガルデ ラ・リオハD.O.C. 白 750ml ¥1,260

イプシス　ブランク・フロール ビンス・パドロ タラゴナD.O. 白 750ml ¥1,260

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 ルエダD.O. 白 750ml ¥1,790

パゴス・デ・エグーレン エグーレン ピノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ 赤 750ml ¥1,110

カスティーリョ・デル・バロン　グラン・レセルバ エンゲラ バレンシアD.O. 赤 750ml ¥1,160

ビーニャ・セラーダ ウガルデ ラ・リオハD.O.C. 赤 750ml ¥1,260

カサ・デラ・エルミータ　クリアンサ カサ・デ・ラ・エルミータ フミーリャD.O. 赤 750ml ¥2,100

ラ・カシーリャ ポンセ マンチュエラD.O. 赤 750ml ¥3,150

モンサラ　カバ　ブルット バルデイネット カバD.O. 泡 750ml ¥1,580

ダバティス　トレパット　カバ　ブルット　ロゼ カンプ・デ・タラゴナ カバD.O. 泡 750ml ¥2,420

他


