
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

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）

有機栽培　エキストラバージンオリーブオイル ラ・カストリレーニャ アンダルシア 瓶 各種 オープン価格

アンチョビ エリット カンタブリア 缶 110ｇ、50ｇ オープン価格

魚介類　缶詰　　１０種 ＣＵＣＡ ガリシア 缶 各種 オープン価格

シェリービネガー　（ペドロヒメネス、パロミーノ） エフマフエロ ヘレス 瓶 250ｍｌ オープン価格

シェリービネガー　ソース エフマフエロ ヘレス 瓶 350ｍｌ オープン価格

フレークソルト エフマフエロ ヘレス 瓶 60ｇ オープン価格

フロルデサル　７種 フロルデサル マヨルカ島 缶 150ｇ オープン価格

コーヒークリームキャラメル ドス　カフェテラス バルセロナ 箱 220ｇ オープン価格

チョコレートシティー サンズ＆サンズ バルセロナ 缶 75ｇ オープン価格

他

No.3

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

「スペインワイン&フード　テイスティング商談会　2009」
6月9日（火）　京王プラザホテル札幌　出展アイテムリスト



「スペインワイン&フード　テイスティング商談会　2009」
6月9日（火）　京王プラザホテル札幌　出展アイテムリスト

No.4

株式会社 イベリアン

〒465-0024　愛知県名古屋市名東区本郷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）

ハモン　イベリコ　べジョータ（原産地呼称） マルコス　ソトセラーノ ギフエロ 骨付き 7.5/8.5kg \9,975/kg

ハモン　イベリコ　セボ（原産地呼称） マルコス　ソトセラーノ ギフエロ 骨付き 7.5/8.5kg \7,500/kg

ハモン　セラーノ リオハ 骨付き 8/9kg \4,000/kg

チョリソ　イベリコ　べジョータ マルコス　ソトセラーノ ギフエロ ブロック 500/600g \5,800/kg

サルチチョン　イベリコ　べジョータ マルコス　ソトセラーノ ギフエロ ブロック 500/600g \5,800/kg

ロモ　イベリコ　べジョータ マルコス　ソトセラーノ ギフエロ ブロック 500/600g \16,000/kg

生ハムスライスパック各種 マルコス　ソトセラーノ ギフエロ スライスパック 各種 未定

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

他

No.6

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



「スペインワイン&フード　テイスティング商談会　2009」
6月9日（火）　京王プラザホテル札幌　出展アイテムリスト

No.7

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

No.8

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.9

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

（\3,850）

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



「スペインワイン&フード　テイスティング商談会　2009」
6月9日（火）　京王プラザホテル札幌　出展アイテムリスト

No.10

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.11

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

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

No.12

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 750ml ¥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 750ml ¥7,875

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

2004 アリェンデ フィンカ・アリェンデ リオハ 赤 750ml ¥5,250

NV カステルロイチ、カバ サバテ・イ・コカ カバ 泡 750ml ¥2,940

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 750ml ¥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 750ml ¥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 750ml ¥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 750ml ¥4,515

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 750ml ¥7,980

他



「スペインワイン&フード　テイスティング商談会　2009」
6月9日（火）　京王プラザホテル札幌　出展アイテムリスト

No.13

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

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

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9日（火）　京王プラザホテル札幌　出展アイテムリスト

No.16

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 カヴァ 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 カヴァ 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 カヴァ 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


