
No.1

株式会社 アヴァンス

〒142-0063　東京都品川区荏原1-8-8

TEL: 03-5788-2788  FAX: 03-6273-1631

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ナチュラルミネラルウォーターサンタニオル アイガ・デ・サンタニオル カタルーニャ州 ガラス瓶 1,000ml ¥400

ナチュラルミネラルウォーターサンタニオル アイガ・デ・サンタニオル カタルーニャ州 ガラス瓶 500ml ¥260

ナチュラルミネラルウォーターサンタニオル炭酸入 アイガ・デ・サンタニオル カタルーニャ州 ガラス瓶 500ml ¥260

ナチュラルミネラルウォーターサンタニオル微炭酸入 アイガ・デ・サンタニオル カタルーニャ州 ガラス瓶 500ml ¥260

ナチュラルミネラルウォーターサンタニオル炭酸入 アイガ・デ・サンタニオル カタルーニャ州 ガラス瓶 250ml ¥200

ナチュラルミネラルウォーターサンタニオル アイガ・デ・サンタニオル カタルーニャ州 ペット 1,500ml ¥280

ナチュラルミネラルウォーターサンタニオル アイガ・デ・サンタニオル カタルーニャ州 ペット 500ml ¥160

ナチュラルミネラルウォーターサンタニオル炭酸入 アイガ・デ・サンタニオル カタルーニャ州 ペット 500ml ¥170

ナチュラルミネラルウォーターサンタニオル アイガ・デ・サンタニオル カタルーニャ州 ペット 330ml ¥115

他

No.2

株式会社 アグリ 横浜支店

〒231-0015　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)

ヴァルフォルモサ・クラシック・ブリュット・ナチュレ　’０６ ヴァルフォルモサ DOカバ 白 750ｍｌ ¥1,995

ヴァルフォルモサ・クラシック・ブリュット　’０６ ヴァルフォルモサ DOカバ 白 750ｍｌ ¥1,890

ヴァルフォルモサ・クラシック・ブリュット・ロゼ　’０５ ヴァルフォルモサ DOカバ ロゼ 750ｍｌ ¥2,100

ヴィリャ・ナルシサ・ベルデホ　’０６ ハヴィエル・サンス・ヴィティクルトール DOルエダ 白 750ｍｌ ¥2,520

ディナスティア・ヴィヴァンコ・ブランコ　’０７ ボデガス・ディナスティア・ヴィヴァンコ DOCリオハ 白 750ｍｌ ¥1,680

ディナスティア・ヴィヴァンコ・クリアンサ　’０４ ボデガス・ディナスティア・ヴィヴァンコ DOCリオハ 赤 750ｍｌ ¥2,730

ディナスティア・ヴィヴァンコ・レゼルヴァ　’９８ ボデガス・ディナスティア・ヴィヴァンコ DOCリオハ 赤 750ｍｌ ¥3,885

モ・サリナス　’０６ ボデガス・シエラ・サリナス DOアリカンテ 赤 750ｍｌ ¥2,310

プエルト・サリナス　’０４ ボデガス・シエラ・サリナス DOアリカンテ 赤 750ｍｌ ¥3,990

ミラ・サリナス　’０４ ボデガス・シエラ・サリナス DOアリカンテ 赤 750ｍｌ ¥7,560

他

No.3

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

「スペインワイン&フード　テイスティング商談会　2009」
6月１日（月）　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



「スペインワイン&フード　テイスティング商談会　2009」
6月１日（月）　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.4

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

http://www.iberiatrading.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・デ・レセーボ ラ・プルデンシア エストゥレマドゥーラ イベリコ豚 8kg前後/本 \5,000/kg

チョリソ・イベリコ ラ・プルデンシア エストゥレマドゥーラ イベリコ豚 5kg/ケース \3,670/kg

サルチチョン ラ・プルデンシア エストゥレマドゥーラ イベリコ豚 5kg/ケース \3,670/kg

ケソ・マンチェゴ ラクテオス・サガーラ ラ・マンチャ マンチェゴ 約3kg \13,330/個

ケソ・デ・カブラ・セミ・アル・ヴィノ・ミニ ラクテオス・サガーラ アリカンテ カブラ 425g \2,000/個

ケソ・デ・カブラ・セミ・アル・ロメロ・ミニ ラクテオス・サガーラ アリカンテ カブラ 425g \1,830/個

グリーンオリーブ種有り アグロ・セヴィージャ セヴィージャ オヒ・ブランカ 350g \190/缶

グリーンオリーブ種無し アグロ・セヴィージャ セヴィージャ オヒ・ブランカ 350g \190/缶

黒オリーブ種有り アグロ・セヴィージャ セヴィージャ オヒ・ブランカ 350g \190/缶

黒オリーブ種無し アグロ・セヴィージャ セヴィージャ オヒ・ブランカ 350g \190/缶

他

No.5

有限会社 アビスジュニア

〒104-0061　東京都中央区銀座3-14-13　

TEL: 03-3424-0045  FAX: 03-3424-0045

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

リョパール・ブリュット・ロゼ・レゼルヴァ リョパール ペネデス カヴァ（ロゼ） 750ｍｌ ¥3,885

コレット・ア・プリオリ コレット ペネデス カヴァ 750ｍｌ ¥2,730

コレット・アッサンブラージュ コレット ペネデス カヴァ（ロゼ） 750ｍｌ ¥4,830

レカレド・ブリュット・ナチュレ レカレド ペネデス カヴァ 750ｍｌ ¥3,675

リバス・ブラン リバス マヨルカ 白 750ｍｌ ¥2,730

シオ・ルージュ リバス マヨルカ 赤 750ｍｌ ¥4,515

ノシス ブイル・アンド・ジネ ルエダ 白 750ｍｌ ¥2,940

ホアン・ジネ ブイル・アンド・ジネ プリオラート 赤 750ｍｌ ¥4,725

プレ ブイル・アンド・ジネ プリオラート 赤 750ｍｌ ¥7,875

ゴルネール・コレクション ゴルネール ペネデス 赤 750ｍｌ ¥4,620

他

No.6

株式会社 イムコ

〒465-0065　愛知県名古屋市名東区平和ヶ丘3-75-1

TEL: 052-781-7476  FAX: 052-781-7466

http://www.ymco.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

アメストイ・チャコリ アメスグレン D.O.ゲタリア 泡（白） 750ｍｌ ¥3,045

ルベンティス アメスグレン D.O.ゲタリア 泡（ロゼ） 750ｍｌ ¥3,045

アルトス・デル・マハナル・アイレン ボデガス・ボンホルネ VdTカスティージャ 白 750ｍｌ ¥1,365

アルトス・デル・マハナル・テンプラニージョ ボデガス・ボンホルネ VdTカスティージャ 赤 750ｍｌ ¥1,365

パゴス・デ・アライス・ロブレ ボデガス・パゴス・デ・アライス DO.ナバラ 赤 750ｍｌ ¥1,890

ウバ・ノクトゥルナ ボデガス・エヘアナス リベラ・デル・ガジェゴ・シンコ・ビジャス 赤 750ｍｌ ¥2,100

マス・コンタル・ネグレ ボデガス・マスコンタル D.Oペネデス 赤 750ｍｌ ¥2,625

プリオス・マキシムス・クリアンサ ボデガス・ロス・リオス・プリエト D.Oリベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ｍｌ ¥3,570

フィジャボア・アルバリーニョ ボデガス・フィジャボア D.Oリアス・バイシャス 白 750ｍｌ ¥3,885

フロリーマル・マンサニージャ エリーテ・セレクション・ドラダ サンルーカル・デ・バラメーダ シェリー 750ｍｌ ¥2,047

他



「スペインワイン&フード　テイスティング商談会　2009」
6月１日（月）　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.7

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.8

株式会社 エース

〒135-0047　東京都江東区富岡2-11-18　西村ビル5F

TEL: 03-5639-1469  FAX: 03-5639-1449

http://www.ace-group.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

カヴァ・オロ・セミセコ カバス　ヒル ペネデス 泡（やや甘口） 750ｍｌ ¥1,500

カヴァ・オロ・ブルット カバス　ヒル ペネデス 泡（辛口） 750ｍｌ ¥1,500

カヴァ・ロサド・ブルット・レゼルヴァ カバス　ヒル ペネデス 泡（辛口） 750ｍｌ ¥1,600

カヴァ・オロ・ブルット・ナトゥーレ カバス　ヒル ペネデス 泡（辛口） 750ｍｌ ¥1,700

カヴァ・ブルット・デ・ブルット・レゼルヴァ カバス　ヒル ペネデス 泡（辛口） 750ｍｌ ¥2,000

カヴァ・ブルット・ブルティーシモ・グランレゼルヴァ カバス　ヒル ペネデス 泡（辛口） 750ｍｌ ¥4,000

他

No.9

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

http://www.rakuten.co.jp/orchestra

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ヒバルビン　2006 ボデガス　バルバディージョ カディス 赤 750ｍｌ ¥1,470

カンパロン・クリアンサ　2005 ボデガス　フランシスコ・カサス トロ 赤 750ｍｌ ¥2,100

スクエアード　スリー　2005 ワイナリー・アーツ リベラ・デル・ケイレス 赤 750ｍｌ ¥2,730

メンシア　2004 リバス・デル・クア ビエルソ 赤 750ｍｌ ¥3,150

セキオット　2007 アネコープ・デ・ビラ バレンシア 赤 750ｍｌ ¥1,575

リバリス　ブランコ　2007 カスティーリョ・デ・マエティエラ バレ・デ・サダシア 白 750ｍｌ ¥2,520

テッラ・ド・ガルガロ　ブランコ　2007 ボデガス　ガルガロ モンテレイ 白 750ｍｌ ¥2,730

バルデボニータ　2007 ティエラ・エル・ギハラル ビノ・デ・メサ　（リベラ・デル・デュエロ） 白 750ｍｌ ¥2,520

サンジョアン　グラン・レセルバ　ブリュット　ナチュレ　2006 カナルス・カナルス カバ 泡（白） 750ｍｌ ¥2,625

ロン・ミエル　バテル5年 アルベアール ラムリキュール リキュール 700ｍｌ ¥3,675

他

No.10

株式会社 GRACIA

〒212-0054　神奈川県川崎市幸区小倉1-1　パーク・シティＤタワー25F　2508

TEL: 044-540-3939  FAX: 044-540-3938

http://www.lagracia.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

工藤静香VELVET　オーガニツク　ワイン エクスプロタシオーネス　エルマノス　デルガード DOラ・マンチャ 赤 750ｍｌ ¥6,300



「スペインワイン&フード　テイスティング商談会　2009」
6月１日（月）　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.11

株式会社 オーデックス･ジャパン

〒108-0074　東京都港区高輪4-1-22

TEL: 03-3445-6895  FAX: 03-3445-6288

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

オルバーリョ　アルバリーニョ  2007 ラ・ヴァル DOリアス・バイシャス 白 750ml ¥3,045

テラソーラ・ソーヴィニヨン・ブラン 2007 ジャン・レオン DOカタルーニャ 白 750ml ¥1,680

ガバ・ブランコ 2007 テルモ・ロドリゲス DOバルデオラス 白 750ml ¥2,205

テラソーラ・シラー 2005 ジャン・レオン DOカタルーニャ 赤 750ml ¥1,890

エルカヴィオ・ロブレ エルカヴィオ DOラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,890

エルカヴィオ・リミテッド・セレクション 2004 エルカヴィオ DOラ・マンチャ 赤 750ml ¥2,835

M2 2005 テルモ・ロドリゲス DOリベラ デル ドゥエロ 赤 750ml ¥4,725

デヘサ・ガゴ 2007 テルモ・ロドリゲス DOトロ 赤 750ml ¥2,205

フィノ マエストロ・シエラ DOヘレス シェリー 750ml ¥2,625

エルカヴィオ・エスプモーソ NV エルカヴィオ DOラ・マンチャ 泡 750ml ¥2,940

他

No.12

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.13

有限会社 カツミ商会

〒231-0005　神奈川県横浜市中区本町2-15　大同生命横浜ビル1Ｆ

TEL: 045-226-2243  FAX: 045-226-2246

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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ムールヴィエドロ・ブランコDO ムールヴィエドロ バレンシア 白 750ｍｌ ¥1,260

ムールヴィエドロ・ティントDO ムールヴィエドロ バレンシア 赤 750ｍｌ ¥1,260

ムールヴィエドロ・ティント・クリアンサDO ムールヴィエドロ バレンシア 赤 750ｍｌ ¥1,470

ムールヴィエドロ・ティントレゼルヴァDO ムールヴィエドロ バレンシア 赤 750ｍｌ ¥1,680

ロス・モンテロス・ブランコDO ムールヴィエドロ バレンシア 白 750ｍｌ ¥1,365

ロス・モンテロス・ティントDO ムールヴィエドロ バレンシア 赤 750ｍｌ ¥1,356

コローナ･ド･カスティーヤ・プレステージオ･クリアンサDO ｱｳﾞｪﾘｰﾉ･ｳﾞｪｶﾞｽ リベラ･デル･デュエロ 赤 750ｍｌ ¥3,675

コローナ･ド･カスティーヤ･エリーテ・レセルヴァDO ｱｳﾞｪﾘｰﾉ･ｳﾞｪｶﾞｽ リベラ･デル･デュエロ 赤 750ｍｌ ¥5,250

アンヌ･マリー･コンテス　ﾌﾞﾘｭｯﾄ･ﾅﾁｭﾚ･ﾚｾﾙｳﾞｧ カステル･ダージュ ペネデス カヴァ（白） 750ｍｌ ¥2,625

アンヌ･マリー･コンテス　ﾌﾞﾘｭｯﾄ･ﾚｾﾞﾙｳﾞｧ カステル･ダージュ ペネデス カヴァ（白） 750ｍｌ ¥2,625

他



「スペインワイン&フード　テイスティング商談会　2009」
6月１日（月）　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.14

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.15

兼松 株式会社

〒105-8005　東京都港区芝浦1-2-1　シーバンスN館

TEL: 03-5440-9575  FAX: 03-5440-6559

http://www.kanematsu.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ドンシモン　ストレート　オレンジジュース ガルシア・カリオン ストレートジュース １Ｌ オープン価格

ドンシモン　ストレート　リンゴジュース ガルシア・カリオン ストレートジュース １Ｌ オープン価格

他

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
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No.17

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

No.18

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)

バロン・デ・チレル マルケス・デ・リスカル DOCリオハ 赤（フルボディ） 750ml ¥13,230

グラン・レセルバ マルケス・デ・リスカル DOCリオハ 赤（フルボディ） 750ml ¥8,820

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（コドルニゥ社） ヴィノデラ・ティエラ・バジェデル・シンカ 赤（フルボディ） 750ml ¥1,212

ヌヴィアナ・シャルドネ ヌヴィアナ（コドルニゥ社） ヴィノデラ・ティエラ・バジェデル・シンカ 白（辛口） 750ml ¥1,212

レガリス・レセルバ レガリス（コドルニゥ社） DOリベラ・デル・デュエロ 赤（フルボディ） 750ml ¥4,851

レガリス・クリアンサ レガリス（コドルニゥ社） DOリベラ・デル・デュエロ 赤（フルボディ） 750ml ¥3,087

オヤ・デ・カデナス・レセルバ・プリバーダ ヴィセンテ・ガンディア DOウティエル・レケーナ 赤（フルボディ） 750ml ¥1,764

オヤ・デ・カデナス・ブランコ ヴィセンテ・ガンディア DOウティエル・レケーナ 白（辛口） 750ml ¥1,323

ドゥーシェ・シュバリエ・ドライ ヴィニデルサ DOカヴァ 泡（やや辛口） 750ml ¥1,488

ドゥーシェ・シュバリエ・ブリュ ヴィニデルサ DOカヴァ 泡（辛口） 750ml ¥1,488

他

No.19

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
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No.20

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.21

株式会社 ス･コルニ

〒105-0004　東京都港区新橋1-8-6　近江ビル

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)

ダルデル　ガルナチャ＆ビオニエ　2008 セジェール・アグリコラ・フステール D.O.テラ・アルタ 白 750ｍｌ 未定

ビーニャス・デ・ミエデス・ブランコ　2008 ボデガス・サン・アレハンドロ D.O.カラタユ 白 750ｍｌ ¥1,470

カンタラーナス　2008 アグリコラ・カステジャーナ D.O.ルエダ 白 750ｍｌ ¥1,575

グラン・カンピーニョ　2007 ビノス・イ・ボデガス・ガジェーガス D.O.リベイロ 白 750ｍｌ ¥1,680

アスンブレ・ベルデホ・ベンディミア・セレクシオナーダ　2008 アグリコラ・カステジャーナ D.O.ルエダ 白 750ｍｌ ¥1,995

ブラン・プラネル　2007 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

アビ・トン2007 エウダルド・マッサナ・ノヤ D.O.ペネデス 白 750ｍｌ ¥2,730

オーダ・ブラン　2007 カステル・デル・レメイ D.O.コステルス・デル・セグレ 白 750ｍｌ ¥3,675

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 泡（白） 750ｍｌ ¥2,415

フィンカ・ルソン・ティント　2007 ボデガス・ルソン D.O.フミージャ 赤 750ｍｌ ¥1,890

他

No.22

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
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No.23

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.24

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.25

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
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No.26

大榮産業 株式会社

〒453-0041　愛知県名古屋市中村区本陣通4-18

TEL: 052-482-7231  FAX: 052-481-0499

http://www.daiei-sangyo.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

カバ・ブリュット・レゼルバ パルシェット カタルーニャ 泡 750ml ¥3,255

モセン・ヴェルデホ＆ビウラ ボデガス・アンターニョ ルエダ 白 750ml ¥2,100

アルブレット・シャルドネ フィンカ・アルブレット ナバーラ 白 750ml ¥2,730

ラサス ボデガス・アス・ラサス リアス・バイシャス 白 750ml ¥3,465

ペイケ・ビーノ・ティント・メンシア ペイケ ビエルゾ 赤 750ml ¥2,100

テンポ モント・レアガ クエンカ 赤 750ml ¥2,520

アルブレット・クリアンサ フィンカ・アルブレット ナバーラ 赤 750ml ¥2,730

マルトゥーエ ボデガス・マルトゥーエ トレド 赤 750ml ¥3,045

アルブレット・レゼルバ フィンカ・アルブレット ナバーラ 赤 750ml ¥3,465

グラタビヌム・２Π r グラタビヌム プリオラート 赤 750ml ¥5,880

他

No.27

株式会社 ディーエイチシー

〒106-0047　東京都港区南麻布2-8-12　日本生命南麻布ビル10Ｆ

TEL: 03-5442-3195  FAX: 03-5442-3198

http://www.dhc.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ジャネ・ベントゥーラ・カバ・ブリュット ジャネ・ベントゥーラ ﾍﾟﾈﾃﾞｽ 泡（辛口） 750ｍｌ ¥2,350

オベルナ・クパージュ　2005 ボデガス・イ・ビニェドス・オルベナ ソモンターノ 赤（中重口） 750ｍｌ ¥1,900

パラシオ・デ・メナデ・ベルデホ　2007 シティオス・デ・ボデガ ルエダ 白（辛口） 750ｍｌ ¥2,350

他

No.28

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)

バルタサール・グラシアン・ブランコ ボデガス・サン・アレハンドロ カラタユッド 白 750ｍｌ ¥2,475

ラガール・デ・セルベラ グループ・ラ・リオハ・アルタ リアス・バイシャス 白 750ｍｌ ¥3,354

ｲﾊﾙﾊﾞ･ﾌﾞﾗﾝｺ ボデガス・ビニャ・イハルバ リオハ 白 750ｍｌ ¥3,690

コト・デ・アヤス・ティント ボデガス・アラゴネッサ カンポ・デ・ボルハ 赤 750ｍｌ オープン価格

アイレス・メルロ・テンプラニーリョ ボデガス・セニョリオ・デ・アイレス カリニェナ 赤 750ｍｌ ¥2,475

ガト・クリアンサ ボデガ・ラソ・ウエテ ソモンターノ 赤 750ｍｌ ¥2,550

イハルバ・グラシアーノ ボデガス・ビニャ・イハルバ リオハ 赤 750ｍｌ ¥3,690

ビニャ・アルベルディ グループ・ラ・リオハ・アルタ リオハ 赤 750ｍｌ ¥4,038

フィノ・パボン ルイス・カバジェロ ヘレス シェリー 750ｍｌ ¥2,100

ポンチェ・カバジェロ ルイス・カバジェロ ヘレス ブランディーリキュール 700ｍｌ ¥2,700

他

http://www.daiei-sangyo.co.jp/
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No.29

Tasty Globe 有限会社 安塚屋

〒350-0314　埼玉県比企郡鳩山町楓ヶ丘2-14-6

TEL: 049-296-0808  FAX: 020-4669-6552

http://www.tastyglobe.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

フランコリ カバ ブリュット レゼルヴァ アグリコーラ・フランコリ ＤＯカバ 泡 750ｍｌ ¥2,100

フランコリ カバ ブリュット ナチュレ アグリコーラ・フランコリ ＤＯカバ 泡 750ｍｌ ¥2,300

コセタニア カヴァ ブリュット レゼルヴァ カバ・ぺーレ・ヴェンチューラ ＤＯカバ 泡 750ｍｌ ¥1,800

コセタニア カヴァ ブリュット ナチュレ カバ・ぺーレ・ヴェンチューラ ＤＯカバ 泡 750ｍｌ ¥2,100

カステル・デ・ラ・コマンダ カヴァ ブリュット ヴィラドーニャ・ワイナリー ＤＯカバ 泡 750ｍｌ ¥1,500

カステル・デ・ラ・コマンダ カヴァ ブリュット ナチュレ ヴィラドーニャ・ワイナリー ＤＯカバ 泡 750ｍｌ ¥1,700

他

No.30

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.31

有限会社 山二

〒981-0134　宮城県宮城郡利府町しらかし台3-13-6

TEL: 022-767-0989  FAX: 022-211-8973

http://www.yamani-foods.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ラムダンペアー&パイナップルネクター フーゴス・カナリオス 瓶 1L / 250ml ￥714 /￥241

ラムダンマンゴーネクター フーゴス・カナリオス 瓶 1L / 250ml ￥714 /￥241

ラムダントロピカルネクター フーゴス・カナリオス 瓶 1L / 250ml ￥714 /￥241

ラムダンクランベリーネクター フーゴス・カナリオス 瓶 1L / 250ml ￥714 /￥241

ラムダングァバネクター フーゴス・カナリオス 瓶 1L / 250ml ￥714 /￥241

ラムダンパパイヤ&マンゴーネクター フーゴス・カナリオス 瓶 1L / 250ml ￥714 /￥241

ラムダンオーガニックグレープジュース フーゴス・カナリオス 瓶 250ml ¥420

ラムダンオーガニックマンゴー&オレンジジュース フーゴス・カナリオス 瓶 250ml ¥435

ラムダンオーガニックピーチ&アップルジュース フーゴス・カナリオス 瓶 250ml ¥420

他
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No.32

株式会社 文祥堂

〒104-0061　東京都中央区銀座3-4-12

TEL: 03-3566-3554  FAX: 03-3566-3550

http://www.bunshodo.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

プローム　2007 アグリコラ・フスター DOテラアルタ 白 750ml ¥2,100

1707　シャルドネ　ホーベン アシエンダ・エル・エスピノ DOアルマンサ 白 750ml ¥2,100

1707　シャルドネ　（樽熟成） アシエンダ・エル・エスピノ DOアルマンサ 白 750ml ¥2,520

1707　ロサード　 アシエンダ・エル・エスピノ DOアルマンサ ロゼ 750ml ¥1,995

ボデガス・ランガ　ガルナッチャ・シラー ボデガス・ランガ DOカラタユ 赤 750ml ¥1,575

1707　バリエダーデ アシエンダ・エル・エスピノ DOアルマンサ 赤 750ml ¥2,310

1707　セレクション･ﾄﾞ・ﾊﾞﾘｶｽ アシエンダ・エル・エスピノ DOアルマンサ 赤 750ml ¥2,310

1707　クリアンサ アシエンダ・エル・エスピノ DOアルマンサ 赤 750ml ¥3,150

1707　プチ・ヴェルド アシエンダ・エル・エスピノ DOアルマンサ 赤 750ml ¥2,415

他

No.33

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)

インスパラブル　ブリュット カナルス＆ムンネ カヴァ 750ml ¥2,100

グランレゼルバ　ブリュット カナルス＆ムンネ カヴァ 750ml ¥3,150

ヴィーニャサルダソル　テンプラニーヨ　2007 ボデガス　アルコンデ ナヴァーラ 赤 750ml ¥1,575

アグヌス・デ・ヴァルデラナ　マルバシア　2007 ボデガス　ヴァルデラナ リオハ 白 750ml ¥2,625

アグヌス・デ・ヴァルデラナ　クリアンサ　2006 ボデガス　ヴァルデラナ リオハ 赤 750ml ¥3,675

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 750ml ¥3,675

テラス・ガウダ　2008 ボデガス　テラスガウダ リアス・バイシャス 白 750ml ¥3,150

カピトル　テンプラニーヨ　2007 ヴィノス　パドロ タラゴナ 赤 750ml ¥1,890

マリスメノ・フィノ サンチェス・ロマテ ヘレス シェリー 750ml ¥3,150

アグヌス　エキストラ・バージン・オイル ボデガス　ヴァルデラナ オイル 500ml ¥2,310

他

No.34

株式会社 ボンド商会

〒652-0833　兵庫県神戸市兵庫区島上町1-1-4

TEL: 078-671-6002  FAX: 078-651-6514

http://www.bondco.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ナヴィトゥム　ティント ボデガス　イ　ヴィニェドス　デル　ハロン DOカラタユド 赤 750ml ¥1,260

ナヴィトゥム　ブランコ ボデガス　イ　ヴィニェドス　デル　ハロン DOカラタユド 白 750ml ¥1,260

ナヴィトゥム　レセルヴァ ボデガス　イ　ヴィニェドス　デル　ハロン DOカラタユド 赤 750ml ¥1,890

ヴィーニャ　アラルバ　ガルナッチャ　シラー ボデガス　イ　ヴィニェドス　デル　ハロン DOカラタユド 赤 750ml ¥1,680

ヴィーニャ　アラルバ　クリアンサ ボデガス　イ　ヴィニェドス　デル　ハロン DOカラタユド 赤 750ml ¥2,310

ヴィーニャ　アラルバ　パゴ　サン　ミゲル ボデガス　イ　ヴィニェドス　デル　ハロン DOカラタユド 赤 750ml ¥2,940

ラス ピサラス ボデガス　イ　ヴィニェドス　デル　ハロン DOカラタユド 赤 750ml ¥3,780

ヴァル　ヴィアデロ　 ヴァルドゥエロ DOトロ 赤 750ml ¥2,310

アルブカラ　エセンシア　ロブレ ヴァルドゥエロ DOトロ 赤 750ml ¥2,730

リベレーニョ　バリーカ ヴァルドゥエロ DOリベラ デル ドゥエロ 赤 750ml ¥2,520

他
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No.35

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

No.36

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)

フラレ N.V. チェスト・アグラリア DO バレンシア 泡（白） 750ml ¥2,100

スエニョ・デル・メディテラナオ　ブランコ 2007 ボデガス・ウティエラーナス DO ウティエル・レケナ 白 750ml ¥1,365

アルバ ロサ　2007 ボデガス・マルティネス・セランス DO リバス・バイシャス 白 750ml ¥2,625

ナイア  2007 ボデガス・ナイア DO ルエダ 白 750ml ¥3,150

スエニョ・デル・メディテラナオ　ティント 2007 ボデガス・ウティエラーナス DO ウティエル・レケナ 赤 750ml ¥1,365

カンパロン　クリアンサ 2005 ボデガス・フランシスコ・カサス DO トロ 赤 750ml ¥1,680

モナストレル  2007 カスティーリョ・デル・バロン DO イエクラ 赤 750ml ¥1,890

メンシア 2004 ボデガス・リバス・デル・クア DO ビエルソ 赤 750ml ¥3,150

ガバンザ 2005 マエティエラ・ドミナム (ビンタエグループ) DOC リオハ 赤 750ml ¥3,360

スクエアード　スリー 2005 ワイナリー・アーツ（ビンタエグループ） リベラ・デル・ケイレス 赤 750ml ¥3,150

他

No.37

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
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No.38

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（日本語表記） 生産者名（日本語表記） 産地（日本語表記） 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.39

ユニオンリカーズ 株式会社

〒100-0013　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

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 D.O.サンルーカル・デ・バラメダ シェリー（辛口） 750ml ¥2,205

ボルテオ　赤 ディエゴ・サモラ V.T.カスティーリャ 赤（ミディアムボディ） 750ml ¥1,260

ボルテオ　白 ディエゴ・サモラ V.T.カスティーリャ 白（辛口） 750ml ¥1,260

バルドリナル6 ボデガス・スルコ D.O.リベラ・デル・ドゥエロ 赤（フルボディ） 750ml ¥2,719

バルドリナル・サンタマリア ボデガス・スルコ D.O.ルエダ 白（辛口） 750ml ¥2,520

ラモン・ビルバオ・シングルヴィンヤード ボデガス･ラモン・ビルバオ D.O.Caリオハ 赤（フルボディ） 750ml ¥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 D.O.Caリオハ 赤（フルボディ） 750ml ¥2,719

パゴデル・ヴィカリオ　50/50 パゴデル・ヴィカリオ シウダット・レアル 赤（フルボディ） 750ml ¥3,255

パゴデル・ヴィカリオ　ペンタ パゴデル・ヴィカリオ シウダット・レアル 赤（フルボディ） 750ml ¥2,310

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 D.O.リアス・バイシャス 白（辛口） 750ml ¥3,150

他

No.40

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



「スペインワイン&フード　テイスティング商談会　2009」
6月１日（月）　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.41

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　流通センター7F

TEL: 03-3767-4844  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 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 ラビット 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 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 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 ¥1,523

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 ¥1,523

他

No.42

株式会社　ワインプレスインターナショナル

〒598-0007　大阪府泉佐野市上町1-808-3

TEL: 072-461-1513  FAX: 072-469-1247

http://www.rakuten.co.jp/veritas/index.html

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

２００４　ヴァルデリス ボデガス・イ・ヴィニェドス・ヴァルデリス ＤＯ　リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥4,830

2005　アライア デヘサ・デ・ルビアレス ビノ・デ・ラ・ティエラ　カスティーリャ・レオン 赤 750ml ¥2,100

2007　ロス・ナバレス　ヴェルデホ ヴィニェドス・デ・ニエバ ＤＯ　ルエダ 白 750ml ¥2,180

カバ　ブリュット エメンディス ＤＯ　カバ 泡 750ml ¥2,205

他


