
No.1

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.2

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)

ファウスティーノ７世　赤 ボデガス・ファウスティーノ Ｄ.Ｏ.Ca. リオハ 赤・ミディアムボディ 750ml ¥1,575

ファウスティーノ７世　白　　　 ボデガス・ファウスティーノ Ｄ.Ｏ.Ca. リオハ 白・辛口 750ml ¥1,575

ファウスティーノ７世　ロサード　 ボデガス・ファウスティーノ Ｄ.Ｏ.Ca. リオハ ロゼ・辛口 750ml ¥1,575

ファウスティーノ・クリアンサ ボデガス・ファウスティーノ Ｄ.Ｏ.Ca. リオハ 赤・フルボディ 750ml ¥2,205

ファウスティーノ５世・レセルバ　 ボデガス・ファウスティーノ Ｄ.Ｏ.Ca. リオハ 赤・フルボディ 750ml ¥3,412

ファウスティーノ１世・グランレセルバ ボデガス・ファウスティーノ Ｄ.Ｏ.Ca. リオハ 赤・フルボディ 750ml ¥5,040

ポルティア ボデガス・ポルティア Ｄ.Ｏ. リベラ・デル・ドゥエロ 赤・フルボディ 750ml ¥3,412

ポルティア・プリマ　　 ボデガス・ポルティア Ｄ.Ｏ. リベラ・デル・ドゥエロ 赤・フルボディ 750ml ¥5,040

クロ・ラ・ソレヤ　ブリュット　 カヴァス・エル・チャンフラ D.O. カヴァ 辛口･発泡 750ml ¥1,260

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

他

No.3

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ＤＯＰ カタ アストウリアス地方 ブルータイプ 約2.3kg/p \6,800/kg

イデイアザバル　スモークＤＯＰ フォルラサ ラ　マンチャ地方 ハードタイプ 約3kg/p \6,400/kg

マンチェゴ　３Ｍ　ＤＯＰ フォルラサ ラ　マンチャ地方 ハードタイプ 約3kg/p \5,400/kg

マンチェゴ　６Ｍ　ＤＯＰ フォルラサ ラ　マンチャ地方 ハードタイプ 約3kg/p \5,600/kg

テネリフェ　パプリカ グランハ　テイソル テネリフェ島 ハードタイプ 約500g/p \6,700/kg

テネリフェ　スモーク グランハ　テイソル テネリフェ島 ハードタイプ 約500g/p \6,700/kg

テネリフェ　ゴフィオ グランハ　テイソル テネリフェ島 ハードタイプ 約500g/p \6,700/kg

エレーニョ　ナチュラル コーポラテイブ　ガナデロス エル　イエロ島 ハードタイプ 約400g/p \6,700/kg

エレーニョ　スモーク コーポラテイブ　ガナデロス エル　イエロ島 ハードタイプ 約350g/p \6,700/kg

他
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No.4

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)

カサ・デ・ラ・エルミータ　モナストレル　オーガニック ボデガス・カサ・デ・ラ・エルミータ フミーリャD.O. 赤 750ml ¥1,208

ナイロア ボデガス・ナイロア リベイロD.O. 白 750ml ¥1,260

レアル・コンパニーア・デ・ビノス　カベルネ・ソーヴィニヨン レアル・コンパニーア・デ・ビノス ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ 赤 750ml ¥945

ソリマール　ブランコ デ・ムリェール タラゴナD.O. 白 750ml ¥1,103

ラッチ・デ・ライム　赤 セリェール・ピニョル テラ・アルタD.O. 赤 750ml ¥1,575

ラッチ・デ・ライム　白 セリェール・ピニョル テラ・アルタD.O. 白 750ml ¥1,312

ティエラ・セレナ　テンプラニーリョ　レセルバ アルティーガ・フステル ラ・マンチャD.O. 赤 750ml ¥1,260

イゲルエラ コオペラティーバ・アグラリア・サンタ・キテリア アルマンサD.O. 赤 750ml ¥1,260

イゲルエラ　ロブレ コオペラティーバ・アグラリア・サンタ・キテリア アルマンサD.O. 赤 750ml ¥1,313

テンポ　クリアンサ アルティーガ・フステル カンポ・デ・ボルハD.O. 赤 750ml ¥1,470

他

No.5

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.6

株式会社 ディバース

〒154‐0002　東京都世田谷区下馬1-20-20

TEL: 03-5787-6893  FAX: 03-5787-6894

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



「スペインワイン&フード商談会　2009」
11月4日（水）　ホテルインターコンチネンタル東京ベイ　出展アイテムリスト

No.7

ミリオン商事 株式会社

〒135-0016　東京都江東区東陽5-26-7

TEL: 03-3615-0411　FAX:03-3615-0414

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)

カバ　フェレ　レゼルバ　2006 カバス・フェレ DO　カバ 泡（白） 750ml ¥1,680

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　2008 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

セキオット　ブランコ　2008 ボデガス・ラ・ビニャ DO バレンシア 白 750ml ¥1,680

スエニョ・デル・メディテラナオ　ティント 2008 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

セキオット　ティント　2007 ボデガス・ラ・ビニャ DO バレンシア 赤 750ml ¥1,680

センブロ　ティント　2006 ビニャス・デル・ハロ DO リベラ・デル・デュエロ 赤 750ml ¥2,625

モンゴ　2006 ボデガス・モンゴ DO イエクラ 赤 750ml ¥2,625

エンペラトリス　クリアンサ　2005 フィンカ・ラ・エンペラトリス DOC リオハ 赤 750ml ¥3,150

ラウロナ　2004 セラー・ラウロナ DO モンサン 赤 750ml ¥4,200

他

No.8

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

ヴィーニャサルダソル　クリアンサ　2005 ボデガス　アルコンデ ナヴァーラ 赤 750ml ¥1,890

アルコンデ　レゼルバ　テンプラニーヨ　2005 ボデガス　アルコンデ ナヴァーラ 赤 750ml ¥2,625

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

アグヌス・デ・ヴァルデラナ　ティント　2007 ボデガス　ヴァルデラナ リオハ 赤 750ml ¥1,890

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

ボオルゲズ　2004 ボデガス・ボオルゲズ リベラ・デル・デュエロ 赤 750ml ¥7,350

オールド＆プラス　アモンティリャード サンチェス・ロマテ ヘレス シェリー 500ｍｌ ¥8,400

ミステラ　モスカテル　2008 ラ・バロニア・トゥリス バレンシア 白・甘口 750ｍｌ ¥1,600

他

No.9

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） ハモン・サラマンカ社 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・ペドロ・ロメロ 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 赤ワイン 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 白ワイン 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
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No.10

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・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

ソリテッラ 1+1=3 （ウ・メス・ウ・ファン・トレス） DOペネデス 白 750ml ¥1,890

カリウ 1+1=3 （ウ・メス・ウ・ファン・トレス） DOペネデス 赤 750ml ¥1,995

ブルット ボイｰｶﾞｽ DOカヴァ 泡（白） 750ml ¥2,310

マス・スアウ ファレ・イ・カタスス DOカヴァ 泡（白） 750ml ¥2,100

ブルット パレス・バルタ DOカヴァ 泡（白） 750ml ¥1,995

ブラン・デ・パックス パレス・バルタ DOペネデス 白 750ml ¥1,785

マス・ペティット パレス・バルタ DOペネデス 赤 750ml ¥1,785

クロス・ジェブラット ヴィニコラ・デル・プリオラット DOCプリオラート 赤 750ml ¥2,310

他

No.11

有限会社 日西商事

〒244-0801　神奈川県横浜市戸塚区品濃町252-3

TEL: 045-823-3728  FAX: 045-823-1584

http://www.nisseishouji.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

チャペルドン ボデガス　エラスティ バスク 赤 750ml オープン価格

チャペル ボデガス　エラスティ バスク 白 750ml オープン価格

アルバダ　ティント ボデガス　ビルヘン・デ・ラ・シエラ カラタユ 赤 750ml ¥1,300

アルバダ　ブランコ ボデガス　ビルヘン・デ・ラ・シエラ カラタユ 赤 750ml ¥1,300

アルバダ　レセルバ ボデガス　ビルヘン・デ・ラ・シエラ カラタユ 赤 750ml ¥1,300

ムガ　レセルバ ボデガス　ムガ リオハ 赤 750ml ¥3,800

ムガ　ブランコ ボデガス　ムガ リオハ 白 750ml ¥2,100

パルディナ ボデガス　ビクトリア カリニェーナ 赤 750ml ¥2,100

ドミニオ・デ・ロンガス　プレミウム ボデガス　ビクトリア カリニェーナ 赤 750ml ¥5,000

クリアンサ セニョリオ・デ・サリア ナバーラ 赤 750ml ¥1,500

他

No.12

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 コンソルシオ ガリシア 牛乳 1kg お問合せ下さい

アルスア・ウジョア コンソルシオ ガリシア 牛乳 1kg お問合せ下さい

マオン コンソルシオ メノルカ島 牛乳 2.5kg お問合せ下さい

ムルシア・アル・ヴィーノ コンソルシオ ムルシア 山羊乳 2.5kg お問合せ下さい

ガロッチャ コンソルシオ カタルーニャ 山羊乳 1kg お問合せ下さい

イボレス コンソルシオ エスｔレマドーラ 山羊乳 1kg お問合せ下さい

マホレロ コンソルシオ カナリア諸島 山羊乳 1kg お問合せ下さい

イデアサバル コンソルシオ ナヴァラ 羊乳 3.5kg お問合せ下さい

カブラレス コンソルシオ アストリアス 青カビ 3kg お問合せ下さい

ヴァルデオン コンソルシオ レオン 青カビ 2.5kg お問合せ下さい

他
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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2007 ファルセット・マルサ モンサン 白 750ml ¥3,150

フェレット・チャレロ・ブランコ　ABAC 2008 カバ　フェレット ペネデス 白 750ml ¥2,625

プラドレイ・クリアンサ2004 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

フィンカ・ヴィラデジョプス　クリアンサ フィンカ・ヴィラデジョプス ペネデス 赤 750ml ¥3,465

アニマ・ネグラ2005 アニマ・ネグラ マヨルカ 赤 750ml ¥6,825

フィンカ・ヴィジャクレセス2003 フィンカ ヴィジャクレセス リベラ・デル・ドウエロ 赤 750ml ¥6,825

レダ　1999 レダ カスティージャ・レオン　Ｓｉｎ　D.O. 赤 750ml ¥8,925

他

No.14

株式会社 スマイル

〒175-0094　東京都板橋区成増1－30－13 サンリッツ三井生命ビル

TEL: 03-5998-2400  FAX: 03-5998-2401

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 ¥1,208

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

ゴンテス　セミ・クリアンサ ボデガス・ゴンテレス・テッソ リオハ 赤（フルボディ） 750ｍｌ ¥1,785

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　白 タライ・ベッリ バスク 白（辛口） 750ｍｌ ¥2,993

他

No.15

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

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

アルバラシン・チーズ Queso Artesano de Teruel テルエル県アルバラシン 羊チーズ 約300g 約２５００

アルバラシン・チーズ Queso Artesano de Teruel テルエル県アルバラシン 山羊チーズ 約500g 約４０００

他
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No.16

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)

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

プルポ　アスール　ブランコ ビノス・イ・ボデガス・ガジェーガス ビノ・デ・メサ　ガリシア 白 750ml ¥1,134

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

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 ¥1,760

マルケス・デ・ビソーハ　2008 ボデガス･マルケス･デ･ビソーハ ビノ・デ・メサ　ガリシア 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　2008 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

プルポ　アスール　ティント ビノス・イ・ボデガス・ガジェーガス ビノ・デ・メサ　ガリシア 赤 750ml ¥1,134

ドン・ラモン　2007 ボデガス・アラゴネサス D.O.カンポ・デ・ボルハ 赤 750ml ¥1,575

ムリージョ・ビテリ　ホベン　2008 ボデガス・ムリージョ・ビテリ D.O.Ca リオハ 赤 750ml ¥1,722

他

No.17

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)

2005 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

2008 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

2007 クエスタ・デ・オロ、ベルデホ エルマノス･リュルトン ルエダ 白 750ml ¥5,250

2005 ダマナ タブラ リベラ･デル･ドゥエロ 赤 750ml ¥3,990

2005 ベトゥス イサディ トロ 赤 750ml ¥4,725

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

No.18

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/ケース オープン価格

塩 マジョルカ 箱入り 250g/箱 参考出展

ピコス アンダルシア 袋入り 250g/袋 参考出展

イバラ(ギンディージャ） バスク 瓶入り 212ml/瓶 参考出展

アルマグロ産ナスのピクルス カスティーリャ・イ・レオン 瓶入り 935ml/瓶 参考出展

他



「スペインワイン&フード商談会　2009」
11月4日（水）　ホテルインターコンチネンタル東京ベイ　出展アイテムリスト

No.19

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

No.20

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 ¥12,600

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 ¥8,400

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 ¥1,155

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 ¥1,155

クァデルナ・ヴィア・イニチウム（オーガニック） クァデルナ・ヴィア ＤＯナバーラ 赤（フルボディ） 750ml ¥1,155

クァデルナ・ヴィア・エスペシアル（オーガニック） クァデルナ・ヴィア ＤＯナバーラ 赤（フルボディ） 750ml ¥1,575

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 ¥1,680

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 ¥1,260

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 ¥1,418

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 ¥1,418

他

No.21

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 １リットル 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 １リットル オープン価格

ドンシモン　ストレート　マスカットジュース ガルシア・カリオン ストレートジュース １リットル 参考商品

ドンシモン　ストレート　ピーチ＆マスカットジュース ガルシア・カリオン ストレートジュース １リットル 参考商品

ドンシモン　ストレート　レモネード ガルシア・カリオン ストレートジュース １リットル 参考商品

ドンシモン　ストレート　トロピカルジュース ガルシア・カリオン ストレートジュース １リットル 参考商品

他
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No.22

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)

サン・ディオニシオ・バッグ・イン・ボックス・ティント ボデガス・サン・ディオニシオ カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤 3000ml ¥2,310

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 カスティーリャ・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 カスティーリャ・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 カスティーリャ・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.23

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 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 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・ティントレゼルヴァ 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 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 ムールヴィエドロ バレンシア 赤 750ml ¥1,356

ドン･オレガリオ･アルバリーニョ ドン･オレガリオ リアス･ヴァイシャス 白 750ml ¥3,675

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

カヴァ･ルナ･デ･ムールヴィエドロ･ブリュット ムールヴィエドロ ウティエル･レケナ カヴァ（白） 750ml ¥2,415

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

No.24

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
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No.25

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

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.26

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

http://www.oenon.jp/ 　　　　　　　*の商品は合同酒精㈱の取り扱いになります。

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

*カスティロ・ペレラーダ　ブリュット・レゼルバ ペレラーダ カタルーニャ 泡（白） 750ml
ｵｰﾌﾟﾝ価格

（参考\1,680）

*カスティロ・ペレラーダ　ブリュット・ロサード ペレラーダ カタルーニャ 泡（ロゼ） 750ml
ｵｰﾌﾟﾝ価格

（参考\1,869）

*カスティロ・ペレラーダ　カバ　グラン・クラウストロ ペレラーダ カタルーニャ 泡（白） 750ml
ｵｰﾌﾟﾝ価格

（参考\2､737）

*トレス・フィンカ ペレラーダ エンポルダ 赤 750ml
ｵｰﾌﾟﾝ価格

（参考\1,764）

*マシア・ペレラーダ　ブランコ ペレラーダ カタルーニャ 白 750ml
ｵｰﾌﾟﾝ価格

（参考\1,456）

ピカポル アバダル プラ・デ・バジェス 白 750ml ¥2,730

レセルバ　3.9 アバダル プラ・デ・バジェス 赤 750ml ¥3,570

セレッシオ アバダル プラ・デ・バジェス 赤 750ml ¥4,305

オニキス・ブランコ ビニコラ・デル・プリオラート プリオラート 白 750ml ¥2,625

オニキス・クラシック・ティント ビニコラ・デル・プリオラート プリオラート 赤 750ml ¥2,625

他

No.27

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)

オリーブオイル・プロオリーバ・ブランド ソベナ・エスパーニャ セビリア ピュア 5㍑ 2,900円/缶

極太アスパラ缶 コンセルバス・アラマーヨ ナバーラ 8/12 780ｇ 1,500円/缶

ケソ・マンチェゴ フォマン ラ・マンチャ セミハード 3ｋｇ 13,330円/個

パレタ・イベリカ・ベジョータ・スライス100g ラ・プルデンシア セゴヴィア ベジョタ 100ｇ 900円/ﾊﾟｯｸ

パレタ・セラーナ・スライス100g ラ・プルデンシア セゴヴィア グラン・セレスバ 100ｇ 450円/ﾊﾟｯｸ

プエロ(長ネギの水煮） コンセルバス・アラマーヨ ナバーラ ７/８ 660ｇ 780円/本

チョリソ・カセーロ・エクストラ ラ・プルデンシア セゴヴィア ベジョタ 300～400ｇ 2,670円/ｋｇ

ハモン・イベリコ・ベジョータ ラ・プルデンシア セゴヴィア ベジョタ 7～10ｋｇ 7,800円/ｋｇ

サルチチョン ラ・プルデンシア セゴヴィア ベジョタ 1.2～1.6ｋｇ 3,670円/ｋｇ

黒オリーブスライス アグロセビリア セビリア オヒブランカ 408ｇ 215円/缶

他
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No.28

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 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 750ml ¥1,575

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 750ml ¥1,470

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 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 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 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 750ml ¥1,365

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 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 750ml ¥2,310

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 750ml ¥3,150

他

No.29

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)

ゴルネール・グラン・レゼルヴァ　・ブリュット・ナチュレ　2002 ゴルネール ペネデス カヴァ 750ml ¥3,885

リョパール・ロゼ・レゼルヴァ・ブリュット　2004 リョパール ペネデス カヴァ　ロゼ 750ml ¥3,885

リョパール・レオパルディ・グラン・レゼルヴァ・ブリュット・ナチュレ　2002 リョパール ペネデス カヴァ 750ml ¥6,300

リョパール・エギゼヴィテ　NV リョパール ペネデス カヴァ 750ml ¥13,650

コレット・アッサンブラージュ　2001 コレット ペネデス カヴァ 750ml ¥4,830

レカレド・グラン・レゼルヴァ・ブリュット・ナチュレ　1999　2002 レカレド ペネデス カヴァ 750ml ¥6,300

レカレド・ブリュット・デ・ブリュット・ブリュット・ナチュレ　1998　2001 レカレド ペネデス カヴァ 750ml ¥8,400

ソマ　2007 リバス マヨルカ 白 750ml ¥4,095

シオネタ・ロサード　2006 リバス マヨルカ 甘口　ロゼ 500ml ¥5,250

ゴルネール・コレクション　2000　2001 ゴルネール ペネデス 赤 750ml ¥4,620

他

No.30

アドヴァンス・テクノサービス 株式会社

〒106-0045　東京都港区麻布十番2丁目13番4号　ダイアビル2F

TEL: 03-6436-3325  FAX: 03-6436-3326

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

他
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No.31

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

メメント ブランコ ボデガス ルーアン ヴィノ デ ラ ティエラ カスティリャ 白 750ml ¥1,617

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

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

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

カヴァ ブリュット レゼルバ カロリナ デ マサッシュ ペネデス スパークリング 750ml ¥1,985

ルエダ ヴィーニャ サンゾ ヴェルデホ ドメーヌ ヴァル サンゾ ルエダ 白 750ml ¥1,943

ティー サンゾ ティント ドメーヌ ヴァル サンゾ ルエダ 赤 750ml ¥1,575

他

No.32

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 発泡・白 750ml ¥1,995

ヴァルフォルモサ・クラシック・ブリュット　’０７ ヴァルフォルモサ DOカバ 発泡・白 750ml ¥1,890

シャルドネ・グラン・レゼルヴァ・ブリュット・ナチュレ・エコロジック カステル・ダージュ DOカバ 発泡・白 750ml ¥4,200

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　’０８ 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

カスターニョ・モナストレル・オーガニック　’０８ ボデガス・カスターニョ DOイエクラ 赤 750ml ¥1,365

カスターニョ・ラ・カソナ・オールド・ヴァインズ　’０７ ボデガス・カスターニョ DOイエクラ 赤 750ml ¥1,260

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

他


