
No.1

アサヒグラント 株式会社

〒103-0008　東京都中央区日本橋中洲3番15号　センタービル7F

TEL: 03-5640-7691  FAX: 03-5640-2538

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ハモンセラーノ　エンブラ骨付き カンポドゥルセ サラゴサ 生ハム 約8.0ｋｇ  オープン価格

パレタセラーノ　 カンポドゥルセ サラゴサ 生ハム 約4.0ｋｇ  オープン価格

パレタイベリカ カンポドゥルセ サラゴサ 生ハム 約4.0ｋｇ  オープン価格

ハモンテルエル　DO骨付き ポルテサ テルエル 生ハム 約8.0ｋｇ  オープン価格

パレタテルエル　 ポルテサ テルエル 生ハム 約4.0ｋｇ  オープン価格

ロモ ポルテサ テルエル 生ハム 約0.45ｋｇ  オープン価格

カベサ　デ　ロモ ポルテサ テルエル 生ハム 約0.45ｋｇ  オープン価格

ハモンイベリコ　骨付き ディスペンサ　カストゥア エクストラマドゥーラ 生ハム 約8.0ｋｇ  オープン価格

フレッシュ　キャビア ピシファクトリア　デ　シエラ　ネバダ アンダルシア 魚卵 30ｇ オープン価格

アブルーガ ペスカビアール ムルシア 水産加工品 120ｇ オープン価格

他

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)

ヴィーニャ マルティナ カヴァ ブリュット マセット カヴァ スパークリング 750ｍｌ ¥1,575

カロリナ デ マサックス マサックス カヴァ スパークリング 750ｍｌ ¥1,984

ヴィーニャ サンソ ヴェルデホ ルエダ ヴァル サンソ ルエダ 白 750ｍｌ ¥1,942

ティー サンソ ヴァル サンソ カスティーリャ イ レオン 赤 750ｍｌ ¥1,575

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

メメント ブランコ カリル クルサド カスティーリャ 白 750ｍｌ ¥1,617

メメント オールドヴァイン カリル クルサド カスティーリャ 赤 750ｍｌ ¥1,617

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 750ｍｌ ¥1,869

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 750ｍｌ ¥1,869

レイシス １ ボデガス サン アレハンドロ ＶＤＭ 赤 750ｍｌ ¥4,410

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)

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) 発泡 750ml ¥1,785

ヴァル・ド・ソセゴ　アルバリーニョ アス・ラサス DOリアスバイシャス 白 750ml ¥2,625

モンテ・パルマ　ヴェルデホ チェロッソル DOルエダ 白 750ml ¥1,470

ドライ　ミュスカ スマロッカ DOペネデス 白 750ml ¥1,575

ロス　800 ロス　800 DOプリオラート 赤 750ml ¥2,310

モティーヴォ　ビエルソ ネオ DOリベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥1,680

アルテ・ド・ヴィヴィル ネオ DOリベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥1,785

リオハ　レゼルバ ヴィーニャ・エルミニア DOリオハ 赤 750ml ¥3,150

エクウス ヴィーニャ・サンタ・マリーナ VdTリベラ・デル・グディアーナ 赤 750ml ¥1,418

グラディウム　クリアンサ カンポス・レアレス DOラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,365

他

「スペインワイン&フード商談会　2010」
6月21日（月）　京王プラザホテル札幌　出展アイテムリスト

※各社出展アイテムは当日、変更される可能性がございます。詳細に関しましては、直接出展各社にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
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No.4

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)

セニョリオ・デ・フエンテアラモ　シラー '09 ボデガス・サン・ディオニシオ フミーリャ 赤 750ml ¥1,155

セニョリオ・デ・フエンテアラモ　マカベオ '09 ボデガス・サン・ディオニシオ フミーリャ 白 750ml ¥1,155

アルトス・デル・マハナル・テンプラニージョ '08 ボデガス・ボンホルネ カスティーリャ 赤 750ml ¥1,260

アルトス・デル・マハナル・アイレン '08 ボデガス・ボンホルネ カスティーリャ 赤 750ml ¥1,260

サンセグレ・ティント '08 ボデガス・エル・シダコス リオハ 赤 750ml ¥1,575

サンセグレ・クリアンサ '07 ボデガス・エル・シダコス リオハ 赤 750ml ¥1,995

パゴス・デ・アライス・ロブレ '07 ボデガス・パゴス・デ・アライス ナバラ 赤 750ml ¥1,890

アクリス・クリアンサ '05 ボデガス・ムルア リオハ 赤 750ml ¥2,310

ムルア・レセルバ '03 ボデガス・ムルア リオハ 赤 750ml ¥3,465

アウグストゥス・カベルネＳ‐メルロ '06 セレルス・アウグストゥス・フォルム ペネデス 赤 750ml ¥3,150

他

No.5

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)

シャルドネ 2009 バレタ エンポルダ 白／ライト 750ml ¥1,575

ガルナッチャ・ブランカ 2008 バレタ エンポルダ 白／ライト 750ml ¥1,575

メルロー 2008 バレタ エンポルダ 赤／ミディアム 750ml ¥1,575

ガルナッチャ・ティンタ 2008 バレタ エンポルダ 赤／ミディアム 750ml ¥1,575

エルカビオ・ブランコ 2008 エルカビオ ラ・マンチャ 白／ライト 750ml ¥1,470

エルカビオ・ティント 2008 エルカビオ ラ・マンチャ 赤／ミディアム 750ml ¥1,470

エルカビオ・ロブレ 2007 エルカビオ ラ・マンチャ 赤／ミディアム 750ml ¥1,890

オルバーリョ・アルバリーニョ 2008 ラ・ヴァル リアス・バイシャス 白／ミディアム 750ml ¥2,730

12ボルツ 2008 4キロス マジョルカ 赤／フル 750ml ¥4,725

ガゴ 2007 テルモ・ロドリゲス トロ 赤／フル 750ml ¥3,885

他

No.6

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・カバ・ブリュット・エスペシャル　ＮＶ カバ・ナヴェラン カバ 泡・白 750ｍｌ ¥2,069

ルナ・デ・マール・ブランコ　2008 バロニア・デ・トゥリス バレンシア 白 750ｍｌ ¥1,932

ルナ・デ・マール・ティント　2007 バロニア・デ・トゥリス バレンシア 赤 750ｍｌ ¥1,932

ザ・タパス・ワイン・コレクション　2008 タパス・ワイン・コレクション フミリア 赤 750ｍｌ ¥1,565

カベルネ・ソーヴィニオン　2007 ラモン・ロケッタ カタルーニャ 赤 750ｍｌ ¥1,722

レゼルバ　2005 ラモン・ロケッタ カタルーニャ 赤 750ｍｌ ¥1,722

ティント・ロア・ホーヴェン　2009 ヴィノ・デ・ラウダ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ｍｌ ¥1,722

メーラー・ランブレッタ ボデガス・ランブレッタ ソモンターノ 赤 750ｍｌ ¥2,069

マカレノ・クリアンサ ボデガ・カラバル リベラ・デル・グァディアナ 赤 750ｍｌ ¥3,465

他
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「スペインワイン&フード商談会　2010」
6月21日（月）　京王プラザホテル札幌　出展アイテムリスト
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No.7

Garvey Far East 株式会社

〒819-0015　福岡県福岡市西区愛宕1-18-13-802

TEL: 092-883-3551  FAX: 092-883-3551

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

カヴァ・レゼルヴァ・オロ・ブルット カバス・ヒル　（ガルベイ・グループ） カタロニア　（ペネデス） カバ 750ml ¥1,500

カヴァ・レゼルヴァ・オロ・セミセコ カバス・ヒル　（ガルベイ・グループ） カタロニア　（ペネデス） カバ 750ml ¥1,500

ドン・ホセ・マリア・フィノ ボデガス・ホセ・デ・ソト(ガルベイ・グループ) ヘレス シェリー 750ml ¥2,625

ドン・ホセ・マリア・アモンティリャード ボデガス・ホセ・デ・ソト(ガルベイ・グループ) ヘレス シェリー 750ml ¥2,625

ソト・マンサニーヤ ボデガス・ホセ・デ・ソト(ガルベイ・グループ) ヘレス シェリー 750ml ¥2,300

ソト・オロローソ ボデガス・ホセ・デ・ソト(ガルベイ・グループ) ヘレス シェリー 750ml ¥2,800

ボデガ・ペニンシュラ　アモンティリャード・ミディアム・ドライ ボデガス・ガルベイ ヘレス シェリー 750ml ¥1,785

ボデガ・ペニンシュラ　クリーム ボデガス・ガルベイ ヘレス シェリー 750ml ¥1,785

カンポブルゴ　ティント ボデガス・マルケス・デ・カンポ・ヌーブレ リオハ 白 750ml ¥1,785

カンポブルゴ　ブランコ ボデガス・マルケス・デ・カンポ・ヌーブレ リオハ 白 750ml ¥1,785

他

No.8

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 カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥2,100

ブルット・ロゼ　ピノ・ノワール 1+1=3 カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥3,150

マス・スアウ　ブルット・ナトゥーレ ファレ・イ・カタスス カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥2,100

ブルット・レセルバ ファレ・イ・カタスス カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥2,310

ブルット パレス・バルタ カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥1,995

ブルット・ナトゥーレ パレス・バルタ カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥2,625

ブルット・ナトゥーレ　グラン・レセルバ　1996 カステル・デル・グラブアック カヴァ（ペネデス） スパークリング 750ml ¥2,835

クロス・ダルシス　ブルット ボデガ・セビラン カヴァ（ウティエル・レケーナ） スパークリング 750ml ¥2,205

エクス・デ・エストレマドゥーラ　ブルット ルイス・トーレス VdTエストレマドゥーラ スパークリング 750ml ¥1,785

ブルット・ナトゥーレ ホルダン・デ・アソ エスプモーソ・デ・カリダッド（カリニェーナ） スパークリング 750ml ¥2,205

他

No.9

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 カサルバ ブルゴス 骨付き原木 約10ｋｇ ¥95,000

ハモンイベリコセボ カサルバ ブルゴス 骨付き原木 約10ｋｇ ¥55,000

ハモンセラーノ（36ヶ月熟成） カサルバ ブルゴス 骨付き原木 約10ｋｇ ¥32,000

ハモンデトレベレス（23ヶ月熟成） フビレス トレベレス 骨付き原木 約10ｋｇ ¥32,000

ハモンセラーノ・レセルバ（16ヶ月熟成） フビレス トレベレス 骨付き原木 約8ｋｇ ¥20,000

サルチチョンイベリコベジョータ カサルバ ブルゴス 豚腸入り 約1.5ｋｇ ¥8,700

チョリソーイベリコベジョータ カサルバ ブルゴス 豚腸入り 約1.5ｋｇ ¥8,700

アルバラシンチーズ・ドンマニュエル15ヶ月熟成 アルティサーノ テルエル 8分割カット 300ｇ ¥3,000

アルバラシンチーズ・プラタ アルティサーノ テルエル 8分割カット 300ｇ ¥2,300

アフィノックスハモネロ アフィノックス バレンシア 生ハム台 約12ｋｇ ¥73,500

他
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「スペインワイン&フード商談会　2010」
6月21日（月）　京王プラザホテル札幌　出展アイテムリスト
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No.10

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

お客様センター/ワイン　0120-139-380(受付時間: 月～金9:00～18:00　土9:00～17:00　日・祝祭日休み)

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
カタログ価格

（￥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
カタログ価格

（￥2,530）

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

（￥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
カタログ価格

（￥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
カタログ価格

（￥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
カタログ価格

（￥1,879）

フレシネ セミセコ・ロゼ フレシネ カヴァＤＯ カヴァ 750ｍｌ
カタログ価格

（￥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
カタログ価格

（￥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
カタログ価格

（￥1,879）

他

No.11

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）

グラン・フェウド、シャルドネ ボデガス・チビテ ナバーラ 白 750ｍｌ ¥1,995

グラン・フェウド、ロゼ ボデガス・チビテ ナバーラ ロゼ 750ｍｌ ¥1,785

グラン・フェウド、クリアンサ ボデガス・チビテ ナバーラ 赤 750ｍｌ ¥1,890

グラン・フェウド、シャルドネ ボデガス・チビテ ナバーラ 赤 750ｍｌ ¥2,415

アルノルド アバディア・レトゥエルタ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ｍｌ ¥2,625

リボラ アバディア・レトゥエルタ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ｍｌ ¥3,675

セレクション・エスペシャル アバディア・レトゥエルタ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ｍｌ ¥4,725

クエスタ・デ・オロ ボデガス・リュルトン ルエダ 白 750ｍｌ ¥5,250

エルマノス・リュルトン、ルエダ・ブランコ ボデガス・リュルトン ルエダ 白 750ｍｌ ¥2,940

マウロ ボデガス・マウロ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ｍｌ ¥8,400

他

No.１2

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)

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

ロス・コンデス・ブランコ ボデガス・ロケタ カタルーニャ 白　辛口 750ｍｌ ¥1,260

ロス・コンデス・ティント ボデガス・ロケタ カタルーニャ 赤　中重口 750ｍｌ ¥1,260

オチョア・クリアンサ ボデガス・オチョア ナバラ 赤　中重口 750ｍｌ ¥2,310

オチョア・レセルバ ボデガス・オチョア ナバラ 赤　重口 750ｍｌ ¥3,360

ティレヌス・クリアンサ ボデガス・エステファニア ビエルソ 赤　重口 750ｍｌ ¥4,830

マンサニージャ・マリア・クリスティーナ ペドロ・ロメロ サンルーカル・デ・バラメダ シェリー　辛口 750ｍｌ ¥1,575

ハモン・イベリコ・ベジョータ バルトゥーラ ギフエロ 約8ｋｇ  オープン価格

マンチェゴチーズ クオルム・インターナショナル カスティーリャ・ラ・マンチャ 約1ｋｇ  オープン価格

干しブドウ ラ・ボルヘニャ マラガ 1ｋｇ  オープン価格

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　ブリュットナチュレ カバ・ベルタ カバ スパークリング 750ml ¥3,150

チャコリ・チョミン・エチャニス2009 チョミン・エチャニス チャコリ・デ・ゲタリア 白 750ml ¥3,150

フェレット・チャレロ・ブランコ　ABAC2008 カバス・フェレット ペネデス 白 750ml ¥2,625

アルバリーニョ・デ・フェフィニャネス2008 パラシオ・デ・フェフィニャネス リアスバイシャス 白 750ml ¥3,150

キビア2008 アニマネグラ マヨルカ 白 750ml ¥3,675

ヴィア・エデターナ　ブランコ2008 エデタリア テラ・アルタ 白 750ml オープン価格

ヴィア・エデターナ　ティント2006 エデタリア テラ・アルタ 赤 750ml オープン価格

GR-174 2007 カーサ・グラン・デ・シウラーナ プリオラート 赤 750ml ¥3,150

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

マンサニージャ・ソレアール バルバディ－ジョ サン・ルカール シェリー 750ml ¥2,940

他

No.14

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

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・サンマネル・ブリュット・レゼルヴァ カバスヒル D.O.カバ 発泡 750ml ¥1,995

カバ・ブリュット・レゼルヴァ パルシェット D.O.カバ 発泡 750ml ¥3,255

マルケス・デ・アレージャ パルシェット D.O.アレージャ 白 750ml ¥2,415

ブラン・デ・パクス パレス・バルタ D.O.ペネデス 白 750ml ¥2,100

メスタ・ブランコ ボデガス・フォンタナ D.O.ウスレ 白 750ml ¥1,575

ラサス ボデガス・アス・ラサス D.O.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 D.O.ビエルソ 赤 750ml ¥2,100

エル・モリネ デステ・ビーノ D.O.バレンシア 赤 750ml ¥2,310

イソラ・デ・モント・レアガ モント・レアガ Vdtカスティージャ・ラ・マンチャ 赤 750ml ¥2,100

メスタ・テンプラニージョ ボデガス・フォンタナ D.O.ウスレ 赤 750ml ¥1,575

他

No.15

プロスタイルデザイン 株式会社
〒174-0071　東京都板橋区常盤台1-12-5

TEL: 03-5774-8288  FAX: 03-5774-8289

http://www.psd-i.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売

価格(税込)

ヴィッチー・カタラン グルッポ・ヴィッチー・カタラン社 スペイン
天然発泡

ミネラルウォーター
250ｍｌ

1ｹｰｽ(24本)
\9,360

ヴィッチー・カタラン グルッポ・ヴィッチー・カタラン社 スペイン
天然発泡

ミネラルウォーター
500ｍｌ

1ｹｰｽ(20本)
\9,800

ヴィッチー・カタラン グルッポ・ヴィッチー・カタラン社 スペイン
天然発泡

ミネラルウォーター
1ℓ

1ｹｰｽ(12本)
\9,480

フォンドール グルッポ・ヴィッチー・カタラン社 スペイン
ペットボトル入

ミネラルウォーター
500ｍｌ

1ｹｰｽ(24本)
\6,000

フォンドール グルッポ・ヴィッチー・カタラン社 スペイン ミネラルウォーター 500ｍｌ
1ｹｰｽ(20本)

\8,400

他
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No.16

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)

カバ　デル・プリンシペ　ドライ Ｃ．Ｂ．Ｌ．Ｓ．Ａ． ペネデス カバ　辛口 750ｍｌ ¥1,417

ナダル　カバ　ブリュット ナダル ペネデス カバ　辛口 750ｍｌ ¥1,942

ラ・ギータ　マンサニーラヤ ホセ・エステベス サンルカール・デ・バラメーダ 辛口 750ｍｌ ¥2,100

ディエゴ・デ・アルマグロ　レセルバ 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 ¥1,207

ディエゴ・デ・アルマグロ　グランレセルバ 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 ¥1,837

カリッサ 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

アナリヴィア　ソーヴィニヨン・ブラン フェリックス・ソリス ルエダ 白　辛口 750ｍｌ ¥1,417

エル・シルクロ フェリックス・ソリス リオハ 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥1,207

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

チャコリ・デ･ゲタリア　白 タライ・ベッリ バスク 微発泡　辛口 750ｍｌ ¥2,992

他

No.17

メルシャン 株式会社

〒104-8305　東京都中央区京橋1-5-8

お客様相談室　03-3231-3961(受付時間: 土・日・祝祭日を除く　9:00～12:00　13:00～17:00 )

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・ティント ボルサオ カンポ・デ・ボルハ 赤（ミディアム） 750ml オープン価格

ファン・フランシスコ・ソリス　レセルバ フェリックス・ソリス バルデペーニャス 赤（フルボディ） 750ml オープン価格

ラウデュム　オーガニック ボデガス・ボコパ アリカンテ 赤（ミディアム） 750ml オープン価格

他

No.18 

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　流通センタービル7F

TEL: 03-3767-4850  FAX: 03-3767-1471

http://www.rsliquor.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
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No.19

株式会社 マレ ノストルム

〒108-0071　東京都港区白金台4-9-18　バルビゾン32　2F

TEL: 03-5447-6099  FAX: 03-5447-6098

http://www.marenostrum.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売
価格(税込)

アルトゥケ ホベン アルトゥケ リオハ 赤 750ml ¥2,205

ミバル ホベン オルニリョス バジェステロス リベラ･デル･ドゥエロ 赤 750ml ¥2,310

アサル ヘレタット デ セシリア バレンシア 白 750ml ¥2,625

コルメラ オシアン ルエダ 白 750ml ¥2,625

セシリア ヘレタット デ セシリア バレンシア ロゼ 750ml ¥2,835

ペティットグレアロ ビニャ レレウ コステレス･デル･セグレ 赤 750ml ¥3,045

ベリナ ベルナベ イ ナバロ アリカンテ 赤 750ml ¥3,255

パルダス ネグラ フランク セジェール　パルダス ペネデス 赤 750ml ¥3,990

ダビラ アデガス バルミニョール リアス･バイシャス 白 750ml ¥4,200

オシアン オシアン ルエダ 白 750ml ¥6,300

他

No.20

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.21

レセルバ イベリカ ジャパン 有限会社

〒733-0865　広島県広島市西区草津本町1-5

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 レセルバ　イベリカ ギフエロ 骨付き・蹄付き 7ｋｇ  前後 オープン価格

レセルバ　イベリコ レセルバ　イベリカ ギフエロ 骨付き・蹄付き 5ｋｇ  前後 オープン価格

レセルバ　セラーノ レセルバ　イベリカ ギフエロ 骨付き・蹄付き 7ｋｇ  前後 オープン価格

グラン　レセルバ　ベジョータ　ボンレス レセルバ　イベリカ ギフエロ 骨無し 4ｋｇ  前後 オープン価格

レセルバ　イベリコ　ボンレス レセルバ　イベリカ ギフエロ 骨無し 3ｋｇ  前後 オープン価格

レセルバ　セラーノ　ボンレス レセルバ　イベリカ ギフエロ 骨無し 5ｋｇ  前後 オープン価格

グラン　レセルバ　ベジョータ　スライス レセルバ　イベリカ ギフエロ スライスパック 80ｇ オープン価格

ロモ　イベリコ　ベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ 腸詰め 500ｇ 前後 オープン価格

チョリソ　イベリコ　ベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ 腸詰め 500ｇ 前後 オープン価格

サルチチョン　イベリコ　ベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ 腸詰め 500ｇ 前後 オープン価格

他
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