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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3-15

TEL：03-5640-7691     FAX：03-5640-5238

www.asahigrant.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ハモン・イベリコ・ベジョータ（骨付き・ﾎﾞﾝﾚｽ） BLAZQUEZ（ブラスケス） スペイン・サラマンカ 36ヶ月熟成 約９ｋｇ・約4.5ｋｇ オープン価格

ハモン・イベリコ（骨付き・ボンレス） BLAZQUEZ（ブラスケス） スペイン・サラマンカ 24ヶ月熟成 約９ｋｇ・約4.5ｋｇ オープン価格

ハモン・デ・テルエルD.O.（骨付き・ボンレス） PORTESA（ポルテサ） スペイン・アラゴン州・テルエル 18ヶ月熟成 約８kg.約６ｋｇ オープン価格

パレタ・イベリカ・コシーダ（セミデボーン） MAFRESA（マフレサ） スペイン・サラマンカ 加熱ハム 約5.5～6.5kg オープン価格

イベリコ　フエ MAFRESA（マフレサ） スペイン・サラマンカ サラミ 180ｇ オープン価格

パエリア　マリスコス MARFURIO（マルフリオ） スペイン（ポルトガル） 冷凍 330ｇ ¥1,000

パエリア　ネグラ MARFURIO（マルフリオ） スペイン（ポルトガル） 冷凍 330ｇ ¥1,200

他

No.2

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9:00～17:00　土･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

（税抜き）

フレシネ エックス フレシネ ｶｳﾞｧDO ｶｳﾞｧ 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（1,740円）

フレシネ ブリュット ビンテージ レゼルバ ２０１１ フレシネ ｶｳﾞｧDO ｶｳﾞｧ 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（2,700円）

フレシネ　ミーア（赤） フレシネ ｳﾞｨﾉ ﾃﾞ ﾗ ﾃｨｴﾗ　ﾃﾞ ｶｽﾃｨｰﾘｬ 赤･ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（1,200円）

フレシネ　ミーア（白） フレシネ ｳﾞｨﾉ ﾃﾞ　ｴｽﾊﾟｰﾆｬ 白･やや辛口 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（1,200円）

タペーニャ テンプラニーリョ （赤） ２０１１ フレシネ ｳﾞｨﾉ ﾃﾞ ﾗ ﾃｨｴﾗ　ﾃﾞ ｶｽﾃｨｰﾘｬ 赤･ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（1,460円）

タペーニャ ベルデホ （白） ２０１２ フレシネ ｳﾞｨﾉ ﾃﾞ ﾗ ﾃｨｴﾗ　ﾃﾞ ｶｽﾃｨｰﾘｬ 白･やや辛口 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（1,460円）

ソラール ビエホ コセチャ ２０１２ ソラール　ビエホ リオハ　DOCa 赤･ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（1,300円）

ソラール ビエホ クリアンサ ２０１０ ソラール　ビエホ リオハ　DOCa 赤･ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾞﾃﾞｨ 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（1,700円）

ソラール ビエホ レセルバ ２００７ ソラール　ビエホ リオハ　DOCa 赤･ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（2,900円）

ビオンタ  アルバリーニョ ２０１３ ビオンタ リアス　バイシャス　DO 白・辛口 750 ｶﾀﾛｸﾞ価格（2,900円）

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/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ソブラサーダ・デ・マヨルカ ラマダース マヨルカ サラミ 約450/本 オープン価格

スナックス　ハム・チョリソー エスプーニャ カタルーニャ サラミ 27g/パック オープン価格

カニータス エスプーニャ カタルーニャ サラミ 50g/パック オープン価格

ハモン・セラーノ200g エスプーニャ カタルーニャ 生ハム 200g/パック オープン価格

ハモン・セラーノ60gハーフカット エスプーニャ カタルーニャ 生ハム 60g/パック オープン価格

スペイン産ナスのピクルス カルサード カスティーリャ・ラ・マンチャ ピクルス 780g/本 オープン価格

ケソ・アル・ロメロ ピコネロ カスティーリャ・ラ・マンチャ チーズ 約1kg/玉 オープン価格

ディオス・バコ・フィノ ディオス・バコ アンダルシア シェリー 750ml/本 オープン価格

ダドス バルサンソ カスティーリャ・イ・レオン ワイン 750ml/本 オープン価格

トルタス・デ・アセイテ ベガハルディン アンダルシア クラッカー 180g/パック オープン価格

他

「スペインワイン＆フード商談会　2014」
6月23日（月）　JRタワーホテル日航札幌　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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「スペインワイン＆フード商談会　2014」
6月23日（月）　JRタワーホテル日航札幌　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。

No.4

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

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

（税抜き）

レアル・コンパニーア・デ・ヴィノス・ブランコ　2011 レアル・コンパニーア・デ・ヴィノス VDT カスティーリャ ドライ 750ml ¥1,300

レアル・コンパニーア・デ・ヴィノス・テンプラニーリョ　2011 レアル・コンパニーア・デ・ヴィノス VDT カスティーリャ ミディアムボディ 750ml ¥1,300

パラシオ・デ・モンサルード　2009 ヴィーニャ・エストレメニャ ＶＤＴ エストレマドゥーラ ミディアムボディ 750ml ¥1,700

パラシオ・デ・ヴァルデインファンテ　2008 ヴィーニャ・エストレメニャ ＶＤＴ エストレマドゥーラ フルボディ 750ml ¥2,000

テントゥディア・プレミアム　2010 ヴィーニャ・エストレメニャ ＶＤＴ エストレマドゥーラ フルボディ 750ml ¥2,500

モナステリオ・デ・テントゥディア・トラディション　2007 ヴィーニャ・エストレメニャ ＶＤＴ エストレマドゥーラ フルボディ 750ml ¥3,000

コルテ・レアル・プラチナム　2006 ヴィーニャ・エストレメニャ ＶＤＴ エストレマドゥーラ フルボディ 750ml ¥5,000

ロベルト・ホタ・ムール・ブリュット　NV ロベルト・ホタ・ムール ＤＯ カヴァ ドライ 750ml ¥2,400

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　NV ロベルト・ホタ・ムール ＤＯ カヴァ ドライ 750ml ¥4,000

ロベルト・ホタ・ムール・エスペシアル・トラディシオ・ロサード　NV ロベルト・ホタ・ムール ＤＯ カヴァ ドライ 750ml ¥4,000

他

No.5

株式会社 スマイル

〒135-0052 東京都江東区潮見2-8-10　潮見SIFビル

TEL：03-6731-2400     FAX：03-6731-2271

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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ナダル　カバ　ブリュット ナディコム　SL ペネデス 白/辛口 750ml ¥1,700

アナリヴィア　ソーヴィニヨン・ブラン パゴス・デル・レイ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,350

アナリヴィア　ヴェルデホ パゴス・デル・レイ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,350

エル・シルクロ パゴス・デル・レイ リオハ 赤 750ml ¥1,150

アルマグロ　レゼルバ フェリックス・ソリス バルデペーニャス 赤 750ml ¥1,150

アルマグロ　グラン・レゼルバ　ファミリア フェリックス・ソリス バルデペーニャス 赤 750ml ¥2,800

バルデシル バルデシル バルデオラス 白/辛口 750ml ¥2,000

エル　パハロ　ロッホ ロサーダ ビエルソ 赤 750ml ¥1,650

ロサーダ ロサーダ ビエルソ 赤 750ml ¥2,400

マンサニーリャ　ラ・ギータ ホセ・エステベス ヘレス シェリー 750ml ¥1,850

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.gourmet-world.co.jp/shopping/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ハモンイベリコベジョータ44ヶ月熟成 フビレス トレベレス 約8ｋｇ ¥76,000

ハモン・デ・トレベレス23ヶ月熟成 フビレス トレベレス 約9kg ¥33,000

エンプティード類（チョリソ・サルシチョン） カサルバ ブルゴス 約1.4ｋｇ ¥7,350

ソブラサーダ　イベリコ　ベジョータ カサルバ ブルゴス 約1ｋｇ ¥4,000

プレディカドール　(赤・白） ボデガ　コンタドール D.O.Ca.  リオハ 赤・白 750ｍｌ ¥4,000

マシソ　2009 ボデガ　コンタドール D.O.カタルーニャ 白 750ｍｌ ¥3,700

マシス　2011 ボデガ　コンタドール D.O.カタルーニャ 白 750ｍｌ ¥2,660

ラ・テルセラ・エスタシオン　（赤・白） ボデガ　コンタドール D.O.Ca.  リオハ 赤 750ｍｌ ¥3,500

ドゥルシネア（赤・白） ボデガ　カンポス　デ　ドゥルシネア D.O. ラ マンチャ 赤・白 750ｍｌ ¥1,900

ベガ　メディエム　ブリュット ウニオン　ビニコラ　デ　エステ D.O.カバ　レケナ 泡白 750ｍｌ ¥1,600

他
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「スペインワイン＆フード商談会　2014」
6月23日（月）　JRタワーホテル日航札幌　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。

No.7

T.G.A. Int. Commerce Business, S.L.

〒540-0039 大阪府大阪市中央区東高麗橋1-6　清水不動産ビル201

TEL：06-6920-6950     FAX：06-6920-6951

www.tgafoods.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

コト・デ・アヤス・ティント ボデガス・アラゴネッサス カンポ・デ・ボルハ 赤 750ｍｌ ¥1,600

コト・デ・アヤス・ブランコ ボデガス・アラゴネッサス カンポ・デ・ボルハ 白 750ｍｌ ¥1,600

ファグス・デ・コト・デ・アヤス ボデガス・アラゴネッサス カンポ・デ・ボルハ 赤 750ｍｌ ¥5,000

エセ・オモ ボデガス・アラゴネッサス カンポ・デ・ボルハ 赤 750ｍｌ ¥2,000

エセ・ホモ・セレクション ボデガス・アラゴネッサス カンポ・デ・ボルハ 赤 750ｍｌ ¥3,000

カバ・コト・デ・アヤス ボデガス・アラゴネッサス カバ 泡 750ｍｌ ¥2,600

クルス・デ・ピエドゥラ・ティント ボデガ・ラ・ビルヘン・デラ・シエラ カラタユッド 赤 750ｍｌ ¥1,645

クルス・デ・ピエドゥラ・ブランコ ボデガ・ラ・ビルヘン・デラ・シエラ カラタユッド 白 750ｍｌ ¥1,645

ア・デ・アイレス ボデガス・セニョリオ・デ・アイレス カリニェナ 赤(ｳﾞｨﾉ･ﾃﾞ･ﾊﾟｺﾞ) 750ｍｌ ¥2,215

アルデヤ・バリカ ボデガス・セニョリオ・デ・アイレス カリニェナ 赤 750ｍｌ ¥2,285

他

No.8

三国ワイン 株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1-17-18 白鹿茅場町ビル9F

TEL：03-5542-3941     FAX：03-3552-0392

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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

カヴァ　ロゼ・ブリュット ロジャーグラート ペネデス スパークリング
ロゼ・辛口 750ml ¥2,300

カヴァ　グラン・キュヴェ　ジョセップ・ヴァイス ロジャーグラート ペネデス スパークリング
白・辛口 750ml ¥3,100

クネ　リオハ　モノポール C.V.N.E.(クネ) DOリオハ 白・辛口 750ml ¥1,800

クネ　リオハ　クリアンサ C.V.N.E.(クネ) DOリオハ 赤
ミディアムボディ 750ml ¥1,800

クネ　リオハ　ビーニャ・レアル　クリアンサ C.V.N.E.(クネ) DOリオハ　 赤
フルボディ 750ml ¥2,500

パソ・ダス・ブルシャス トーレス DOリアス・バイシャス 白・辛口 750ml ¥2,200

セレステ　クリアンサ　リベラ・デル・デゥエロ トーレス DOリベラ・デル・ドゥエロ 赤
フルボディ 750ml ¥2,900

フロラリス・モスカテル・オロ トーレス スペイン 極甘口
酒精強化ワイン 500ml ¥1,940

カベルネ・ソーヴィニヨン　レゼルヴァ ジャン・レオン DOペネデス 赤
フルボディ 750ml ¥3,600

シエテ・シエテ　77 ルエダ ボデガ・ラ・ソテラーニャ DOルエダ 白・辛口 750ml ¥1,400

他

No.9

三菱食品 株式会社

〒143-6556　東京都大田区平和島6丁目1番1号

TEL：03-3767-4265     FAX：03-3767-4319

http://www.mitsubishi-shokuhin.com/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

セグラヴューダス　ブルート　レゼルバ セグラヴューダス D.O.カバ（ペネデス） 泡/辛口 750ｍｌ ¥1,600

セグラヴューダス　セミセコ セグラヴューダス D.O.カバ（ペネデス） 泡/やや甘口 750ｍｌ ¥1,600

セグラヴューダス　ブルート　ロサード セグラヴューダス D.O.カバ（ペネデス） 泡（ロゼ）/辛口 750ｍｌ ¥1,600

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 D.O.カバ（ペネデス） 泡（ロゼ）/辛口 750ｍｌ ¥1,800

セグラヴューダス　ラヴィット　ブルート　ナチュレ セグラヴューダス D.O.カバ（ペネデス） 泡/極辛口 750ｍｌ ¥2,400

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 D.O.カバ（ペネデス） 泡/極辛口 750ｍｌ ¥2,300

セグラヴューダス　ブルート　ヴィンテージ　08 セグラヴューダス D.O.カバ（ペネデス） 泡/辛口 750ｍｌ ¥2,400

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 D.O.カバ（ペネデス） 泡/辛口 750ｍｌ ¥5,300

セグラヴューダス　マス　デ　アラニョ　レゼルバ09 セグラヴューダス D.O.ペネデス 赤/ミディアム 750ｍｌ ¥3,300

セグラヴューダス　クリュ　デ　ラヴィト セグラヴューダス D.O.ペネデス 白/辛口 750ｍｌ ¥2,750

他
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「スペインワイン＆フード商談会　2014」
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No.10

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

（税抜き）

カバフェレ・レセルバ カバス　フェレ カバ 泡 750ml ¥2,000

セルメ－ニョ　ティント コビトロ トロ 赤 750ml ¥1,500

セルメ－ニョ　ブランコ コビトロ トロ 白 750ml ¥1,500

マノン　 ボデガス　マノ・ア・マノ VＴカスティーリャ　 赤 750ml ¥1,500

マノ・ア・マノ ボデガス　マノ・ア・マノ VＴカスティーリャ　 赤 750ml ¥2,000

オサ ボデガス　マノ・ア・マノ VＴカスティーリャ 赤 750ml ¥3,000

オサ・シラー ボデガス　マノ・ア・マノ VＴカスティーリャ 赤 750ml ¥3,000

ナイア ボデガス　ナイア ルエダ 白 750ml ¥2,500

モンハルディン　デージョ・メルロー カスティーリョ・デ・モンハルディン ナバーラ 赤 750ml ¥2,800

モンハルディン　シャルドネレセルバ カスティーリョ・デ・モンハルディン ナバーラ 白 750ml ¥2,800

他

No.11

株式会社 モンテロッソ

〒274-0825　千葉県船橋市前原西2-46-20

TEL：047-472-9345     FAX：047-471-8145

http://www.monterosso.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ボケロネス（プレーン）　boquerones en vinagre SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 260ｇ オープン価格

ボケロネス（プレーン）　boquerones en vinagre SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 380ｇ オープン価格

ボケロネス（プレーン）　boquerones en vinagre SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 570ｇ オープン価格

ボケロネス（ガーリック）boquerones al ajillo SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 140ｇ オープン価格

ボケロネス（ガーリック）boquerones al ajillo SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 285ｇ オープン価格

ボケロネス　（レモン）  boquerones al limon SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 280ｇ オープン価格

アンチョビ　anchoas en aceite SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 70ｇ オープン価格

アンチョビ　anchoas en aceite SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 100ｇ オープン価格

アンチョビ　anchoas en aceite SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 420ｇ オープン価格

アンチョビ　anchoas en aceite SIRO&XAVI S.L.   (NASSARI) バルセロナ プラスティック容器 800ｇ オープン価格

他

No.12

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 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

（税抜き）

クロ・ラ・ソレヤ・ブリュット・ナチュレ カヴァス・エル・チャンフラ D.O.カバ 泡/辛口 750ml ¥1,300

マル・デ・フラデス・エスプモッソ マル・デ・フラデス D.O.リアス・バイシャス 泡/辛口 750ml ¥4,500

チャコリ・チャルマン アラバコ・チャコリーナ D.O.アラバコ・チャコリーナ 白/辛口 750ml ¥1,700

マニア・ソーヴィニヨン・ブラン ボデガス・フェリックス・ロレンソ・カチャッソ D.O.ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,900

ブランコ・デ・テンプラニーリョ パゴ・デル・ヴィカリオ カスティーリャ 白/辛口 750ml ¥2,000

マルケス・デ・ラ・ビジャ・マルヴァシア ボデガス・コヴィトロ D.O.トロ 白/辛口 750ml ¥1,200

マルケス・デ・ラ・ビジャ・ティンタ・デ・トロ ボデガス・コヴィトロ D.O.トロ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,200

ラモン・ビルバオ・クリアンサ ラモン・ビルバオ D.O.Ca リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,100

ラモン・ビルバオ・レセルバ ラモン・ビルバオ D.O.Ca リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥3,250

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.ヘレス・ケレス・シェリー・イ・
マンサニージャ・サンルーカル・デ・バラメダ

シェリー/辛口 750ml ¥2,000

他
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No.13

有限会社 ワイナリー和泉屋

〒173-0004　東京都板橋区板橋1-34-2

TEL：03-3963-3217     FAX：03-3963-3220

http://www.wizumiya.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ディグニタット・ブリュット・ナチュレ ジョセップ・マサックス D.O.カバ 泡 750 ¥2,000

レイラーナ・アルバリーニョ フォルハス・デル・サルネス D.O.リアス・バイシャス 白 750 ¥4,500

エネディナ・ビッラフランカ ラウル・ペレス＆パブロ・フリアス D.O.ビエルソ 白 750 ¥5,000

ファロス・テンプラニーリョ ボデガ・クラシカ D.O.Ca.リオハ 赤 750 ¥1,800

ファロス・クリアンサ ボデガ・クラシカ D.O.Ca.リオハ 赤 750 ¥2,200

ナバレグア ボデガス・シリエス V.d.T.カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤 750 ¥2,600

ギマロ・ティント アデガス・ギマロ D.O.リベイラ・サクラ 赤 750 ¥3,000

エル・マルシアーノ アルフレッド・マエストロ・テヘロ V.d.T.カスティーリャ・イ・レオン 赤 750 ¥4,500

他

No.14

株式会社 デプトプランニング

〒150-0001　東京都渋谷区神宮前5-29-9-202

TEL：03-5778-4020     FAX：03-5778-6841

http://www.dept-net.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

クロポン　シスケヤ　ホワイト　カタルーニャ　 クロポン　ワイナリー コステルス・デル・セグレ 　白　辛口 750ｍｌ ¥3,000

クロポン　ロク　デ　フォク　ホワイト　カタルーニャ　 クロポン　ワイナリー コステルス・デル・セグレ 　白　辛口 750ｍｌ ¥5,800

クロポン　アルゲス　レッド　カタルーニャ　 クロポン　ワイナリー コステルス・デル・セグレ 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥3,500

クロポン　ロク　ヌウ　レッド　カタルーニャ　 クロポン　ワイナリー コステルス・デル・セグレ 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥5,000

*6月下旬再入荷　ご予約承ります。

クロポン　810　レッド　カタルーニャ　 クロポン　ワイナリー コステルス・デル・セグレ 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥20,000

*6月下旬再入荷　ご予約承ります。

ガルダッチョ　クリアンサ　レッドワイン アルザニア ナバーラ 赤　フルボディ 750ｍｌ ¥2,500

他

No.15

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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

セニョリオ・デ・サリア　 サリア社 ナバーラ 赤・白 750ml ¥1,600

トーレ・デ・ガサーテ ガサーテ ラ・マンチャ 白 750ml ¥1,600

アニール・フフレッシュ ガサーテ ラ・マンチャ 白 750ml ¥1,600

アバディア・ラ・アジョヤーダ アバディア リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥1,500

カバ・フェレ・ブリュット・ナチュレ レセルバ カバ・フェレ ペネデス 発泡 750ml ¥2,900

グランバルケロ　フィーノ グランバルケロ モンティージャ・モリレス シェリー 750ml ¥2,450

アストゥーリアナ ヴィジャヴィシオーサ アストゥーリアス シードル 250ml ¥430

アルタホ アルタホ トゥデーラ ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 1L ¥2,000

白ワインビネガー ゴイバル スペイン ビネガー 500ml ¥250

赤ワインビネガー ゴイバル スペイン ビネガー 1L ¥430

他
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No.16

アサヒビール 株式会社

〒130-8602　東京都墨田区吾妻橋1-23-1

TEL：03-5608-5251     FAX：03-5608-5342

http://www.asahibeer.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

コト・デ・イマズ・レセルヴァ 2008 エル・コト リオハ 赤 750ml ¥2,900

エル・コト・ティント 2011 エル・コト リオハ 赤 750ml ¥1,360

エル・コト・ブランコ 2013 エル・コト リオハ 白 750ml ¥1,360

ベソ・レセルヴァ・ブリュット・ナチュレ ※ヴィンテージなし ユニオン・ヴィニコラ・デル・エステ バレンシア スパークリング 750ml ¥1,450

ベソ・レセルヴァ・セミ・セック　※ヴィンテージなし ユニオン・ヴィニコラ・デル・エステ バレンシア スパークリング 750ml ¥1,450

ナ・ソル・デ・レケーナ　ブリュット　※ヴィンテージなし ユニオン・ヴィニコラ・デル・エステ バレンシア スパークリング 750ml ¥1,580

ナ・ソル・デ・レケーナ　セミ・セック　※ヴィンテージなし ユニオン・ヴィニコラ・デル・エステ バレンシア スパークリング 750ml ¥1,580

ヴィニャ・アルバリ・グラン・レセルヴァ・デ・ファミリア　2004 フェリックス・ソリス ラ・マンチャ 赤 750ml ¥2,750

ヴィニャ・アルバリ・グラン・レセルヴァ　2007 フェリックス・ソリス ラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,700

ヴィニャ・アルバリ・レセルヴァ　2009 フェリックス・ソリス ラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,100

他

No.17

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2-13-4

TEL：03-6436-3325     FAX：03-6436-3326

http://www.ats-co-ltd.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

オリーブオイル アグロカストリル アンダルシア 瓶 1ℓ オープン

缶詰　 CUCA　・ポルトムイニョス ガリシア 缶 115ｇ他 オープン

ピコス ｆｄｓ アンダルシア 袋 150ｇ オープン

アンチョビ フレド カンタブリア 缶 50ｇ　85ｇ オープン

殻付トーストアーモンド ｆｄｓ アンダルシア プラスティック 3ｋｇ オープン

ソルト バレリーデス マヨルカ島 缶 150ｇ　 オープン

ビネガー・ソース プロダクツマフエロ へレス 瓶 250ml　　350ｍｌ オープン

ブイヨン ｆｄｓ アンダルシア 固形 360ｇ オープン

ニンニクピクルス ｆｄｓ アンダルシア 瓶 410ｇ オープン

キャラメル ドゥルサ パンプローナ 缶　紙箱 42ｇ　220ｇ　330ｇ オープン

他

No.18

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

（税抜き）

カバ　ブジョニス　ブリュット スマロッカ　 カタルーニャ州　ペネデス 白泡 750 ¥1,500

ミュスカ スマロッカ　 カタルーニャ州　ペネデス 白辛口 750 ¥1,500

フラビウム　ゴデーリョ　ドーニャ　ブランカ ビィノス・デ・アルガンサ カスティーリャ　イ　レオン州 白辛口 750 ¥1,300

モンテ　パルマ　ベルデホ　 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 白辛口 750 ¥1,300

バル　ド　ソセゴ　アルバリーニョ ボデガス・アス・ラサス ガリシア州 白辛口 750 ¥2,000

プント　イ　コマ ボデガス・イ・ビィネドス・デル・ハロン アラゴン州 赤ミディアム 750 ¥1,300

フラビウム　プレミウム ビィノス・デ・アルガンサ カスティーリャ　イ　レオン州 赤ミディアム 750 ¥1,300

テンプラニーリョ パラシオ　ケマド エストレ　マドゥーラ州 赤ミディアム 750 ¥1,400

ソラル　デ　カストロ ボデガ・デ・ハラウタ ラ　リオハ州 赤ミディアム 750 ¥1,500

フィノ　セーべー アルベアル　 アンダルシア州 白辛口 750 ¥1,500

他
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No.19

株式会社 イムコ

〒465-0097 名古屋市名東区平和ヶ丘3-75-1

TEL：052-781-7476     FAX：052-781-7466

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

アメストイ・チャコリ アメスグレン DOチャコリ・デ・ゲタリア 微発泡白 750ml ¥2,800

フルートノブレ・ソーヴィニヨン・ブラン ボデガス・フランシスコ・ゴメス DOアリカンテ 白 750ml ¥2,100

フィジャボア・アルバリーニョ ボデガス・フィジャボア DOリアス・バイシャス 白 750ml ¥3,300

アウグストゥス・シャルドネ セレルス・アウグストゥス・フォルム DOペネデス 白 750ml ¥4,900

パゴス・デ・アライス・クリアンサ ボデガス・パゴス・デ・アライス DOナバラ 赤 750ml ¥2,000

ウバ・ノクトゥルナ・ガルナッチャ ボデガス・エヘアナス VdTリベラ・デル・ガジェゴ・シンコ・ヴィシャス 赤 750ml ¥2,200

マス・デ・レダ ボデガス・レダ VdTカスティーリャ・イ・レオン 赤 750ml ¥3,800

ラ・ハンダ・フィノ アルバロ・ドメック
DOヘレス・ケレス・シェリー及び

マンサニージャ・デ・サンルーカル・デ・バラメダ
シェリー 750ml ¥2,600

オルホ・フィジャボア ボデガス・フィジャボア DOオルホ・デ・ガリシア 蒸留酒 500ml ¥7,000

アスティアサラン・シドラ サガルドア・アスティアサラン バスク地方、スビエタ りんご酒 750ml ¥1,300

他

No.20

株式会社 ヴィントナーズ

〒105-0001  東京都港区虎ノ門3-18-19　虎ノ門ﾏﾘﾝﾋﾞﾙ5F

TEL：03-5405-8368     FAX：03-5405-8369

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ホベン 2013 アルタディ スペイン　リオハ/リオハ・アラベサ 赤 750ml ¥3,400

テンプラニーリョ　2011 アルタディ スペイン　リオハ/リオハ・アラベサ 赤 750ml ¥3,300

ビーニャス・デ・ガイン・ティント　2010 アルタディ スペイン　リオハ/リオハ・アラベサ 赤 750ml ¥4,960

オルガンサ　2011 シエラ・カンタブリア スペイン　リオハ 白 750ml ¥3,900

コレクシオン　プリバーダ　2010 シエラ・カンタブリア スペイン　リオハ 赤 750ml ¥5,960

サン・ビセンテ　2008 セニョリオ・デ・サン・ビセンテ スペイン　リオハ 赤 750ml ¥6,600

アルミレス　2012 テソ・ラ・モンハ スペイン　トロ地方 赤 750ml ¥3,760

カバ・ブリュット　NV パレス・バルタ ペネデス 泡・白 750ml ¥1,960

ブラン・デ・パック　2012 パレス・バルタ ペネデス 白 750ml ¥1,960

ハニー・ムーン　2012 パレス・バルタ ペネデス 白 750ml ¥1,960

他

No.21

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

http://www.odexjapan.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ヴィア・テラ・ブランコ エデタリア テラ・アルタ 白・辛口 750ml ¥1,800

ヴィア・テラ・ティント エデタリア テラ・アルタ 赤・辛口 751ml ¥1,800

エデタナ・ブランコ エデタリア テラ・アルタ 白・辛口 752ml ¥2,600

エデタナ・ティント エデタリア テラ・アルタ 赤・辛口 753ml ¥2,600

クアトロ・キロス クアトロ・キロス マジョルカ 赤・辛口 754ml ¥5,600

ロブレ エルカビオ ラ・マンチャ 赤・辛口 755ml ¥1,700

ガバ・メンシア テルモ・ロドリゲス ヴァルデオラス 赤・辛口 756ml ¥1,800

ランサガ テルモ・ロドリゲス リオハ 赤・辛口 757ml ¥3,500

マウンテン・ブランコ テルモ・ロドリゲス マラガ 白・辛口 758ml ¥2,500

エル・トランジスター テルモ・ロドリゲス ルエダ 白・辛口 759ml ¥3,300

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

（税抜き）

マオウ・シンコ・エストレージャス グルッポ・マオウ・サンミゲール マドリード ビール 330ml ¥330

マオウ・ネグラ グルッポ・マオウ・サンミゲール マドリード ビール 330ml ¥350

マヤドール・シードラ マニェル・ブスト・アマンディ アストリアス りんごのスパークリングワイン／やや甘口 250ml ¥270

ノステル・イニシアル ラ・ペルラ・デル・プリオラート カタルーニャ／プリオラート 赤ワイン／フルボディ 750ml ¥3,000

チャコリ・レサバル レサバル バスク 微発泡白ワイン／辛口 750ml ¥2,700

バロン・マンサニージャ バロン アンダルシア／サンルーカル・デ・バラメダ シェリー／辛口 750ml ¥1,500

バロン・モスカテル バロン アンダルシア／サンルーカル・デ・バラメダ シェリー／甘口 750ml ¥1,700

ヒルマス・ブリュット エル・セップ カタルーニャ／ペネデス カバ／辛口 750ml ¥2,000

オイルサーディン・マリネ パコ・ラフエンテ ガリシア オイルサーディン・マリネ 125g(固形量88g) ¥500

オイルサーディン パコ・ラフエンテ ガリシア オイルサーディン 125g(固形量88g) ¥500

他

No.23

株式会社 サス

〒158-0081　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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

フィノ・パネサ エミリオ・イダルゴ ヘレス シェリー・辛口 750ml ¥2,800

ランソス・ブランコ アルバレス・イ・ディエス ラ・マンチャ 白・辛口 750ml ¥1,200

ランソス・ティント アルバレス・イ・ディエス ラ・マンチャ 赤・中重口 750ml ¥1,200

マンテル・ソーヴィニヨン・ブラン アルバレス・イ・ディエス ルエダ 白・辛口 750ml ¥2,500

ヴァルモロ アルバレス・イ・ディエス トロ 赤・中重口 750ml ¥2,500

ティレヌス・ティント ボデガス・エステファニア ビエルソ 赤・中重口 750ml ¥2,200

アルハンブラ・エスペシャル セルベサス・アルハンブラ グラナダ ビール 330ml ¥400

メスキータ・ビール セルベサス・アルハンブラ コルドバ ビール 330ml ¥400

ハモン・イベリコ・セボ モンタラス サラマンカ オープン価格

他

No.24

株式会社 パラジャパン

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-18　第2上野ビル8Ｆ

TEL：045-477-2881     FAX：045-477-2882

http://www.parajapan-wine.com/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

エルブフォン・ベルデホ 2012 レイーナデ・カスティーリャ ルエダ 白 750 ¥1,400

マリエッタ 2012 マルティン・コダックス リアスバイシャス 白 750 ¥1,750

ブリュット・デ・ブリュット マリア・カサノバ ペネデス 白/泡 750 ¥1,900

ダイモン・ティント 2012 ボデーガス・トビア リオハ 赤 750 ¥1,900

ダイモン・ブランコ 2012 ボデーガス・トビア リオハ 白 750 ¥1,900

エリオス 2011 コステルス・デル・プリオラト プリオラト 赤 750 ¥2,400

フローレス 2012 フェリックス・カジェッホ リベラデル・デュエロ 赤 750 ¥2,750

クアトロ・テ 2011 パラシオ・デ・ヴィラチカ トロ 赤 750 ¥2,750

セイス・セパス・セイス 2011 ボデーガス・ペリカ リオハ 赤 750 ¥3,400

シンコ・テ 2009 パラシオ・デ・ヴィラチカ トロ 赤 750 ¥3,700

他
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No.25

アグリ 株式会社

〒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

（税抜き）

カスターニョ　マカベオ・シャルドネ ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ 白/辛口 750ml ¥1,300

カスターニョ・モリノ・ロコ ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ 赤/ミディアム 751ml ¥1,200

カスターニョ・モラゴン ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ 赤/ミディアム 750ml ¥1,200

カスターニョ　モナストレル　オーガニック　 ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ 赤/ミディアム 750ml ¥1,300

ヘクラ ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ 赤/フルボディ 750ml ¥1,700

カスターニョ・ソラネラ ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ 赤/フルボディ 750ml ¥2,000

モ・サリナス ボデガス・シエラ・サリナス ＤＯアリカンテ 赤/フルボディ 750ml ¥1,500

プエルト・サリナス ボデガス・シエラ・サリナス ＤＯアリカンテ 赤/フルボディ 750ml ¥3,300

ミラ・サリナス ボデガス・シエラ・サリナス ＤＯアリカンテ 赤/フルボディ 750ml ¥4,000

カスターニョ　ドゥルセ ボデガス・カスターニョ ＤＯイエクラ 赤/極甘口 500ｍｌ ¥3,000

他

No.26

株式会社 都光酒販

〒110-0005　東京都台東区上野1-9-2

TEL：03-3833-3541     FAX：03-3832-6930

http://www.toko-t.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

イネディット　エストレージャダム ダム バルセロナ ビール 750ｍｌ オープン価格

イネディット　エストレージャダム ダム バルセロナ ビール 500ｍｌ オープン価格

レハドラーダ レハドラーダ トロ 赤・重口 750ｍｌ オープン価格

ノヴェルム　レハドラーダ レハドラーダ トロ 赤・重口 750ｍｌ オープン価格

アマドール　ブリュット・ロゼ アマドール ペネデス 泡/辛口 750ｍｌ オープン価格

アマドール　ブリュット・レセルバ アマドール ペネデス 泡/辛口 750ｍｌ オープン価格

他

No.27

マルカイコーポレーション 株式会社　ワイン課

〒550-0003　大阪府大阪市西区京町堀一丁目18-5

TEL：06-6443-2071     FAX：06-6443-2182

http://www.marukai.co.jp/wine/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ヴェガ・デル・カスティーリョ・ティント　2011 ボデガス･ヴェガ･デル･
カスティーリョ D.O.ﾅﾊﾞｰﾗ/ﾅﾊﾞｰﾗ 赤・ﾐﾃﾞｨｱﾑ 750ml ¥1,080

カタンガ・ブランコ  2012 ボデガス・ラトゥエ ｳﾞｨﾉ･ﾃﾞ･ﾗ･ﾃｨｴﾗ･ﾃﾞ･ｶｽﾃｨｰﾘｬ 白・辛口 750ml ¥1,250

カタンガ・ティント 2012 ボデガス・ラトゥエ ｳﾞｨﾉ･ﾃﾞ･ﾗ･ﾃｨｴﾗ･ﾃﾞ･ｶｽﾃｨｰﾘｬ 赤・ﾐﾃﾞｨｱﾑ 750ml ¥1,250

アルヴァレス・デ・トレド　”ゴデーリョ”　 2010 アルヴァレス・デ・トレド D.O.ﾋﾞｴﾙｿ/ｶｽﾃｨｰﾘｬ･ｲ･ﾚｵﾝ 白・辛口 750ml ¥1,320

アルヴァレス・デ・トレド　”メンシア・ロブレ”  2008 アルヴァレス・デ・トレド D.O.ﾋﾞｴﾙｿ/ｶｽﾃｨｰﾘｬ･ｲ･ﾚｵﾝ 赤・ﾐﾃﾞｨｱﾑ 750ml ¥1,320

カヴァ・ムッサ・ブリュット　 N.V. ヴァルフォルモッサ D.O.ｶｳﾞｧ/ﾍﾟﾈﾃﾞｽ 泡・白・辛口 750ml ¥1,480

カヴァ・ムッサ・ブリュット・ナチューレ　 N.V. ヴァルフォルモッサ D.O.ｶｳﾞｧ/ﾍﾟﾈﾃﾞｽ 泡・白・極辛口 750ml ¥1,480

アルティガソ　 2007 ボデガス･ビルヘン・デル・アギラ D.O.ｶﾘﾆｪﾅ/ｱﾗｺﾞﾝ 赤・ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 750ml ¥1,610

アンゴスト ティント 2009 アンゴスト・ワイナリー D.O.ｳﾞｧﾚﾝｼｱ 赤・ﾐﾃﾞｨｱﾑ 750ml ¥1,850

ラヴェギヤ ロブレ  2011 ボデガス・ラ・セパ・アルタ D.O.ﾘﾍﾞﾗﾃﾞﾙﾄﾞｩｴﾛ 赤・ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ 750ml ¥1,950

他
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No.28

サッポロビール 株式会社

〒150-8522 東京都渋谷区恵比寿4-20-1

TEL：03-5423-7222     FAX：03-5423-2079

http://www.sapporobeer.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

プロキシモ マルケス・デ・リスカル リオハ 赤・ミディアムボディ 750ml ¥1,100

リスカル・テンプラニーリョ マルケス・デ・リスカル カスティーリャ・イ・レオン 赤・フルボディ 750ml ¥1,350

マルケス・デ・アリエンソ マルケス・デ・リスカル リオハ 赤・フルボディ 750ml ¥1,600

ティント・レセルバ マルケス・デ・リスカル リオハ 赤・フルボディ 750ml ¥2,500

ブランコ マルケス・デ・リスカル ルエダ 白・辛口 750ml ¥1,500

ブランコ・レゼルバ・リムザン マルケス・デ・リスカル ルエダ 白・辛口 750ml ¥1,800

ブランコ・ソーヴィニヨン マルケス・デ・リスカル ルエダ 白・辛口 750ml ¥2,000

ロサード マルケス・デ・リスカル リオハ ロゼ・辛口 750ml ¥1,500

レガリス・クリアンサ レガリス（コドーニュ社） リベラ・デル・デュエロ 赤・フルボディ 750ml ¥4,700

レガリス・レセルバ レガリス（コドーニュ社） リベラ・デル・デュエロ 赤・フルボディ 750ml ¥3,000

他
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