
No.1

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

URL：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）

216422 ｶｽﾀｰﾆｮ ﾏｶﾍﾞｵ ｼｬﾙﾄﾞﾈ 13 SC ボデガス・カスターニョ DOイエクラ 辛口 750 ¥1,300

215250 ｶｽﾀｰﾆｮ ﾓﾅｽﾄﾚﾙ ｵｰｶﾞﾆｯｸ 13 SC ボデガス・カスターニョ DOイエクラ ミディアム 750 ¥1,300

216412 ｶｽﾀｰﾆｮ ﾓﾅｽﾄﾚﾙ 12 SC ボデガス・カスターニョ DOイエクラ ミディアム 750 ¥1,300

210723   ﾍｸﾗ 12 ボデガス・カスターニョ DOイエクラ フルボディー 750 ¥1,700

210789 ｶｽﾀｰﾆｮ ｺﾚｸｼｮﾝ 11 6入 ボデガス・カスターニョ DOイエクラ フルボディー 750 ¥2,800

210063 ｶｽﾀｰﾆｮ ｿﾗﾈﾗ 12 ボデガス・カスターニョ DOイエクラ フルボディー 750 ¥2,500

210077 ｶｽﾀｰﾆｮ ｶｰｻ ｼｽｶ 11 6入 ボデガス・カスターニョ DOイエクラ フルボディー 750 ¥8,000

220073 ｶｽﾀｰﾆｮ ﾄﾞｩﾙｾ 06 ボデガス・カスターニョ DOイエクラ 甘口 750 ¥3,000

220074 ｶｽﾀｰﾆｮ ﾄﾞｩﾙｾ 10 ボデガス・カスターニョ DOイエクラ 甘口 750 ¥3,000

他

No.2

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

URL：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　イベリコ　スライス　200ｇ BLAZQUEZ（ブラスケス） スペイン・サラマンカ 24ヶ月熟成 200ｇ 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

ハモン　セラーノ　スライス ＣＡＭＰＯＤＵＬＣＥ（カンポドゥルセ） スペイン・サラゴサ ８ヶ月熟成 500ｇ 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

イベリコ　チョリソ MAFRESA（マフレサ） スペイン・サラマンカ サラミ 250ｇ オープン価格

イベリコ　サルシチョン MAFRESA（マフレサ） スペイン・サラマンカ サラミ 250ｇ オープン価格

他

No.3

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

URL：http://www.asahibeer.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

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

コト・デ・イマズ・グラン・レセルヴァ 2001 エル・コト リオハ 赤 750ml ¥3,470

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・クリアンサ 2009 エル・コト リオハ 赤 750ml ¥1,700

他
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11月10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
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No.4

アズマコーポレーション

〒102-0093  東京都千代田区平河町1-1-8麹町市原ビル12F

TEL：03-5275-3333      FAX：03-5275-3334

URL：http://www.azumacorp.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

カロリナ デ マサックス カヴァ ブリュット ナチュレ カロリナ デ マサックス DO カヴァ（ペネデス） 泡白 750ml ¥1,980

ヴィーニャ マルティナ カヴァ ブリュット ロゼ ヴィーニャ　マルティナ DO カヴァ（ペネデス） 泡ロゼ 750ml ¥1,750

アルトマーニャ チャコリーナ エウケニ チャコリ アルトマーニャ チャコリーナ DO チャコリ・デ・アラバ 微発泡 750ml ¥2,170

ボデガス ラ テルシア イェマヌエヴァ アイレン ボデガス ラ テルシア DO ラマンチャ 白 750ml ¥1,590

ボデガス アバニコ ディルヴィオ アルバリーニョ ボデガス　アバニコ DO リアスバイシャス 白 750ml ¥2,470

ヴァルサンソ ソーブレ リアス ヴァルサンソ DO ルエダ 白 750ml ¥2,980

メメント オールド ヴァイン メメント ヴィノ デ ラ ティエラ カスティーリャ 赤 750ml ¥1,580

レイシス デ ガルナッチャ ボデガス サン アレハンドロ DO カラタユド 赤 750ml ¥1,880

ヴェラ デ エステナス プリマムボバル ヴェラ デ エステナス DO　ウティエル・レケーナ 赤 750ml ¥1,870

ボデガス ペドロ ルイス マルティネス カルミネ ボデガス ペドロ ルイス マルティネ DO　フミーリャ 赤 750ml ¥1,800

他

No.5

アドヴァンス・テクノサービス 株式会社

〒227－0055東京都港区麻布十番2-13-4

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

URL：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

オリーブオイル アグロカストリル アンダルシア 瓶 １㍑　500ｍｌ オープン価格

魚介類缶詰 CUCA　　ポルトムイニョス ガリシア 缶 115ｇ～ オープン価格

アンチョビ フレド カンタブリア 缶　瓶 85ｇ　50ｇ オープン価格

ソルト ｆｄｓ　バレリーデス マヨルカ 缶　瓶 150g～ オープン価格

干し葡萄、イチジク、アーモンド ｆｄｓ　 アンダルシア 袋 1kg～ オープン価格

にんにくピクルス ｆｄｓ アンダルシア 瓶 410ｇ オープン価格

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

シェリービネガー、ソース プロダクツマフエロ へレス 瓶 250ｍｌ オープン価格

オリーブジャム エンバサドスローラ コルドバ 瓶 250ｍｌ オープン価格

オレンジジャム　フィグジャム ｆｄｓ アンダルシア 瓶 130ｇ オープン価格

他

No.6

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

（税抜き）

リョパール・ブリュット・ナチュレ・レゼルヴァ　2010 リョパール ペネデス カヴァ 750 ¥3,200

リョパール・ブリュット・ロゼ　2010 リョパール ペネデス カヴァ　ロゼ 750 ¥3,700

ミクロコスモ・ブリュット・ナチュレ・レゼルヴァ2009 リョパール ペネデス カヴァ　ロゼ 750 ¥4,100

コレット・トラディショナル・エクストラ・ブリュット コレット ペネデス カヴァ 750 ¥2,700

ナヴァゾス　2010(オレンジラベル) コレット ペネデス カヴァ 750 ¥4,550

ゴルネール・ブリュット・ナチュレ・レゼルヴァ 2010 ゴルネール ペネデス カヴァ 750 ¥2,500

ゴルネール・レゼルヴァ・カベルネ・メルロー2007 ゴルネール ペネデス 赤 750 ¥2,700

リバス・ブラン　2013 リーバス マヨルカ 白 750 ¥3,100

リバス・ネグレ　2011 リーバス マヨルカ 赤 750 ¥3,300

シオ　2011 リーバス マヨルカ 赤 750 ¥4,500

他
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No.7

有限会社 アルコス

〒164-0003  東京都中野区東中野1-22-18

TEL：03-5389-6040      FAX：03-5389-6045

URL：http：www.arcos-jp.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ブルット・ナトゥレ　オーガニック ボデガス・フェリックス・マッサナ ＤＯカバ 泡 750ｍｌ ¥3,700

キンタ・キエトゥ　2008　オーガニック キンタ・デ・ラ・キエトゥ ＤＯトロ 赤 750ｍｌ ¥5,900

アティス　2011 アティス・ボデガス＆ビニェドス ＤＯリアス・バイシャス 白 750ｍｌ ¥4,100

ボスケラ・バリカ　2011　オーガニック ボデガス・アンドレス・モラテ ＤＯビノス・デ・マドリード 赤 750ｍｌ ¥3,000

モスカテル・セミ・スウィート`12　オーガニック フィンカ・ロス・アリハレス ＶＴカスティヤ 白 750ｍｌ ¥3,400

ガルナチャ＆プティ・ヴェルド`11　オーガニック フィンカ・ロス・アリハレス ＶＴカスティヤ 赤 750ｍｌ ¥4,400

モヤ・ブランコ`13　オーガニック ボデガ・メンデス・モヤ ＶＴノルテ・デ・グラナダ 白 750ｍｌ ¥3,900

アシニポ　2004　オーガニック エフ・シャッツ ＤＯシエラス・デ・マラガ 赤 750ｍｌ ¥6,200

フィンカ・サンギフエラ　2007　オーガニック エフ・シャッツ ＤＯシエラス・デ・マラガ 赤 750ｍｌ ¥7,100

ロサド　2012　オーガニック エフ・シャッツ ＤＯシエラス・デ・マラガ ロゼ 750ｍｌ ¥5,300

他

No.8

アルタミラ 株式会社

〒247-0014　横浜市栄区公田町284-7

TEL：045-893-5873      FAX：045-893-5861

URL：http://www.group-altamira.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ガルナッチャ・ビーニャ・ビエハ・レセルバ ボデガス・ルベルテ・マガリョネラ ＤＯカンポ・デ・ボルハ 赤/ミディアム 750ml ¥3,045

ルベルテ・ティント ボデガス・ルベルテ・マガリョネラ ＤＯカンポ・デ・ボルハ 赤/ミディアム 750ml ¥1,650

キンタ・イノハル（赤） カスト・ペケーニョ VdeTカスティーリャ・イ・レオン 赤/ミディアム 750ml ¥1,650

キンタ・イノハル（白） カスト・ペケーニョ VdeTカスティーリャ・イ・レオン 白/辛口 750ml ¥1,650

モスカテル・エチソ レイ・フェルナンド・デ・カスティーリャ ＤＯヘレス 酒強/甘口 500ml ¥5,200

マンサニーリャ・ラ・シガレラ ボデガス・ラ・シガレラ ＤＯヘレス（サンルーカル） 酒強/辛口 750ml ¥2,500

アモンティリャード・ラ・シガレラ ボデガス・ラ・シガレラ ＤＯヘレス（サンルーカル） 酒強/辛口 750ml ¥3,700

オロロソ・サングレ・イ・トラバハデロ グティエレス・コロシア ＤＯヘレス 酒強/辛口 750ml ¥3,700

コホン・デ・ガト（赤） バルディサベナ・ボデガス ＤＯソモンターノ 赤/ミディアム 750ml ¥3,000

コホン・デ・ガト（白） バルディサベナ・ボデガス ＤＯソモンターノ 白/辛口 750ml ¥3,000

他

No.9

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

URL：//wwww.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 ヴィノス　デ　アルガンザ カタルーニャ　イ　レオン州 白辛口 750 ¥1,300

モンテ　パルマ　ヴェルデホ　 ボデガス　チェロッソル カタルーニャ　イ　レオン州　ルエダ 白辛口 750 ¥1,400

ヴァル　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 ¥2,200

プント　イ　コマ ボデガス　イ　ヴィネドス　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 ヴィノス　デ　アルガンザ カタルーニャ　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 ドメコ　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.10

株式会社 池光エンタープライズ

〒105-001　東京都港区虎ノ門3-18-19

TEL：03-6459-0480      FAX：03-5776-4843

URL：http://www.ikemitsu.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

パゴア　ゴリア・レッドエール エウスカルガラガルドーア社 バスク地方 ビール(エール) 330ｍｌ ¥570

パゴア　ベルツァ・スタウト エウスカルガラガルドーア社 バスク地方 ビール(スタウト) 330ｍｌ ¥570

パゴア　オリア・ピルスナー エウスカルガラガルドーア社 バスク地方 ビール(ピルスナー) 330ｍｌ ¥570

他

No.11

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

URL：http://www.iberiatrading.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ハモン・セラーノ（骨付き） La Prudencia スペイン 冷蔵 約8kg×1本 \2,460/kg

黒オリーブ種無し OLICOOP スペイン 常温 350g×24缶 \200/缶

ギンディージャ UBIDEA スペイン 常温 60g×15本 \480/本

ペピニージョ Los Tres Olivos スペイン 常温 350g×12本 \440/本

極太アスパラ Aramayo スペイン 常温 780g×12缶 \1,380/缶

スモークアンチョビ NORDFISH スペイン 冷凍 300g×8ﾊﾟｯｸ \2,200/ﾊﾟｯｸ

ボケロネス300g NORDFISH スペイン 冷凍 300g×8ﾊﾟｯｸ \2,100/ﾊﾟｯｸ

減塩バカラオ BACALAOS ALKORTA スペイン 冷凍 5kg/ｹｰｽ ¥3,025/kg

タラのダイスカット marfrio スペイン 冷凍 1kg×10ﾊﾟｯｸ ¥1,360/kg

ボレトゥス HONGOS DE ZAMORA スペイン 冷凍 1kg×5ﾊﾟｯｸ ¥2,400/ﾊﾟｯｸ

他

No.12

株式会社 イベリアン

〒465-0024  愛知県名古屋市名東区本郷2-227

TEL：052-774-7518      FAX：052-831-7161

URL：http://www.iberian.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ハモン　イベリコ　ベジョータ マルコス　ソトセラーノ D.O ギフエロ　 原木 約7.5～8kg オープン価格

チョリソ　イベリコ　ベジョータ マルコス　ソトセラーノ D.O ギフエロ　 1/2 ブロック 約500g オープン価格

サルチチョン　イベリコ　ベジョータ マルコス　ソトセラーノ D.O ギフエロ　 1/2 ブロック 約500g オープン価格

ハモン　セラーノ　 アルティサン D.O テルウェル　 原木 約8.5～9kg オープン価格

エクストラ　ヴァージン　オリーブオイル アセイテックス ハエン スチール缶 500ml/5000ml オープン価格

乾燥ポルチーニ茸 ナンド　シルベスタ― サモラ ペットボトル 250g/400g オープン価格

揚げ菓子　２種 ラ ガビオタ サラマンカ オープン価格

他
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No.13

株式会社 イムコ

〒465-0097  名古屋市名東区平和が丘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）

カンターレス　ブルット・ナトゥーレ ビニコラ・デ・カスティージャ ＤＯラ・マンチャ 泡 750ml ¥2,300

マスコンタル・ブルット・レセルバ マスコンタル ＤＯペネデス 泡 750ml ¥2,900

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

プリオス・マキシムス・ベルデホ ボデガス・デ・ロス・リオス・プリエト ＤＯリベラ・デル・ドゥエロ 白 750ml ¥2,100

パゴス・デ・アライス・ホベン ボデガス・パゴス・デ・アライス ＤＯナバラ 赤 750ml ¥1,200

アクリス・クリアンサ ボデガス・ムルア ＤＯＣリオハ 赤 750ml ¥2,100

ウバ・ノクトゥルナ・ガルナッチャ ボデガス・エヘアナス ＶｄＴﾘﾍﾞﾗ･ﾃﾞﾙ･ｶﾞｼﾞｪｺﾞ･ｼﾝｺ･ﾋﾞｼｬｽ 赤 750ml ¥2,200

オプタ ボデガス・ウリベス・マデロ ＤＯパゴ・カルサディーリャ 赤 750ml ¥3,600

アンティスティアナ・メルロ マスコンタル ＤＯペネデス 赤 750ml ¥3,700

マス・デ・レダ ボデガス・ムルア ＤＯＣリオハ 赤 750ml ¥3,800

他

No.14

株式会社 ヴィントナーズ

〒105-0001　東京都港区虎ノ門3-18-19　虎ノ門マリンビル5F

TEL：03-5405-8368      FAX：03-5405-8369

URL：http://www.vintners.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・ブリュット NV パレス・バルタ D.O. カバ 泡・白 750ml ¥1,960

ブラン・デ・パック 2013 パレス・バルタ D.O. ペネデス 白 750ml ¥1,960

セッ・デ・トラモージャ 2013 ボデガス・ドン・ディエゴ
ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ・
イ・レオン

白 750ml ¥1,800

エストラテゴ・レアル・ティント NV ドミニオ・デ・エグレン ビノ・デ・メサ 赤 750ｍｌ ¥1,440

セレクシオン 2012 シエラ・カンタブリア D.O.Ca. リオハ 赤 750ml ¥1,960

ロマニコ 2011 テソ・ラ・モンハ D.O. トロ 赤 750ml ¥2,760

アルタスリ・ティント 2013 ボデガス・イ・ヴィニェードス・アルタス D.O. ナバーラ 赤 750ml ¥2,160

ラデラス・デ・エル・セケ 2013 ボデガス・イ・ヴィニェードス・エル・セケ D.O. アリカンテ 赤 750ml ¥2,160

センデリーリョ・ティント・ホベン 2012 ボデガス・トレモロン D.O. リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥1,800

マルケス・デ・トソス・レセルバ 2008 ボデガス・グラン・デュカイ D.O. カリニェナ 赤 750ml ¥2,200

他

No.15

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

URL：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 750ml ¥2,000

ヴィア•テラ•ティント エデタリア テラ•アルタ 赤 750ml ¥2,000

エデタナ•ブランコ エデタリア テラ•アルタ 白 750ml ¥3,000

エデタナ•ティント エデタリア テラ•アルタ 赤 750ml ¥3,000

バサ テルモ ルエダ 白 750ml ¥1,950

アル テルモ アリカンテ 赤 750ml ¥1,300

ペガソ•ピサーラ テルモ セブレロス 赤 750ml ¥5,400

エメドス テルモ リベラ•デル•ドゥエロ 赤 750ml ¥4,500

ドセ•ヴォルツ クアトロ•キロス マジョルカ 赤 750ml ¥3,700

クアトロ•キロス クアトロ•キロス マジョルカ 赤 750ml ¥5,600

他
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No.16

株式会社 オーバーシーズ

〒155-0033　東京都世田谷区代田5-11-10

TEL：03-5779-7545      FAX：03-5779-7590

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

カバ・プリメール　ブリュット・レゼルバ ペレ・ベントゥーラ ペネデス 発泡・白・辛口 750ml ¥1,800

カバ・プリメール　ロゼ　セミ・セック ペレ・ベントゥーラ ペネデス 発泡・ロゼ・
やや辛口 750ml ¥1,800

アラヤン・プレミアム ボデガス・アヤラン ラ・マンチャ 赤・重口 750ml ¥5,000

アラヤン・シラー ボデガス・アヤラン ラ・マンチャ 赤・重口 750ml ¥3,500

アラヤン・プティ・ヴェルド ボデガス・アヤラン ラ・マンチャ 赤・重口 750ml ¥3,500

アラヤン・ロザート ボデガス・アヤラン ラ・マンチャ ロゼ・辛口 750ml ¥1,800

ラ・ベルドーサ　ファーストワイン ボデガス・アヤラン ラ・マンチャ 赤・中重口 750ml ¥1,500

ベサメ　ムーチョ ハメケン・セラーズ バレンシア 白・甘口 750ml ¥1,000

サングリア　バッホ・エル・ソル アネコープ バレンシア 赤・甘口 750ml ¥1,000

フィノ・アンダルシア ボデガス・ナバーロ アンダルシア 白・辛口 750ml ¥1,500

他

No.17

オーリツジャパン 株式会社

〒103-0007東京都中央区日本橋浜町3-16-7

TEL：03-3668-3961      FAX：03-3668-3964

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ハモンセラーノ カンポフリオ スペイン 生ハム 原木/ｽﾗｲｽ45g オープン価格

ハモンイベリコ カンポフリオ スペイン 生ハム 原木/ｽﾗｲｽ45g オープン価格

チョリソ カンポフリオ スペイン 生ハム スライス45g オープン価格

サルチチョン カンポフリオ スペイン 生ハム スライス45g オープン価格

他

No.18

オリーボン トーキョー

〒135-0042　東京都江東区木場3-6-3-410

TEL：03-5620-4556      FAX：03-6740-7467

URL：http://www.olivon.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税込）

ロルダン アロレーニャオリーブ塩漬け　(熟成タイプ) サイズ大 ロルダン アセィトゥナス マラガ ガラス瓶 450g ¥2,300

ロルダン アロレーニャオリーブ塩漬け　(熟成タイプ) サイズミニ ロルダン アセィトゥナス マラガ ガラス瓶 140g ¥1,080

ロルダン アロレーニャエキストラバージンオイル　 ロルダン アセィトゥナス マラガ ガラス瓶 250ml ¥2,300

ロルダン　アロレーニャオリーブ塩漬け（生タイプ）サイズ大 ロルダン アセィトゥナス マラガ PET 1.6kg ¥8,000

他

ページ6



「スペインワイン＆フード商談会　2014」
11月10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

※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.19

有限会社 カツミ商会

〒231-0005　横浜市中区本町2-15

TEL：045-226-2253      FAX：045-226-2256

URL：www.katsumi-asc.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ドン・ポティエール・ブリュット・ナチュレ ゴンザレス・ビアス ペネデス 泡 750ml ¥1,700

ドン・ポティエール・ブリュット・ロゼ ゴンザレス・ビアス ペネデス 泡/ロゼ 750ml ¥1,700

フェンテ・デル・リトモ・ブランコ・アイレン ボデガス・セントロ・エスパニョーラ ラ・マンチャ 白 750ml ¥1,000

フェンテ・デル・リトモ・ティント・テンプラニーリョ ボデガス・セントロ・エスパニョーラ ラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,000

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 ¥1,400

ロス・モンテロス・ティント・クリアンサ ムールヴィエドロ バレンシア 赤 750ml ¥1,800

ムリエル・ブランコ ボデガス・ムリエル リオハ 白 750ml ¥1,750

ムリエル・ティント・クリアンサ ボデガス・ムリエル リオハ 赤 750ml ¥1,900

ヴェガス・３・ブランコ アヴェリーノ・ヴェガス カスティーヤ・イ・レオン 白 750ml ¥1,800

ヴェガス・３・ティント アヴェリーノ・ヴェガス カスティーヤ・イ・レオン 赤 750ml ¥1,800

他

No.20

株式会社 キムラ

〒730-0814　広島市中区羽衣町１３－１２

TEL：082-241-6703      FAX：082-241-4375

URL： 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　レアル・マドリードC.F. 特別限定アルミボトル グルッポ・マオウ・サンミゲール マドリード ビール 330ml ¥500

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

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.21

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

ページ7



「スペインワイン＆フード商談会　2014」
11月10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

※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.22

小林桂 株式会社（コバヤシケイ）

〒650-0031神戸市中央区東町123

TEL：078-321-8431      FAX：078-321-8430

URL：http://www.k-kobayashi.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ライサ　グラン　レセルバ ヴィセンテ・ガンディア D.O リオハ 赤 750ｍｌ ¥2,593

VG オーガニック　ヴェルデホ　 ヴィセンテ・ガンディア バレンシア 白 750ｍｌ ¥1,371

HDC　オーガニック　テンプラニーリョ　 ヴィセンテ・ガンディア バレンシア 赤 750ｍｌ ¥1,371

HDC　オーガニック　ヴェルデホ　 ヴィセンテ・ガンディア バレンシア 白 750ｍｌ ¥1,371

HDC　オーガニック　カヴァ・ブリュト ヴィセンテ・ガンディア D.O カヴァ 発泡 750ｍｌ ¥1,556

HDC　シャルドネ ヴィセンテ・ガンディア D.O ウティエル・レケーナ 白 750ｍｌ ¥1,371

HDC　レセルバ　プリヴァーダ 2009 ヴィセンテ・ガンディア D.O ウティエル・レケーナ 赤 750ｍｌ ¥1,565

HDC　レセルバ　テンプラニーリョ 2009 ヴィセンテ・ガンディア D.O ウティエル・レケーナ 赤 750ｍｌ ¥1,371

セレモニア 2008 ヴィセンテ・ガンディア D.O ウティエル・レケーナ 赤 750ｍｌ ¥2,223

ジェネラシオン 1 グランデス アニャダス 2010 ヴィセンテ・ガンディア D.O ウティエル・レケーナ 赤 750ｍｌ ¥3,149

他

No.23

株式会社 駒形 前川

〒111-0043  東京都台東区駒形2－7－5

TEL：03‐5827‐2666      FAX：03‐3843‐9630

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

バルデマール ボデーガス　バルデマール D,O,Cリオハ　アラバ 赤 750ｍｌ ￥1,574（税抜）

インスピシオンテンプラニージョブランコ ボデーガス　バルデマール D,O,Cリオハ　アラバ 白 750ｍｌ ￥3,056（税抜）

ムー　ティント ボデーガストリビオ Vino de Tiera de Extramadura 赤 750ml ￥1,185（税抜）

ビーニャプエブラセレクション ボデーガストリビオ D,Oリベラデルグアディアナ 赤 750ml ￥2,269（税抜）

マードレ　デル　アグア ボデーガストリビオ D,Oリベラデルグアディアナ 赤 750ml ￥3,704（税抜）

ボバル ドミニオデラベガ D,Oウティエルレケナ 赤 750ml ￥1,528（税抜）

カバ　イデリクム　ブリュット ドミニオデラベガ D,Oウティエルレケナ 白 750ml ￥1,528（税抜）

カバ　ブリュット　レセルヴァ　スペシャル ドミニオデラベガ D,Oウティエルレケナ 白 750ml ￥4,167（税込）

ビアンカ ボデーガス　ニロ D,Oルエダ 白 750ml ￥1,852（税込）

ヴィーニャ　ドカンポ ボデーガス　ヴィーニャドカンポ D,Oリベイロ 白 750ml ￥1,833（税込）

他

No.24

株式会社 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

URL：http://shop.spainclub.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

オチョア・ブランコ ボデガス・オチョア ナバーラ 白・辛口 750ml ¥1,800

オチョア・ロサド・ラグリマ ボデガス・オチョア ナバーラ ロゼ・辛口 750ml ¥2,000

オチョア・ティント ボデガス・オチョア ナバーラ 赤・中重口 750ml ¥1,800

オチョア・クリアンサ ボデガス・オチョア ナバーラ 赤・中重口 750ml ¥2,200

オチョア・レセルバ ボデガス・オチョア ナバーラ 赤・重口 750ml ¥3,200

1948ブランコ　3リットル　ボックスワイン 1948 ラ・マンチャ 白・辛口 3000ml オープン

1948ティント　3リットル　ボックスワイン 1948 ラ・マンチャ 赤・中口 3000ml オープン

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

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

他
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No.25

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

URL：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・レセルバ・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

No.26

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)

URL：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.27

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

URL：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）

カバ ・レジェンダ・ドライ ホセ・エステベス ペネデス 白/辛口 750ml ¥1,350

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

アルマグロ　クリアンサ　 フェリックス・ソリス バルデペーニャス 赤 750ml ¥890

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 ¥1,850

バルデシル バルデシル バルデオラス 白/辛口 750ml ¥2,850

シンコ　ロサス ロサーダ ビエルソ 赤 750ml ¥1,900

ロサーダ ロサーダ ビエルソ 赤 750ml ¥2,600

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
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「スペインワイン＆フード商談会　2014」
11月10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
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No.28

株式会社 千商

〒103-0022  東京都中央区日本橋室町2-4-1

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

（税抜き）

カバ・ベルタ　ラウンジ　ブリュット　ロゼ カバ・ベルタ カバ ロゼスパークリング 750ml ¥3,000

チャコリ・チョミン・エチャニス　2013 チョミン・エチャニス チャコリ・デ・ゲタリア 白 750ml ¥3,000

チャコリ・チョミン・エチャニス　ロサード（ロゼ）　2013 チョミン・エチャニス チャコリ・デ・ゲタリア ロゼ 750ml ¥3,000

エンカント　ゴデージョ ビノス・デ・アルガンサ ビエルソ 白 750ml オープン価格

エンカント　メンシア　ロブレ ビノス・デ・アルガンサ ビエルソ 赤 750ml オープン価格

エンカント　メンシア　セレクシオン ビノス・デ・アルガンサ ビエルソ 赤 750ml オープン価格

エティム　ブランコ ファルセット　マルサ モンサン 白 750ml ¥3,000

ファルセット　ネグレ ファルセット　マルサ モンサン 赤 750ml オープン価格

MIN(ミン）　プリオラート 　2012 クロス　バランゲ プリオラート 赤 750ml ¥2,800

プラドレイ　クリアンサ　2008 レアル　シティオ　デ　ヴェントシーリャ リベラ　デル　デゥエロ 赤 750ml オープン価格

他

No.29

ディオニー 株式会社

〒612-8311 京都府京都市伏見区奈良屋町408-1

TEL：075-622-0850      FAX：075-601-5744

URL：http://www.diony.com/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

アンヌマリー・カヴァ・ナチュレ・レセルヴァ カステル・ダージュ カヴァ　（ペネデス） 白泡 750 ¥2,300

カヴァ・ナチュレ・レセルヴァ カステル・ダージュ カヴァ　（ペネデス） 白泡 750 ¥2,800

カヴァ・ロゼ・ブリュット カステル・ダージュ カヴァ　（ペネデス） ロゼ泡 750 ¥2,600

ライヨス・ウヴァ オリヴィエ・リヴィエール リオハ 赤 750 ¥2,300

イデム・ガバチョ オリヴィエ・リヴィエール リオハ 赤 750 ¥3,200

ヴィニャス・デル・カダストロ オリヴィエ・リヴィエール リオハ 赤 750 ¥3,000

ピカラナ ボデガ・マラニョネス ヴィノス・デ・マドリード 白 750 ¥2,950

マラニョネス ボデガ・マラニョネス ヴィノス・デ・マドリード 赤 750 ¥2,950

ペーニャ・カバジェラ ボデガ・マラニョネス ヴィノス・デ・マドリード 赤 750 ¥4,350

ラブロス ボデガ・マラニョネス ヴィノス・デ・マドリード 赤 750 ¥3,200

他

No.30

株式会社 ディバース

〒106-0044　東京都港区東麻布1-15-8

TEL：03-6277-7871      FAX：03-6277-7870

URL：http://www.diverse.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ハモン・イベリコ原木　各種 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  5,500/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  5,000/ｋｇ～  

オリーブの実各種 ACEITUNAS CAZORLA　社 ヴァレンシア オリーブ 350g～450g 500/本～

ケソ・デ・マンチェゴ Gomez Moreno社 シウダ・レアル チーズ 300ｇ ～350ｇ 4,600/ｋｇ～  

サンシモン・ダ・コスタ Queixeiros　da Chaira S.L ルーゴ チーズ 450ｇ ～500ｇ 4,600/ｋｇ～  

オリーブオイル各種 ヴァレンシア 食用油 2L 2,000/本～

ピメントン各種 エンジェル・ナヴァッロ社 アリカンテ 香辛料 500ｇ 1,200/本～

豆類各種 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 350/P～

カスエラ各種 マドリッド 皿 9cm～16ｃｍ 500/枚～

他
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No.31

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

URL：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）

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

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

限定品(マルセラン１００％、年間８００本のみ生産）

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

他

No.32

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.33

株式会社 トレードウインド

〒336-0023 埼玉県さいたま市南区神明1-1-12

TEL：048-839-3901      FAX：048-839-3908

URL：http://www.tradewind-novo.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

フィンカマンサノス ティント マンサノスエンタープライズ DOCa リオハ 赤 750ml ¥1,800

フィンカマンサノス ブランコ マンサノスエンタープライズ DOCa リオハ 白 750ml ¥1,800

フィンカマンサノス ロサド マンサノスエンタープライズ DOCa リオハ ロゼ 750ml ¥1,800

フィンカマンサノス クリアンサ マンサノスエンタープライズ DOCa リオハ 赤 750ml ¥2,500

フィンカマンサノス ブランコ　バリーカ マンサノスエンタープライズ DOCa リオハ 白 750ml ¥3,000

フィンカマンサノス レセルバ マンサノスエンタープライズ DOCa リオハ 赤 750ml ¥3,500

フィンカマンサノス グランレセルバ マンサノスエンタープライズ DOCa リオハ 赤 750ml ¥10,000

フィンカマンサノス　ワインキャット ティント マンサノスエンタープライズ DOCa リオハ 赤 750ml ¥1,800

フィンカマンサノス　ワインキャット ブランコ マンサノスエンタープライズ DOCa リオハ 白 750ml ¥1,800

ビニャベリ　デアンドリア　スペシャルオケージョン マンサノスエンタープライズ DOCa リオハ 赤 750ml ¥1,800

他
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※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.34

有限会社 日西商事

〒244-0801  横浜市戸塚区品濃町252-3

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

URL：http://ｗｗｗ.nisseishouji.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

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

セニョリオ・デ・サリア　No.3　シャルドネ ボデガ・デ・サリア ナバーラ 白 750ｍℓ ¥2,650

セニョリオ・デ・サリア　No.9　ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ ボデガ・デ・サリア ナバーラ 赤 750ｍℓ ¥2,300

クリン・ロハ　テンプラニーリョ・マカベオ クリン・ロハ カスティージャ 赤・白 750ｍℓ ¥1,320

グラン・バルケロ　(ﾌｨﾉ･ｱﾓﾝﾃｨﾔｰﾄﾞ･ｵﾛﾛｯｿ) ペレス・バルケロ モンティージャ・モリレス ﾅﾁｭﾗﾙ･ｼｪﾘｰ 750ｍℓ \2,400～

シードル（6入り） ボデガ・デ・ヴィジャヴィシオーサ アストゥーリアス 辛口 250ｍℓ ¥430

トマトジュース アントニオ・ムニョス ムルシア 1,000ｍℓ オープン

アンチョビオリーブ ラ・エスパニャーラ スペイン 300ｇ ¥460

ピメントン・アグリドゥルセ タルテソス スペイン 200ｇ ¥2,650

サンタニオル ピレネー 500ｍℓ オープン

他

No.35

日本酒類販売株式会社

〒104-8254  東京都中央区新川1-25-4

TEL：03-4330-1735      FAX：03-3552-6955

URL：http://www.nishuhan.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

ラベントス　レレウ　ブリュット 2011 ラベントス・イ・ブラン ペネデス 泡・辛口 750ml ¥2,580

プリンシピア・マテマティカ 2013 アレマイン・イ・コッリオ ペネデス 白・辛口 750ml ¥2,900

エル・カルゴル・トレウ・ビ 2012 アレマイン・イ・コッリオ ペネデス 白・辛口 750ml ¥3,500

アウセルス 2012 トーマス・クシネ コステルス・デル・セグレ 白・辛口 750ml ¥2,490

オファルム 2011 コーペラティヴァ・ヴィティヴィニコラ・アロウサナ リアス・バイシャス 白・辛口 750ml ¥2,160

ヴィニャ・ポマール　クリアンサ　センテナリオ 2011(飲食店限定） ボデガス・ビルバイナス リオハ 赤・ミディアム 750ml ¥1,700

ラ・リュナ・ラ・プルナ　2010 アレマイン・イ・コッリオ ペネデス 赤・ミディアム 750ml ¥3,800

パス・クルテイ　2012 アレマイン・イ・コッリオ ペネデス 赤・フルボディ 750ml ¥2,800

ビロセル　2010 トーマス・クシネ コステルス・デル・セグレ 赤・ミディアム 750ml ¥2,490

アロンソ・デル・イェロ　2010 アロンソ・デル・イエロ リベラ・デル・デュエロ 赤・フルボディ 750ml ¥4,480

他

No.36

ハイドラインターナショナル 株式会社

〒166-0004  東京都杉並区阿佐谷南3-37-1　大森ビル3F

TEL：03-6276-9406      FAX：03-6276-9407

URL：www.hydrainternational.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

パレラダ・マルティ・カバ セラール・J・M・フェレット バルセロナ スパークリング 750ｍｌ ¥2,100

ペイケ・ロサード ボデガス・ペイケ ビエルソ ロゼ 750ｍｌ ¥2,100

ペイケ・ゴデージョ ボデガス・ペイケ ビエルソ 白（辛口） 750ｍｌ ¥2,600

ペイケ・ラモン・バレ ボデガス・ペイケ ビエルソ 赤フルボディー 750ｍｌ ¥3,000

ペイケ・ビネドス・ビエホス ボデガス・ペイケ ビエルソ 赤フルボディー 750ｍｌ ¥4,250

ペイケ・ティント ボデガス・ペイケ ビエルソ 赤ミディアムボディー 750ｍｌ ¥1,900

ナダル・チャレロ ナダル・デ・B・エステート ペネデス 白（辛口） 750ｍｌ ¥2,000

アルバリーニョ・エイドセラ ボデガス・エイドセラ リアス　バイシャス 白（辛口） 750ｍｌ ¥2,650

モンテバンノス・クリアンサ ボデガ・モンテヴァレス リベラ　デル　デュエロ 赤フルボディー 750ｍｌ ¥2,750

オンブロス カサ・デ・ブルビア ビエルソ 赤フルボディー 750ｍｌ ¥4,200

他
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No.37

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

URL：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）

エドゥアルド・ティント 2012 ボデーガス・アントニオ・アラエス バレンシア 赤 750 ¥1,400

マリエッタ 2013 ボデーガス・マルティーン・コダックス リアスバイシャス 白 750 ¥1,750

ヴィヴィール・シン・ドルミール 2012 ボデーガス・アントニオ・アラエス バレンシア 赤 750 ¥1,900

チック 2012 アグスティ・トレーリョ ペネデス 白 750 ¥1,900

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

エリオス 2012 コステルス・デル・プリオラト プリオラト 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

アイ・デ・ミ 2011 ヴァン・デル・トロ テラアルタ 赤 750 ¥3,600

セイス・セパス・セイス 2012 ボデーガス・ペリカ リオハ 赤 750 ¥3,700

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

他

No.38

有限会社 BR-M

〒108‐0072　東京都港区白金3‐3‐23

TEL：090-5752－5484

URL：http://vinialia.main.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

バルドゥース　レセルバ　ブルット ハネ　サンタカナ ペネデス スパークリング 750 ¥1,800

セニョリオ　デ　ルビオス　コンタード　ド　テア ボデガス　コト　レドンド リアス　バイシャス 白 750 ¥3,000

カンフェイシャス　ブランセレクシオ ウゲットゥ　デ　カンフェイシャス ペネデス 白 750 ¥2,200

カンフェイシャス　シャルドネ ウゲットゥ　デ　カンフェイシャス ペネデス 白 750 ¥3,800

カンフェイシャス　ネグレ　ホベン　セレクシオ ウゲットゥ　デ　カンフェイシャス ペネデス 赤 750 ¥2,200

サガロン　ホベン　ベルデホ ボデガス　サガロン ラマンチャ 白 750 オープン価格

サガロン　ホベン　ソーヴィニヨンブラン ボデガス　サガロン ラマンチャ 白 750 オープン価格

サガロン　ホベン　テンプラニージョ ボデガス　サガロン ラマンチャ 赤 750 オープン価格

べリーナ ボデガス　ベルナベ　ナバーロ アリカンテ 赤 750 ¥2,400

カルメン　/ カルメンネグラ セルべセス ラ　ガーデニア タラゴナ ビール 330 オープン価格

他

No.39

株式会社 Be Full

〒106-0032  東京都港区六本木３－４－３６

TEL：03-3560-9680      FAX：03-3560-9681

URL：http://befull.jimdo.com/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

カラバル　２００７ Bodega Carabal DOリベラ　デル　グアディアナ 赤・フルボディ ７５０ｍｌ ¥4,000

ラスゴ　２００７ Bodega Carabal DOリベラ　デル　グアディアナ 赤・ミディアムボディ ７５０ｍｌ ¥3,000

レアルプロビシオン　クリアンサ　２００９ Bodegas Toribio DOリベラ　デル　グアディアナ 赤・フルボディ ７５０ｍｌ ¥3,000

レアルプロビシオン　ブランコホーベン　２０１１ Bodegas Toribio DOリベラ　デル　グアディアナ 白・甘口 ７５０ｍｌ ¥2,000

ロエス　ルエダ BODEGA MIGUEL Y RUANO SL DO ルエダ 白・辛口 ７５０ｍｌ ¥4,000

ロエス　リベラ・デル・デゥエロ BODEGA MIGUEL Y RUANO SL DOリベラ　デル　デゥエロ 赤・フルボディ ７５０ｍｌ ¥5,000

オロバイレン　EXVオリーブオイル Galgon 99 SL ハエン １００ｍｌ ¥1,000

アリオリソース Salsas JR ラス　ペドロニェラス １３５ｇ ¥700

他
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「スペインワイン＆フード商談会　2014」
11月10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
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No.40

ピーロートジャパン 株式会社

〒108-0075　東京都港区港南2-13-31

TEL：03-3458-4455（代表）      FAX：03-6436-3326

URL：http://www.wineway.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

クリティアス カヴァ　ブリュット マッジア ヴァルフォルモサ カヴァ 泡　白 750ml ¥1,933

クラウディア デ ヴァルフォルモサ マッジア ヴァルフォルモサ ペネデス 白 750ml ¥2,433

メリオール　ヴェルデホ ボデガ マタロメラ リベラ・デル・デュエロ 白 750ml ¥2,200

レガード ムニョス シャルドネ ヴィニェドス y ボデガス ムニョス カスティーリャ・イ・レオン 白 750ml ¥2,000

フィンカ  ソブレーノ ボデガス ソブレーノ トロ 赤 750ml ¥3,100

プエルタ デル ソル ヴィノス ヘロミン マドリッド 白 750ml ¥2,384

プエルタ デ アルカラ ヴィノス ヘロミン マドリッド 赤 750ml ¥2,000

センダ 66 テンプラニーヨ ボデガス・ヴィネドス・ラ・カンデラリア カスティーヤ・ラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,800

エンボカデロ ボデガ サン ペドロ レガラド リベラ・デル・デュエロ 赤 750ml ¥2,500

カスティーヨ・ラバスティーダ　オーク・エイジド ボデガス・ヴィネドス・ラバスティーダ リオハ 赤 750ml ¥1,750

他

No.41

株式会社 フィラディス

〒231-8331　神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7　ＴＯＣみなとみらい12階

TEL：045-222-8875      FAX：045-222-8876

URL：http://www.firadis.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

N.V.　カバ　ブリュット・レゼルバ サバルテス カバ 泡 750ml ¥1,900

2013　モスカテル フアン・ヒル フミーリャ 白 750ml ¥1,950

2013　テンペスタード　ゴデージョ アバニコ・セレクション バルデオラス 白 750ml ¥2,300

2012　アルバロ・セレセダ　アルバリーニョ カサ・ロホ リアスバイシャス 白 750ml ¥2,550

2011　アナヨン　シャルドネ グランデス　ビノス　イ　ビニェドス カリニェナ 白 750ml ¥2,700

2008　コンデ・デ・アリカンテ　カベルネ・バリッカ ボコパ アリカンテ 赤 750ml ¥1,600

2012　プルノ フィンカ・ビリャクレセス リベラ　デル　ドュエロ 赤 750ml ¥2,800

2011　アナヨン　セレクシオン グランデス　ビノス　イ　ビニェドス カリニェナ 赤 750ml ¥2,900

2012　シルバー・ラベル フアン・ヒル フミーリャ 赤 750ml ¥2,850

2009　アコンティア　ドセ・メセス セパス・イ・ボデガス リベラ　デル　ドュエロ 赤 750ml ¥3,200

他

No.42

プロスタイルデザイン 株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山7-10-7-2F

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

URL：http://www.prostyle-design.com/

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 グループヴィッチーカタラン社 スペイン 発泡ミネラルウォーター 250ｍｌ 1ケース（24本）9360円

ヴィッチーカタラン グループヴィッチーカタラン社 スペイン 発泡ミネラルウォーター 500ｍｌ 1ケース（20本）9800円

ヴィッチーカタラン グループヴィッチーカタラン社 スペイン 発泡ミネラルウォーター 1000ｍｌ 1ケース（12本）9480円

ヴィッチーカタラン缶（オリジナル） グループヴィッチーカタラン社 スペイン 発泡ミネラルウォーター 330ｍｌ 1ケース（24本）7200円

ヴィッチーカタラン缶（レモン） グループヴィッチーカタラン社 スペイン 発泡ミネラルウォーター 330ｍｌ 1ケース（24本）7200円

フォンﾄﾞｰﾙ　ガラス瓶 グループ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）5000円

フォンﾄﾞｰﾙ　ペットボトル グループ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（24本）3600円

他
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No.43

マルカイコーポレーション株式会社　ワイン課 （東京オフィス）

〒141-0022  東京都品川区東五反田1－10－7

TEL：03-6859-1810      FAX：03-3444-7012

URL：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）

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

カヴァ・ムッサ・ブリュット・レセルヴァ　2011 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 ¥2,800

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

No.44

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

URL：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 ¥2,460

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 ¥3,400

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

クネ　リオハ　インペリアル　グラン・レセルバ C.V.N.E.(クネ) DOリオハ　 赤フルボディ 750ml ¥8,000

コンティノ　ブランコ C.V.N.E.(クネ) DOリオハ　 白・辛口 750ml ¥5,500

コンティノ　レセルバ C.V.N.E.(クネ) DOリオハ　 赤フルボディ 750ml ¥5,500

ヴァルデリス ヴァルデリス D.O.リベラ・デル・ドゥエロ 赤フルボディ 750ml ¥4,500

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 ¥1,560

他

No.45

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

URL：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10 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 12 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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No.46

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

URL：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

カナイア ボデガス　ナイア ルエダ 白 750ml ¥1,800

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

アバディア・レテュエルタ　セレクシオン・エスペシアル アバディア・レテュエルタ VTカスティーリャイレオン 赤 750ml ¥4,500

センブロ　ティント ビニャス・デル・ハロ リベラデルドゥエロ 赤 750ml ¥2,500

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

ドライアモンティリャード　ロスアルコス エミリオルスタウ ヘレス シェリー 750ml ¥2,500

ドライオロロソ　ドンヌーニョ エミリオルスタウ ヘレス シェリー 750ml ¥4,000

他

No.47

森村商会

〒253-0061 神奈川県茅ケ崎市南湖6-16-6

TEL：090-2490-0946      FAX：　0467-83-4822

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

CG ブランド　ハモン イベリコ デ べジョータ カストロ イ ゴンザレス サラマンカ ，ギフエロ 48ヶ月熟成 約8.0-8.6Kg オープン価格

CG ブランド　ハモン イベリコ デ セボ デ カンポ カストロ イ ゴンザレス サラマンカ ，ギフエロ 36ヶ月熟成 約8.5-9.0Kg オープン価格

他

No.48

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

E-MAIL：info@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.カヴァ 泡/辛口 750 ¥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 750 ¥4,500

サン･ファン･バウティスタ ボデガス・イダルゴ・ラ・ヒターナ D.O.ヘレス シェリー/VOS 500 ¥6,800

トレロンガレス・マカベオ コヴィンカ D.O.カリニェナ 白/辛口 750 ¥1,200

タルヴァ パゴ・デル・ヴィカリオ V.d.T.カスティーリャ 白/中辛口 750 ¥2,300

モンテ・ジャーノ　赤 ボデガス・ラモン・ビルバオ D.O.Ca.リオハ 赤/ミディアム 750 ¥1,200

ラモン・ビルバオ・クリアンサ ボデガス・ラモン・ビルバオ D.O.Ca.リオハ 赤/ﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾙ 750 ¥2,100

マルトゥエ・ダウコ ボデガス・マルトゥエ V.d.T.カスティーリャ 赤/フルボディ 750 ¥2,000

テンペラメント ボデガ・シエラ・ノルテ D.O.ウティエル・レケナ 赤/フルボディ 750 ¥2,600

キホーテ・MTP パゴ・カサ・デル・ブランコ D.O.パゴ・カサ・デル・ブランコ 赤/フルボディ 750 ¥2,900

他
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「スペインワイン＆フード商談会　2014」
11月10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

※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.49

株式会社 リベルタス

〒444-0856  愛知県岡崎市六名３－１－１１

TEL：0564-53-7277      FAX：0564-55-3290

URL：http://www.libertas.jpn.com/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜き）

セロ アニョン レゼルバ ボデガス　オラーラ D.O.C.リオハ 赤/フル 750ml ¥4,750

セロ アニョン クリアンサ ボデガス　オラーラ D.O.C.リオハ 赤/フル 750ml ¥2,550

アニャレス レゼルバ ボデガス　オラーラ D.O.C.リオハ 赤/フル 750ml ¥3,180

アニャレス クリアンサ ボデガス　オラーラ D.O.C.リオハ 赤/フル 750ml ¥2,340

アカンタス ティント ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ｲ ｳﾞｨﾆｪﾄﾞｽ ｶｻ ﾃﾞﾙ ﾊﾞｼﾞｪ カスティージャ ラ マンチャ 赤/ミディアム 750ml ¥1,280

アカンタス ブランコ ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ｲ ｳﾞｨﾆｪﾄﾞｽ ｶｻ ﾃﾞﾙ ﾊﾞｼﾞｪ カスティージャ ラ マンチャ 白/辛口 750ml ¥1,280

アカンタス ロサード ﾎﾞﾃﾞｶﾞｽ ｲ ｳﾞｨﾆｪﾄﾞｽ ｶｻ ﾃﾞﾙ ﾊﾞｼﾞｪ カスティージャ ラ マンチャ ロゼ/辛口 750ml ¥1,280

トラスラガレス ベルデホ ボデガ　トラスラガレス D.O.ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,840

シードラ ナチュラル トラバンコ コセチャ プロピア シードラ　トラバンコ アストゥリアス 白/やや辛口 700ml ¥1,580

シードラ ブリュット ラガル デ カミン シードラ　トラバンコ アストゥリアス 白/やや甘口 750ml ¥1,580

他

No.50

レセルバ イベリカ ジャパン 有限会社

〒733-0865　広島市西区草津本町1-5

TEL：082-942-5862      FAX：082-942-5863

URL：http://reservaiberica.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

グラン　レセルバ　ベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ エンテロ 不定貫 オープン

グランレセルバベジョータ レセルバ　イベリカ ハブーゴ エンテロ 不定貫 オープン

ハモンイベリコレセボ レセルバ　イベリカ ギフエロ エンテロ 不定貫 オープン

パレタイベリコレセボ レセルバ　イベリカ ギフエロ エンテロ 不定貫 オープン

ハモンセラーノグランレセルバ レセルバ　イベリカ ギフエロ エンテロ 不定貫 オープン

チョリソベジョータグランレセルバベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ 腸詰 不定貫 オープン

サルチチョンベジョータグランレセルバ レセルバ　イベリカ ギフエロ 腸詰 不定貫 オープン

ロモグランレセルバ レセルバ　イベリカ ギフエロ 腸詰 不定貫 オープン

モルコングランレセルバベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ 骨抜き 不定貫 オープン

ハモンセラーノグランレセルバボンレス レセルバ　イベリカ ギフエロ 骨抜き 不定貫 オープン

他

No.51

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

URL：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）

ウルトレイア・サン・ジャック ラウル・ペレス D.O.ビエルソ 赤 750 ¥3,600

ア・コロア アデガス・ア・コロア D.O.バルデオラス 白 750 ¥3,000

エル・カストロ・バルトゥイエ・ホベン カストロ・ベントーサ D.O.ビエルソ 赤 750 ¥2,800

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

アシエンダ・タルシス・ブリュット・ナチュレ パゴ・デ・タルシス D.O.カバ 泡 750 ¥2,000

他
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