
※ブース番号順

No.1
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

（税抜）

ベソ・レセルヴァ・ブリュット・ナチュレ ユニオン・ヴィニコラ・デル・エステ バレンシア州レケーナ 泡/白/辛口 750ml ¥1,450

ベソ・レセルヴァ・セミ・セック ユニオン・ヴィニコラ・デル・エステ バレンシア州レケーナ 泡/白/中甘口 750ml ¥1,450

コト・デ・イマズ・グラン・レセルヴァ エル・コト リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥3,470

コト・デ・イマズ・レセルヴァ エル・コト リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥2,900

エル・コト・クリアンサ エル・コト リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,700

ヴィニャ・アルバリ・グラン・レセルヴァ・デ・ファミリア フェリックス・ソリス バルデペーニャス 赤/フルボディ 750ml ¥2,750

ヴィニャ・アルバリ・グラン・レセルヴァ フェリックス・ソリス バルデペーニャス 赤/フルボディ 750ml ¥1,870

ヴィニャ・アルバリ・レセルヴァ フェリックス・ソリス バルデペーニャス 赤/フルボディ 750ml ¥1,220

ブルメ・ベルデホ フェリックス・ソリス ルエダ 白/辛口 750ml オープン価格

ヴィニャ・アルバリ・サングリア フェリックス・ソリス - 赤/甘口 1000ml オープン価格

他

No.2
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://azumacorp.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

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 泡/極辛口 750ml ¥1,980

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/辛口 750ml ¥1,590

エウケニ チャコリ アルトマーニャ チャコリーナ DOチャコリデアラヴァ 白/辛口 750ml ¥2,170

ゼゼン ロサド ボデガス ゼゼン DOナヴァラ ロゼ/辛口 750ml ¥1,540

オティス タルダ ブランコ ボデガス ナヴァ DOリオハ 白/辛口 750ml ¥1,740

オティス タルダ ティント ボデガス ナヴァ DOリオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,740

ヴィニャ サンソ ソブレ リアス ロドリゲス サンソ DOルエダ 白/フルボディ 750ml ¥2,980

プリマム ボバル ヴェラ デ エステナス DOウティエルレケナ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,870

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

ヴィン イ レジェンデス セラー ロナデレス DOQプリオラート 赤/フルボディ 750ml ¥2,750

他

No.3
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 ダイアビル2Ｆ

TEL：03-6436-3325　FAX：03-6436-3326

URL： http://www.ats-co-ltd.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

マンゴージャム サボエデマンゴー マラガ 瓶 260g オープン価格

オリーブオイル アグロカストリル アンダルシア 瓶 1ℓ・500ml・50ml オープン価格

アンチョビ フレド カンタブリア 缶 50g・85g オープン価格

魚貝缶詰　野菜缶詰 ＣＵＣＡ　ポルトムイニョス ガリシア 缶 50g～120g オープン価格

ガルム（魚醤） エフマフエロ へレス 瓶 100ml オープン価格

アーモンド、干し葡萄　、干しイチジク ｆｄｓ アンダルシア 袋 1kg～3kg オープン価格

ジャム類 ｆｄｓ アンダルシア 瓶 130g～250g オープン価格

ペドロヒメネスビネガー ソース エフマフエロ へレス 瓶 250ml・350ml オープン価格

フロルデサル　塩 バレリーデス マヨルカ 缶 150g オープン価格

ニンニクピクルス ｆｄｓ アンダルシア 瓶 410g オープン価格

他

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
11月9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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接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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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
11月9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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接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
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

URL： ―

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

リョパール・ブリュット・ナチュレ・レゼルヴァ リョパール ぺネデス 泡白・辛口 750ml ¥3,300

リョパール・ブリュット ロゼ リョパール ぺネデス 泡ロゼ・辛口 750ml ¥3,800

コレット トラディショナル エクストラ ブルット ブランドブラン コレット ぺネデス 泡白・辛口 750ml ¥2,800

ア ポステリオリ コレット ぺネデス 泡赤・辛口 750ml ¥2,800

アッサンブラージュ コレット ぺネデス 泡白・辛口 750ml ¥4,500

コレット グランキュヴェ トラディショナル エクストラ ブルットブラン ド ブラン コレット ぺネデス 泡白・辛口 750ml ¥3,500

ゴルネール ブルットナチュレ レゼルバ ジロ デル ゴルネール ぺネデス 泡白・辛口 750ml ¥2,500

ゴルネール ロゼ ブルットナチュレ ジロ デル ゴルネール ぺネデス 泡ロゼ・辛口 750ml ¥2,900

リーバス カブレラ リーバス マヨルカ 赤・辛口 750ml ¥12,000

ゴルネール ビノブラン ジロ デル ゴルネール ぺネデス 赤・辛口 750ml ¥2,500

他

No.5
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）

カバ・ブルット・ナトゥレ・オーガニック ＮＶ ボデガス・フェリクス・マサナ カバ 泡 750ml ¥3,500

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

グラン・アバボル ボデガス・アバボル カスティヤ・イ・レオン 白（辛口） 750ml ¥4,700

シャルドネ（Ｓ） オーガニック エフ・シャッツ・プレミアム・ワイン シエラス・デ・マラガ 白（辛口） 750ml ¥6,600

ヴィオニエ・オーガニック フィンカ・ロス・アリハレス カスティヤ 白（辛口） 750ml ¥3,400

コラル・デ・カンパナス・オーガニック キンタ・デ・ラ・キエトウ トロ 赤（ミディアム） 750ml ¥3,800

リボール オーガニック ビニャ・イハルバ リオハ 赤（ライト） 750ml ¥2,500

ボスケラ・オーガニック ボデガス・アンドレス・モラテ ビノス・デ・マドリード 赤（ライト） 750ml ¥2,500

モヤ・ティント・シラー・オーガニック ボデガ・メンデス・モヤ アルティプラノ・デ・シエラ・ネバダ 赤（ミディアム） 750ml ¥3,200

プティ・ヴエルド（Ｔ）・オーガニック エフ・シャッツ・プレミアム・ワイン シエラス・デ・マラガ 赤（フルボディ） 750ml ¥8,000

他

No.6
株式会社イムコ
〒465-0097 愛知県名古屋市名東区平和が丘3-75-1

TEL：052-781-7476　FAX：052-781-7466

URL： http://www.ymco.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

カンペチャーノ・アイレン サンタ・カタリーナ DOラ・マンチャ 辛口/白 750ml ¥1,450

ラ・チャルマダ　ブラン・ド・ブラン ラ・チャルマダ DOカタルーニャ 辛口/白 750ml ¥1,800

マス・パルダル・ブラン オーガニック マス・コンタル DOペネデス 辛口/白 750ml ¥2,000

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 辛口/白 750ml ¥2,200

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

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ナバーラ 辛口/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リベラ･デル･ガジェ
ゴ･シンコビジャス

辛口/赤 750ml ¥2,100

ムルア・レセルバ ボデガス・ムルア DOCリオハ 辛口/赤 750ml ¥3,300

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 辛口/赤 750ml ¥3,600

フロリーマール・マンサニーリャ エレデロス・デ・アルグエソ
DOヘレス･ケレス・シェ
リー及びマンサニーリャ

シェリー/辛口 750ml ¥2,000

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
11月9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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接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
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.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ハモンイベリコベジョータ マルコス ソトセラーノ ギフエロ 生ハム 冷蔵 約8kg ¥7,500

チョリソイベリコベジョータ マルコス ソトセラーノ ギフエロ ソーセージ 冷蔵 約500g ¥4,800

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 ギフエロ ソーセージ 冷蔵 約500g ¥4,800

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 常温 750ml ¥2,200

他

No.8
アルタミラ株式会社
〒247-0014 神奈川県横浜市栄区公田町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）

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（中重口） 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

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（中重口） 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

ダラ サンジェニス・イ・バケ DOQプリオラート 赤（重口） 750ml ¥3,500

マンサニーリャ・ラ・シガレラ ラ・シガレラ DOヘレス（マンサニーリャ） 酒強：白（辛口） 750ml ¥2,500

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：白(辛口・熟成) 750ml ¥3,700

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

モンテバコ モンテバコ DOリベラ・デル・ドゥエロ 赤（中重口） 750ml ¥3,000

セメレ モンテバコ DOリベラ・デル・ドゥエロ 赤（中重口） 750ml ¥4,200

他

No.9
株式会社飯田
〒106-0032 東京都港区六本木4-3-6-101

TEL：03-6416-0043　FAX：03-5414-1517

URL： http://www.iidawine.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

カバ ブリュット ナチュレ グラン レセルバ スマロッカ カタルーニャ州 泡/辛口 750ml ¥2,200

カバ グラン ブリュット アリエール スマロッカ カタルーニャ州 泡/辛口 750ml ¥3,500

エル アプレンデス ブランコ レジェンダ デル パラモ ガリシア州 白/辛口 750ml ¥2,300

エル アプレンデス ティント レジェンダ デル パラモ ガリシア州 赤/ミディアム 750ml ¥2,200

センティド ボデガス イ ビニェードス ネオ カスティーリャ イ レオン州 赤/ミディアムフル 750ml ¥2,600

ララーマ ドミニオ ド ビベイ カスティーリャ イ レオン州 赤/ミディアムフル 750ml ¥4,500

ブランコ フェルメンタード エン バリーカ カンピーリョ ラ リオハ州 白/辛口 750ml ¥2,200

レセルバ カンピーリョ ラ リオハ州 赤/ミディアム 750ml ¥2,600

グラン レセルバ カンピーリョ ラ リオハ州 赤/ミディアム 750ml ¥6,500

グラン レセルバ カンピーリョ ラ リオハ州 赤/ミディアム 750ml ¥10,000

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
11月9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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

No.10
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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

トリュフ・オイル ナンド・シルヴェストレ サモラ 常温 250ml ¥1,980

スペイン楊枝８㎝ ベティーク キプスコニア県 オニャティ 常温 1900本 ¥560

フエ（サルチチョン・カセーロ） ラ・プルデンシア エストゥレマドゥーラ 腸詰（冷蔵） 500g ¥2,820

カンタブーロ・ロブレ カンタブーロ リベラ・デル・デュエロ 赤ワイン 750ml ¥1,120

ハモン・イベリコ・レセーボ ラ・プルデンシア エストゥレマドゥーラ 生ハム（冷蔵） 約9kg ¥4,700

ケソ・マンチェゴ カサ・デル・ボスケ ラ・マンチャ チーズ（冷蔵） 3kg ¥15,870

マンサニージャ はちみつ入り デ・ラ・マハ アリカンテ・ノベルダ 常温 25ﾃｨｰﾊﾞｯｸ ¥380

極太アスパラ アラマヨ ラ・リオハ 缶詰（常温） 780g 8～10本入り ¥1,380

シードラガイテロ ヴァジェ、バジーナ イ フェルナンデス アストゥリアス リンゴ酒（常温） 750ml ¥750

ギンディージャ ウビデア ナバーラ・ベラ びん（常温） 180g ¥480

他

No.11
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/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

テンプラニーリョ アルタディ リオハ 赤 750ml ¥3,300

ガルナッチャ・バイ・アルタズ・ティント アルタズ ナバーラ 赤 750ml ¥2,960

セッ・デ・トラモージャ ボデガス・ドン・ディエゴ ルエダ 白 750ml ¥1,800

カリニュス ボデガス・グラン・デュカイ カリニェナ 赤 750ml ¥1,650

エストラテゴ・レアル・ティント ドミニオ・デ・エグレン マンチュエラ 赤 750ml ¥1,440

モナストレル・バイ・エル・セケ エル・セケ アリカンテ 赤 750ml ¥2,960

ハニー・ムーン パレス・バルタ ペネデス 白 750ml ¥1,960

カバ パレス・バルタ ペネデス 泡 750ml ¥1,960

セレクシオン シエラ・カンタブリア リオハ 赤 750ml ¥1,960

ロマニコ テソ・ラ・モンハ トロ 赤 750ml ¥2,760

他

No.12
エノテカ株式会社
〒106-0047 東京都港区南麻布5-14-15 アリスガワウエスト

TEL：03-3280-6258　FAX：03-3280-6279

URL： http://www.enoteca.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

アルトス・イベリコス・クリアンサ トーレス リオハ 赤・フルボディ 750ml ¥2,200

グラン・サングレ・デ・トロ トーレス カタルーニャ 赤・フルボディ 750ml ¥2,200

サングレ・デ・トロ トーレス カタルーニャ 赤・ミディアムボディ 750ml ¥1,600

サングレ・デ・トロ・ブラン トーレス カタルーニャ 白・フルーティー 750ml ¥1,600

ヴィーニャ・エスメラルダ トーレス カタルーニャ 白・フルーティー 750ml ¥1,600

セレステ・クリアンサ トーレス リベラ・デル・ドゥエロ 赤・フルボディ 750ml ¥3,000

マス・ラ・プラナ トーレス カタルーニャ 赤・フルボディ 750ml ¥8,000

ミルマンダ トーレス カタルーニャ 白・豊かな果実味 750ml ¥7,500

サン・ヴァレンティン・ガルナッチャ トーレス カタルーニャ 赤・ミディアムボディ 750ml ¥1,600

ヴェルデオ トーレス ルエダ 白・フレッシュ 750ml ¥1,600

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
11月9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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

No.13
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

URL： http://www.orchestra.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

マンサニージャ マルハ ボデガス ファン ピニェロ へレス 辛口シェリー 375ml ¥1,900

アウグストゥス シャレロ ベルメル セラーズ アウグストゥス フォルム ペネデス 白 750ml ¥3,200

アウグストゥス シャレロ +100 セラーズ アウグストゥス フォルム ペネデス 白 750ml ¥3,200

ビノ　モスカテル ビンス パドロ カタルーニャ 甘口白 750ml ¥1,600

ドニエネ　チャコリ　スリ ドニエネ・ゴロンドーナ チャコリ・デ・ビスカイヤ 白 750ml ¥3,000

ベルナベレバ ナバエレロス ブランコ ビノス デ マドリッド 白 750ml ¥3,000

クロス・モガドール クロス・モガドール プリオラト 赤 750ml ¥12,000

セスタル ガンセード ビエルソ 赤 750ml ¥3,700

アポストレス ゴンサレス・ビヤス ヘレス 熟成シェリー 750ml ¥9,000

フォルム　シャルドネ セラーズ アウグストゥス フォルム タラゴナ ワインビネガー 500ml ¥2,800

他

No.14
株式会社オーバーシーズ
〒155-0031 東京都世田谷区代田5-11-10

TEL：03-5779-7545　FAX：03-7559-7590

URL： http://overseas-inc.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

カバ　モナ　ブリュット ペレ・ベントゥーラ ペネデス 泡・白・辛口 750ml ¥1,200

マリア　デル・マール　グラン・レゼルバ ペレ・ベントゥーラ ペネデス 泡・白・辛口 750ml ¥3,000

クパージュ　ド・ノール　ヴィンテージ ペレ・ベントゥーラ ペネデス 泡・白・辛口 750ml ¥5,000

イニシ　プリオラート ミラム・プリオラーティ プリオラート 赤・重口 750ml ¥3,000

ミラーダ ハメケン・セラーズ バレンシア 赤・中重口 750ml ¥1,000

トリロン パラシオ・ヴィノテカ ルエダ 白・辛口 750ml ¥1,400

ニバリウス パラシオ・ヴィノテカ リオハ 白・辛口 750ml ¥2,500

トラムス パラシオ・ヴィノテカ リベラ・デル・ドゥエロ 赤・中重口 750ml ¥1,500

プロエリオ・クリアンサ パラシオ・ヴィノテカ リオハ 赤・中重口 750ml ¥2,500

トゥルス・クリアンサ パラシオ・ヴィノテカ リベラ・デル・ドゥエロ 赤・重口 750ml ¥3,500

他

No.15
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

URL： www.oritzjapan.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ハモンセラーノ（スライスパック）熟成240日以上 カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（スライス） 45ｇ -

ハモンイベリコ（スライスパック）熟成500日以上 カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（スライス） 45ｇ -

骨付きハモンイベリコ/ベジョータ熟成36ヶ月以上 カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（骨付き） 不定貫・約7kg 業務向け

骨付きハモンイベリコ/セボ熟成18ヶ月以上 カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（骨付き） 不定貫・約7.5kg 業務向け

骨付きハモンセラーノ熟成11ヶ月以上 カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（骨付き） 不定貫・約7.5kg 業務向け

骨なしハモンイベリコ/ベジョータ熟成36ヶ月以上(ナチュラルシェイプ） カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（ボンレス） 不定貫・約4.5kg 業務向け

骨なしハモンイベリコ/セボ熟成18ヶ月以上(ナチュラルシェイプ） カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（ボンレス） 不定貫・約5.4kg 業務向け

骨なしハモンセラーノ熟成11ヶ月以上(ナチュラルシェイプ） カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（ボンレス） 不定貫・約4.5kg 業務向け

マトネラ　ハモンイベリコ/セボ熟成18ヶ月以上 カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（ボンレス） 不定貫・約3.7kg 業務向け

マトネラ　ハモンセラーノ熟成11ヶ月以上 カンポフリオ スペイン 冷蔵・生ハム（ボンレス） 不定貫・約4.2kg 業務向け

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
11月9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.16
小林桂株式会社
〒650-0031 兵庫県神戸市中央区東町123

TEL：078-321-8431　FAX：078-321-8430

URL： http://www.k-kobayashi.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

HDC オーガニック　カヴァ ビセンテ・ガンディア カヴァ 泡 辛口 750ml ¥1,556

ライサ　グランレセルバ ビセンテ・ガンディア リオハ 赤 フルボディ 750ml ¥2,593

ジェネラシオン　1 ビセンテ・ガンディア ウティエル・レケーナ 赤 フルボディ 750ml ¥2,670

セレモニア ビセンテ・ガンディア ウティエル・レケーナ 赤 フルボディ 750ml ¥2,593

コン・ウン・パール　アルバリーニョ ビセンテ・ガンディア リアス・バイシャス 白 辛口 750ml ¥1,480

ＨＤＣ　レセルバ テンプラニーリョ ビセンテ・ガンディア ウティエル・レケーナ 赤 ミディアム 750ml ¥1,371

HDC  レセルバ プリヴァーダ ビセンテ・ガンディア ウティエル・レケーナ 赤 ミディアム 750ml ¥1,565

HDC  ナイトハーベスト ビセンテ・ガンディア バレンシア 白 やや甘口 750ml ¥1,371

HDC 130年アニバーサリー ビセンテ・ガンディア ウティエル・レケーナ 赤 フルボディ 750ml ¥1,565

HDC 130年アニバーサリー ビセンテ・ガンディア ウティエル・レケーナ 白 辛口 750ml ¥1,565

他

No.17
株式会社オーレジャパン
〒158-0091 東京都世田谷区中町5-11-2

TEL：03-6712-2061　FAX：03-6712-2083

URL：http://www.olet-japan.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ラルボス1919 セレスル・デ・ラルボス カバ 泡 750ml ¥1,590

タパスワインコレクション・カバ・ブリュット ブラックボードワイナリー カバ 泡 750ml ¥1,920

タパスワインコレクション・ヴェルデホ ブラックボードワイナリー フミリア 白 750ml ¥1,640

ヴァルセンドン・テンプラリーニョ・ブランコ ボデガス・デ・マテオス リオハ 白 750ml ¥2,140

ヴァルセンドン・グラシアーノ ボデガス・デ・マテオス リオハ 赤 750ml ¥2,140

キンタルナ オシアン ルエダ 白 750ml ¥2,090

エッセンス ヴィネッセンス アリカンテ 白 750ml ¥2,250

ラモンロケッタ・レゼルバ ラモンロケッタ カタルーニャ 赤 750ml ¥1,700

ヴェンデミア・セレクシオナーダ ボデガス・ブリエゴ リベラデルデュエロ 赤 750ml ¥1,870

カラコルセラーノ カサ・デ・エルミタ フミリア 赤 750ml ¥1,640

他

No.18
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

URL： http://www.gourmet-world.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ハモンイベリコベジョータ44ヶ月熟成 ハモン・デ・フビレス D.E.トレベレス 生ハム 約8.0kg \10,500/kg.

23ヶ月熟成ハモンデ・トレベレス ハモン・デ・フビレス D.E.トレベレス 生ハム 約7.5ｋｇ \3,550/kg

チョリソ・ベジョータ カサルバ ブルゴス ソーセージ 約1.5kg \7,700/kg

羊ミルクのチーズ・金ラベル6ヶ月熟成カット シエラ・デ・アルバラシン アルバラシン チーズ 約250ｇ \8,180/kg

プレディカドール・ティント ボデガ・コンタドール D.O.Ca.リオハ 赤 750ml ¥4,500

プレディカドール・ブランコ ボデガ・コンタドール D.O.Ca.リオハ 白 750ml ¥4,700

マシソ ヴィンス・デル・マシス D.O.カタルーニャ 白 750ml ¥4,000

ホセ・パリエンテ・ベルデホ ボデガス・ホセ・パリエンテ D.O.ルエダ 白 750ml ¥3,200

ドゥルシネア・テンプラニーリョ＆グラシアーノ カンポス・デ・ドゥルシネア V.T.カスティーリャ 赤 750ml ¥2,100

ベガ・メディエン・ブルット ウニオン・ビニコラ・デル・エステ D.O.カバ　レケナ 泡白 750ml ¥1,800

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
11月9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.19
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

URL： ―

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ビーニャドカンポ ボデーガスドカンポ D.O.リベイロ 白/フルーティ 750ml ¥2,150

ビーニャドカンポ　ゴデジョ ボデーガスドカンポ DOリベイロ 白/フルーティ 750ml ¥3,150

ビテュリアバリーカ ボデーガスビテュリア DOリベラデルデュエロ 赤/ミディアム 750ml ¥2,350

ビテュリアグランレセルバ ボデーガスビテュリア DOリベラデルデュエロ 赤/フルボディ 750ml ¥3,900

バルデマールロゼ ボデーガスバルデマール DOCリオハ ロゼ/辛口 750ml ¥2,050

バルデマールブランコ ボデーガスバルデマール DOCリオハ 白/辛口 750ml ¥2,050

フィンカデルマルケサードレセルバ ボデーガスデルムンド DOCリオハ 赤/ミディアム 750ml ¥2,300

テラス ボデーガスロドリゲスサンソ DOトロ 赤/フルボディ 750ml ¥5,500

ムブランコ ボデーガストリビオ Ｖｉｎｏ　ｄｅ　Ｔｉｅｒａ　 白/フルーティ 750ml ¥1,280

ムティント ボデーガストリビオ Ｖｉｎｏ　ｄｅ　Ｔｉｅｒａ　 赤/ライト 750ml ¥1,280

他

No.20
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

URL： ―

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

カブラレスクリーム ＴＧＴアストリアス アストリアス 青カビ 200g瓶入り お問い合わせ下さい

ラ　フエジャ　オロ ＴＧＴアストリアス アストリアス 青カビ 1.2kg お問い合わせ下さい

ファルセル　カブラ ケスデルＳ．Ｌ． カタルーニャ 山羊乳のセミハード 0.9kg お問い合わせ下さい

タラムンディ タラムンディＳ．Ｌ． アストリアス 牛乳のセミハード 0.5kg お問い合わせ下さい

カブラ　アル　ペドロヒメネス アガスールＳ．Ｌ． アンダルシア 山羊乳のセミハード 0.5kg お問い合わせ下さい

トルタ　デル　カサール ケセリア　ボルフラン エストレマドーラ
無殺菌の羊乳の

ソフトタイプ
1kg お問い合わせ下さい

サンシモン サンシモン・ダコスタ ガリシア 牛乳のセミハード 1kg お問い合わせ下さい

ドン　マリアノ メルコ エストレマドーラ 山羊乳のセミハード 1kg お問い合わせ下さい

トミージョ コルクエラ ラマンチャ 山羊乳のセミハード 1kg お問い合わせ下さい

トウス　ブランコ トロセソルト カタルーニャ 牛乳のソフトタイプ 0.5kg お問い合わせ下さい

他

No.21
株式会社ハイドラインターナショナル
〒166-0004 東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-37-1大森ビル3F

TEL：03-6276-9406　FAX：03-6276-9407

URL： http://www.hydrainternational.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

パレジャダ・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 ¥2,500

ペイケ ・ロサード ボデガス・ペイケ ビエルソ ロゼ 750ml ¥2,300

テラ・サラ イ･ビネドス･ソワソ･ガストン リオハ 白（辛口） 750ml ¥1,490

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

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

グレゴリウス ボデガス・ラモン・ラモス トロ 赤ミディアムボディー 750ml ¥1,250

ペイケ・メンシア ボデガス・ペイケ ビエルソ 赤ミディアムボディー 750ml ¥2,200

ソワソ・ガストン・クリアンサ イ･ビネドス･ソワソ･ガストン リオハ 赤フルボディー 750ml ¥3,200

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

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

他
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※ブース番号順
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No.22
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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

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 ¥1,150

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 ¥1,800

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 ¥3,000

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 ¥4,700

他

No.23
白井松新薬株式会社
〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス6F

TEL：03-5159-5704　FAX：03-5159-5714

URL： http://www.shiraimatsu.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

セラ、リオハ ボデガス　ロダ リオハ 赤（ミディアム） 750ml ¥5,000

ロダ、リオハ　レセルバ ボデガス　ロダ リオハ 赤（フル） 750ml ¥7,000

アールト　リベラ・デル・デュエロ ボデガス　アールト リベラ・デル・デュエロ 赤（フル） 750ml ¥8,000

プリマ、 トロ ボデガス イ　ビニェドス マウロドス トロ 赤（ミディアム） 750ml ¥3,500

エル・アルバール．テンプラニーリョ ヴィノ・デ・ラ・ティエラ カスティージャ･イ・レオン エル・アルバール トロ 赤（ミディアム） 750ml ¥2,400

エルマノス･リュルトン･ブランコ　ルエダ フランソワ リュルトン ルエダ 白（辛） 750ml ¥2,400

アルバリーニョ、リアス・バイシャス セニョリオ デ ソブラル リアス・バイシャス 白（辛） 750ml ¥3,200

ガニェータ、ゲタリアコ・チャコリーナ ロゼ ガニェータ チャコリ 白（辛） 750ml ¥3,200

ドンホセマリア　フィノ　ヘレス ドン・ホセ・マリア　 ヘレス シェリー（辛） 750ml ¥2,700

カバ　バステツ　ブリュット　ロゼ ヴィニコラ・デ・サラル カタルーニャ 泡/ロゼ（辛） 750ml ¥2,100

他

No.24
株式会社正光社
〒136-0071 東京都江東区亀戸4-40-11

TEL：03-3683-2811　FAX：03-3683-8811

URL： www.sunseikowines.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

サンタカーナ・ブルット ボデガス・モスト・ドレ D.O. カバ 泡 750ml ¥1,250

モンテスッキュ・エクストラ・ブルット・レセルバ ボデガス・モスト・ドレ D.O. カバ 泡 750ml ¥2,650

ファン・ハイメ・ドライ ボデガス・オリベロス D.O. コンダード・デ・ウエルバ 白 750ml ¥1,400

アルトス・デ・サンティアゴ ボデガス・エル・タニーノ V.T. カスティーリャ 白 750ml ¥1,800

カベルネ・エル・タニーノ ボデガス・エル・タニーノ V.T. カスティーリャ 赤 750ml ¥1,600

ペレグリーノ・アルバリン ボデガス・ゴルドンセーリョ D.O. ティエラ・デ・レオン 白 750ml ¥1,800

ペレグリーノ・ティント・ホベン ボデガス・ゴルドンセーリョ D.O. ティエラ・デ・レオン 赤 750ml ¥1,800

ペレグリーノ・クリアンサ ボデガス・ゴルドンセーリョ D.O. ティエラ・デ・レオン 赤 750ml ¥2,200

ムルべ・レセルバ ボデガス・フルトス・ビジャル D.O. トロ 赤 750ml ¥3,300

オンタニョン・レセルバ ボデガス・オンタニョン D.O.Ca リオハ 赤 750ml ¥3,700

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
11月9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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

No.25
サントリーワインインターナショナル株式会社
〒135-8631 東京都港区台場2-3-3

TEL：03-5579-1576　FAX：03-5579-1770

URL： http://suntory.jp./WINE/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

フレシネ　コルドン　ネグロ フレシネ社 ペネデス 泡・辛口 750ml オープン価格

フレシネ　エックス フレシネ社 ペネデス 泡・辛口 750ml オープン価格

フレシネ　ブリュット　ビンテージ　レセルバ フレシネ社 ペネデス 泡・辛口 750ml オープン価格

フレシネ　モナストレル　チャレロ フレシネ社 ペネデス 泡・辛口 750ml オープン価格

コステルス　デル　プリオール モランダワイナリー プリオラート 赤・フルボディ 750ml オープン価格

ビオンタ　アルバリーニョ ビオンタワイナリー リアス　バイシャス 白・辛口 750ml オープン価格

ソラール　ビエホ　テンプラニーリョ ソラールビエホ リオハ 赤・ミディアムボディ 750ml オープン価格

ソラール　ビエホ　クリアンサ ソラールビエホ リオハ 赤・ミディアムボディ 750ml オープン価格

ソラール　ビエホ　レセルバ ソラールビエホ リオハ 赤・フルボディ 750ml オープン価格

他

No.26
株式会社仙石
〒640-8145 和歌山県和歌山市岡山丁83

TEL：073-421-88854　FAX：073-421-8887

URL： www.biancorosso.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ビューティフル　ブリュット　ナチュール　カバ イサック・フェルナンデス セレクションズ カバ 泡 750ml ¥1,800

エゲオ　ベルデホ イサック・フェルナンデス セレクションズ ルエダ 白 750ml ¥1,600

センシブル　テンプラニーリョ イサック・フェルナンデス セレクションズ トゥデラ・デ・ドゥエロ 赤 750ml ¥1,500

アセントール　ガルナッチャ イサック・フェルナンデス セレクションズ カラタユド 赤 750ml ¥1,700

ボバレ・ボバル イサック・フェルナンデス セレクションズ ウティエル・レケーナ 赤 750ml ¥2,200

ペサ・ド・レイ　ブランコ アデガ・カチン リベイラ・サクラ 白 750ml ¥2,500

ペサ・ド・レイ　ロホ アデガ・カチン リベイラ・サクラ 赤 750ml ¥2,500

バロイロ・レセルバ ルズディビーナ・アミーゴ ビエルソ 赤 750ml ¥4,800

ビニャデモヤ・ホーベン ルズディビーナ・アミーゴ ビエルソ 赤 750ml ¥2,200

タブラ タブラ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥5,000

他

No.27
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：03-3552-0392

URL： http://www.mikuniwine.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

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 ¥2,200

クネ ルエダ クネ ルエダ 白・辛口 750ml ¥1,600

クネ クリアンサ クネ リオハ・アルタ 赤・ミディアムボディ 750ml ¥1,800

クネ アラーノ ビウラ クネ リオハ・アルタ 白・辛口 750ml ¥1,500

クネ アラーノ テンプラニーリョ クネ リオハ・アルタ 赤・ミディアムボディ 750ml ¥1,500

ビーニャ・レアル フェルメンタード・エン・バリカ クネ リオハ・アラベサ 白・辛口 750ml ¥2,500

ビーニャ・レアル クリアンサ クネ リオハ・アラベサ 赤・フルボディ 750ml ¥2,500

インペリアル グラン・レセルバ クネ リオハ・アルタ 赤・フルボディ 750ml ¥8,000

シエテ・シエテ 77 ルエダ ボデガ・ラ・ソテラーニャ ルエダ 白・辛口 750ml ¥1,560

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

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
11月9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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

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：03-6426-0418　FAX：03-6426-0419

URL： ―

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

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

バルバディージョ・ブランコ　2013 バルバディ－ジョ アンダルシア 白 750ml オープン価格

エティム・ブランコ2012 ファルセット　マルサ モンサン 白 750ml ¥3,000

エンカント ゴデージョ ヴィニャ　アルダンサ ビエルソ 白 750ml ¥2,200

チャコリ・チョミン・エチャニス　2014 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）　2014 チョミン・エチャニス チャコリ・デ・ゲタリア ロゼ 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

エンカント　メンシア　ロブレ ヴィニャ　アルダンサ ビエルソ 白 750ml ¥2,000

GR-174 カーサ・グラン・デ・シウラーナ プリオラート 赤 750ml ¥3,000

マンサニーリャ　ソレアール バルバディ－ジョ サンルカール シェリー 750ml ¥2,800

他

No.29
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：03-3767-7576　FAX：03-3767-4319

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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

セグラヴューダス ブルート レゼルバ セグラヴューダス ペネデス カバ 辛口 750ml ¥1,600

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

セグラヴューダス セミセコ  レゼルバ セグラヴューダス ペネデス カバ やや甘口 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 ペネデス カバ 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 11年 セグラヴューダス ペネデス カバ 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 ペネデス カバ 極辛口 750ml ¥2,300

セグラヴューダス ブルート ヴィンテージ 10年 セグラヴューダス ペネデス カバ 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 ペネデス カバ 辛口 750ml ¥5,300

セグラヴューダス ヴィーニャエレダード ビアンコ セグラヴューダス ペネデス 白 辛口 750ml ¥1,600

セグラヴューダス ヴィーニャエレダード ティント セグラヴューダス ペネデス 赤 ミディアムボディ 750ml ¥1,600

他

No.30
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：082-942-5862　FAX：082-942-5863

URL： http//reservaiberica.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

グラン レセルバ ベジョータ ハモン イベリコ レセルバ イベリカ ギフエロ/ハブゴ 蹄付 8kg オープン価格

ハモン イベリコ レセルバ レセルバ イベリカ ギフエロ 蹄付 8kg オープン価格

パレタ イベリコ レセルバ レセルバ イベリカ ギフエロ 蹄付 6kg オープン価格

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 蹄付 8kg オープン価格

モルコン イベリコ ベジョータ レセルバ イベリカ ギフエロ 腸詰め 1kg オープン価格

ロモ ベジョータ グラン レセルバ レセルバ イベリカ ギフエロ 腸詰め 2kg オープン価格

チョリソ ベジョータ グラン レセルバ レセルバ イベリカ ギフエロ 腸詰め 3kg オープン価格

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 腸詰め 4kg オープン価格

グラン レセルバ ベジョータ パレタ ボンレス レセルバ イベリカ ギフエロ 骨抜き 2.5kg オープン価格

ハモン イベリコ レセルバ スライス レセルバ イベリカ ギフエロ スライス 80g オープン価格

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
11月9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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

No.31
株式会社ディーエイチシー
〒106-0047 東京都港区南麻布2-4-5皆川ビル7F

TEL：03-3457-6250　FAX：03-3457-6267

URL： http://www.dhc.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ペレ・マタ・ブリュット・レセルバ マタ・イ・コロマ カタルーニャ 泡/辛口 750ml ¥2,380

シオス・ブリュット・ロゼ コステルス・デル・シオ コステルス・デル・セグレ ロゼ泡/辛口 750ml ¥7,200

チャコリ・ガレナ ボデガ・ゴルカ・イサギレ チャコリ・デ・ビスカイヤ 白/辛口 750ml ¥3,000

マルケス・デ・アルファメン白 ボデガス・エステバン・マルティン カリニェナ 白/辛口 750ml ¥1,000

マルケス・デ・アルファメン赤 ボデガス・エステバン・マルティン カリニェナ 赤/中重口 750ml ¥1,000

ラガール・デ・インドラ ボデガス・ラルチャゴ リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥2,100

シエラ・イベリカ白 ボデガス・デル・アバド ビエルソ 白/辛口 750ml ¥2,200

シエラ・イベリカ赤 ボデガス・デル・アバド ビエルソ 赤/中重口 750ml ¥1,980

エル・ペドロサル・クリアンサ ボデガス・エルマノス・ペレス・パスクアス リベラ・デル・ドゥエロ 赤/中重口 750ml ¥2,500

エス・ナランハ ボガデス・サウチ コンダード・デ・ウェルバ 酒精強化/甘口 500ml ¥3,000

他

No.32
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

URL： www.tgafoods.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

アモンティリャード・ボタイナ ルイス・カバジェロ ヘレス シェリー酒 750ml ¥2,430

オロロソ・リオ・ヴィエホ ルイス・カバジェロ ヘレス シェリー酒 750ml ¥2,290

ピエドゥラ・セレクション・エスペシャル ボデガ・ビルヘン・デ・ラ・シエラ カラタユッド 赤 750ml ¥2,145

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

ドロンドン ボデガス・セニョリオ・デ・アイレス カリニェナ 白 750ml ¥2,300

コト・デ・アヤス・センテナリア ボデガス・アラゴネッサス カンポ・デ・ボルハ 赤 750ml ¥2,575

ヴィニャ・アルベルディ ラ・リオハ・アルタ リアス・バイシャス 赤 750ml オープン価格

ラガール・デ・セルベラ ラ・リオハ・アルタ リアス・バイシャス 白 750ml オープン価格

アンバル・エスペシャル ラ・サラゴサーナ サラゴサ ビール 330ml ¥430

アンバル・グリーン ラ・サラゴサーナ サラゴサ ノンアルコールビール 330ml ¥360

他

No.33
ディオニー株式会社
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-22-11サンクスプライムビル5F

TEL：03-5778-0170　FAX：03-5778-0278

URL： www.diony.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ピカラナ ボデガ・マラニョネス ヴィノス・デ・マドリッド 白・辛口 750ml ¥2,950

トレンタミル・マラヴェディエス ボデガ・マラニョネス ヴィノス・デ・マドリッド 赤・ミディアム 750ml ¥2,700

ペーニャ・カバジェッラ ボデガ・マラニョネス ヴィノス・デ・マドリッド 赤・フルボディ 750ml ¥4,350

ペーニャ・カバジェッラ ボデガ・マラニョネス ヴィノス・デ・マドリッド 赤・フルボディ 750ml ¥4,200

ジュキティバ オリヴィエ・リヴィエール リオハ 白・辛口 750ml ¥4,000

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

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

モレ オリヴィエ・リヴィエール リオハ 赤・フルボディ 750ml ¥4,700

ガンコ オリヴィエ・リヴィエール リオハ 赤・フルボディ 750ml ¥4,900

ヴィニャス・デル・カダストロ オリヴィエ・リヴィエール アルランサ 赤・フルボディ 750ml ¥4,200

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
11月9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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接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
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：03-6368-3664

URL： http://www.diverse.co.jp 

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ハモン・イベリコ・ベジョータ原木 カルディサン ギフエロ 生ハム 約8～9kg \8,800/kg

ハモン・イベリコ・セボ・デ・カンポ原木 カルディサン ギフエロ 生ハム 約8～9kg \5,500/kg

イベリコ・ベジョータ・チョリソ原木 カルディサン ギフエロ サラミ 約1～1.5kg \4,500/kg

イベリコ・ベジョータ・サルチチョン原木 カルディサン ギフエロ サラミ 約1～1.5kg \4,500/kg

エクストラ・バージン・オリーブオイル オリソイ バレンシア オリーブオイル 2L \2,100/本

マンチェゴ ケソス・ゴメス・モレノ ラ・マンチャ チーズ 約300～400g \4,200/kg

ピメントン・ドゥルセ アルコイリス アリカンテ 香辛料 500g \1,300/本

ヒヨコ豆 べガス　バネサナス レオン 乾燥豆 1kg \740/kg

フィデウア ガジョ バルセロナ パスタ 500g \280/pc

ピキージョ ナバリコ ナバーラ 野菜の加工品 390g \700/缶

他

No.35
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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

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 ¥6,500

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

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

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

他

No.36
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/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

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 リオハ 赤／ライト 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 リオハ 白／やや辛口 750ml ¥1,800

ビニャベリー 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 リオハ 赤／ライト 750ml ¥1,800

モセンピエレ ソーワット マンサノス エンタープライズ リオハ 赤／ライト 750ml ¥1,800

ラブキャット ティント マンサノス エンタープライズ ロス カバジェロス 赤／ライト 750ml ¥1,300

ラブキャット ブランコ マンサノス エンタープライズ ロス カバジェロス 白／やや辛口 750ml ¥1,300

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 リオハ 赤／ミディアム 750ml ¥2,500

フィンカマンサノス バリーカ マンサノス エンタープライズ リオハ 白／やや辛口 750ml ¥3,000

カミニト テラ・レモタ ワイナリー エンポルダ ロゼ 750ml ¥8,000

カミーノ テラ・レモタ ワイナリー エンポルダ 赤／フルボディ 750ml ¥10,000

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
11月9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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

No.37
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

URL： http://www.nisseishouji.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

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 ¥1,400

カバ ブリュット・レセルバ ジョセップ・マサックス カバ 泡 750ml ¥1,300

テレス・デ・マサックス　赤・白 ジョセップ・マサックス カタルーニャ 赤・白 750ml ¥1,120

ピリネオス　赤・白 ボデガ・ピリネオス ソモンターノ 赤・白 750ml ¥1,500

カサール　ゴデージョ カサール・デ・ブルビア ビエルソ 白 750ml ¥1,700

グラン・バルケロ（フィノ・アモンティヤード・オロロッソ・ペドロヒメネス） ペレス・バルケロ モンティジャ・モリレス ナチュラル・シェリー 750ml \2,060～

白ワインビネガー　ベガジャーナ ゴイバル スペイン 常温 1,000ml オープン価格

アンチョビオリーブ ラ・エスパニョーラ スペイン 常温 300ｇ オープン価格

エクストラ・バージン・オリーブ・オイル トルハル・アルタホ ナバーラ 常温 1,000ml ¥1,830

ピュアオリーブオイル トメジョッソ スペイン 常温 5,000ml ¥3,430

他

No.38
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）

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

ラベントス　ロゼ　デ・ニート ラベントス・イ・ブラン ペネデス 泡/ロゼ/辛口 750ml ¥3,040

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

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

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

リュブレ トーマス・クシネ コステルス・デル・セグレ 赤/ミディアム 750ml ¥2,030

パス・クルテイ アレマイン・イ・コリオ ペネデス 赤/ミディアム 750ml ¥2,800

ヴィニャ・ポマール　レゼルバ ボデガス・ビルバイナス リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥2,880

ジェオル トーマス・クシネ コステルス・デル・セグレ 赤/フルボディ 750ml ¥4,000

アロンソ・デル・イエロ 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.39
株式会社ハーベストトレーディング
〒216-0011 神奈川県川崎市宮前区犬蔵1-23-10

TEL：044-978-3501　FAX：044-978-3505

URL： ―

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

グランバロン　カヴァ　ブルット ヴァルフォルモサ ベネデス 辛口 750ml ¥1,780

グランバロン　カヴァ　ブルット　ナトーレ ヴァルフォルモサ ベネデス 超辛口 750ml ¥1,780

プロア　ヴァルフォルモサ　ロゼ　ブルット ヴァルフォルモサ ベネデス 辛口 750ml ¥2,100

カステリオ　アリバイ　リゼルバ パゴス・デル・レイ リオハ フルボデイ 750ml ¥2,780

カステリオ　アリバイ　クリアンサ パゴス・デル・レイ リオハ フルボデイ 750ml ¥2,100

バホス　ウノ　エコロジー パゴス・デル・レイ トロ フルボデイ 750ml ¥1,900

コンダード　オリサ　クリアンサ パゴス・デル・レイ リヴラ・デル・ドゥエロ フルボデイ 750ml ¥2,200

フィンカ　アリアドナ　ソービニオンブラウン パゴス・デル・レイ ルエダ 辛口 750ml ¥1,300

ミレスト　レゼルバ ボデガス　アルビア リオハ フルボデイ 750ml ¥2,500

ミレスト　クリアンサ ボデガス　アルビア リオハ ミデイアム 750ml ¥1,900

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
11月9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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

No.40
株式会社 パナバック
〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1丁目2番4号 信用保証ビル6階

TEL：06-6836-0123　FAX：06-6836-0124

URL： http://www.panavac.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ヴィーニャ コステイラ ヴィティヴィニコラ デル リベイロ ガリシア リベイロ 白 辛口 750ml オープン価格

レヒーナ ヴィアルム ボデガス ヴィネドス デ アルトゥーラ ガリシア リベイラ サクラ 赤 フルボディ 750ml オープン価格

ローハ ベージャ ボデガス サン・ヴァレロ アラゴン カリニェーナ 赤 ミディアム 750ml オープン価格

カスティージョ サン・シモン ティント カスティージョ サンシモン ムルシア フミージャ 赤 ミディアム 750ml オープン価格

カスティージョ サン・シモン ブランコ カスティージョ サンシモン ムルシア フミージャ 白 辛口 750ml オープン価格

パタ ネグラ レゼルヴァ パタネグラ ヴァルデペーニャス 赤 ミディアム 750ml オープン価格

インヴィノ・ヴェリタス ティント ディスマルク スペイン 赤 ALC.0.0% 750ml ¥1,200

インヴィノ・ヴェリタス ブランコ ディスマルク スペイン 白 ALC.0.0% 750ml ¥1,200

インヴィノ・ヴェリタス ブリュット ディスマルク スペイン 泡白 ALC.0.0% 750ml ¥1,300

ルセントゥム ブリュット ナトゥーレ ルセントゥム バレンシア 泡白 超辛口 750ml ¥1,890

他

No.41
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3-7-18-8Ｆ

TEL：045-477-2881　FAX：045-477-2882

URL： http://www.parajapan-wine.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ブリュット・デ・ブリュット NV マリア・カサノバ カバ 泡/白 750ml ¥1,900

イサベリーノ・ベルデホ 2014 レイーナ・デ・カスティーリャ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,400

マリエッタ 2014 マルティン・コダックス リアス・バイシャス 白/中辛口 750ml ¥1,750

チック 2014 アグスティ・トレーリョ ペネデス 白/辛口 750ml ¥1,900

ダイモン・ブランコ 2013 ボデーガス・トビーア リオハ 白/辛口 750ml ¥1,900

ルダ・インフシオン 2014 ボデーガス・ビニャ・ルダ ラマンチャ 赤/ミディアム 750ml ¥1,400

メレール・シラー 2013 ボデーガス・メレール ソモンターノ 赤/ミディアム 750ml ¥1,900

ヴィヴィール・シン・ドル・ミール 2014 ボデーガス・アントニオ・アラエス フミーリャ 赤/ミディアム 750ml ¥1,900

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

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

他

No.42
有限会社ＢＲ－Ｍ
〒108-0072 東京都港区白金3-3-23

TEL：090-5752-5484　FAX：03-5413-3101

URL： http://vinialia.main.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

バルドゥースレセルバブルットナトゥレ ジャネ サンタカナ ペネデス 泡/辛口 750ml ¥1,800

バルドゥースレセルバブルットロサード ジャネ サンタカナ ペネデス 泡ロゼ/辛口 750ml ¥2,200

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 750ml ¥2,000

セニョリオデルビオスコンタードドテアブランコ ボデガス コト レドンド リアスバイシャス 白 750ml ¥3,000

カンフェイシャスネグレセレクシオ ウゲットゥ デ カンフェイシャス ペネデス 白 750ml ¥2,100

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

フシオン イ エレメントス ボデガス ベルナベナバーロ アリカンテ 赤 750ml ¥4,500

ラグネッ オラトヴァン プリオラート 赤 750ml ¥2,400

レセア グランレセルバ ボデガス レセア リオハ 赤 750ml ¥6,000

カルメン セルベッサ カルメン タラゴナ 地ビール 330ml オープン価格

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
11月9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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

No.43
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/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

マバム グラシア ボデガス デル サズ ラ・マンチャ 泡・甘口 750ml オープン価格

インシグナ デル サズ ブリュットナチューレ ボデガス デル サズ ラ・マンチャ 泡・辛口 750ml オープン価格

ブヤンテ ゴールド ボデガス デル サズ ラ・マンチャ 泡・甘口 750ml オープン価格

ブヤンテ ロゼ ボデガス デル サズ ラ・マンチャ 泡・甘口 750ml オープン価格

アクアレラ カベルネ・ソーヴィニョン ボデガス デル サズ ラ・マンチャ 赤・ライト 750ml オープン価格

アクアレラ ソーヴィニョン・ブラン ボデガス デル サズ ラ・マンチャ 白・辛口 750ml オープン価格

アクアレラ テンプラニーリョ ボデガス デル サズ ラ・マンチャ ロゼ 750ml オープン価格

マセット ２４Ｋゴールド マセット デル リエロ カヴァ 泡・辛口 750ml ¥23,000

レアル アグラド ホワイト ビネドス デ アルファロ リオハ 白・辛口 750ml オープン価格

レラウ アグラド ロゼ ビネドス デ アルファロ リオハ 赤・ライト 750ml オープン価格

他

No.44
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　品川NSSビル

TEL：03-3458-4455　FAX：03-3458-4538

URL： www.wineway.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

クリティアス カヴァ ブリュット ヴァルフォルモサ (D.O.カヴァ)ペネデス 泡/白（辛口） 750ml ¥1,685

クリティアス カヴァ ブリュット ナトゥーレ ヴァルフォルモサ (D.O.カヴァ)ペネデス 泡/白（極辛口） 750ml ¥1,785

レガード・ムニョス シャルドネ ボデガス・ムニョス V.T.カスティーリャ・イ・レオン 白（辛口） 750ml ¥1,743

メリオール ヴェルデホ ボデガス・マタロメラ D.O.ルエダ 白（辛口） 750ml ¥1,900

プエルタ・デル・ソル ヴィノス・ヘロミン D.O.ヴィノス・デ・マドリッド 白（辛口） 750ml ¥2,057

プエルタ・デ・アルカラ クリアンサ ヴィノス・ヘロミン D.O.ヴィノス・デ・マドリッド 赤（辛口） 750ml ¥1,786

センダ66 ボデガス・ラ・カンデラリア D.O.ラ・マンチャ 赤（辛口） 750ml ¥1,571

カスティーヨ・ラバスティーダ クリアンサ ボデガス・ラバスティーダ DOCa リオハ 赤（辛口） 750ml ¥2,072

フィンカ・ソブレノ クリアンサ ボデガス・ソブレノ D.O.トロ 赤（辛口） 750ml ¥2,657

エンボカデロ ヴィーニャ・エル・アグィラ サン・ペドロ・レガラド D.O.リベラ・デル・デュエロ 赤（辛口） 750ml ¥3,400

他

No.45
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12Ｆ

TEL：045-222-8875　FAX：045-222-8876

URL： www.firadis.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

カバ ブリュット レゼルバ サバルテス カバ 泡白 750ml ¥1,900

グランリバド アルバリーニョ トマダ デ カストロ リアス・バイシャス 白 750ml ¥2,050

ヴィーニャ・アラリア ルナ・ベベリデ ビエルソ 白 750ml ¥1,850

ガルナッチャ・ブランカ エレンシア・アルテス テッラ・アルタ 白 750ml ¥1,850

モスカテル ファン・ヒル フミーリャ 白 750ml ¥1,950

ガルナッチャ・ネグラ エレンシア・アルテス テッラ・アルタ 赤 750ml ¥1,850

ペドレラ ファン・ヒル フミーリャ 赤 750ml ¥1,500

クアトロ・メセス ファン・ヒル フミーリャ 赤 750ml ¥1,950

シルバー ラベル ファン・ヒル フミーリャ 赤 750ml ¥2,850

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

他
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※ブース番号順
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No.46
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

TEL：03-5774-8288　FAX：03-5774-8298

URL： www.prostyle-design.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

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 ￥9,360

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 ￥9,800

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 ￥9,480

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 ￥7,200

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 ￥7,200

フォンドール 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 ￥5,000

フォンドール 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 ￥3,600

他

No.47
ボニリジャパン株式会社
〒662-0047 兵庫県西宮市寿町4-32

TEL：0798-39-1700　FAX：0798-39-1705

URL： http://www.bonili.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ロマテ マリスメノ フィノ シェリー サンチェス・ロマテ アンダルシア 辛口 750ml ¥2,800

ロマテ ペルディド フィノ シェリー サンチェス・ロマテ アンダルシア 辛口 750ml ¥2,740

ロマテ ＮＰＵ アモンティリャード  シェリー サンチェス・ロマテ アンダルシア 辛口 750ml ¥3,300

ロマテ レヘンテ パルコルタード シェリー サンチェス・ロマテ アンダルシア 辛口 750ml ¥4,020

ロマテ ロンホセ オロロソ シェリー サンチェス・ロマテ アンダルシア 辛口 750ml ¥3,300

ロマテ イベリア クリーム シェリー サンチェス・ロマテ アンダルシア 甘口 750ml ¥3,260

ロマテ カーディナルシスネーロス ペドロヒメネス シェリー サンチェス・ロマテ アンダルシア 甘口 750ml ¥4,300

OLD&PLUS ロマテ アモンティリャード 30年 サンチェス・ロマテ アンダルシア 辛口 500ml ¥7,720

OLD&PLUS ロマテ オロロソ 30年 サンチェス・ロマテ アンダルシア 辛口 500ml ¥7,720

OLD&PLUS ロマテ ペドロヒメネス 20年 サンチェス・ロマテ アンダルシア 甘口 500ml ¥7,720

他

No.48
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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

カバ・カイルス・ブリュット・ナチューレ・レセルバ カバ・カイルス ペネデス 泡 750ml ¥2,200

モンハルディン・ピノ・ノワール カスティーリョ・デ・モンハルディン ナバーラ 赤 750ml ¥1,800

コラソン エゴボデガス フミーリャ 赤 750ml ¥2,000

カスティーリョ・デ・アユッド・エセンシア ボデガス・ランガ カラタユド 赤 750ml ¥2,500

セニョリオ・デ・バルカルセ・ゴデーリョ ボデガ・デル・アバド ビエルソ 白 750ml ¥2,500

セニョリオ・デ・バルカルセ・メンシア ボデガ・デル・アバド ビエルソ 赤 750ml ¥2,500

ノラ ボデガス・ノラ リアスバイシャス 白 750ml ¥3,000

ラ・フォー・エル・アメレルス ラ・フォー・セラー テラアルタ 白 750ml ¥3,800

ラ・フォー・エル・センデル ラ・フォー・セラー テラアルタ 赤 750ml ¥3,200

ドミニオ・デ・アタウタ ドミニオ・デ・アタウタ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥4,800

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
11月9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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接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
有限会社ＹＲプランニング
〒530－0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-5-407

TEL：06-6311-8283　FAX：06-6311-8284

URL： http://www.cana-jp.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

アンバースペシャル ザラゴザーナ サラゴサ ラガー 30L ¥33,000

アンバーエクスポート ザラゴザーナ サラゴサ エクスポートラガー 30L ¥33,500

モリッツ ザラゴザーナ サラゴサ ラガー 30L ¥33,500

他

No.50
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

TEL：03-5510-2684　FAX：03-5510-0137

URL： www.union-liquors.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

クロ・ラ・ソレヤ・ブリュット カヴァス・エル・チャンフラ DOカヴァ/サン・サドゥルニ・デ・ノヤ 泡／中辛口 750ml ¥1,300

メルカット・ブリュット カヴァス・エル・チャンフラ DOカヴァ/サン・サドゥルニ・デ・ノヤ 泡／中辛口 750ml ¥1,300

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
DOヘレス・ケレス・シェリー・
イ・マンサニージャ・サンル
カール・デ・パラメダ

シェリー／辛口・ライト 750ml ¥2,000

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 DOトロ 赤／ミディアム 750ml ¥1,200

モンテ・ジャーノ 白 ラモン・ビルバオ DOCaリオハ 白／辛口 750ml ¥1,200

ラモン・ビルバオ・クリアンサ ラモン・ビルバオ DOCaリオハ 赤／ミディアムフル 750ml ¥2,100

マンガ・デル・ブルホ エル・エスコセス・ボランテ DOカラタユド 赤／フル 750ml ¥2,200

50/50 パゴ・デル・ヴィカリオ VdTカスティーリャ 赤／フル 750ml ¥2,700

キホーテ・MTP コヴィンカ
DOPカサ・デル・ブランコ/
シウダッドレアル

赤／フル 750ml ¥2,900

コンデ・デ・エルヴィアス マンソ・デ・スニガ DOCaリオハ 赤／フル 750ml ¥9,000

他

No.51
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.rakuten.co.jp/spainwine-libertas/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

フェレ　レゼルバ　ブルット カヴァス　フェレ ペネデス 泡／白（辛口） 750ml ¥2,600

フェレ　レゼルバ　ブルット　ロゼ カヴァス　フェレ ペネデス 泡／ロゼ（辛口） 750ml ¥2,700

シードラ　ナチュラル　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／辛口 700ml ¥1,580

シードラ　ブルット　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

シードラ　アバロン シードラ　トラバンコ アストゥリアス 白／やや辛口 330ml ¥580

セロ　アニョン　クリアンサ ボデガス　オラーラ リオハ 赤／ミディアムフル 750ml ¥2,550

アニャレス　クリアンサ ボデガス　オラーラ リオハ 赤／ミディアムフル 750ml ¥2,340

オトニャル　ホーベン　ティント ボデガス　オラーラ リオハ 赤／ミディアム 750ml ¥1,630

ドーブルR　ロブレ ボデガ　サン・マメス リベラ　デル　ドゥエロ 赤／ミディアムフル 750ml ¥2,000

イルスタ　チャコリ ボデガ　イルスタ バスク 白／辛口 750ml ¥2,880

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
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※各社出展アイテムは変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

No.52
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/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

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

ショビアル・アルバリーニョ HGAボデガス リアス・バイシャス 白 750ml ¥2,400

クク バルコ･デル・コルネタ カスティーリャ・イ・レオン 白 750ml ¥3,500

ギマロ・ブランコ アデガス・ギマロ リベイラ・サクラ 白 750ml ¥3,600

ロバモール アルフレッド・マエストロ・テヘロ カスティーリャ・イ・レオン 白 750ml ¥4,500

ナバレグア ボデガス・ロベカソペ カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤 750ml ¥2,600

バルディニエブラ ヒメネス・ランディ メントリダ 赤 750ml ¥2,800

ラデラス・デル・ティエタル ダニエル・ゴメス・ヒメネス・ランディ カスティーリャ・イ・レオン 赤 750ml ¥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 ビエルソ 赤 750ml ¥2,800

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

他

No.53
森村商会
〒253-0061 神奈川県茅ヶ崎市南湖6-16-6

TEL：090-2490-0946　FAX：0467-83-4822

URL： ―

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

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
純粋イベリコ豚、

48か月熟成
7.5kg前後 オープン価格

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
純粋イベリコ豚、

36か月熟成
8kg前後 オープン価格

他

No.54
EVAWINE （ワインキュレーション株式会社）
〒164-0001 東京都中野区中野2-30-5 中野アーバンビル5F

TEL：03-6382-5075　FAX：03-5342-0766

URL： http://www.evawine.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

チャコリ・ウィン・ベルデア2012 Ｋ５ワイナリー D.O.チャコリ・デ・ゲタリア 辛口 750ml ¥1,420

アウレゴ・アルバリーニョ2013 ボデガス・アス・ラサス D.O.リアス・バイシャス 辛口 750ml ¥1,960

フィンカ・エル・カリール・ブランコ2014 ボデガ・イニエスタ D.O.マンチュエラ 辛口 750ml ¥1,770

パイ　π　ブランコ　2013 ボデガス・ランガ D.O.カラタユ 辛口 750ml ¥2,250

ジャスピー・ブラン　2014 コカ・イ・フィト D.O.テラ・アルタ 辛口 750ml ¥1,970

ゴティン・デル・リスク・メンシア2010 ボデガ・デル・アバ D.O.ビエルソ ミディアムボディ 750ml ¥1,610

フィンカ・エル・カリール・ティント2012 ボデガ・イニエスタ D.O.マンチュエラ ミディアムボディ 750ml ¥1,810

ジャスピー・ネグレ2012 コカ・イ・フィト D.O.モンサン ミディアム・フルボディ 750ml ¥2,010

アルセーニョ・プレミウム50バリカス2012 ボデガス・アルセーニョ D.O.フミーリャ フルボディ 750ml ¥1,420

パイπ2012 ボデガス・ランガ D.O. カラタユド フルボディ 750ml ¥2,240

他
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※ブース番号順

「スペインワイン＆フード商談会　2015」
11月9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変更される可能性がございます。詳細に関しましては、出展各社に直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

No.55
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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ルシャレル アマルテア ブランコ オーガニック ルシャレル DOペネデス 白 750ml ¥2,000

ルシャレル アマルテア ティント オーガニック ルシャレル DOペネデス 赤 750ml ¥2,000

ルシャレル アマルテア ブリュット ナチュレ オーガニック ルシャレル DOペネデス 泡 750ml ¥2,200

メドル カルトイシャ オーガニック Cellar9＋ DOヘタラゴナ 白 750ml ¥2,500

メドル ホーベン オーガニック Cellar9＋ DOヘタラゴナ 赤 750ml ¥2,000

メドル ブリュット ナチュレ オーガニック Cellar9＋ DOヘタラゴナ 泡 750ml ¥3,000

アストビザ オケンド・チャコリナ DOチャコリ・デ・アラバ 白 750ml ¥3,000

マルコア オケンド・チャコリナ DOチャコリ・デ・アラバ 白 750ml ¥4,500

フィンカ・エンゲラ・ヴェルディル・オーガニック ボデガス・エンゲラ DOバレンシア 白 750ml ¥1,500

ムッソ・シラー・オーガニック カサ・ロホ
ヴィノ・デ・ラ・ティエラ・
デ・カスティーリャ

赤 750ml ¥1,500

他

No.56
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：03-5640-2538

URL： www.asahigrant.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量
希望小売価格

（税抜）

ハモン・イベリコ・ベジョータ アドミラシオン（骨付き・ボンレス） BLAZQUEZ（ブラスケス） 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・ベジョータ（骨付き・ボンレス） BLAZQUEZ（ブラスケス） 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） 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 BLAZQUEZ（ブラスケス） 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） 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） 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） サラマンカ 加熱ハム 約5.5～6.5kg オープン価格

イベリコ ベジョータ アドミラシオン チョリソ BLAZQUEZ（ブラスケス） サラマンカ サラミ 約0.5kg オープン価格

イベリコ ベジョータ アドミラシオン サルシチョン BLAZQUEZ（ブラスケス） サラマンカ サラミ 約0.5kg オープン価格

イベリコ ベジョータ アドミラシオン ロモ BLAZQUEZ（ブラスケス） サラマンカ ロース生ハム 約0.6kg オープン価格

他
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