
※ブース番号順

No.1
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.iidagroup.com/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

スマロッカ　カバ　ブリュット　レセルバ スマロッカ カタルーニャ州 泡/辛口 750ml ¥1,800

アス　ラサス　バル　ド　ソセゴ　アルバリーニョ アス　ラサス ガリシア州 白/辛口 750ml ¥2,200

スマロッカ　ミュスカ スマロッカ カタルーニャ州 白/辛口 750ml ¥1,500

カンピーリョ　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

モナステリオ　デ ラス　ビーニャス　レセルバ モナステリオ アラゴン州 赤/ミディアム 750ml ¥2,000

モナステリオ　デ　ラス　ビーニャス  グラン　レセルバ モナステリオ アラゴン州 赤/フルボディ 750ml ¥2,500

ビーニャ　サンタ　マリーナ　エクウス ビーニャ サンタ　マリーナ エストレ　マドゥーラ州 赤/ミディアム 750ml ¥1,600

パラシオ　ケマド　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 750ml ¥1,500

ネオ　センティド ネオ カスティーリャ　イ　レオン州　 赤/ミディアム 750ml ¥2,600

ドミニオ　ド　ビベイ　ララーマ ドミニオ　ド　ビベイ ガリシア州 赤/フルボディ 750ml ¥4,500

他

No.2
i-WINE HAPPINESS 株式会社
〒234-0054　神奈川県横浜市港南区港南台7-49-7

TEL：045-567-6908 　FAX：045-514-7491

https://www.facebook.com/iwinehappiness/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ヴィーニャ・ソルサル・ガルナッチャ・ブランカ プロジェクト・ソルサル ナバーラ 白/辛口 750ml ¥1,600

ヴィーニャ・ソルサル・シャルドネ プロジェクト・ソルサル ナバーラ 白/辛口 750ml ¥1,600

ヴィーニュ・ソルサル・ガルナッチャ・ロサード プロジェクト・ソルサル ナバーラ ロゼ/辛口 750ml ¥1,600

ヴィーニャ・ソルサル・ガルナッチャ プロジェクト・ソルサル ナバーラ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,600

ヴィーニャ・ソルサル・テンプラニーリョ プロジェクト・ソルサル ナバーラ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,600

ヴィーニャ・ソルサル・リオハ・テンプラニーリョ プロジェクト・ソルサル リオハ 赤/ミディアムフルボディ 750ml ¥2,700

ヴィーニャ・ソルサル・グラシアーノ プロジェクト・ソルサル ナバーラ 赤/フルボディ 750ml ¥2,200

ヴィーニャ・ソルサル・マライエート プロジェクト・ソルサル ナバーラ 赤/フルボディ 750ml ¥2,800

ヴィーニャ・ソルサル・セニョーラ・デ・ラス・アルテュラス プロジェクト・ソルサル ナバーラ 赤/フルボディ 750ml ¥4,500

他

No.3
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

― [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アメストイ・チャコリ アメスグレン チャコリ・デ・ゲタリア チャコリ白 750ml ¥2,900

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

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 ルエダ 白 750ml ¥2,200

アトランティック ボデガス・フィジャボア リアス・バイシャス 白 750ml ¥2,400

セニョリオ・デ・フエンテアラモ・ロサード・シラー ボデガス・サン・ディオニシオ フミージャ ロゼ 750ml ¥1,250

パゴス・デ・アライス・ホベン ボデガス・パゴス・デ・アライス ナバラ 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 ナバラ 赤 750ml ¥2,100

カンペチャーノ　テンプラニージヨ サンタ・カタリーナ ラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,500

プリオス・マキシムス・ロブレ ボデガス・デ・ロス・リオス・プリエト リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥2,300

フローリーマール　マンサニージャ バルバディージョ ヘレス・ケレス・シェリー シェリー 750ml ¥2,000

他

「スペインワイン＆フード商談会　2016」
5月31日（火）　八芳園　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。

　　　 ※アイテム等の表記は各社の表記方法に基づきます。



No.4
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

http://suntory.jp./WINE/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

バルデュボン　テンプラニーリョ バルデュボン リベラ　デル　ドゥエロ 赤/ミディアムボディ 750ml オープン価格

他

No.5
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

http://www.orchestra.co.jp/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ガバンサ マエティエラ・ドミニュム リオハ ミディアム 750ml ¥2,500

エピカ　ロブレ デ・バルドス リベラ・デル・デュエロ ミディアム 750ml ¥2,000

ジャナ　カベルネ・ソーヴィニヨン ワイン・イン・チューブ カタルーニャ ミディアム 750ml ¥1,400

カプリチョ ガンセド ビエルソ 辛口 750ml ¥3,000

セレクション　ベトゥラ プリオル デ パントン リベイロ 辛口 750ml ¥2,000

ジャナ　シャルドネ ワイン・イン・チューブ カタルーニャ 辛口 750ml ¥1,400

ビノ　モスカテル　 ワイン・イン・チューブ カタルーニャ やや甘口リキュール 750ml ¥1,600

サンジョアン　グランレセルバ　ブリュット・ナチュレ ラモン　カナルス　カナルス カバ 白泡 750ml ¥2,600

マンサニージャ　オルレアンス　ボルボン オルレアンス　ボルボン ヘレス 辛口 375ml ¥1,900

ラ・モンテリア アモンティリャード ボデガス　ジュステ ヘレス 辛口 750ml ¥2,500

他

No.6
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

http://overseas-inc.jp/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

デスティ　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 ¥4,500

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

カパ　シングルヴィンヤード ハメケン・セラーズ カステーリャ・ラ・マンチャ 赤/重口 750ml ¥1,800

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　モノバラエタル パラシオ・ヴィノテカ リオハ 白/辛口 750ml ¥2,000

プロエリオ　チエパ・ア・チェパ パラシオ・ヴィノテカ リオハ 赤/重口 750ml ¥5,000

トゥルス・レセルバ 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.7
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

― [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ハモンセラーノ（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



No.8
小林桂 株式会社
〒113-0021 東京都文京区本駒込6-15-8 エルピスビル7階

TEL：03-6365-4224　　FAX：03-3941-4010

http://www.k-kobayashi.com [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

HDC オーガニック・カバ・ブリュット ビセンテ・ガンディア カバ 泡/ 辛口 750ml ¥1,556

HDC 130アニバーサリー　赤 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アニバーサリー　白 ビセンテ・ガンディア バレンシア 白/辛口 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/やや辛口 750ml ¥1,371

コン・ウン・パール　アルバニーリョ ビセンテ・ガンディア リアスバイシャス 白/辛口 750ml ¥1,480

リサルテ・ベンデミア・セレクショナーダ ボデガス・リサルテ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアム 750ml ¥2,700

リサルテ・クリアンサ ボデガス・リサルテ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアム 750ml ¥3,600

レッコ・ローブレ ボデガス・リサルテ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアム 750ml ¥2,100

レッコ・クリアンサ ボデガス・リサルテ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥2,700

レッコ・レセルバ ボデガス・リサルテ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥3,600

他

No.9
株式会社 コートーコーポレーション
〒662-0862　兵庫県西宮市青木町3-12

TEL：0798-71-0030　　FAX：0798-71-0033

http://kotobiz.com/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アルマーラ ボデガス・マカヤ ナバーラ 赤/ヘビー 750ml ¥1,850

バロン・ド・マガーニャ ボデガス・ヴィニャ・マガーニャ ナバーラ 赤/ヘビー 750ml ¥3,150

カンタ・ペルディセス ボデガス・ペドロ・レガラード リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ヘビー 750ml ¥2,730

アラリス・ティント ボデガス・アルスピデ カスティーリャ 赤/ミディアム 750ml ¥1,790

アラリス・ブランコ ボデガス・アルスピデ カスティーリャ 白/ドライ 750ml ¥1,790

アメゾーラ・クリアンサ ボデガス・アメゾーラ リオハ 赤/ヘビー 750ml ¥2,900

サンチャゴ・ルイス ボデガス・ラン リアス・バイシャス 白/ドライ 750ml ¥5,500

ヴェルディナル・シラー サガロン・ヴィノス・イ・ヴィニェドス ラ・マンチャ 赤/ミディアム 750ml ¥1,400

ゴタス･デ・プラタ ヴィニョドス・イ・レゼルヴァ カスティーリャ・ラ・マンチャ 泡/ドライ 750ml ¥2,060

他

No.10
株式会社 スコルニ・ワイン
〒105-0004　東京都港区新橋1-8-6　近江ビル

TEL：03-3573-4181　　FAX：03-3573-6070

www.sukoruniwine.com [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

シドラ　アバロン グルポ　トラバンコ アストゥリアス州 シードラ 330ml ¥500

ベンゴエチエ　エコロヒコ カセリオ　ベンゴエチェア ゲタリアコ　チャコリーナ 白/辛口 750ml ¥2,500

ムリージョ・ビテリ　ブランコ ボデガス　ムリージョ　ビテリ リオハ 白/辛口 750ml ¥1,800

ビニャ・ムリエル　ブランコ ボデガス　ムリエル リオハ 白/辛口 750ml ¥3,700

セニョール・ダ・フォジャ・ベルデ ボデガス　マルケス　デ　ビソハ リアス　バイシャス 白/辛口 750ml ¥4,500

ムリージョ・ビテリ　ホーベン ボデガス　ムリージョ　ビテリ リオハ 赤/ライトｰミディアム 750ml ¥1,800

セパ・ガビラン　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/ミディアム 750ml ¥3,800

ムリエル　グラン・レセルバ ボデガス　ムリエル リオハ 赤/フル 750ml ¥4,000

ブルナル　ブルット プロドゥクトス　ナトゥラレス　ベガス アンダルシア州 泡/オレンジ 750ml ¥3,200

ブルナル　セミセコ プロドゥクトス　ナトゥラレス　ベガス アンダルシア州 泡/オレンジ 750ml ¥3,200

他

No.11
株式会社 仙石
〒640-8145　和歌山県和歌山市岡山丁83

TEL：073-421-8885　　FAX：073-421-8887

http://www.biancorosso.co.jp/shop/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ビエルム　ブランコ プラダ・ア・トぺ ビエルソ 白/ベルモット 1000ml ¥2,800

ビエルム　ロホ プラダ・ア・トぺ ビエルソ 赤/ベルモット 1000ml ¥2,800

フォルミーゴ フォルミーゴ ガリシア 白 750ml ¥1,700

フィンカテイラ フォルミーゴ ガリシア 白 750ml ¥2,500

テイラ　エキシ フォルミーゴ ガリシア 白 750ml ¥3,200

ペサ・ド・レイ　ブランコ アデガ・カチン ガリシア 白 750ml ¥2,500

ペサ・ド・レイ　ロホ アデガ・カチン ガリシア 赤 750ml ¥2,500

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

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

ベントゥーラ　ゴデージョ アデガ・ダ・ピンゲラ ガリシア 白 750ml ¥2,800

他



No.12
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

www.diony.com [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アンヌ・マリー・コンテッス・カバ・ブリュット・ナチュレ カステル・ダージュ カバ 泡/辛口 750ml ¥2,300

ピカラナ ボデガ・マラニョネス ビノス・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 ビノス・デ・マドリッド 赤/ミディアム 750ml ¥2,700

マラニョネス ボデガ・マラニョネス ビノス・デ・マドリッド 赤/ミディアム 750ml ¥3,500

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

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

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

ラ・ヴァリャーダ オリヴィエ・リヴィエール アルランサ 赤/ミディアム 750ml ¥2,500

エル・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 ¥5,000

他

No.13
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/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ハモン・イベリコ・デ・ベジョタ　44ヶ月熟成 ハモネス デ フビレス トレベレス 生ハム（冷蔵） 9kg ¥94,500

トレベレス産ハモン・セラーノ　16ヶ月熟成 ハモネス デ フビレス トレベレス 生ハム（冷蔵） 7.5kg ¥26,600

ロモ・デ・イベリコ・ベジョタ カサルバ ブルゴス 生ハム（冷蔵） 600g ¥14,400

パンセタ・イベリコベジョタ カサルバ ブルゴス 熟成生ベーコン（冷蔵） 1kg ¥4,800

アルバラシンチーズ ケソ・シエラ・デ・アルバラシン テルエル チーズ（セミハード） 250ｇ ¥2,000

ラ・クエバ・デル・コンタドール ベンハミン・ロメオ リオハ 赤/フル 750ml ¥14,500

ケ・ボニート・カカレアバ ベンハミン・ロメオ リオハ 白/フル 750ml ¥11,000

プレディカドール・ティント ベンハミン・ロメオ リオハ 赤/フル 750ml ¥5,000

プレディカドール・ブランコ ベンハミン・ロメオ リオハ 白/フル 750ml ¥5,100

ホセ・パリエンテ・ヴェルデホ ホセ・パリエンテ ルエダ 白/ミディアム 750ml ¥3,500

他

No.14
AITANA 株式会社
〒651-0092　兵庫県神戸市中央区生田町2-6-13

TEL：078-251-1600　　FAX：078-251-1610

http://aitana.jp/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

Ia　Ina CABALLERO カバジェロ社 ヘレス シェリー/辛口 750 ¥2,400

他

No.15
T.G.A
〒540-0039　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 [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ポンチェ・カバジェロ ルイス・カバジェロ リキュール 700ml ¥2,600

ブランデー・デカノ ルイス・カバジェロ ブランデー 700ml ¥2,290

ブランデー・ミレナリオ ルイス・カバジェロ ブランデー 700ml ¥5,600

フィノ・パヴォン ルイス・カバジェロ ヘレス シェリー酒 750ml ¥2,000

マンサニージャ・マカレナ ルイス・カバジェロ ヘレス シェリー酒 750ml ¥2,000

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

マルケス・デ・イルン・ヴェルデホ マルケス・デ・イルン ルエダ 白 750ml ¥2,000

ヴィニャ・エルミニア・クリアンサ ヴィニャ・エルミニア リオハ 赤 750ml オープン価格

ヴィニャ・エルミニア・エクセルスス ヴィニャ・エルミニア リオハ 赤 750ml オープン価格

ヴィニャ・エルミニア・レセルバ ヴィニャ・エルミニア リオハ 赤 750ml オープン価格

他



No.16
株式会社 ヴォガジャパン
〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目18-9 新横浜ICビル504

TEL:045-594-9880　　FAX:045-594-9881

http://www.voga-japan.net [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

エリオス　プリオラート コステルス・デル・プリオラート プリオラート 赤 750ml ¥2,300

ブランク　アイデンティティ カミロカスティージャ ナバラ 白 750ml ¥1,480

エゴメイ　アルマ フィンカ　エゴメイ リオハ 赤 750ml ¥8,000

デ　バルドス　スプレマ　30メセス ビンタエ リベラデルデュエロ 赤 750ml ¥5,000

イナシオ　ウルソラ　チャコリ イナシオ　ウルソラ ゲタリアコ　チャコリーナ 白 750ml ¥2,500

カスティーロデアルマンサリゼルバ カスティーロデアルマンサ アルマンサ 赤 750ml ¥1,380

ラ　クラベ　ラウルぺレス ラウルぺレス ビエルソ 赤 750ml ¥2,150

シエス　ロドリゴメンデス ロドリゴメンデス リアスバイシャス 白 750ml ¥3,180

ドンピーエキス　コンベント　セレクション1946　パーカー100点 ボデガス　トロ　アルバラ モンテーリャ・モレス 白 750ml ¥51,000

トレンザード　セルテス　デル　マルケス セルテス　デル　マルケス カナリア 白 750ml ¥3,250

他

No.17
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

www,asahiwine.com [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

エル・コト・ティント エル・コト リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,360

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

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 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 白/中甘口 750ml ¥1,450

ナ・ソル・デ・レケーナ・ブリュット ユニオン・ヴィニコラ・デル・エステ バレンシア 白/辛口 750ml ¥1,580

ナ・ソル・デ・レケーナ・セミ・セック ユニオン・ヴィニコラ・デル・エステ バレンシア 白/中甘口 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 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

他

No.18
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

http://azumacorp.jp/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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 カヴァ 泡 750ml ¥1,980

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

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

ヴィーニャ・サンソ・ソーブレ・リアス ヴァル・サンソ リオハ 白 750ml ¥2,980

イェマヌエヴァ・ロゼ ボデガス・ラ・テルシア ラマンチャ ロゼ 750ml ¥1,590

イェマヌエヴァ・テンプラニーリョ ボデガス・ラ・テルシア ラマンチャ 赤 750ml ¥1,590

オティスタルダ・ティント ボデガス・ナヴァ・リオハ リオハ 赤 750ml ¥1,740

カスティーリョ・デ・エンゲラレゼルヴァ ボデガス・エンゲラ ヴァレンシア 赤 750ml ¥2,200

ラクリムス・アパショナド ヴァル・サンソ リオハ 赤 750ml ¥2,170

ヴィン・イ・レジェンデス セラー・ロナデレス プリオラート 赤 750ml ¥2,750

他

No.19
株式会社　稲葉
〒454-0954　愛知県名古屋市中川区江松五丁目228番地

TEL:052-301-1441　　FAX：052-301-1701

http://www.inaba-wine.co.jp/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

オルキデア ボデガ イヌリエータ ナバラ 白/辛口 750ml ¥1,500

オノロ ベラ ルエダ ボデガス アテカ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,600

ゴデリア ブランコ ボデガス イ ビニェドス ゴデリア ビエルソ 白/辛口 750ml ¥2,200

カバ ブルット ナトゥレ レセルバ カステルロッチ ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥3,200

アシエンダ ゾリータ マルケス デ　ラ コンコルディア カスティーリャ イ レオン 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,400

カル ピン ロス ピノス バレンシア 赤/フルボディ 750ml ¥1,500

オノロ ベラ ボデガス アテカ カラタユード 赤/フルボディ 750ml ¥1,600

アッテカ ボデガス アテカ カラタユード 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

アシエンダ ゾリータ ナトゥラル レセルブ シラー マルケス デ ラ コンコルディア カスティーリャ イ レオン 赤/フルボディ 750ml ¥3,300

タマラル レセルバ ボデガス タマラル リベラ デル デュエロ 赤/フルボディ 750ml ¥4,000

他



No.20
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

http://www.iberian.co.jp [税抜]

商品名 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 マルコス社 ギフエロ 冷蔵 約8～8.5kg \8,000/kg

チョリソイベリコベジョータ マルコス社 ギフエロ 冷蔵 約500g/70g \5,300/kg

サルチチョンイベリコベジョータ マルコス社 ギフエロ 冷蔵 約500g/70g \5,300/kg

パレッタイベリカベジョータ マルコス社 ギフエロ 冷蔵 70g オープン価格

ハモンレセボデカンポ マルコス社 ギフエロ 冷蔵 約8～8.5kg ¥6,300

エクストラヴァージンオリーブオイル アセイテックス社 ハエン 常温 500ml/250ml \1,900/\1,200

エクストラヴァージンオリーブオイル ウニオ社 タラゴナ 常温 500ml ¥2,400

調理済み缶詰食品  3種（レンズ豆/白いんげん/コシード） ウエルタス社 シウダレアル 常温 415g \490/\530/\530

他

No.21
有限会社 カツミ商会
〒231-0005　神奈川県横浜市中区本町2-15 大同生命ビル1Ｆ

TEL：045-226-2253　　FAX：045-226-2256

[税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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/辛口/フルボディ 750ml ¥1,900

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

サウロン・ロブレ ボデガス・ロドリゲス・サンソ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥2,000

ロス・モンテロス・ティント・クリアンサ ボデガス・ムールヴィエドロ バレンシア　 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥1,800

ロス・モンテロス・ブランコ ボデガス・ムールヴィエドロ バレンシア　 白/辛口 750ml ¥1,500

ヴェガス・3・ティント アヴェリーノ・ヴェガス カスティーリャ・イ・レオン 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥1,800

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

トラヴィターナ・アルバリーニョ ボデガス・ムールヴィエドロ リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥2,700

テラ　ＯＶＧ ボデガス・コビンカ カリニェナ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥1,500

クラーベ・デ・ソル・シャルドネ ボデガス・コビンカ カリニェナ 白/辛口 750ml ¥1,400

他

No.22
株式会社 いろはわいん
〒106-0044　東京都港区東麻布3丁目4-15 シーガル麻布B1

TEL:03-5575-8168 　FAX:03-5575-0198

www.irohawine.jp [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ゲタリアコ・チャコリーナ・イルスタ イルスタ ゲタリアコ・チャコリーナ 微発泡/白 750ml ¥2,600

ビスカイコ・チャコリーナ・エギアエネア ビスカイバルネ ビスカイコ・チャコリーナ 辛口/白 750ml ¥3,300

ビスカイコ・チャコリーナ・イチャスメンディ イチャスメンディ ビスカイコ・チャコリーナ 微発泡/白 750ml ¥3,000

アラバコ・チャコリーナ・ゾーヨ アストビサ アラバコ・チャコリーナ 微発泡/白 750ml ¥2,600

アルド・アパルデューナ・ブルット・ナトゥーレ・サンティ・ビクトリス・エ・サンティ・ヤコビ ベルデュイ アラバコ・チャコリーナ 発泡/白 750ml ¥3,800

ブルット ダーマ ペネデス・カバ 発泡/白 750ml ¥1,800

オリャメンディ・クリアンサ マルケス・デ・テラン リオハ ミディアム/赤 750ml ¥2,000

ティント・ホーベン リナヘ・ガルセア リベラ・デル・デュエロ ミディアム/赤 750ml ¥2,100

デ・アルベルト・ベルデホ デ・アルベルト ルエダ 辛口/白 750ml ¥2,100

デ・アルベルト・ドラド デ・アルベルト ルエダ 酒精強化 500ml ¥1,800

他

No.23
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

www.asahigrant.co.jp [税抜]

商品名 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 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

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） サラゴサ 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 サラミ 約0.6ｋｇ 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9kg.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 200ｇ 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） エクストレマドゥーラ 加熱ハム 約5.5～6.5kg オープン価格

ミニバゲッティーナ　エキスプレス ＰＡＮＡＭＡＲ（パナマール） バレンシア 冷凍パン（焼成済み） 40ｇ オープン価格

他



No.24
三国ワイン 株式会社
〒104-0033　東京都中央区新川1-17-18

TEL：03-5542-3939　　FAX：03-3552-0392

http://www.mikuniwine.co.jp/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カヴァ ブリュット・ナチュール ロジャーグラート ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥2,500

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 泡/白/辛口 750ml ¥3,000

カヴァ　ロゼ　ブリュット ロジャーグラート ペネデス 泡/ロゼ/辛口 750ml ¥2,200

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  ルエダ クネ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,600

クネ レセルバ クネ リオハ・アルタ 赤/フルボディ 750ml ¥3,500

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

ビーニャ・レアル　ブランコ　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

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

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

No.25
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 [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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 サンルーカル・デ・バラメダ シェリー/辛口 750ml ¥2,000

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 サン・サデゥルニ・デ・ノヤ スパークリング/辛口 750ml ¥1,300

マニア・ルエダ ボデガス・フェリックス・ロレンソ・カチャッソ ルエダ 白/中辛口 750ml ¥1,600

チャコリ・チャルマン アラバコ・チャコリーナ チャコリ・デ・アラバ 白/辛口 750ml ¥2,000

コンデス・デ・アルバレイ アデガ・コンデス・デ・アルバレイ リアス・バイシャス 白/中辛口 750ml ¥2,000

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/中辛口 750ml ¥2,000

オ・ロンカル・ゴデージョ キンタ・ド・ブブレ モンテレイ 白/辛口 750ml ¥2,100

マルケス・デ・ラ・ヴィジャ・ティンタ・デ・トロ ボデガス・コヴィトロ 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 リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,100

キホーテ・プティヴェルド パゴ・カサ・デル・ブランコ カサ・デル・ブランコ 赤/フルボディ 750ml ¥3,300

他

No.26
株式会社 パナバック
〒560-0082　大阪府豊中市新千里東町一丁目2-4

TEL：06-6836-0123　　FAX：06-6836-0124

http://www.panavac.com [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ヴィーニャ　コステイラ　 ヴィーニャ コステイラ 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 イ ビニャドス 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 ホセ ガルシア カリオン 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 ホセ ガルシア カリオン 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 ボデガス ロス リャノス 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.27
株式会社 サス
〒104-0042　東京都中央区入船3-10-7　有楽堂ビル3Ｆ

TEL：03-3552-5223　　FAX：03-3552-5226

http://shop.spainclub.jp/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

チョリソ･カセーロ ハモン・マルティネス ハエン サラミ 220ｇ オープン価格

ロス･コンデス･ブランコ ボデガス・ロケタ カタルーニャ 白 750ml ¥1,200

ロス･コンデス･ティント ボデガス・ロケタ カタルーニャ 赤 750ml ¥1,200

ロス･コンデス･クリアンサ ボデガス・ロケタ カタルーニャ 赤 750ml ¥1,600

サングリア･プリオール ボデガス・ロケタ カタルーニャ 甘味果実酒 750ml オープン価格

他



No.28
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：03-3767-9625　　FAX：03-3767-4319

http://www.mitsubishi-shokuhin.com/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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 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 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 トレガリマネイ ブルートナチュレ 10年 セグラヴューダス ペネデス 白/極辛口 750ml ¥3,900

セグラヴューダス ヴィーニャエレダッド カベルネソーヴィニョン セグラヴューダス ペネデス 赤/フルボディ 750ml ¥2,000

他

No.29
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：06-6426-0419

― [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

バルバディージョ βベータ（エスプモーソ） バルバディージョ アンダルシア 泡 750ml オープン価格

カスティージョ デ サンディエゴ バルバディージョ カディス 白 750ml オープン価格

ジバルビン ティント バルバディージョ カディス 赤 750ml オープン価格

ジバルビン クリアンサ バルバディージョ カディス 赤 750ml オープン価格

プラドレイ ブランコ プラドレイ ルエダ 白 750ml オープン価格

プラドレイ ＰＲ３ バリカス プラドレイ ルエダ 白 750ml オープン価格

プラドレイ クリアンサ プラドレイ リベラデルドゥエロ 赤 750ml オープン価格

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

バルバディージョ ドライ・オロロソ バルバディージョ サンルカール シェリー 750ml ¥2,000

バルバディージョ アモンティリャード ミディウムドライ バルバディージョ サンルカール シェリー 750ml ¥2,000

他

No.30
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/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

マオウ・シンコ・エストレージャス マオウ マドリード ビール ユーロペールラガー 330ml ¥350

マオウ・ネグラ マオウ マドリード ビール ダークラガー 330ml ¥370

マオウ・ミクスタ マオウ マドリード ビールテイスト飲料 330ml ¥300

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 泡（りんご）/やや甘口 250ml ¥270

サン･ディオニシオ･バッグ･イン･ボックス　ブランコ ボデガス・サン・ディオノシオ カスティーリャ・ラ・マンチャ 白/辛口 3000ml ¥2,400

サン･ディオニシオ･バッグ･イン･ボックス　ティント ボデガス・サン・ディオノシオ カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤/ミディアム 3000ml ¥2,400

バロン・ミカエラ・マンサニージャ バロン サンルーカル・デ・バラメダ シェリー/辛口 750ml ¥1,700

バロン・ミカエラ・アモンティリャード バロン サンルーカル・デ・バラメダ シェリー/中辛口 750ml ¥1,900

パコ・ラフエンテ　まぐろ腹身オイル漬け パコ・ラフエンテ ガリシア まぐろ缶詰 111ｇ（固形量78ｇ） ¥1,200

パコ・ラフエンテ　フライドムール貝マリネ漬け パコ・ラフエンテ ガリシア ムール貝缶詰 115ｇ（固形量78ｇ） ¥800

他

No.31
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

reservaiberica.jp [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

100％純血グランレセルバベジョータ レセルバイベリカ ハブゴ エンテロ 不定貫 オープン価格

レセルバイベリコ レセルバイベリカ ギフエロ エンテロ 不定貫 オープン価格

ハモン　セラーノ　レセルバ レセルバイベリカ ギフエロ エンテロ 不定貫 オープン価格

ロモ　イベリコ　グラン　レセルバ レセルバイベリカ ギフエロ 腸詰め 不定貫 オープン価格

モルコン　イベリコ　グラン　レセルバ レセルバイベリカ ギフエロ 腸詰め 不定貫 オープン価格

チョリソ　イベリコ　グランレセルバ レセルバイベリカ ギフエロ 腸詰め 不定貫 オープン価格

サルチチョン　イベリコ　グラン　レセルバ レセルバイベリカ ギフエロ 腸詰め 不定貫 オープン価格

ピコス　カンペロス レセルバイベリカ アンダルシア パン 180ｇ オープン価格

ハモネロ レセルバイベリカ ムルシア オープン価格

ナイフ レセルバイベリカ アルバセテ オープン価格

他



No.32
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

www.sunseikowines.com [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

サンタカナ・ブルット セラーズ・モスト・ドレ カバ 泡 750ml ¥1,250

ブヤンテ・フリザンテ ボデガス・デル・サス カステーリャ-ラ・マンチャ 白/微発泡 750ml ¥1,200

フアン・ハイメ・ドライ ボデガス・オリベロス コンダード・デ・ウエルバ 白 750ml ¥1,400

マリア・デ・モリ-ナ・ベルデホ ボデガス・フルトス・ビジャル ルエダ 白 750ml ¥1,800

ホアキン・レボヤェド・ゴデージョ ホアキン・レボヤェド バルデオラス 白 750ml ¥2,200

ブラン・デ・モンサルバット カルトイシャ・デ・モンサルバット プリオラート 白 750ml ¥4,500

パゴ・デ・バルドネへ・ホベン ビノス・バルトゥイ-ジェ ビエルソ 赤 750ml ¥1,800

コンデ・デ・シルエラ・クリアンサ ボデガス・サンタ・エウラリア リベラ・デル・デュエロ 赤 750ml ¥2,800

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

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

他

No.33
パンジャパン貿易 株式会社
〒802-0044　福岡県北九州市小倉北区熊本3丁目5-13

TEL：093-941-2220　　FAX：093-941-2225

― [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アクトゥム　テンプラニーリョ・シラー ボデガス・ノデュス 赤/辛口 750ml ¥1,700

アクリウス ラカサデァヴィデ バレンシア 赤/辛口 750ml ¥2,200

フィンカ・レナルデ・ネグレ パラト ペネデス 赤/辛口 750ml ¥2,550

ノデュス・ボバル ボデガス・ノデュス 赤/辛口 750ml ¥2,600

ネグレ・クラシッコ パラト ペネデス 赤/辛口 750ml ¥4,800

エイビーシー ラカサデァヴィデ バレンシア 赤/辛口 750ml ¥1,300

ノデュス・カヴァ ボデガス・ノデュス 泡/白 750ml ¥2,000

カヴァ・パラト・ブリュット・レゼルヴァ パラト ペネデス 泡/白 750ml ¥3,300

マリーナアルタ ボデガス・ボコパ アリカンタ 白/辛口 750ml ¥2,400

ラウデュム　シャルドネ ボデガス・ボコパ アリカンタ 白/辛口 750ml ¥2,400

他

No.34
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

http://www.arcos-jp.com [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カバ・エコロヒコ　ブルット・ナトゥレ フェリクス・マサナ カバ 泡 750ml ¥3,500

ブランダン アデガ・アルゲイラ リベイラ・サクラ 白 750ml ¥3,900

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 750ml ¥4,100

アバボル ボデガス・アバボル カスティヤ＆レオン 白 750ml ¥3,300

モヤ・ブランコ・エコロヒコ ボデガ・メンデス・モヤ アルティブラノ・デ・シエラ・ネバタ 白 750ml ¥3,900

Ｆ・シャッツ　シャルドネ・エコロヒコ フェデリコ・シャッツ シエラス・デ・マラガ 白 750ml ¥6,600

カプラシア・ロサド・エコロヒコ ボデガス・ベガルファロ ウティエル・レケナ ロゼ 750ml ¥2,500

イハルバ・クリアンサ・エコロヒコ ビニャ・イハルバ リオハ 赤 750ml ¥3,500

モヤ・シラー　’13　エコロヒコ ボデガ・メンデス・モヤ アルティブラノ・デ・シエラ・ネバタ 赤 750ml ¥3,200

Ｆ・シャッツ　アシニポ・エコロヒコ フェデリコ・シャッツ シエラス・デ・マラガ 赤 750ml ¥6,200

他

No.35
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 [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

魚介缶詰 cuca ガリシア 缶 オープン価格

アンチョビ EL Majuelo カンタブリア 缶 オープン価格

アーモンド各種 fds アンダルシア ビン オープン価格

干ブドウ fds アンダルシア 箱 オープン価格

シェリービネガー EL Majuelo へレス ビン オープン価格

オリーブジャム envasadoslola コルドバ ビン オープン価格

魚醤 EL Majuelo へレス ビン オープン価格

ソルト各種 BALEARIDES マヨルカ 缶 オープン価格

あん肝・ウニ PORT-MUINOS ガリシア 缶 オープン価格

ブイヨン fds アンダルシア 箱 オープン価格

他



No.36
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

www.dept-net.com [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

クロポン シスケヤ ホワイト カタルーニャ クロポン コステルス・デル・セグレ 白/ミディアム 750ml ¥3,000

クロポン アルゲス レッド カタルーニャ　 クロポン 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 コステルス・デル・セグレ 赤/フルボディ 750ml ¥5,000

クロポン ロク デ フォク ホワイト カタルーニャ クロポン コステルス・デル・セグレ 白/辛口 750ml ¥6,500

クロポン 810 レッド カタルーニャ クロポン 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 ナバーラ アルザニア ナバーラ 赤/ミディアム 750ml ¥2,500

エスクデロ カヴァ ディオロ バコ ブリュット エスクデロ リオハ 泡/白 750ml ¥3,500

エスクデロ カヴ ディオロ バコ ブリュット ピノノワール エスクデロ リオハ 泡/ロゼ 750ml ¥3,800

エスクデロ カヴァ ディオロ バコ エクストラ ブリュット エスクデロ リオハ 泡/白 750ml ¥4,000

エスクデロ カヴァ ディオロ バコ エクストラ ブリュット ヴェンディミア セレクシオナーダ エスクデロ リオハ 泡/白 750ml ¥10,000

他

No.37
株式会社 トレードウィンド
〒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

www.tradewind-novo.jp [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ビニャベリー　スペシャルオケージョン マンサノスワイナリー リオハ ライトボディ 750ml ¥1,800

フィンカマンサノス　ワインキャットティント マンサノスワイナリー リオハ ライトボディ 750ml ¥1,800

フィンカマンサノス　ワインキャットブランコ マンサノスワイナリー リオハ やや辛口 750ml ¥1,800

フィンカマンサノス　クリアンサ マンサノスワイナリー リオハ ミディアムボディ 750ml ¥2,500

フィンカマンサノス　ブランコバリーカ マンサノスワイナリー リオハ やや辛口 750ml ¥3,000

フィンカマンサノス　レセルバ マンサノスワイナリー リオハ フルボディ 750ml ¥3,500

フィンカマンサノス　グランレセルバ マンサノスワイナリー リオハ フルボディ 750ml ¥10,000

ボチェ　ブランコバリーカ マンサノスワイナリー リオハ やや辛口 750ml ¥5,000

ボチェ　レセルバ マンサノスワイナリー リオハ フルボディ 750ml ¥6,000

クロスアドリエン テラレモタ エンポルダ フルボディ 750ml ¥22,000

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

http://www.nishuhan.co.jp/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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/白/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

バルタザール・グラシアン　ロゼ　ガルナッチャ ボデガス・サン・アレハンドロ カラタユド ロゼ/辛口 750ml ¥1,500

ヴィニャポマール　ブランコ ボデガス・ビルバイナス リオハ 白/辛口 750ml ¥1,700

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

カンポス・デ・リスカ ビネルヒア フミーリャ 赤/ミディアム 750ml ¥1,230

スカラ・デイ・ガルナッチャ スカラ・デイ プリオラート 赤/フルボディ 750ml ¥2,800

パス・クルティ アレマイン・イ・コリオ ペネデス 赤/フルボディ 750ml ¥2,800

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

ソット・レフリエク　 アレマイン・イ・コリオ ペネデス 赤/フルボディ 750ml ¥8,000

他

No.39
有限会社 ニューワールドトレーディング
〒113-0033　東京都文京区本郷3-14-15 美工本郷第2ビル5Ｆ

TEL：03-5684-0521　　FAX：03-5684-0522

http://www.new-world-trading.jp [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ハモン・イベリコ・デ・ベジョタ（48か月熟成） モンテサーノ エクストレマドゥーラ 骨付き生ハム/冷蔵 1本約7～8kg ¥180,000

ハモン・イベリコ・デ・セボ（36か月熟成） モンテサーノ エクストレマドゥーラ 骨付き生ハム/冷蔵 1本約7～8kg ¥100,000

ハモン・セラーノ・グランレセルバ モンテサーノ エクストレマドゥーラ 骨付き生ハム/冷蔵 1本約7～8kg ¥50,000

チョリソ・イベリコ モンテサーノ エクストレマドゥーラ サラミソーセージ/冷蔵 1本約1kg1ケース6本入り ¥15,000

サルチチョン・イベリコ モンテサーノ エクストレマドゥーラ サラミソーセージ/冷蔵 1本約1kg1ケース6本入り ¥15,000

ハモン・イベリコ・デ・ベジョタ　手切りスライス モンテサーノ エクストレマドゥーラ 生ハムスライス/冷蔵 50g/100g \2,500/\4,500

ハモン・イベリコ・デ・セボ　手切りスライス モンテサーノ エクストレマドゥーラ 生ハムスライス/冷蔵 50g/100g \1,800/\3,200

フエ・エクストラ アンタルティダ ジローナ サラミソーセージ/冷蔵 170g1ケース20本入り ¥1,200

ミニ・フエ アンタルティダ ジローナ サラミソーセージ/冷蔵 50g1ケース30本入り ¥800

ＥＸＶ　スモーク・オリーブオイル バルデラマ トレド ＥＸＶ　オリーブオイル 250ml1ケース6本入り ¥3,200

他



No.40
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

http://www.parajapan-wine.com/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ブリュット・デ・ブリュット マリア・カサノバ ペネデス 泡（カバ）/辛口 750ml ¥1,900

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

イサベリーノ・ルエダ 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 ボデーガス・マルティン・コダックス リアスバイシャス 白/やや辛口 750ml ¥1,750

エルブフォン・ベルデホ レイーナ・デ・カスティーリャ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,800

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

ルダ・エンサンブラッヘ ラ・ヴィダ・アル・カンプ ペネデス 赤/ミディアム 750ml ¥2,300

ロロ パコ＆ロラ リアスバイシャス 白/辛口 750ml ¥2,400

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

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

他

No.41
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

www.prostyle‐design.com [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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.42
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/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

オバロ ボデガス・オバロ リオハ 赤 750ml ¥2,500

オバロ・クリアンサ ボデガス・オバロ リオハ 赤 750ml ¥3,200

オバロ・レセルバ ボデガス・オバロ リオハ 赤 750ml ¥4,500

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

オサＴＮＴ ボデガス・マノ・ア・マノ ラ・マンチャ 赤 750ml ¥4,000

オサＴＮＴ ボデガス・マノ・ア・マノ ラ・マンチャ 赤 750ml ¥3,000

オサ・シラー ボデガス・マノ・ア・マノ ラ・マンチャ 赤 750ml ¥3,000

ノラ ボデガ・ビニャ・ノラ リアス・バイシャス 白 750ml ¥3,000

ナイア ボデガス・ナイア ルエダ 白 750ml ¥2,800

他

No.43
株式会社 メイセイトレーディング
〒107-0052　東京港区赤坂2-19-4 FORUM赤坂6F

TEL：03-5545-9960　　FAX：03-5545-9938

http://www.meiseitrading.co.jp [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

レアルルビオ　グラン・レセルバ　 レアルルビオ リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥4,000

レアルルビオ　レセルバ レアルルビオ リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

レアルルビオ　オーガニック　ブランコ レアルルビオ リオハ 白/辛口 750ml ¥1,500

レアルルビオ　オーガニック　ティント レアルルビオ リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,500

レアルルビオ　モスカテル レアルルビオ リオハ 白/甘口 500ml ¥1,800

ビンス・デ・ペドラ　ラ・ムサ ビンス・デ・ペドラ カタルーニャ 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

ビンス・デ・ペドラ　ロルニ ビンス・デ・ペドラ カタルーニャ 白/辛口 750ml ¥3,000

ラ・ビニェタ　ミクロビンス ラ・ビニェタ カタルーニャ 赤/フルボディ 750ml ¥2,000

カピージャ・デル・フライレ　クリアンサ カピージャ・デル・フライレ カスティージャ・ラ・マンチャ 赤/フルボディ 750ml ¥1,800

ビンビオ　ブランコ ビンビオ ガリシア 白/辛口 750ml ¥1,800

他



No.44
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

www.monterosso.co.jp [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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 140ｇ 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

アンチョビフィレ　　　　　　　 anchoas en aceit 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

アンチョビフィレ　　　　　　　 anchoas en aceit 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

ボケロネス　　　　　　　　　　boquerones del cantabrico CORPA サンセバスチャン プラスティック容器 110ｇ オープン価格

カラスミ　ボラ　　　　　　　  　huevas de mujol RICARDO FUENTAS ムルシア 真空パック 50ｇ不定貫 オープン価格

カラスミ　マルーカ　　　　　　huevas de maruca RICARDO FUENTAS ムルシア 真空パック 100ｇ不定貫 オープン価格

他

No.45
株式会社 ラシーヌ
〒160-0008　東京都新宿区三栄町18-20 パークサイド四谷5階 

TEL：03-5366-3931　　FAX：03-5366-4870

www.racines.co.jp [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ラ・ビーニャ・デ・シモン ベルナベ・ナバロー アリカンテ 白 750ml ¥2,700

ベニマキア・ティナハス ベルナベ・ナバロー アリカンテ 白 750ml ¥2,800

アララ ナルパ・ビノス ガリシア 白 750ml ¥3,000

オリバーレス・ホーベン ボデガス・オリバーレス フミーリャ 赤 750ml ¥1,500

パンパネオ　テンプラニーリョ　エコ エセンシア・ルラル ラ＝マンチャ 赤 750ml ¥1,600

トラゴラルゴ ベルナベ・ナバロー アリカンテ 赤 750ml ¥1,900

モロン ベルナベ・ナバロー アリカンテ 赤 750ml ¥2,700

ペタロス デスセンディエンテス・デ・ホセ・パラシオス ビエルソ 赤 750ml ¥2,900

トラガルダバス マンドラゴラ・ビノス サラマンカ 赤 750ml ¥3,300

ビニェドス・デル・ホルコ ル・バタール カスティーリャ・レオン 赤 750ml ¥3,600

他

No.46
株式会社 リベラジャパン
〒107‐0052　東京都港赤坂4-1-4　赤坂中西ビル別館2階

TEL：03-3568-2018　　FAX：03-3568-2019

www.riverajapan.com [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ポンテ・ダ・ボガ　メンシア ポンテ・ダ・ボガ リベイラ・サクラ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,300

ポンテ・ダ・ボガ　ブランコ・デ・ブランコス ポンテ・ダ・ボガ リベイラ・サクラ 白/辛口 750ml ¥2,300

ポンテ・ダ・ボガ　アライス ポンテ・ダ・ボガ リベイラ・サクラ 赤/フルボディ 750ml ¥3,300

エストレーリャ・ガリシア　樽詰ビール エストレーリャ・ガリシア ラ・コルーニャ ピルスナー 30000ml オープン価格

エストレーリャ・ガリシア　1906　レゼルヴァ・エスペシアル エストレーリャ・ガリシア ラ・コルーニャ ピルスナー 330ml ¥350

エストレーリャ・ガリシア　0,0 エストレーリャ・ガリシア ラ・コルーニャ ‐ 250ml ¥189

マエロック　オーガニック・シードル カスタムドリンクス チャンタダ 甘口 200ml ¥270

マエロック　ドライ・シードル カスタムドリンクス チャンタダ 辛口 200ml ¥270

マエロック　シードル・洋梨フレーバー カスタムドリンクス チャンタダ 甘口 200ml ¥270

マエロック　シードル・ブラックベリーフレーバー カスタムドリンクス チャンタダ 甘口 200ml ¥270

他

No.47
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

http://www.unagi-maekawa.com/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カバレセルバスペシャル ドミニオデラベガ カバ 泡 750ml ¥4,160

ボバルエンカルマ ドミニオデラベガ ウティエルレケナ 赤/ミディアム 750ml ¥2,000

パラへトルネル ドミニオデラベガ ウティエルレケナ 赤/ミディアム 750ml ¥2,300

マリアサンソ ボデーガスロドリゲスサンソ リアスバイシャス 白/フルーティ 750ml ¥2,070

ナソス ボデーガスロドリゲスサンソ プリオラート 赤/ミディアム 750ml ¥3,500

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

サルスエラベルデホ ボデーガスビルヘンデラアスンシオン ルエダ 白/フルーティ 750ml ¥1,600

サルスエラセレクション ボデーガスビルヘンデラアスンシオン リベラデルデュエロ 赤/ミディアム 750ml ¥4,600

アルトカンタブリア ボデーガスバルデマール リオハ 白/フルーティ 750ml ¥3,350

ヴィーニャドカンポゴデジョ ボデーガスドカンポ リベイロ 白/辛口 750ml ¥3,150

他



No.48
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

http://www.shiraimatsu.com/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

マウロ、ビノ・デ・ラ・ティエラ ボデガス マウロ トゥデラ・デ・デュエロ 赤/フル 750ml ¥8,000

サンロマン、 トロ ボデガス イ　ビニェドス マウロドス トロ 赤/フル 750ml ¥8,000

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

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

カバ　バステツ　ブリュット ヴィニコラ・デ・サラル カタルーニャ 泡/辛 750ml ¥1,900

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

オリーブの実（グリーン・ブラック） コーポリーバ 常温 350g ¥360

ピコス ドミンゲス 常温 500g ¥1,000

他

No.49
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 [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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・ゴデージョ アデガス・ギマロ リベイラ・サクラ 白 750ml ¥3,600

コラリー セラー・エスペルト エンポルダ ロゼ 750ml ¥2,600

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

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

他

No.50
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

www.odexjapan.co.jp/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アルトス　ランサガ テルモ・ロドリゲス リオハ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥11,900

ガバ　ゴデーリョ テルモ・ロドリゲス ヴァルデオラス 白/辛口/ミディアムボディ 750ml ¥2,500

ガバ　メンシア テルモ・ロドリゲス ヴァルデオラス 赤/辛口/ミディアムボディ 750ml ¥2,500

アス　カボルカス テルモ・ロドリゲス ヴァルデオラス 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥5,900

エメドス テルモ・ロドリゲス リベラ・デル・ドゥエロ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥5,100

パゴ　ラ　ハラ テルモ・ロドリゲス トロ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥7,400

ペガソ　ピザーラ テルモ・ロドリゲス セブレロス 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥5,900

エメエレ テルモ・ロドリゲス マラガ 白/甘口 500ml ¥3,500

エル　トランシストール テルモ・ロドリゲス ルエダ 白/辛口/フルボディ 750ml ¥3,800

アル テルモ・ロドリゲス アリカンテ 赤/辛口/ミディアムボディ 750ml ¥1,500

他

No.51
ＹＧ＆Ｔパートナーズ 株式会社　ワイン事業部 al puente
〒113-0024 東京都文京区西片2-9-4

TEL：080-4912-9291　

http://vinoalpuente.wix.com/alpuente [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

プティ・シオス・ブランコ コステルス・デル・シオ コステルス・デル・セグレ 白 750ml ¥1,900

プティ・シオス・ティント コステルス・デル・シオ コステルス・デル・セグレ 赤 750ml ¥1,900

シオス・プラ・デル・リャドネール コステルス・デル・シオ コステルス・デル・セグレ 白 750ml ¥2,500

シオス・レス・クレウス コステルス・デル・シオ コステルス・デル・セグレ 赤 750ml ¥2,500

アルト・シオス コステルス・デル・シオ コステルス・デル・セグレ 赤 750ml ¥3,400

セント・カット・ピカポル・ブランコ ビンス・グラウ プラ・デ・バジェス 白 750ml ¥2,100

セント・カット・スモル・ティント ビンス・グラウ プラ・デ・バジェス 赤 750ml ¥2,100

ジャウメ・グラウ・メルロー・ロサード ビンス・グラウ プラ・デ・バジェス ロゼ 750ml ¥2,100

ジャウメ・グラウ・セレクシオン ビンス・グラウ プラ・デ・バジェス 赤 750ml ¥2,200

カバ・マイアンス・ベル ビンス・グラウ カバ 泡 750ml ¥2,300

他



No.52
ジョイタパス
〒364-0014　埼玉県北本市二ッ家1－374マリオン北本118

TEL：090-1690-9181 　FAX：048-610-8764

http://joytapas.asia/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カバ　ブリュット　ナチュレ ジョセップ・マリア・フェレット ベネデス 発泡/白 750ml オープン価格

ハモンイベリコ・ベジョータ カストロ・イ・ゴンザレス ギフエロ 生ハム　4年熟成 約8㎏ オープン価格

他

No.53
EVAWINE（エヴァワイン）
〒164-0001　東京都中野区中野2-30-5　中野アーバンビル5F

TEL：03-6382-5072　　FAX：03-5342-0766

http://www.evawine.jp/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アントニ・カナルス・ナダル・レセルバ・ブリュット・クパーダ・セレクシオ カバ・カナルス・ナダル カバ 白泡/辛口 750ml ¥4,000

マス・ロド・モントネガ マス・ロド ペネデス 白/辛口 750ml ¥2,000

チャコリ・K5・アルギニャーノ K5ワイナリー チャコリ・デ・ゲタリア 白/辛口 750ml ¥2,800

ジャスピー・ドール コカ・イ・フィト テラ・アルタ 白/辛口 750ml ¥2,900

パイ　π ボデガス・ランガ カラタユ 赤/ミディアムフルボディ 750ml ¥2,400

アルディレス・メルム・プリオラーティ メルム・プリオラーティ プリオラート 赤/フルボディ 750ml ¥2,000

ボデガ・イニエスタ・コラソン・ロコ・プレミウム ボデガ・イニエスタ マンチュエラ 赤/フルボディ 750ml ¥3,400

コカ・イ・フィト コカ・イ・フィト モンサン 赤/フルボディ 750ml ¥4,100

他

No.54
アグリ 株式会社
〒231-0015　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 [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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 カタルーニャ 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 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 ペネデス 泡 750ml ¥2,200

ルシャレル ア パル ブランコ ルシャレル ペネデス 白 750ml ¥3,500

ルシャレル ア パル ティント ルシャレル ペネデス 赤 750ml ¥3,500

ルシャレル チャレロ アンフォレス ルシャレル ペネデス 白 750ml ¥3,200

ルシャレル パティ アルナウ ロゼ ルシャレル ペネデス ロゼ 750ml ¥2,000

ルシャレル ＬＸＶ ルシャレル ペネデス 白 750ml ¥3,300

ルシャレル ７９０ レゼルバ ルシャレル ペネデス 赤 750ml ¥3,800

ルシャレル １０９ ブリュット ナチュレ レゼルバ ルシャレル ペネデス 泡 750ml ¥17,000

他

No.55
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

http://www.bonili.com/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ブラン　ペスカドール バルセロナ 微発泡/辛口 750ml ¥1,500

カナルス＆ムンネ　ディオニスス　ブリュット・ナチュレ カナルス＆ムンネ ベネデス 発泡/辛口 750ml ¥1,960

カレ　マカベオ＆シャルドネ ボデガス・アナダス カリニェナ 　白/辛口 750ml ¥1,340

アバディア・デ・サンカンピオ ボデガス・テラスガウダ リアスバイシャス 　白/辛口 750ml ¥2,500

カレ　ティント　ロブレ ボデガス・アナダス カリニェナ 赤 750ml ¥1,340

カレ　ティント　クリアンサ　 ボデガス・アナダス カリニェナ 赤 750ml ¥1,700

ヴィ・デ・ヴィラ・ポレラ シムス・デ・ポレラ プリオラート 赤 750ml ¥3,400

ロマテ　ヴィヴァラ・ペパ　マンサニージャ　シェリー サンチェス・ロマテ ヘレス 酒精強化/辛口 750ml ¥2,220

ロマテ　アンボシア　モスカテル　シェリー サンチェス・ロマテ ヘレス 酒精強化/甘口 750ml ¥5,100

マナカス　エキストラ　アネホ　ラム サンチェス・ロマテ ヘレス 750ml ¥3,360

他



No.56
有限会社 日西商事
〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町252-3

TEL：045-823-3728　　FAX：045-823-1584

http://www.nisseishouji.co.jp [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

セニョリオ・デ・サリア　 ボデガ・デ・サリア ナバーラ 赤/白 750ml \1,400～

クリン・ロハ ボデガス･クリン・ロハ カスティーリャ 赤/白 750ml ¥1,140

リアラン　 カサール・デーブルビア ビエルソ 白 750ml ¥1,700

カサール・ゴデージョ カサール・デーブルビア ビエルソ 白 750ml ¥2,120

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 モンティージャ・モリレス ナチュラル・シェリー 750ml \2,060～

黄桃リキュール エスパルサ スペイン リキュール 700ml ¥2,700

ピュア・オリーブオイル モラインサ スペイン 常温 5,000ml 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 ¥1,990

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

グリーンオリーブ（種入り）２缶ﾊﾟｯｸ ラ・エスパニョーラ スペイン 常温 200ｇ*2 オープン価格

他

No.57
有限会社 ヌーヴェル・セレクション
〒171-0022　東京都豊島区南池袋3-18-31 フジビル5F

TEL：03-5957-1955　　FAX：03-3989-9501

www.nouvellesselections.com [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ブルット ウ・メス・ウ・ファン・トレス ペネデス 泡・白/辛口 750ml ¥2,200

ブルット レセルバ ボイーガス ペネデス 泡・白/辛口 750ml ¥2,400

ドベーラ ドベーラ ペネデス 泡・苺/甘口 750ml ¥2,200

クリアンサ ホルダン・デ・アソ カリニェーナ 赤/フルボディ 750ml ¥2,000

パシオン エミーナ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥2,500

マリーナ エスプマンテ ボコパ アリカンテ 泡・白/やや辛口 750ml ¥2,200

ロバーガ ビニコラ・デル・プリオラット プリオラート 赤/フルボディ 750ml ¥2,500

カラ ヌメロ1 ティネード ラ・マンチャ 赤/ミディアム 750ml ¥2,000

グラン・レセルバ ボデガス・サン・イシドロ フミージャ 赤/ミディアム 750ml ¥4,400

バゴ・アマレーロ アルバリーニョ アデーガス・ガレーガス リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥2,200

他

No.58
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4F

TEL：03-6731-2400　　FAX：03-6731-2271

http://www.smilecorp.co.jp/wine/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

エル・シルクロ パゴス・デル・レイ リオハ 赤/ミディアムボディ 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/フルボディ 750ml ¥1,150

アルマグロ　グラン・レゼルバ フェリックス・ソリス バルデペーニャス 赤/フルボディ 750ml ¥1,750

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/フルボディ 750ml ¥2,800

カラ・ノルド　ブランク トマス・クシーネ カタルーニャ 白/辛口 750ml ¥2,200

カラ・ノルド　ネグレ トマス・クシーネ カタルーニャ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,200

ジャン・ペティット クロス・ポンス カタルーニャ 赤/フルボディ 750ml ¥1,700

ペティット・サオ マス・ブランチ・イ・ホヴェ カタルーニャ 赤/フルボディ 750ml ¥2,000

他

No.59
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

http://www.firadis.co.jp/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カバ　ブリュット　レセルバ サバルテス ペネデス 泡 750ml ¥1,900

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

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

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

ペドレラ ファンヒル フミーリャ 白 750ml ¥1,500

カベルネ　バリカ ボコパ アリカンテ 赤 750ml ¥1,600

エテルヌム　ヴィティ アバニコ トロ 赤 750ml ¥2,400

リオハ　レセルバ バロン ド レイ リオハ 赤 750ml ¥2,600

プルノ フィンカ ヴィリャ クレセス リベラ　デル　ドゥエロ 赤 750ml ¥2,800

シルバー　ラベル ファンヒル フミーリャ 赤 750ml ¥2,850

他



No.60
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

http://www.diverse.co.jp [税抜]

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・ベジョータ原木 カルディサン ギフエロ 生ハム(冷蔵) 約8～9kg ￥8,000/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 腸詰(冷蔵) 約1.0～1.5kg ￥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(常温) 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(冷蔵) 約350g ￥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(常温) 500g ￥1,300/本

ヒヨコ豆 べガス バネサナス レオン 豆(常温) 1kg ￥740/kg

フィデウア ガジョ バルセロナ パスタ(常温) 500g ￥280/pc

ピキージョ ナバリコ ナバーラ 野菜の加工品(常温) 390g ￥700/缶

カスエラAR-14(外径14.5cm 内径13cm 深さ2.8cm) アルテ レガル ヴァレンシア 陶器 ￥520/枚

カスエラOVAL-18(外径18cm 内径16cm 深さ5.4cm) アルテ レガル ヴァレンシア 陶器 ￥1,040/枚

他

No.61
株式会社 カルネ・グルモン
〒162-0841　東京都新宿区払方町１１番地サヴァリン市ヶ谷302

TEL：03-5848-8103 　FAX：03-5579-2330

www.carnetgourmandjapan.com [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

スパークリングサングリア ロレア レッドサングリア ロレア ロレア アラゴン 赤/泡 750ml ¥2,685

スパークリングサングリア ロレア ホワイトサングリア ブリュット ロレア アラゴン 白/泡 750ml ¥2,685

スパークリングサングリア ロレア アイスバケツセット ロレア アラゴン 赤泡/白泡の2本セット 750ml×2（アイスバケツ） ¥5,555

他

No.62
サンリバティー 株式会社
〒151-0064　東京都渋谷区上原1-10-9

TEL：03-3465-8011　　FAX：03-3465-8005

https://www.facebook.com/sunlibertywine/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

エヌ・ケー・ホワイト　『月までブッ飛ぶ良いパンチ』 エヌ・ケー・ワインズ カラタユド 白/辛口 750ml ¥1,800

エヌ・ケー・レッド　『踊りたくなる心地よさ』 エヌ・ケー・ワインズ カラタユド 赤/ミディアム 750ml ¥1,800

ドニャ・レオ アルト・ランドン マンチュエラ 白/辛口 750ml ¥2,200

アルト・ランドン・ホワイト アルト・ランドン マンチュエラ 赤/辛口 750ml ¥2,800

マタトナイ　（またと無い） アルト・ランドン マンチュエラ 赤/ミディアム 750ml ¥2,200

ラユエロ アルト・ランドン マンチュエラ 赤/ミディアム 750ml ¥2,800

アルト・ランドン・レッド アルト・ランドン マンチュエラ 赤/フルボディ 750ml ¥3,600

ラーメ アルト・ランドン マンチュエラ 赤/フルボディ 750ml ¥4,000

シー・エフ・デ・アルト・ランドン アルト・ランドン マンチュエラ 赤/フルボディ 750ml ¥4,000

他

No.63
株式会社 オペレーションファクトリー
〒550-0014　大阪市西区北堀江1-12-10　山田ビル２Ｆ

TEL：06-6535-9006　　FAX：06-6535-9007

http://www.opefac.com/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カステル　ペレ カバズヒル カバ 白/泡/辛口 750ml ¥1,400

テラカリダ ラモンロケタ カタルーニャ 白/辛口 750ml ¥1,200

アバダル ピカポル アバダル ブラデバジェス 白/辛口 750ml ¥2,800

アバダル クリアンサ アバダル ブラデバジェス 赤/ミディアム 750ml ¥2,200

アバダル ５メルロー アバダル ブラデバジェス 赤/ミディアムフル 750ml ¥2,800

アバダル 3.9 レセルバ アバダル ブラデバジェス 赤/フルボディ 750ml ¥3,600

他


