
（ブース番号順）

No.1
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.2
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

http://www.oritzjapan.com/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

骨付きハモンイベリコ・べジョータ カンポフリオ スペイン 生ハム 7.5kg ￥10,000/kg

骨付きハモンイベリコ・セボ カンポフリオ スペイン 生ハム 7.5kg ￥6,000/kg

骨付きハモンセラーノ・ボデガ カンポフリオ スペイン 生ハム 8kg ￥3,000/kg

骨なしナチュラルシェイプ・ハモンセラーノ カンポフリオ スペイン 生ハム 5.5kg ￥4,000/kg

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

http://www.asahibeer.co.jp/ [税抜]

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 ０８ エル・コト リオハ フルボディ 750ml ¥3,470

コト・デ・イマズ・レセルヴァ １０ エル・コト リオハ フルボディ 750ml ¥2,900

エル・コト・クリアンサ １１ エル・コト リオハ ミディアム 750ml ¥1,700

エル・コト・ブランコ １４ エル・コト リオハ 辛口 750ml ¥1,360

ヴィニャ・アルバリ・グランレセルヴァ ０８  フェリックス・ソリス バルデペーニャス フルボディ 750ml ¥1,870

ヴィニャ・アルバリ・レセルヴァ １０ フェリックス・ソリス バルデペーニャス フルボディ 750ml ¥1,220

ヴィニャ・アルバリ・クリアンサ １１  フェリックス・ソリス バルデペーニャス ミディアム 750ml オープン価格

ブルメ・ベルデホ １４ フェリックス・ソリス バルデペーニャス 辛口 750ml オープン価格

ベソ・レセルヴァ・ブリュット・ナチュレ  ユニオン・ヴィラニコ・デル・エステ バレンシア 辛口 750ml ¥1,450

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

他

「スペインワイン＆フード商談会　2016」
11月7日（月）　八芳園　出展アイテムリスト

※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
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]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アニャカルロゼ ボデーガスドミニオデラベガ ウティエルレケナ ロゼ/フルーティー 750ml ¥1,250

レクエルダメ ボデーガスドミニオデラベガ ウティエルレケナ 白/フルーティー 750ml ¥2,230

エルコラール ボデーガスドミニオデラベガ ウティエルレケナ 赤/ミディアム 750ml ¥1,650

カバイディリクムブリュット ボデーガスドミニオデラベガ ウティエルレケナ 泡/白 750ml ¥1,750

カバブリュットロゼスペシャル ボデーガスドミニオデラベガ ウティエルレケナ 泡/ロゼ 750ml ¥4,560

テラス ボデーガスロドリゲスサンソ カステージャイレオン 赤/フルボディ 750ml ¥5,500

メンシア ボデーガスドカンポ リベイロ 赤/ミディアム 750ml ¥2,150

ヴィーニャドカンポ ボデーガスドカンポ リベイロ 白/フルーティー 750ml ¥1,290

ヴィーニャプエブラセレクション ボデーガストリビオ リベラデルグアディアナ 赤/フルボディ 750ml ¥2,840

ヴィーニャプエブラテンプラニージョ ボデーガストリビオ 赤/ミディアム 750ml ¥1,700

他

No.5
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]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ヴィーニャ・マルティナ・カヴァ・ブリュット ヴィーニャ・マルティナ ペネデス 泡 750ml ¥1,580

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

フィンカ・エンゲラ・ブラン ボデガス・エンゲラ バレンシア 白 750ml ¥1,480

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

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

ゼゼン・ティント ボデガス・ゼゼン バスク 赤 750ml ¥1,540

レイシス・デ・ガルナッチャ ボデガス・サン・アレハンドロ カタラユド 赤 750ml ¥1,880

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

エンゲラ・レゼルヴァ ボデガス・エンゲラ バレンシア 赤 750ml ¥2,200

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.6
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

http://www.prostyle-design.com/ [税抜]

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 プレミアムミックスグループ.エス.エル スペイン 天然発泡ミネラルウォーター 250ml ¥8,667

ヴィッチーカタラン プレミアムミックスグループ.エス.エル スペイン 天然発泡ミネラルウォーター 500ml ¥9,074

ヴィッチーカタラン プレミアムミックスグループ.エス.エル スペイン 天然発泡ミネラルウォーター 1000ml ¥8,778

フォンドール ペットボトル プレミアムミックスグループ.エス.エル スペイン ナチュラルミネラルウォーター（ノンガス） 500ml ¥3,333

フォンドール ペットボトル プレミアムミックスグループ.エス.エル スペイン ナチュラルミネラルウォーター（ノンガス） 1500ml ¥3,889

フォンドール ガラス プレミアムミックスグループ.エス.エル スペイン ナチュラルミネラルウォーター（ノンガス） 500ml ¥4,630

フォンドール ガラス プレミアムミックスグループ.エス.エル スペイン ナチュラルミネラルウォーター（ノンガス） 1000ml ¥4,444

他

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

http://www.iberian.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 マルコス社 ギフエロ 冷蔵 約8～8.5kg オープン価格

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 オープン価格

サルチチョンイベリコベジョータ マルコス社 ギフエロ 冷蔵 約500g/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 オープン価格

エクストラヴァージンオリーブオイル アセイテックス社 ハエン 常温 500ml/250ml オープン価格

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 オープン価格

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 オープン価格

他



No.8
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

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

フィンカマンサノス ホベン マンサノスワイナリー リオハ 赤/ライトボディ 750ml ¥1,800

フィンカマンサノス ブランコ マンサノスワイナリー リオハ 白/やや辛口 750ml ¥1,800

フィンカマンサノス ロサド マンサノスワイナリー リオハ ロゼ/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 赤/ミディアム 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 白/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 赤/フルボディ 750ml ¥3,500

フィンカマンサノス ワインキャットホベン マンサノスワイナリー リオハ 赤/ライトボディ 750ml ¥1,800

フィンカマンサノス ワインキャットホベン マンサノスワイナリー リオハ 白/やや辛口 750ml ¥1,800

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 赤/ライトボディ 750ml ¥1,800

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

他

No.9
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]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

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

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

クネ ルエダ クネ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,600

コンティノ ブランコ クネ リオハ・アラベサ 白/辛口 750ml ¥5,500

クネ アスア クリアンサ クネ リオハ・アルタ 赤/ミディアムボディ 750ml オープン価格

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 レセルバ クネ リオハ・アルタ 赤/フルボディ 750ml ¥3,500

コンティノ ガルナッチャ クネ リオハ・アラベサ 赤/フルボディ 750ml ¥5,500

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

他

No.10
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]

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

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

バルバディージョ ヌード バルバディージョ カディス 赤 750ml オープン価格

ヴェンタ オベール ヴィオニエ ヴェンタ オベール バホ　アラゴン 白 750ml ¥3,000

チャコリ チョミン エチャニス チョミン エチャニス チャコリデゲタリア 白 750ml ¥3,000

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

エンカント メンシア ロブレ ヴィノス デ アルガンサ ビエルソ 赤 750ml ¥2,000

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 マンサニーリャ パサダ パストーラ バルバディージョ サンルカール シェリー 375ml ¥2,200

他

No.11
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]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

クロポン フロックス カヴァ ブリュット レセルバ カタルーニャ クロポン ペネデス 泡/白 750ml ¥3,000

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

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 カヴァ 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

他



No.12
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

http://www.group-altamira.com [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

キンタ・イノハル ボデガス・カスト・ペケーニョ カスティーリャ・イ・レオン ロゼ/辛口 750ml ¥1,650

コホン・デ・ガト バルディサベナ・ボデガス ソモンターノ 赤/中重口 750ml ¥3,000

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

ルベルテ・レセルバ ボデガス・ルベルテ カンポ・デ・ボルハ 赤/中重口 750ml ¥3,045

モスカテル・マガリョネラ ボデガス・マガリョネラ サラゴサ県 ビノ・デ・リコール/甘口 750ml ¥2,500

マンサニーリャ・ラ・シガレラ ボデガス・ラ・シガレラ マンサニーリャ 酒精強化/辛口 750ml ¥2,500

アモンティリャード・コロシア ボデガス・グティエレス・コロシア ヘレス 酒精強化/辛口 750ml ¥3,700

モスカテル・ラ・シガレラ ボデガス・ラ・シガレラ ヘレス 酒精強化/甘口 750ml ¥2,800

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

www.gourmet-world.co.jp/shopping [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 44ヶ月熟成 ハモン・デ・トレべレス トレベレス 生ハム 約9kg ¥10,500/kg

ハモンセラーノ 30ヶ月熟成 カサルバ ブルゴス 生ハム 約10.5kg ¥4,700/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 ¥8,500/kg

羊乳チーズ金ラベル 6ヶ月熟成 シエラ・デ・アルバラシン アルバラシン チーズ 約250g ¥7,800/kg

ラ・クエバ・デル・コンタドール ボデガ・コンタドール リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥14,500

ケ・ボニート・カカレアバ ボデガ・コンタドール リオハ 白/フルボディ 750ml ¥11,000

プレディカドール・ティント ボデガ・コンタドール リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥5,000

プレディカドール・ブランコ ボデガ・コンタドール リオハ 白/フルボディ 750ml ¥5,100

マシソ ビンス・デル・マシス カタルーニャ 白/フルボディ 750ml ¥4,800

マシス ビンス・デル・マシス カタルーニャ 白/フルボディ 750ml ¥3,200

他

No.14
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

ブルット・ナトウレ・オーガニック フェリクス・マサナ カバ 泡/極辛口 750ml ¥3,500

ヘノリ・オーガニック ビニャ・イハルバ リオハ 白/辛口 750ml ¥2,500

シオン・オーガニック 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 ¥3,600

ビオニエ・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

アバボル・オーガニック ボデガス・アバボル カスティヤ・イ・レオン 白/辛口 750ml ¥3,300

カプラシア・ティント・オーガニック ボデガス・ベガルファロ ウティエル・レケナ 赤/ライト・ミディアム 750ml ¥2,500

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

エステル・クリアンサ・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/ミディアム 750ml ¥3,600

モヤ・クパージュ・オーガニック ボデガ・メンデス・モヤ グラナダ 赤/フルボディ 750ml ¥4,400

アシニポ・オーガニック エフ・シャッツ シエラス・デ・マラガ 赤/フルボディ 750ml ¥6,200

他

No.15
アグリ 株式会社
〒231-0015　神奈川県横浜市中区尾上町6-86-1 関内マークビル1F

TEL：045-212-5588　FAX：045-212-5568

http://www.ywc.co.jp [税抜]

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.16
三菱食品 株式会社
〒143-6556　東京都大田区平和島6-1-1

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 レゼルバ セグラヴューダス ペネデス カバ/辛口 3000ml ¥14,300

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 13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 11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 11年 セグラヴューダス ペネデス 白/極辛口 750ml ¥3,900

他

No.17
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3-5-13

TEL：093-941-2220　FAX：093-941-2225

― [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

ノドス・カヴァ・ナチューレ ボデガス・ノドス ウティエル・レケーナ 泡/白/辛口 750ml ¥2,000

マリーナ・エスプマンテ ボデガス・ボコパ アリカンタ 泡/白/甘口 750ml ¥2,500

サガロン・ヴェルデホ ボデガス・サガロン ラマンチャ 白/辛口 750ml ¥1,200

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

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

コレクション・テンプラニーリョ・シラー ボデガス・ノドス バレンシア 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・ヴィニコーラ ペネデス 赤/辛口 750ml ¥2,250

ノドス・ボバル ボデガス・ノドス ウティエル・レケーナ 赤/辛口 750ml ¥2,600

他

No.18
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

TEL：03-6382-5075　FAX：03-5342-0766

http://www.evawine.jp/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カナルス・ナダル・ブリュット・ナチュレ・グラン・レセルバ カバ・カナルス・ナダル カバ 泡/辛口 750ml ¥3,200

アウレゴ・アルバリーニョ・リアス・バイシャス・スパークリング・ブリュット ボデガス・アス・ラサス リアス・バイシャス 泡/辛口 750ml ¥3,200

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

ゴティン・デル・リスク・ゴデーリョ　 ボデガ・デル・アバ ビエルソ 白/辛口 750ml ¥1,600

ゴティン・デル・リスク・メンシア ボデガ・デル・アバ ビエルソ 赤/ミディアム 750ml ¥1,700

ジャスピー・ドール コカ・イ・フィト テラ・アルタ 白/辛口 750ml ¥2,800

フィンカ・エル・カリール・ティント ボデガ・イニエスタ マンチュエラ 赤/ミディアム 750ml ¥1,900

フィンカ・エル・カリール・パオロ・アンドレア ボデガ・イニエスタ マンチュエラ 赤/フルボディ 750ml ¥4,500

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

ボデガス・ビイラール・フィンカ・ラーリ ボデガス・ビイラール リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥7,500

他

No.19
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]

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

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

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

ミニバゲット ＰＡＮＡＭＡＲ（パナマール） バレンシア 冷凍パン（半焼成） 95ｇ オープン価格

カニャーダ（ブランコ・ティント） ナヴァロ・ロペス ラマンチャ 白ワイン、赤ワイン 3ℓ オープン価格

他



No.20
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.21
日本酒類販売 株式会社
〒134-0081　東京都中央区新川1-25-4

TEL：03-4330-1735　FAX：03-4617-6558

http://www.nishuhan.co.jp/ [税抜]

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 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 750ml ¥3,040

ラベントス　グラン・レゼルブ　デ・ラ・フィンカ ラベントス・イ・ブラン ペネデス 泡 750ml ¥4,380

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

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

スカラ・デイ　ガルナッチャ スカラ・デイ プリオラート 赤 750ml ¥2,620

リェブレ トーマス・クシネ コステルス・デル・セグレ 赤 750ml ¥2,030

ジエオル トーマス・クシネ コステルス・デル・セグレ 赤 750ml ¥4,000

マカベオ フィンカ ラコンス トーマス・クシネ コステルス・デル・セグレ 白 750ml ¥4,390

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 750ml ¥4,480

他

No.22
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

http://vinialia.main.jp/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

シドラ ナトゥラル トラバンコ グルーポ トラバンコ アストゥリアス ナトゥラル/リンゴ酒 700ml ¥1,000

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 750ml ¥1,800

ウゲットゥ グランレセルバ ブリットクラシック ウゲットゥ デ カンフェイシャス ペネデス 泡 750ml ¥3,000

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 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 750ml ¥2,100

バロネス クリアンサ テンプラニージョ ボデガ サンタリタ ラマンチャ 赤 750ml ¥2,200

バロネス レセルバ テンプラニージョ ボデガ サンタリタ ラマンチャ 赤 750ml ¥2,800

ヴィジュエラ クリアンサ ボデガス ヴィジュエラ リベラデルドゥエロ 赤 750ml ¥2,500

レセア クリアンサ ボデガス レセア リオハ 赤 750ml ¥2,000

レセア レセルバ ボデガス レセア リオハ 赤 750ml ¥3,000

他

No.23
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]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ノステル・イニシアル エストリアクス カタルーニャ/プリオラート 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

ノステル・クリアンサ エストリアクス カタルーニャ/プリオラート 赤/フルボディ 750ml ¥5,000

ピンセルナ・アルバリン レジェンダ・デル・パラモ カスティーリャ・イ・レオン/バルデビンブレ 白/辛口 750ml ¥1,800

バロン・ミカエラ・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 ¥1,700

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

バロン・ミカエラ・オロロソ バロン アンダルシア/サンルーカル・デ・バラメダ シェリー/中辛口 750ml ¥1,900

バロン・ミカエラ・ミディアム バロン アンダルシア/サンルーカル・デ・バラメダ シェリー/中甘口 750ml ¥1,800

バロン・ミカエラ・クリーム バロン アンダルシア/サンルーカル・デ・バラメダ シェリー/甘口 750ml ¥1,800

バロン・ミカエラ・モスカテル バロン アンダルシア/サンルーカル・デ・バラメダ シェリー/甘口 750ml ¥1,900

バロン・ミカエラ・ペドロヒメネス バロン アンダルシア/サンルーカル・デ・バラメダ シェリー/極甘口 750ml ¥4,700

他



No.24
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　　　　　　　

http://reservaiberica.jp/ [税抜]

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 ハブーゴ エンテロ 不定貫 オープン価格

グランレセルバベジョータボンレス レセルバ イベリカ ハブーゴ 骨抜き 不定貫 オープン価格

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 オープン価格

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

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 不定貫 オープン価格

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 オープン価格

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 腸詰 不定貫 オープン価格

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 オープン価格

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

TEL：03-5510-2684　FAX：03-5510-0137

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

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 カヴァ 泡/辛口 750ml ¥1,300

ファウスティーノ・ブリュット・レセルバ ボデガス・ファウスティーノ カヴァ 泡/辛口 750ml ¥1,900

マニア・ヴェルデホ ボデガス・フェリックス・ロレンソ・カチャッソ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,900

ラモン・ビルバオ・アルバリーニョ ラモン・ビルバオ リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥2,500

フンドゥス マンソ・デ・スニガ セビージャ 赤/ミディアム 750ml ¥1,600

トレロンガレス・グランレセルバ コヴィンカ カリニェナ 赤/フル 750ml ¥1,800

ラモン･ビルバオ・リミテッド･エディション ラモン・ビルバオ リオハ 赤/フル 750ml ¥2,590

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

ヴィニャス・デル・カンブリコ ヴィニャス・デル・カンブリコ シエラ・デ・サラマンカ 赤/フル 750ml ¥3,000

トリニダッド・デル・コンデ・デ・エルヴィアス マンソ・デ・スニガ リオハ 赤/フル 750ml ¥3,800

他

No.26
白井松新薬 株式会社
〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋6F

TEL：03-5159-5704　FAX：03-5159-5714

http://www.shiraimatsu.com/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

セラ ボデガス ロダ リオハ 赤/ミディアム 750ml ¥5,000

ロダ 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 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 VDT 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 セニョリオ デ ソブラル 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.27
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

カバ・プリメール　ブリュット・レセルバ ペレ・ベントゥーラ ペネデス 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 泡/ロゼ/やや辛口 750ml ¥1,800

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

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 ボデガス・ニバリウス リオハ 白/辛口 750ml ¥2,000

プロエリオ・クリアンサ ボデガス・プロエリオ リオハ 赤/中重口 750ml ¥2,500

トゥルス・レセルバ ボデガス・トゥルス リベラ・デル・ドゥエロ 赤/重口 750ml ¥6,500

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

アロマ・デ・コラソン　スゥート・ガルナッチャ アネコープ バレンシア 赤/やや甘口 750ml ¥1,000

他



No.28
株式会社 パラジャパン
〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-18 第2上野ビル8F

TEL：045-477-2881　FAX：045-477-2882

http://www.parajapan-wine.com [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 カバ 泡/白/辛口 750ml ¥1,900

エドゥアルド・ブランコ ボデーガス・アントニオ・アラーエス バレンシア 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/ほのかな甘口 750ml ¥1,750

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

ヴィラチカ・ベルデホ パラシオ・デ・ヴィラチカ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,800

エドゥアルド・ティント ボデーガス・アントニオ・アラーエス バレンシア 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,400

ウルスラ コステラ・アルタ バレンシア 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,580

マラ・ヴィーダ ボデーガス・アントニオ・アラーエス バレンシア 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,750

シンフォニア エゴ・ボデーガス フミーリャ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,800

ベニート・サントス・メンシア ボデーガス・ベニート・サントス モンテレイ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,900

他

No.29
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]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

サンタカーナ・ブルット・ナトゥーレ セラーズ・モスト・ドレ カバ 泡 750ml ¥1,400

サンタカーナ・ロゼ・ブルット セラーズ・モスト・ドレ カバ ロゼ/泡 750ml ¥1,560

アントニオ・モンテロ・ゴデージョ ボデガス・アントニオ・モンテロ モンテレイ 白 750ml ¥2,000

カサ・セシリア・ブラン カサ・シシリア アリカンテ 白 750ml ¥2,000

ベルメーユ デスクレグット ぺネデス 白 750ml ¥3,000

ラルトレ ラグラべラ コステルス・デル・セグレ 赤 750ml ¥1,800

オー・アルボレハル 4.0 ボデガス・アントニオ・モンテロ リベイロ 赤 750ml ¥1,900

ポーウ モンカヨ・ワインズ カンポ・デ・ボルハ 赤 750ml ¥2,400

ベル・ウベイラ・メンシア ロンセル・ド・シル リべリラ・サクラ 赤 750ml ¥2,700

ソムリエ・クリアンサ ボデガス・セニョリオ・デ・アラナ リオハ 赤 750ml ¥2,200

他

No.30
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

モスカテル フアン・ヒル フミーリャ 白/辛口 750ml ¥1,950

シルバー・ラベル フアン・ヒル フミーリャ 赤/フルボディ 750ml ¥2,850

ベヌフェト エレンシア・アルテス テッラ・アルタ 白/辛口 750ml ¥2,550

エテルヌム・ヴィティ アバニコ・セレクション トロ 赤/フルボディ 750ml ¥2,400

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/辛口 750ml ¥2,700

リオハ　レセルヴァ バロン・デ・レイ リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥2,600

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/フルボディ 750ml ¥1,600

カバ　ブリュット・レセルバ サバルテス カバ 泡/辛口 750ml ¥1,900

ネグレ・トラディシオ カン・フェイセス ペネデス 赤/フルボディ 750ml ¥3,200

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/辛口 750ml ¥2,050

他

No.31
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

La　Ina CABALLERO　 ヘレス シェリー/フィノ 750ml ¥2,400

Tabanco CABALLERO　 ヘレス シェリー/アモンティリャード 750ml オープン価格

Piedra del Mar TERRAS GAUDA リアスバイシャス 白 750ml ¥2,200

Petit TERRAS GAUDA ビエルソ 赤 750ml ¥2,100

Pittacum TERRAS GAUDA ビエルソ 赤 750ml ¥3,400

N3b FUENMAYOR リオハ 赤 750ml ¥3,200

Reserva de la Musica Jane Ventura ペネデス カバ 750ml オープン価格

Reserva de la Musica Rose Jane Ventura ペネデス カバ/ロゼ 750ml オープン価格

他



No.32
T.G.A. 
〒540-0039　大阪市中央区東高麗橋1-6

TEL：06-6920-6950　FAX：06-6920-6951

www.tgafoods.com [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

フィンカ･サン･マルティン ラ･リオハ･アルタ リオハ ワイン 750ml ¥2,400

ビーニャ・アルベルディ ラ･リオハ･アルタ リオハ ワイン 750ml ¥3,350

ビーニャ・アラナ ラ･リオハ･アルタ リオハ ワイン 750ml ¥6,430

アステル１ ラ･リオハ･アルタ リベラ･デル･ドゥエロ ワイン 750ml オープン価格

フィノ・パヴォン ルイス・カバジェロ ヘレス シェリー 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 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 750ml ¥2,290

クリーム・カンデラ ルイス・カバジェロ ヘレス シェリー 750ml ¥2,290

エミリオ・ルスタル・ヴィナグレ・デ・ヘレス・グラン・レセルバ ルイス・カバジェロ ヘレス シェリービネガー 375ml ¥1,400

ブランデー・ミレナリオ・グラン・レセルバ ルイス・カバジェロ ヘレス シェリーブランデー 750ml ¥5,600

他

No.33
BMO 株式会社
〒150-0021　東京都渋谷区恵比寿西1-15-9 DAIYUビル2Ｆ

TEL：03-5459-4243  FAX：03-5459-4248

http://www.naturalwine.jp/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カバ チャンカレ ブリュット  マス・オリベル カタルーニャ 白/泡/辛口 750ml ¥1,960

ブリュット・ナチュレ・ブラン クロス・レンティスクス カタルーニャ 白/泡/辛口 750ml ¥3,300

ロゼ・ブリュット・ナチュレ クロス・レンティスクス カタルーニャ ロゼ/泡/辛口 750ml ¥3,300

ヴィオニエ ラガスカ ラ・マンチャ 白/辛口 750ml ¥1,660

ベルデホ アリエス カスティーリャ・レオン 白/辛口 750ml ¥2,200

ラ・ファンファンリア ブランコ ドミニオ・デル・ウロガリョ アストゥリアス 白/辛口 750ml ¥2,840

テンプラニーリョ・プティヴェルド ラガスカ ラ・マンチャ 赤/辛口 750ml ¥1,660

ティント・ナトゥラル TN パルティーダ・クレウス カタルーニャ 赤/辛口 750ml ¥3,500

レイ・デ・ラブラドーレス ドミニオ・デル・ウロガリョ トロ 赤/辛口 750ml ¥1,960

ラ・ファンファンリア ドミニオ・デル・ウロガリョ アストゥリアス 赤/辛口 750ml ¥2,660

他

No.34
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]

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 ドライ・シードル樽 20L カスタムドリンクス チャンタダ 辛口 20000ml オープン価格

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

他

No.35
株式会社 リベルタス
〒444-0856　愛知県岡崎市六名3-1ｰ11

TEL：0564-53-7277　FAX：0564-55-3290

― [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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 リンゴ酒/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 リンゴ酒/やや辛口 750ml ¥1,580

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

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

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

ドーブルR ホーベン ボデガ サン･マメス リベラ デル ドゥエロ 赤/ミディアム 750ml ¥1,680

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

アカンタス ブランコ ボデガ イ ヴィニェドス カサ デル バジェ ラ・マンチャ 白/辛口 750ml ¥1,280

フェレ グランレゼルバ ブリュット ナチュレ カヴァス フェレ ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥3,600

デルニウス カヴァ ブリュット カヴァス フェレ ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥1,920

他



No.36
YG&Tパートナーズ 株式会社 al puente
〒113-0024　東京都文京区西片2-9-4

TEL：080-4912-9291

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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

カバ・マイアンス・ベル ビンス・グラウ カバ 泡 750ml ¥2,300

ガンデソラ・ブランコ セジェール・コオペラティウ・ガンデサ テラ・アルタ 白 750ml ¥1,400

ガンデソラ・ティント セジェール・コオペラティウ・ガンデサ テラ・アルタ 赤 750ml ¥1,400

ランシオ セジェール・コオペラティウ・ガンデサ テラ・アルタ デザート 500ml ¥3,000

ミステラ・ブランカ セジェール・コオペラティウ・ガンデサ テラ・アルタ デザート 500ml ¥3,000

他

No.37
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

www.ats-co-ltd.com [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アンチョビ フレド カンタブリア 冷蔵 50g　85g オープン価格

魚貝缶詰各種 CUCA　ポルトムイニョス ガリシア 常温 50g～120g オープン価格

マンゴージャム サボアマンゴー マラガ 常温 260g オープン価格

ガルム（魚醤） エルマフエロ へレス 常温 100ml オープン価格

ソルト各種 ｆｄｓ　エルマフエロ　パレリーレス マヨルガ島 常温 60g～150g オープン価格

ブルーチーズソース他 サルサスアストリアス アストゥリアス 常温 200g オープン価格

アーモンド各種 ｆｄｓ　エルマフエロ アンダルシア 常温 100g～3kg オープン価格

シェリービネガー・ソース エルマフエロ へレス 常温 250ml～350ml オープン価格

オリーブジャム エンパサドスローラ コルトバ 常温 250g オープン価格

ブイヨン ｆｄｓ アンダルシア 常温 36個入り オープン価格

他

No.38
株式会社 エレメント
〒169-0074　東京都新宿区北新宿1-2-12 貴松ビル4階

TEL：03-6908-9053　FAX：03-6908-9063　

http://www.emtc.co.jp [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

プラチナムフレグランス　no,3 タバサ ラ・マンチャ 泡/甘口 750ml ¥3,500

プラチナムフレグランス　no,5 タバサ ラ・マンチャ 泡/甘口 750ml ¥3,500

プラチナムフレグランス　no,6 タバサ ラ・マンチャ 泡/甘口 750ml ¥3,500

プラチナムフレグランス　no,7 タバサ ラ・マンチャ 泡/甘口 750ml ¥3,500

プラチナムフレグランス　no,8 タバサ ラ・マンチャ 泡/甘口 750ml ¥3,500

プラチナムフレグランス　no,3 タバサ ラ・マンチャ 泡/甘口 375ml ¥2,500

プラチナムフレグランス　no,5 タバサ ラ・マンチャ 泡/甘口 375ml ¥2,500

プラチナムフレグランス　no,6 タバサ ラ・マンチャ 泡/甘口 375ml ¥2,500

プラチナムフレグランス　no,7 タバサ ラ・マンチャ 泡/甘口 375ml ¥2,500

プラチナムフレグランス　no,8 タバサ ラ・マンチャ 泡/甘口 375ml ¥2,500

他

No.39
株式会社 イムコ
〒465-0097　愛知県名古屋市名東区平和ヶ丘3-75-1

TEL：052-781-7476　FAX：052-781-7466

http://www.ymco.co.jp/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ポン・デ・フェロ セジェル・デ・ラルボス カバ 泡/辛口 750ml ¥2,100

マス・コンタル・ブルット マス・コンタル ペネデス 泡/辛口 750ml ¥3,000

コム・ガット・イ・ゴス・ブラン セジェール・バロニア・デル・モンサン モンサン 白/辛口 750ml ¥2,100

コム・ガット・イ・ゴス・ネグレ セジェール・バロニア・デル・モンサン モンサン 赤/フルボディ 750ml ¥2,600

カスティージョ・イラーチェ・ブランコ ボデガス・イラーチェ ナバーラ 白/辛口 750ml ¥2,100

グラン・イラーチェ・クリアンサ ボデガス・イラーチェ ナバーラ 赤/フルボディ 750ml ¥2,000

ペレグリーノ・アルバリン ボデガス・ゴルドンセージョ ティエラ・デ・レオン 白/辛口 750ml ¥1,900

ムルア・レセルバ ボデガス・ムルア リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥3,300

ラ・ハンダ・フィノ アルバロ・ドメック ヘレス 白/辛口 750ml ¥2,600

クリーム・クルス・コンデ ボデガス・クルス・コンデ モンティージャ・モリレス 白/甘口 750ml ¥2,000

他



No.40
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]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

マスビガス　ブリュット セラー・デ・ラルボス カバ（ペネデス） 泡/辛口 750ml ¥1,900

ゴロンドーナ ドニエネ・ゴロンドーナ チャコリ・デ・ビスカイア 白/辛口 750ml ¥2,500

ドニエネ ドニエネ・ゴロンドーナ チャコリ・デ・ビスカイア 白/フルボディ 750ml ¥3,000

カプリチョ ガンセード ビエルソ 白/フルボディ 750ml ¥3,000

ガンセード ガンセード ビエルソ 赤/ミディアム 750ml ¥2,500

エル・アプレンディス レジェンダ・デ・パラモ ティエラ・デ・レオン 赤/ミディアム 750ml ¥2,400

エルパクト ボデガ・クラシカ リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

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

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 シェリー/辛口 375ml ¥1,800

ビニャAB ゴンサレス・ビヤス ヘレス シェリー/熟成 750ml ¥3,500

他

No.41
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]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

VG・カヴァ ビセンテ・ガンディア カヴァ 泡/白 750ml ¥1,371

VG・カヴァロゼ ビセンテ・ガンディア カヴァ 泡/ロゼ 750ml ¥1,371

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 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/フルボディ 750ml ¥1,565

ジェネラシオン 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

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

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

他

No.42
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.43
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

エスクトゥリト・ブリュット・ナチュレ セラー・エスペルト カバ 泡 750ml ¥2,800

チャコリ・アカレギ・チキ・ロゼ アカレギ・チキ チャコリ・デ・ゲタリア 微発泡ロゼ 750ml ¥3,500

コラリー セラー・エスペルト エンポルダ ロゼ 750ml ¥2,600

バグエラ アルバール・デ・ディオス カスティーリャ・イ・レオン 白 750ml ¥4,000

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

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

サウロー セラー・エスペルト エンポルダ 赤 750ml ¥2,400

ラス・ウバス・デ・ラ・イラ・ガルナッチャ ダニエル・ゴメス・ヒメネス・ランディ メントリダ 赤 750ml ¥6,000

ファロス・レゼルバ ボデガ・クラシカ リオハ 赤 750ml ¥2,500

モナスティル・システル モナスティル ナバーラ 赤 750ml ¥3,000

他



No.44
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

http://www.iberiatrading.co.jp/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

パスタフィデウア パスタス　ロメロ サラゴサ 常温 500ｇ ￥260/ﾊﾟｯｸ

アングーラス缶 コンセルバス　ダポルタ ポンテヴェドラ 常温 115ｇ \2,420/缶

シェリービネガー パエス・モリージャ ヘレス 常温 375ml \740/本

ギンディージャ ウビデア　アリメンタシオン ナバーラ 常温 180ｇ \480/本

ケッパーベリー フランシスコ・ホセ・サンチェス アルメリア 常温 350ｇ \400/本

スモークアンチョビ アフマードス　ノードフィッシュ ヴァシアマドリード 冷凍 300ｇ \2,330/ﾊﾟｯｸ

パプリカパウダー・ドゥルセ ホセマリア・エルナンデス カセレス 常温 370ｇ \1,330/缶

極太アスパラ コンセルバス・アラマーヨ ラ・リオハ 常温 780ｇ \1,380/缶

パニョフィーノ フアン・デ・ラ・バレーダ トレド 常温 750ml \1,640/本

カンタブーロ・ホベン・ロブレ サン・パブロ アランダ・デ・ドゥエロ 常温 750ml \1,120/本

他

No.45
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　FAX：03-3458-4538

www.wineway.jp [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

クリティアス カヴァ ブリュット ヴァルフォルモサ 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 ロゼ ヴァルフォルモサ ペネデス 泡/ロゼ/辛口 750ml ¥1,828

レガード・ムニョス シャルドネ ボデガス・ムニョス 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 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 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 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 ラ・マンチャ 赤/辛口 750ml ¥1,571

アルテロ ボデガス・ムニョス ラ・マンチャ 赤/辛口 750ml ¥1,743

フィンカ・ソブレノ クリアンサ ボデガス・ソブレノ トロ 赤/辛口 750ml ¥2,657

エンボカデロ サン・ペドロ・レガラド リベラ・デル・デュエロ 赤/辛口 750ml ¥2,143

他

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

http://www.milliontd.co.jp/ [税抜]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ベガマル・ブランコ ボデガス・ベガマル バレンシア 白 750ml ¥2,400

ベガマル・クリアンサ ボデガス・ベガマル バレンシア 赤 750ml ¥3,000

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

コンセホ・デ・ラ・アルタ・ノボ ボデガス・コンセホ・デ・ラ・アルタ リオハ 赤 750ml ¥2,500

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

カスティーリョ・デ・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

カスティーリョ・デ・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

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

他

No.47
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

http://www.iidawine.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.48
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]

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・レゼルバ ジロ・リボット カタルーニャ 泡/白/辛口 750ml ¥2,300

ビーニャ・ソルサル・ガルナッチャ・ブランカ プロジェクト・ソルサル（ビーニャ・ソルサル・ワインズ） ナバーラ 白/辛口 750ml ¥1,600

ビーニャ・ソルサル・ガルナッチャ プロジェクト・ソルサル（ビーニャ・ソルサル・ワインズ） ナバーラ 赤/ミディアム 750ml ¥1,600

ビーニャ・ソルサル・グラシアーノ プロジェクト・ソルサル（ビーニャ・ソルサル・ワインズ） ナバーラ 赤/フルボディ 750ml ¥2,200

ビーニャ・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（ビーニャ・ソルサル・ワインズ） リオハ 赤/ミディアムフル 750ml ¥2,700

レイノーブル・クリアンサ ビーニャ・ソルサル・ワインズ ナバーラ 赤/ミディアムフル 750ml ¥1,800

マリア・ガンチャ セラー・パスコナ モンサン 赤/ミディアム 750ml ¥2,500

ロ・ペティト セラー・パスコナ モンサン 赤/ミディアムフル 750ml ¥2,300

クレイジー・グレープス フィンカ・バカラ フミーリャ 赤/ミディアムフル 750ml ¥1,800

3015 フィンカ・バカラ フミーリャ 赤/ミディアムフル 750ml ¥1,900

他

No.49
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]

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アロマデカミロカスティージャ カミロカスティージャ ナバラ 白/辛口 750ml ¥1,480

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/辛口/フルボディ 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/辛口 750ml ¥2,500

イナシオ ウルソラ チャコリ ロサド ハビエル ウルソラ アラナ ゲタリアコ チャコリーナ ロゼ/辛口 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/辛口/フルボディ 750ml ¥1,380

ラ クラベ ラウルぺレス ラウルぺレス ビエルソ 赤/辛口/フルボディ 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/辛口 750ml ¥3,180

ラ フォント グランリゼルバ78メセス アネコープ バレンシア 赤/辛口/ミディアム 750ml ¥1,000

マツ エル ピカロ ビンタエ トロ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥1,500

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/甘口 750ml ¥51,000

他

No.50
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

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

トーレ・デ・ガサーテ クリアンサ ビニコーラ・デ・トメジョッソ ラマンチャ 赤 750ml ¥2,100

カバ・フェレ ブリュット・ナチュレ レセルバ フェレ ペネデス 泡 750ml ¥2,500

グラン・バルケロ （フィノ･他3種） 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～

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.51
株式会社 メイセイトレーディング
〒107-0052　東京都港区赤坂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

クロ・デ・ゴス テラ・イ・ビンス モンサン 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,800

フロール・デ・ニ テラ・イ・ビンス  テラ・アルタ 白/辛口 750ml ¥1,500

レアル・ルビオ　オーガニック赤 レアル・ルビオ  リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,400

レアル・ルビオ　オーガニック白 レアル・ルビオ  リオハ 白/辛口 750ml ¥1,200

レアル・ルビオ　クリアンサ レアル・ルビオ  リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥2,000

ラ・ムサ ビンス・デ・ペドラ コンカ・デ・バルベラ 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

ロルニ ビンス・デ・ペドラ コンカ・デ・バルベラ 白/辛口 750ml ¥2,500

ビンビオ　ブランコ ビンビオ リアスバイシャス 白/辛口 750ml ¥1,800

エストラペルロ アバッド・イ・ビンス カバ/バルセロナ カバ/辛口 750ml ¥1,400

コロメール　ガウディ　グラン・レセルバ コロメール カバ/バルセロナ カバ/辛口 750ml ¥4,500

他



No.52
サッポロビール 株式会社
〒190-0031　東京都渋谷区恵比寿4-20-1

TEL：03-5423-7222　FAX：03-5423-2079

http://www.sapporobeer.jp/ [税抜]

品名  産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

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

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

グランバック バック （コドーニュ社） カタルーニャ 白/カバ/辛口 750ml ¥2,200

バック・エクストリシモ　セミデュルセ バック （コドーニュ社） カタルーニャ 赤/やや甘口 750ml オープン価格

バック・エクストリシモ　セミデュルセ バック （コドーニュ社） カタルーニャ 白/やや甘口 750ml オープン価格

他


