
※ブース番号順

No.1
三菱食品株式会社
〒143-6556　東京都大田区平和島6-1-1

TEL: 03-3767-7002　FAX: 03-3767-4319 　 　 　 　 　 　 　

https://www.mitsubishi-shokuhin.com/index.html

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 カバ 泡/白/辛口 750ml ¥1,600

セグラヴューダス　ブルート　ロゼ セグラヴューダス カバ 泡/ロゼ/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 カバ 泡/白/やや甘口 750ml ¥1,600

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 カバ 泡/白/極辛口 750ml ¥2,300

セグラヴューダス　ブルート　ヴィンテージ セグラヴューダス カバ 泡/白/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 カバ 泡/白/辛口 750ml ¥5,300

セグラヴューダス　ガルナッチャ セグラヴューダス ペネデス 赤/ミディアム 750ml ¥1,600

セグラヴューダス　チャレロ セグラヴューダス ペネデス 白/辛口 750ml ¥1,600

パニッツァ　カリニェナ パニッツァ カリニェナ 赤/ミディアム 750ml ¥1,250

パニッツァ　ヴィウラ・シャルドネ パニッツァ カリニェナ 白/辛口 750ml ¥1,250

他

No.2
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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

パレタ・イベリカ・デ・ベジョータ純血100％ ハモネス・デ・フビレス トレベレス 常温 約5.8㎏ 約\47,560

ハモン・デ・トレベレス　16ヶ月熟成 ハモネス・デ・フビレス トレベレス 常温 約7.5㎏ 約\28,775

パンセタ・イベリカ・デ・ベジョータ ハモネス・デ・フビレス トレベレス 常温 約1.8kg 約\4,680

サルチチョン・ベジョータ カサルバ ブルゴス 冷凍・冷蔵 約1.5㎏ 約\12,750

羊乳チーズ　3ヶ月熟成 ケソス・デ・アルバラシン アラゴン 冷凍・冷蔵 約260g 約\1,716

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/辛口/フルボディ 750ml ¥5,100

マシス ビンス・デル・マシス カタルーニャ 白/辛口/フルボディ 750ml ¥3,400

ホセ・パリエンテ・ベルデホ ボデガス・ホセ・パリエンテ ルエダ 白/辛口 750ml ¥3,500

ベガ・メディエン・ブルット ウニオン・ビニコラ・デル・エステ カバ　レケナ 泡/白/辛口 750ml ¥2,000

他

No.3
株式会社エヌプランニング
〒160-0023　東京都新宿区西新宿8-1-16　アドバンスビル2F

TEL: 03-5348-6188　FAX: 03-5348-6189

https://grau.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ヴィン デ タイェール バーサイア ボスコス カタラン　S.L. カタルーニャ 白 750ml ¥5,200

ヴィン デ タイェール マルベック ボスコス カタラン　S.L. カタルーニャ 赤 750ml ¥3,800

ヴィン デ タイェール フロックス ボスコス カタラン　S.L. カタルーニャ 白 750ml ¥4,300

ヴィン デ タイェール シウラ ボスコス カタラン　S.L. カタルーニャ 赤 750ml ¥5,200

コルバイクス エンレクトルデ ヴェンタローラ アグロモニストロレット　S.L. プラ・デ・バジェス 赤 750ml ¥4,800

コルバイクス ピカポル アグロモニストロレット　S.L. プラ・デ・バジェス 白 750ml ¥3,700

ホワイト コルバイクス シングラ アンフォラ アグロモニストロレット　S.L. プラ・デ・バジェス 白 750ml ¥9,800

レッド コルバイクス シングラ アンフォラ アグロモニストロレット　S.L. プラ・デ・バジェス 赤 750ml ¥9,800

ホワイト コルバイクス シングラ アグロモニストロレット　S.L. プラ・デ・バジェス 白 750ml ¥5,900

レッド コルバイクス シングラ アグロモニストロレット　S.L. プラ・デ・バジェス 赤 750ml ¥5,900

他

「スペインワイン＆フード商談会　2018」
6月11日（月）　JRタワーホテル日航札幌　出展アイテムリスト

             ※各社出展アイテムは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
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

http://www.sunseikowines.com

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 セラー・モストドレ カバ 泡 750ml ¥1,400

ベンドレユ・オリベーリャ・オリヒナル・ブルット・ナチュレ マス・ゴマ1724 カバ 泡 750ml ¥3,000

マンサニージャ・リア・ピタ ボデガス・ディオス・バコ サンルカール・デ・バラメダ 白 500ml ¥1,800

コジェイタ ボデガス・アントニオ・モンテロ リベイロ 白 750ml ¥1,600

ルラ・フェイティ・セイラ ベイラ・アラル リアス・バイシャス 白 750ml ¥1,800

パゴ・デ・バルドネヘ・ゴデージョ ビノス・バルトゥイージェ ビエルソ 白 750ml ¥2,200

ラティード・デ・サラ・ガルナッチャ・ティント ボデガ・サン・マルティン ナバーラ 赤 750ml ¥1,400

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

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

モンクラス カルトイシャ・デ・モンサルバット プリオラート 赤 750ml ¥3,400

他

No.5
株式会社仙石
〒640-8145　和歌山県和歌山市岡山丁84

TEL: 03-5942-6058　FAX: 03-5942-6057 　 　 　 　 　 　 　　

http://www.biancorosso.co.jp/shop/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カブロ・ブランコ エメンディス ペネデス 白 750ml ¥1,500

オスタトゥ・ブランコ オスタトゥ リオハ 白 750ml ¥1,800

ダマナ・ベルデホ タブラ リベラ・デル・ドゥエロ 白 750ml ¥1,800

エンビディア・コチーナ エラディオ・ピニェイロ リアス・バイシャス 白 750ml ¥3,500

ビンディウス・ロサード ビノス・ゲーラ ビエルソ ロゼ 750ml ¥1,300

VAティント アルヒベス ラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,850

トレボン・ティント アデガ・ダ・ピンゲラ バルデオラス 赤 750ml ¥2,800

オスタトゥ・クリアンサ オスタトゥ バルデオラス 赤 750ml ¥2,400

オスタトゥ・レセルバ オスタトゥ リオハ 赤 750ml ¥3,600

ビエルム・ロホ プラダ・ア・トペ ビエルソ 赤 1000ml ¥2,800

他

No.6
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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

エリアス・モーラ ボデガ・エリアス・モーラ（有） トロ 赤/辛口 750ml \1,680/本

カンタブーロ・ロブレ ㈱サンパブロ リベラ・デル・ブエロ 赤/辛口 750ml \1,120/本

エストーラ・レセルバ ボデガス・アユソ（有） ラ・マンチャ 赤/辛口 750ml \1,050/本

モルガディオ ボデガス・カンパンテ（株） リアス・バイシャス 白/辛口 750ml \1,820/本

ガイテーロ・エクストラ ヴァージェ・バジーナ・イ・フェルナンデス㈱ ヴィジャヴィシオサ リンゴ酒/辛口 750ml \750/本

ハモンイベリコ・ﾃﾞ・レセボ ラ・プルデンシア セゴヴィア 生ハム/冷蔵 約9㎏s \4,700/ｋｇ

ケソ・デ・カブラ フォマン ムルシア 山羊のチーズ 1㎏ \3,830/個

ギンディージャ ウベダ・アリメンタシオン ナバーラ 瓶詰/常温 180g \480/本

スタフドオリーブ・アンチョビ入り アグロ・セビージャ セビリア 缶詰/常温 350g \240/缶

他

No.7
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3-8-11　KDX新横浜381ビル7F

TEL: 045-477-2881　FAX: 045-477-2882 　 　 　 　 　 　

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

ブリュット・デ・ブリュット マリア・カサノヴァ カバ 泡/辛口 750ml ¥1,900

カーバ・スートラ ボデーガス・アントニオ・アラーエス カバ 泡/辛口 750ml ¥1,900

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

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 750ml ¥1,750

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 750ml ¥1,400

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

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

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

マラ・マルティン ボデーガス・マルティン・コダックス モンテレイ 白/辛口 750ml ¥1,800

エル・イルシオニスタ・ホベン ボデーガス・エル・イルシオニスタ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアム 750ml ¥1,590

他



No.8
有限会社 アルコトレード トラスト
〒142-0043　東京都品川区二葉4-13-12

TEL: 03-5702-0620　FAX: 03-5702-0621

www.alcotrade.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アニアル　カヴァ　ブリュット コヴィデス　SCCL ペネデス 泡/辛口 750ml ¥1,630

ハローワールド　ヴィオニエ フィンカ　ラ　アスタカーダ ビノ デ ラ ティエラ カスティーリャ ラ マンチャ州 白/辛口 750ml ¥1,610

トッレデロス　ヴェルデホ トッレデロス ルエーダ 白/辛口 750ml ¥1,850

ベイガ　ダ　プリンセサ　 パソ　ド　マル リアス バイシャス 白/辛口 750ml ¥2,840

ハローワールド　プリエト　ピクード フィンカ　ラ　エスタカーダ ビノ デ ラ ティエラ カスティーリャ ラ マンチャ州 赤/フルボディ 750ml ¥1,610

セニョリオ デ　グアディアネハ　グラン　レセルヴァ ヴィニコラ　デ　カスティーヤ ラ　マンチャ 赤/ミディアム 750ml ¥1,995

トッレデロス ローブレ トッレデロス リベイラ　デル　デュエロ 赤/フルボディ 750ml ¥2,090

ゴンサーロ　デ　ベルセオ　レセルヴァ ボデガス　ベルセオ ボデガス　ベルセオ 　リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥3,220

ヴィダルバ　プリオラートQ トーレス　デ　ヴィダルバ プリオラート 赤/フルボディ 750ml ¥3,800

トッレデロス　ティント　レゼルヴァ トッレデロス リベラ デル デュエロ 赤/フルボディ 750ml ¥4,420

他

No.9
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/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

フィノ ライナ カバジェロ　 ヘレス シェリー・フィノ 750ml ¥2,400

タバンコ カバジェロ　 ヘレス シェリー・アモンティリャード 750ml ¥2,500

ピエドラ デル マル テラスガウダ リアスバイシャス 白 750ml ¥2,200

ペティト テラスガウダ ビエルソ 赤 750ml ¥2,100

ピタクム テラスガウダ ビエルソ 赤 750ml ¥3,400

セニョリオ ウエダ ブランコ フエンマヨール ルエダ 白 750ml ¥2,700

エヌ サンビー フエンマヨール リオハ 赤 750ml ¥3,200

サルドン キンタサルドニア カスティーリャ・イ・レオン 赤 750ml ¥3,600

レセルバ デ ラ ムシカ 　 ジャネヴェントラ ペネデス カバ/白 750ml ¥3,500

レセルバ デ ラ ムシカ ロゼ ジャネヴェントラ ペネデス カバ/ロゼ 750ml ¥3,500

他

No.10
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: 03-5914-3656　FAX: 03-5914-3658 　 　 　 　 　 　

http://www.prostyle-design.com

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　（瓶） プレミアムミックスグループ カルデス・デ・マラベーリャ ナチュラルミネラルウォーター/発泡 250ml/500ml/1L \361、\454、\731

ヴィッチーカタラン　トニックウォーター（瓶） プレミアムミックスグループ カタルーニャ トニックウォーター/発泡 250ml 未定

マラベーリャ（瓶） プレミアムミックスグループ カルデス・デ・マラベーリャ ナチュラルミネラルウォーター/発泡 330ml/750ml \389、\667

フォンドール（瓶・PET） プレミアムミックスグループ サン・イラリ・サカルム ナチュラルミネラルウォーター/無発泡 瓶500ml / PET500ml / 瓶1000ml \231、\139、\370

Dehesa de Navamarin アルドンザ・グルメ社 ラ・マンチャ 赤/フルボディ 750ml 未定

Seleccion アルドンザ・グルメ社 ラ・マンチャ 赤/フルボディ 750ml 未定

Clasico アルドンザ・グルメ社 ラ・マンチャ 赤/ミディアム 750ml 未定

Albo アルドンザ・グルメ社 ラ・マンチャ フルーティドライ/白、冷蔵 750ml 未定

オリーブオイル（瓶・缶） アルドンザ・グルメ社 ラ・マンチャ オリーブオイル 瓶250ml / 瓶500ml / 瓶750ml / 缶1L 未定

サフラン アルドンザ・グルメ社 ラ・マンチャ サフラン 1ｇ×12箱 未定

他

No.11
株式会社ディバース
〒106-0044　東京都港区東麻布1-15-8

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

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

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 オープン価格

チョリソ･イベリコ･べジョータ原木 カルディサン ギフエロ 腸詰/冷蔵 約1.0～1.5kg オープン価格

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 オープン価格

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 オープン価格

ヒヨコ豆 ベガス バネサナス レオン 豆/常温 1kg オープン価格

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 オープン価格

フィデウア ガジョ バルセロナ パスタ/常温 500g オープン価格

ピキージョ ナバリコ ナバーラ 野菜の加工品/常温 390g オープン価格

ローストグリル・アーティチョーク シナラ タラゴナ 野菜の加工品/常温 415g オープン価格

カスエラ ライムンド サンチェス マドリード 陶器 オープン価格

他



No.12
株式会社飯田
〒581-0085 　大阪府八尾市安中町1-1-29

TEL: 072-923-6244　FAX: 072-923-6892

http://www.iidawine.com/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アルモディ アルタビン　ビティクルトール テラアルタ 赤/ミディアム 750ml ¥2,200

イレルカボニア アルタビン　ビティクルトール テラアルタ 白/辛口 750ml ¥2,200

テンプス アルタビン　ビティクルトール テラアルタ 赤/フル 750ml ¥3,000

トッサルス　ジュニア グリフォイ　デクララ モンサン 赤/ミディアム 750ml ¥2,500

トッサルス グリフォイ　デクララ モンサン 赤/ミディアムフル 750ml ¥3,600

トッサルス　エクスプレシオンズ グリフォイ　デクララ モンサン 赤/フル 750ml ¥5,200

グラン　プレディカット グリフォイ　デクララ プリオラート 赤/フル 750ml ¥4,800

ララーマ ドミニオ　ド　ビベイ リベイラサクラ 赤/ミディアム 750ml ¥4,500

ラポーラ ドミニオ　ド　ビベイ リベイラサクラ 白/辛口 750ml ¥4,500

ラシーマ ドミニオ　ド　ビベイ リベイラサクラ 赤/ミディアムフル 750ml ¥9,000

他

No.13
メルシャン株式会社
〒164-0001　東京都中野区中野4-10-2　中野セントラルパークサウス

TEL: 03-6837-7142　FAX: 03-3228-2438

www.mercian.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

フィンカ・コンスタンシア　パルセラ23 フィンカ・コンスタンシア ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ 赤 750ml ¥2,150

フィンカ・コンスタンシア　パルセラ52 フィンカ・コンスタンシア ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ 白 750ml ¥2,150

ティオ・ペペ ゴンザレス・ビアス へレス シェリー 750ml ¥2,670

ボルサオ　トレス・ピコス ボテガス・ボルサオ カンポ・デ・ボルハ 赤 750ml ¥3,120

ボルサオ　セレクション　ティント ボテガス・ボルサオ カンポ・デ・ボルハ 赤 750ml ¥1,760

アナ・デ・コドーニュ コドーニュ カバ 泡 750ml ¥3,420

アナ・デ・コドーニュ・ロゼ コドーニュ カバ 泡/ロゼ 750ml ¥3,420

コドーニュ　クラシコ・セコ コドーニュ カバ 泡 750ml ¥1,750

コドーニュ バルセロナ 1872 コドーニュ カバ 泡 750ml ¥1,750

オルバージョ　アルバリーニョ ボデガス・ラ・ヴァル リアス・バイシャス 白 750ml ¥1,990

他

No.14
マルカイコーポレーション株式会社
〒550-0003　大阪府大阪市西区京町堀一丁目18-5

TEL: 06-6443-2071　FAX: 06-7638-1889

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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カヴァ　ムッサ・ブリュット・ナチューレ ヴァルフォルモッサ ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥1,680

ガレルナ・シャルドネ・オーガニック ボデガス･ラトゥエ ラ・マンチャ 白/辛口 750ml ¥1,300

オンダス・デル・アルマ　ゴデーリョ　 アデガス・パソ・ダス・タピアス モンテレイ 白/辛口 750ml ¥1,600

アルティガソ・シャルドネ・バレルセレクション ボデガス･パニザ アラゴン 白/辛口 750ml ¥2,100

コーラル・ドゥ・マール・アルバリーニョ ヴェイガ・ダ・プリンセッサ リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥2,400

ヴェガ・デル・カスティーリョ・ティント 　 ボデガス･ヴェガ･デル･カスティーリョ ナバーラ 赤/ミディアム 750ml ¥1,200

ガレルナ・カベルネ・ソーヴィニヨン・オーガニック ボデガス･ラトゥエ ラ・マンチャ 赤/ミディアム 750ml ¥1,300

ル・モールズ・ロブレ ボデガス・トッレ・ドゥ・エロ トロ 赤/フルボディ 750ml ¥1,800

アルティガソ　 ボデガス･パニザ アラゴン 赤/フルボディ 750ml ¥2,150

ラス・レタマス カンパーニャ・ガリップ・ラガジャル マドリード 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

他

No.15
 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/

商品名 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 ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥2,300

ジロ・スクエアード ジロ・リボット ペネデス 白/辛口 750ml ¥2,400

ビーニャ・ソルサル・ガルナッチャ・ロサード ビーニャ・ソルサル・ワインズ ナバーラ ロゼ/辛口 750ml ¥1,600

ビーニャ・ソルサル・ガルナッチャ 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 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 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

エル・インキリーノ エル・インキリーノ・ワインズ リオハ 赤/ミディアムフル 750ml ¥2,400

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

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.16
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 　 　 　 　 　　

wine@orchestra.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

サルバヘ・デ・モンカヨ プロジェクト・ガルナッチャ リベラ・デル・ケイレス 赤 750ml ¥2,200

オルビダーダ・デ・アラゴン プロジェクト・ガルナッチャ カラタユド 赤 750ml ¥3,000

ペラモル　ベルデホ ボデガス　コパボカ ルエダ 白 750ml ¥1,600

セレクシオン　ベトゥラ プリオル　デ　パンドン リベイロ 白 750ml ¥2,000

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

ベレシアルトゥア オスカー・ベレシアルトゥア バスク シードラ 750ml ¥1,500

レオノール　パロ・コルタード ゴンザレス・ビアス アンダルシア シェリー 750ml ¥4,000

ラ・コパ ゴンザレス・ビアス アンダルシア ベルモット 750ml ¥3,000

ロン・アニェホ・レセルバ・エスペシアル ロン・アレウーカス カナリア諸島 ラム 700ml ¥3,500

ロン・ミエル・アゲレ・ヴィンテージ サン・バルトロメ・デ・テヒナ カナリア諸島 ラムリキュール 700ml ¥3,300

他

No.17
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/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ヴェルデホ プエンテ・デ・ルス ラ・マンチャ 白/辛口 750ml ¥1,480

カベルネソーヴィニヨン プエンテ・デ・ルス ラ・マンチャ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,480

パニック・ボタン ボデガス・アントニオ・カンデラ イェクラ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,490

ドランクドック フォルトゥーナ・ワインズ カスティーリャ・イ・レオン 赤/フルボディ 750ml ¥1,580

フリキ・ワインズ ボデガス・クリン・ロハ カスティーリャ 赤/フルボディ 750ml ¥1,890

ラ・ドンセラ・シャルドネ ボデガス・ファミリア・コネサ ラ・マンチャ 白/辛口 750ml ¥1,980

ラ・ドンセラ テンプラニーリョ ボデガス・ファミリア・コネサ ラ・マンチャ 赤/フルボディ 750ml ¥1,980

フロール・デ・ヴェラーノ ボデガス・トマダ・デ・カストロ リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥2,100

マス・エンゲラ・セレクション・ブラン ボデガス・エンゲラ バレンシア 白/辛口 750ml ¥2,400

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

他

No.18
株式会社メルクマール
〒143-0011　東京都大田区大森本町1-2-20

TEL: 03-5767-5427　FAX: 03-5763-2435 　 　 　 　 　

http://merkmal-5j.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

「5J」ブランド　ハモン・イベリコ・ベジョータ　骨付き生ハム　（36ヶ月熟成） サンチェス　ロメロ　カルヴァハル アンダルシア州 冷蔵 7～9ｋｇ \15,000/ｋｇ

「5J」ブランド　ハモン・イベリコ・ベジョータ　手切りスライス70g　（24ヶ月以上熟成） サンチェス　ロメロ　カルヴァハル アンダルシア州 冷蔵 70ｇ ¥5,000

ベロヤーナ　エキストラ　バージン　オリーブオイル　500ml ベロヤーナ アンダルシア州 アルベキーナ種 500ml ¥2,300

フィノ・キンタ　（オズボーン・シェリー） オズボーン アンダルシア州 白/爽快辛口 750ml ¥3,100

コキネロ・フィノ・アモンティリャード　（オズボーン・シェリー） オズボーン アンダルシア州 白/穏やか辛口 750ml ¥3,200

バイレン・ドライ・オロロソ　（オズボーン・シェリー） オズボーン アンダルシア州 白/重め辛口 750ml ¥3,500

10RF　テン・アール・エフ・ミディアム　（オズボーン・シェリー） オズボーン アンダルシア州 白/中甘口 750ml ¥3,200

サンタ・マリア・クリーム　（オズボーン・シェリー） オズボーン アンダルシア州 白/癒し系甘口 750ml ¥3,200

ペドロ・ヒメネス・1827　（オズボーン・シェリー） 　 　 オズボーン アンダルシア州 白/極甘口 750ml ¥3,600

他

No.19
株式会社いろはわいん
〒106-0045　東京都港区麻布十番3-3-10  3階

TEL: 03-6459-4715　FAX: 03-6459-4716 　 　 　 　 　　

www.irohawine.jp

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 チャコリ・デ・ゲタリア 微発泡/白/辛口 750ml ¥2,800

アラバコ・チャコリーナ・マルコア アストビサ チャコリ・デ・アラバ 白/辛口 750ml ¥4,300

ビバンコ・クリアンサ ビバンコ リオハ 赤/ミディアム 750ml ¥2,700

ブルット・セレクシオン ベリャ・コンチ カバ 泡/白/辛口 750ml ¥2,600

ブルット ダーマ カバ 泡/白/辛口 750ml ¥1,800

ドラド デ・アルベルト ルエダ 酒精強化ワイン 500ml ¥4,000

デ・アルベルト・ベルデホ・エコロジコ デ・アルベルト ルエダ 白/辛口 750ml ¥3,000

アンティクワ オベルゴ ソモンターノ 赤/ミディアム 750ml ¥5,000

他



No.20
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: 03-3940-4010 　 　 　 　 　

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

エル・ペスカイート　アズール ビセンテ・ガンディア バレンシア 白/やや甘口 750ml ¥1,200

エル・ペスカイート　ブランコ ビセンテ・ガンディア バレンシア 白/やや甘口 750ml ¥1,200

ウバ・ピラータ ビセンテ・ガンディア バレンシア 赤/フルボディ 750ml ¥1,800

オストラス・ペドリン ビセンテ・ガンディア バレンシア 白/辛口 750ml ¥1,600

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

コンウンパール　レッド ビセンテ・ガンディア バレンシア 赤/フルボディ 750ml ¥1,480

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

レッコ　ローブレ リサルテ リベラ・デル・ドウエロ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,100

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

リサルテ　クリアンサ リサルテ リベラ・デル・ドウエロ 赤/フルボディ 750ml ¥3,600

他

No.21
T.G.A.
〒540-0039　大阪府大阪市中央区東高麗橋1-6　清水不動産ビル201

TEL: 06-6920-6950　FAX: 06-6920-6951

www.tgafoods.com [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

パチャラン・エチェコ ラ・ナバラ ナバラ リキュール 1000ml ¥4,100

ポンチェ・カバジェロ ルイス・カバジェロ カディス リキュール 700ml ¥2,860

フィノ・パボン ルイス・カバジェロ へレス 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 へレス シェリー 750ml ¥2,000

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

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 ¥3,385

アルバダ・ティント ヴィルヘン・デ・ラ・シエラ カラタユッド 赤 750ml ¥1,930

アルバダ・ブランコ ヴィルヘン・デ・ラ・シエラ カラタユッド 白 750ml ¥1,930

コト・デ・アヤス・ミステラ ボデガス・アラゴネッサス カンポ・デ・ボルハ 赤/甘口 500ml ¥2,750

コト・デ・アヤス・モスカテル ボデガス・アラゴネッサス カンポ・デ・ボルハ 白/甘口 500ml ¥2,750

他



 

6 月 11 日(月) 札幌会場 [JR タワーホテル日航札幌] 出展ブース位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 三菱食品（株） 12 (株)飯田 

2 （株）グルメミートワールド 13 メルシャン(株) 

3 （株）エヌプランニング 14 マルカイコーポレーション(株) 

4 （株）正光社 15 i-WINE HAPPINESS (株) 

5 （株）仙石 16  (有)オーケストラ 

6 イベリア貿易（株） 17 アズマコーポレーション 

7 （株）パラジャパン 18 (株)メルクマール 

8 (有)アルコトレード・トラスト 19 (株)いろはわいん 

9 AITANA(株) 20 小林桂(株) 

10 プロスタイルデザイン(株) 21 T.G.A. 

11 (株)ディバース ※会場レイアウトは変更となる場合があります。 

36F 「たいよう」 
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