
※ブース番号順

No.1
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/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ビューティフル　ブリュット・ナトゥール イサック・フェルナンデス レケーナ 泡/白 750ml ¥1,900

シャンプラダ プラダ・ア・トペ ビエルソ 泡/白 750ml ¥2,800

VA ブランコ アルヒベス ラ・マンチャ 白 750ml ¥1,850

オスタトゥ ブランコ オスタトゥ リオハ・アラベサ 白 750ml ¥1,800

バロイロ ブランコ ルスディビナ・アミーゴ ビエルソ 白 750ml ¥2,500

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 ¥3,800

オスタトゥ ティント オスタトゥ リオハ・アラベサ 赤 750ml ¥1,800

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

パラシオ・デ・カネド レセルバ プラダ・ア・トペ ビエルソ 赤 750ml ¥3,600

ラデラス・デ・オスタトゥ オスタトゥ リオハ・アラベサ 赤 750ml ¥5,500

他

No.2
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 メットライフ新横浜ビル7F

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

https://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・カサノバ カバ 泡 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 750ml ¥1,900

マシア・ブランコ セジェールス・ウニオ カタルーニャ 白 750ml ¥1,390

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 750ml ¥1,750

マラビーダ・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 750ml ¥1,750

チック アグスティ・トレーリョ ペネデス 白 750ml ¥1,900

マシア・ティント セジェールス・ウニオ カタルーニャ 赤 750ml ¥1,390

マラビーダ ボデーガス・アントニオ・アラーエス バレンシア 赤 750ml ¥1,750

ビビドール ボデーガス・アントニオ・アラーエス ウティエル・レケーナ 赤 750ml ¥1,800

ラガーレス ボデーガス・アントニオ・アラーエス バレンシア 赤 750ml ¥3,200

他

No.3
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

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・骨盤なし カンポドゥルセ エクストレマドゥーラ 生ハム/骨盤なし 約8kg オープン価格

ハモンセラーノエンブラ・骨盤なし カンポドゥルセ エクストレマドゥーラ 生ハム/骨盤なし 約8kg オープン価格

パレタ・イベリカ・コシーダ（セミデボーン） マフレサ エクストレマドゥーラ 加熱ハム/セミデボーンタイプ 約5.5～6kg オープン価格

イベリコベジョータ・ハンドカット ブラスケス サラマンカ 生ハムスライス 25g オープン価格

イベリコベジョータ (チョリソ･サルシチョン) ブラスケス サラマンカ サラミ 約500g オープン価格

ミニ　イベリコ　ブロック マフレサ エクストレマドゥーラ 生ハム/ブロック 800g オープン価格

ミニ　セラーノ　ブロック マフレサ エクストレマドゥーラ 生ハム/ブロック 800g オープン価格

カニャーダ（ティント・ブランコ） ナヴァロロペス ラマンチャ ボックスワイン(赤/白） 3L オープン価格

他

「スペインワイン＆フード商談会　2019」
5月20日（月）　ホテルニューオータニ東京　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。

　　　　　　　　 　 ※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

https://www.rakuten.co.jp/spainwine-libertas/

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 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/やや甘口 750ml ¥1,580

ポルティコ ダ リア アルバリーニョ ボデガス レクトラル ド ウミア リアス バイシャス 白/辛口 750ml ¥2,580

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

オトニャル ブランコ ボデガス オラーラ リオハ 白/辛口 750ml ¥1,630

モンテネグロ レゼルバ ボデガス フェリクス サンス リベラ デル ドゥエロ 赤/フル 750ml ¥3,880

モンテネグロ バリカ 2014 ボデガス フェリクス サンス リベラ デル ドゥエロ 赤/ミディアム 750ml ¥2,800

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/ミディアムフル 750ml ¥1,630

マルケス デ ベルガラ クリアンサ ボデガス ソラｰル デ アヤラ リオハ 赤/ミディアム 750ml ¥2,380

マルケス デ ベルガラ テンプラニーリョ ボデガス ソラｰル デ アヤラ リオハ 赤/ミディアム 750ml ¥1,880

他

No.5
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  FAX:-

https://vinoalpuente.wixsite.com/alpuente

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・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

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 微発泡/白 750ml ¥2,000

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 ¥2,000

ラタフィア・マイアンス・ベル ビンス・グラウ カタルーニャ リキュール 500ml ¥3,000

コレット カル・ベッソ モンサン 白 750ml ¥2,550

ロ・シレレル カル・ベッソ モンサン 赤 750ml ¥2,550

ブリュット・ナトゥレ・レセルバ ウリベ・バッリョリ カバ 泡/白 750ml ¥2,600

セミ・セコ・レセルバ ウリベ・バッリョリ カバ 泡/白 750ml ¥2,500

ブリュット・ナトゥレ・グラン・レセルバ ウリベ・バッリョリ カバ 泡/白 750ml ¥3,900

ロサット・ブリュット ウリベ・バッリョリ カバ 泡/ロゼ 750ml ¥2,700

他

No.6
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

http://www.reservaiberica.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

グラン レセルバ ベジョータ レセルバ　イベリカ ハブゴ エンテロ 不定貫 オープン価格

レセルバ　イベリコ　ハモン 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

レセルバ　イベリコ　パレタ 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　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

プレサ　イベリカ　ベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ エンテロ 不定貫 オープン価格

ロモ　イベリコ　ベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ エンテロ 不定貫 オープン価格

チョリソイベリコ ベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ エンテロ 不定貫 オープン価格

サルチチョンイベリコベジョータ レセルバ　イベリカ ギフエロ エンテロ 不定貫 オープン価格

ピコス　ルスティコス レセルバ　イベリカ 140g オープン価格

モリノ　コンデサ オ　メド グラナダ エキストラバージン 1L オープン価格

他

No.7
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/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

バルデュボン　ロブレ　 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

バルデュボン　クリアンサ バルデュボン リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 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

モランダ　 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

タペーニャ　ベルデホ フレシネ カスティーリャ 白/やや辛口 750ml オープン価格

他



No.8
AITANA株式会社
〒651-0092　兵庫県神戸市中央区生田町2-6-13　1F

TEL:078-251-1600  FAX:078-251-1610

-

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

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

サルドン テラスガウダ 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

フリザンテ ヴィノスサンズ ルエダ 白 750ml ¥2,500

ラ キャピタル ホベン ヴィノスサンズ ビノス･デ･マドリード 赤 750ml ¥2,500

ラ キャピタル ロブレ ヴィノスサンズ ビノス･デ･マドリード 赤 750ml ¥2,800

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

他

No.9
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

-

商品名 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ベジョータ カンポフリオ　セレクシオン スペイン 冷蔵 約9.0kg \8,300/kg

骨付きハモンイベリコセボ カンポフリオ スペイン 冷蔵 約8.0kg \4,300/kg

骨付きハモンセラーノボデガ カンポフリオ スペイン 冷蔵 約7.5kg \2,300/kg

ハモンセラーノマトネラ カンポフリオ スペイン 冷蔵 約4.5kg \2,300/kg

イベリコセボスライスパック カンポフリオ スペイン 冷蔵 45g*20P \7,000/20P

ハモンセラーノスライスパック カンポフリオ スペイン 冷蔵 45g*20P \3,500/20P

イベリコベジョータチョリソー(解凍品） トレオン スペイン 冷蔵 約0.7kg \3,500/kg

イベリコベジョータサルティチョン(解凍品） トレオン スペイン 冷蔵 約0.7kg \3,500/kg

他

No.10
株式会社　パナバック
〒560-0082　大阪府豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル6Ｆ

TEL:06-6836-0123  FAX:06-6836-0124

https://www.panavac.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ガインツァ　チャコリ　クラシコ ガインツァ　 ゲタリア 微発泡/白 750ml ¥2,400

ヴィア　エデターナ　ブラン　　 エデタリア　 カタルニア　 白 750ml ¥3,000

ヴィア　エデターナ　ネグレ　 エデタリア カタルニア 　赤　 750ml ¥3,000

エデタリア　セレクシオ　ブラン　 エデタリア カタルニア 白 750ml ¥4,800

エデタリア　セレクシオ　ネグレ　 エデタリア カタルニア 赤 750ml ¥4,800

アジェンデ・ブランコ　　 フィンカ・アジェンデ　　 リオハ　 白 750ml ¥4,900

アジェンデ・ティント　 フィンカ・アジェンデ　 リオハ 赤 750ml ¥4,900

マルティレス　 フィンカ・アジェンデ　 リオハ 白 750ml ¥28,000

カルヴァリオ　　 フィンカ・アジェンデ　 リオハ 赤 750ml ¥24,000

ラハス・フィンカ・ペニスカル パゴス・アルトス・デ・アセレー　 カラタユ　 赤 750ml ¥4,480

他

No.11
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/

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 微発泡白/辛口 750ml ¥2,800

ポン・デ・フェロ・ブルット セジェル・デ・ラルボス カバ 発泡白/辛口 750ml ¥1,900

セニョリオ・デ・フエンテアラモ・マカベオ ボデガス・サン・ディオニシオ フミージャ 白/辛口 750ml ¥1,300

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/辛口 750ml ¥1,400

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/辛口 750ml ¥2,100

セニョリオ・デ・フエンテアラモ・モナストレル ボデガス・サン・ディオニシオ フミージャ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,300

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/ミディアムボディ 750ml ¥2,100

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/ミディアムボディ 750ml ¥2,200

ラ・コスターナ・クリアンサ ボデガス・ゴルドンセージョ ティエラ・デ・レオン 赤/フルボディ 750ml ¥2,500

オプタ ボデガス・ウリベス・マデロ パゴ・カルサディーリャ 赤/フルボディ 750ml ¥3,400

他



No.12
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

www.ats-co-ltd.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アンチョビ アンコマール カンタブリア 缶 50g/85g オープン価格

マンゴージャム・マンゴーリキュール サボアマンゴー マラガ 瓶 260g/40g/700ml オープン価格

アーモンド ＦＤＳ アンダルシア 瓶 3kg/100g オープン価格

シェリービネガー・ソース エルマフエロ アンダルシア 瓶 250ml オープン価格

トゥロン アレマニー カタルーニャ 箱 40g オープン価格

ガルム エルマフエロ アンダルシア 瓶 100ml オープン価格

ソルト ＦＤＳ　デストレンク マヨルカ 瓶 150g オープン価格

缶詰（オイルサーディン・アンキモ・ウニ） ポルトムイニョス　ベンガルコ　ラモン ガリシア 缶 120g オープン価格

ホットチョコレート オルノサンホセ サンタンデール 紙箱 30g/500g オープン価格

ブイヨン（フィッシュ＆シュリンプ） カルノート ブルゴス 紙箱 5g オープン価格

他

No.13
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:03-5937-0577  FAX:03-5937-0547

https://grau.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ペティト カウス ネグレ コリータ カン ラフォルス デル カウス ペネデス 赤 750ml ¥1,500

ペティト カウス ブラン カン ラフォルス デル カウス ペネデス 白 750ml ¥1,500

グラン カウス ロサート メルロー カン ラフォルス デル カウス ペネデス ロゼ 750ml ¥4,200

ホワイト テラプリマ カン ラフォルス デル カウス ペネデス 白 750ml ¥1,900

レッド テラプリマ カン ラフォルス デル カウス ペネデス 赤 750ml ¥1,900

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

アルベット イ ノヤ エフェクト ブリュット アルベ イ ノヤ ペネデス カバ/泡 750ml ¥3,900

ペティト アルベ ネグレ アルベ イ ノヤ ペネデス 赤 750ml ¥3,400

ペティト アルベ ブラン アルベ イ ノヤ ペネデス 白 750ml ¥3,000

アルベ イ ノヤ リグラム ブラン アルベ イ ノヤ ペネデス 白 750ml ¥4,200

他

No.14
株式会社グルメミートワールド
〒321-1274　栃木県日光市土沢2002-2

TEL:0288-32-2939   FAX:0288-32-2919

http://www.gourmet-world.co.jp/shopping

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ハモン・イベリコ・デ・セボ・デ・カンポ カサルバ ブルゴス 常温 約10.4kg 約¥86,944

ハモンセラーノ16ヶ月熟成トレベレス産 ハモネス・デ・フビレス トレベレス 常温 約7.9kg 約¥28,045

フエ（イベリコ豚入り） カサルバ ブルゴス 冷凍/冷蔵 約330g 約¥2,240

モルシージャ・ベラ（血入りサラミ） カサルバ ブルゴス 冷凍/冷蔵 約330g 約¥2,240

金賞受賞羊乳チーズ　3ヶ月熟成 ケソス・シエラ・デ・アルバラシン アルバラシン 冷凍/冷蔵 約250g 約¥1,650

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

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 ¥3,400

アルボカ ボデガス・ビリアトゥス トロ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,000

ビリアトゥス・ロサード ボデガス・ビリアトゥス カスティーリャ・イ・レオン ロゼ/ミディアムボディ 750ml ¥2,000

ビリアトゥス・ブランコ ボデガス・ビリアトゥス カスティーリャ・イ・レオン 白/辛口 750ml ¥2,000

他

No.15
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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

メモリア・ブルット・ナトゥーレ・グラン・レセルバ デスクレグット カバ スパークリング 750ml ¥3,600

ブリサ・デル・コステル セラー・マス・フォラスター コンカ・デ・バルべラ アンバー 750ml ¥3,200

パンムポル カン・レアンドロ バレンシア 白 750ml ¥2,300

クロ・コル・ビ・ヴィオニエ クロ・コル・ビ バレンシア 白 750ml ¥2,300

クロ・コル・ビ・リースリング クロ・コル・ビ バレンシア 白 750ml ¥2,600

クロ・コル・ビ・シメラ クロ・コル・ビ バレンシア 白 750ml ¥3,700

シラー・エル・タニーノ ボデガス・エル・タニーノ V.T. カステーリャ - ラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,800

ボー・ボノーム・オーガニック レ・ヴァン・ボノーム フミ―リャ 赤 750ml ¥1,800

パンチュ カン・レアンドロ バレンシア 赤 750ml ¥2,500

ホアキン・レボジェド・ティント・バリカ ホアキン・レボジェド バルデオラス 赤 750ml ¥2,800

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:03-3767-9573  FAX:03-3683-8811

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

商品名 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 ¥1,500

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 ¥1,500

セグラヴューダス　ブルート　オーガニック セグラヴューダス カバ 泡/白/辛口 750ml ¥2,000

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　マス　デ　アラニョ　レゼルバ セグラヴューダス ペネデス 赤/ミディアムボディ 750ml ¥3,300

セグラヴューダス　クリュ　デ　ラヴィット セグラヴューダス ペネデス 白/辛口 750ml ¥2,750

パニッツァ　カリニェナ パニッツァ カリニェナ 赤/ミディアムボディ 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.17
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

-

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ヴィジャ・デ・アドノス・ボバル・ティント グルーポ・コビーニャス バレンシア 赤/ボバル100％ 750ml ¥1,800

ボバル・デ・エステナス ベラ・デ・エステナス バレンシア 赤/ボバル100％ 750ml ¥3,200

タルダナ・デ・エステナス・ブランコ ベラ・デ・エステナス バレンシア 白/タルダナ100% 750ml ¥3,200

アルハンブラ・エスペシャル　 セルベサス・アルハンブラ アンダルシア プレミアムラガー 330ml オープン価格

アルハンブラ・レセルバ・ロハ (赤ビール） セルベサス・アルハンブラ アンダルシア エクストララガー 330ml オープン価格

ジンベリーズ べべランド ジン 700ml ¥2,000

ヴェルモット・ブランコ ペトロニ ヴェルモット 1000ml オープン価格

マンテル・ブランコ・ヴェルデホ アルバレス・イ・ディエス ルエダ 白/辛口 750ml ¥2,000

ロス　コンデス　ブランコ　 ボデガス･ロケタ カタルーニャ 白/マカベオ、シャルドネ 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/テンプラニーリョ 750ml ¥1,200

他

No.18
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

http://www.evawine.jp/html/company.html

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

フィンカ・エル・カリール・ブランコ２０１７ ボデガ・イニエスタ カスティーリャ・イ・ラ・マンチャ 白/辛口 750ml ¥2,000

フィンカ・エル・カリール・ティント　２０１５　 ボデガ・イニエスタ カスティーリャ・イ・ラ・マンチャ赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,200

ボデガ・イニエスタ・コラソン・スプマンテ ボデガ・イニエスタ カスティーリャ・イ・ラ・マンチャ 白/辛口 750ml ¥2,800

ボデガ・イニエスタ・コラソン・スプマンテ・ロサード ボデガ・イニエスタ カスティーリャ・イ・ラ・マンチャ ロゼ/辛口 750ml ¥2,800

パイπブランコ ボデガス・ランガ アラゴン 白/辛口 750ml ¥2,700

パイπ２０１５ ボデガス・ランガ アラゴン 赤/ミディアムフルボディ 750ml ¥3,000

パゴ・デ・タルシス・エシカス・カバ・ブリュット　 パゴ・デ・タルシス バレンシア 白/辛口 750ml ¥1,800

マス・ロド・モントネガ　２０１６ マス・ロド カタルーニャ 白/辛口 750ml ¥2,700

ラ・エンフェルメラ・トロ　２０１５ アシエンダ・テラ・ドゥーロ カスティーリャ・イ・レオン 赤/ミディアムフルボディ 750ml ¥2,100

コカ・イ・フィト・ネグレ　２０１２ コカ・イ・フィト カタルーニャ 赤/フルボディ 750ml ¥5,700

他

No.19
株式会社千商
〒135-0064　東京都江東区青海4-6-11

TEL:03-6426-0418   FAX:03-6426-0419

-

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

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

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

プラドレイ　ブランコ　ベルデホ プラドレイ ルエダ 白 750ml オープン価格

フロール　ド　ベタス　ベルデホ ベタス ルエダ 白 750ml ¥2,200

フロール　ド　ベタス　 ベタス トロ 赤 750ml ¥2,500

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

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

ドライ　オロロソ バルバディージョ サンルーカル シェリー 750ml ¥2,000

ブランデー　ソレラB&B　バルバディージョ バルバディージョ アンダルシア ブランデー 700ml オープン価格

他



No.20
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

http://www.sapporobeer.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ドゥーシェシュバリエ　ブリュ コドーニュ  カバ 泡 750ml ¥1,300

ドゥーシェシュバリエ　ロゼ コドーニュ  カバ 泡 750ml ¥1,300

グランバック コドーニュ  カバ 泡 750ml ¥2,200

オーガニック　ブランコ マルケス・デ・リスカル  ルエダ 白 750ml ¥1,500

プロキシモ マルケス・デ・リスカル  リオハ 赤 750ml ¥1,080

マルケス・デ・アリエンソ マルケス・デ・リスカル  リオハ 赤 750ml ¥1,500

ティント・レセルバ マルケス・デ・リスカル  リオハ 赤 750ml ¥2,500

レガリス・クリアンサ コドーニュ  リベラ・デル・デュエロ 赤 750ml ¥3,300

レガリス・レセルバ コドーニュ  リベラ・デル・デュエロ 赤 750ml ¥4,700

他

No.21
プロスタイルデザイン株式会社 PSDインターナショナル事業部
〒107-0062　東京都港区南青山 7-10-7

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

http://www.prostyle-design.com/international/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アルドンザ　ナバマリン イェステート アルドンザ・グルメ社 ラ・マンチャ 赤/フルボディ 750ml ¥6,200

アルドンザ　セレクション アルドンザ・グルメ社 ラ・マンチャ 赤/フルボディ 750ml ¥4,400

アルドンザ　クラシコ アルドンザ・グルメ社 ラ・マンチャ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥3,200

アルドンザ　アルボ アルドンザ・グルメ社 ラ・マンチャ 白/フルーティドライ/冷蔵 750ml ¥2,800

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/缶5L \1,800/\3,000/\4,000/\5,000/\20,000

サフラン アルドンザ・グルメ社 ラ・マンチャ サフラン 1g ¥2,000

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 発泡/ナチュラルミネラルウォーター 250ml/500ml/1L \361/\454/\731

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 発泡/ナチュラルミネラルウォーター 330ml/750ml \389/\667

フォンドール（瓶） プレミアムミックスグループ サン・イラリ・サカルム 無発泡/ナチュラルミネラルウォーター 500ml/1L \231/\370

フォンドール（PET） プレミアムミックスグループ サン・イラリ・サカルム 無発泡/ナチュラルミネラルウォーター 500ml/1L ¥139

他

No.22
ジョイタパス
〒364-0014　埼玉県北本市二ツ家1-374 マリオン北本118

TEL:090-1690-9181   FAX:048-610-8764

http://joytapas.asia/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カバ（レゼルバ） ジョセップ・マリア・フェレット ペネデス ブリュットナチュレ 750ml オープン価格

白ワイン（チャレロ）　 ジョセップ・マリア・フェレット ペネデス 白 750ml オープン価格

ハモンイベリコ カストロゴンザレス ギフエロ ベジョータ 8～9kg オープン価格

他

No.23
三国ワイン株式会社
〒104-0033　東京都中央区新川1-17-18 ８F 

TEL:03-5542-3941   FAX:03-5774-8289

https://www.mikuniwine.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

RG カバ コーラル・ロゼ ブリュット ロジャーグラード ペネデス 泡/ロゼ 750ml ¥2,100

RG カバ EXブリュット ブラックラベル ロジャーグラード ペネデス 泡/白 750ml ¥2,100

RG カバ GR ジョセップ・ヴァイス ロジャーグラード ペネデス 泡/白 750ml ¥2,800

クネ　モノポール クネ リオハ・アルタ 白/辛口 750ml ¥1,400

パゴス・デ・ガリア ゴデーリョ パゴス・デ・ガリア バルデオラス 白/辛口 750ml ¥2,500

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 ¥1,400

ビーニャ・レアル クリアンサ ビーニャ・レアル リオハ・アラベサ 赤/フルボディ 750ml ¥2,200

ベラ　ロブレ ベラ リベラ・デル・デュエロ 赤/フルボディ 750ml ¥2,400

パゴス・デ・ガリア メンシア パゴス・デ・ガリア バルデオラス 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

他



No.24
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:03-6573-6070

https://www.sukoruniwine.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

マッサナ・ノヤ　カバ　ファミリア　ブルット・ナトゥレ エウダルド・マッサナ・ノヤ カバ（カタルーニャ） 泡/白 750ml ¥2,600

マッサナ・ノヤ　カバ　ファミリア　ロサード　ブルット エウダルド・マッサナ・ノヤ カバ（カタルーニャ） 泡/ロゼ 750ml ¥2,600

シルセンス ボデガス・クアトロ・ラヤス ルエダ 白 750ml ¥1,600

ラス・エルマーナス　ブランコ ボデガス・ルソン フミージャ 白 750ml ¥1,800

ゴティム　ブラン カステル・デル・レメイ コステルス・デル・セグレ 白 750ml ¥2,300

ビニャ・プエブラ　フェルメンタード・エン・バリッカ ボデガス・トリビオ リベラ・デル・グアディアナ   白 750ml ¥2,600

ラス・エルマーナス　モナストレル-シラー ボデガス・ルソン フミージャ 赤 750ml ¥2,000

パゴ・デ・カラオベハス パゴ・デ・カラオベハス リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥7,200

オーダ　ティント カステル・デル・レメイ コステルス・デル・セグレ 赤 750ml ¥3,800

エンブルシュ・デ・バイ・リャック セジェル・バイ・リャック プリオラート 赤 750ml ¥5,000

他

No.25
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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アンチョビフィレ ナサリ バルセロナ 冷蔵/プラスティック容器　 100g/420g/850g オープン価格

ボケロネス（小イワシのマリネ） ナサリ バルセロナ プレーン　 70g/140g/380g/570g オープン価格

ボケロネス（小イワシのマリネ） ナサリ バルセロナ ガーリック風味 70g/140g/285g オープン価格

カラスミ（ボラ） サラゾネス　ディエゴ ムルシア 冷蔵/真空パック 120g オープン価格

モハマ（マグロの塩漬け） サラゾネス　ディエゴ ムルシア 冷蔵/真空パック 175g オープン価格

モハマ（マグロの塩漬け） リカルド ムルシア 冷蔵/真空パック 200g オープン価格

アンチョビフィレ コルパ サンセバスティアン 冷蔵/プラスティック容器 70g オープン価格

ボケロネス（小イワシのマリネ） コルパ サンセバスティアン 冷蔵/プラスティック容器 110g/950g オープン価格

他

No.26
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

https://www.misvan.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カバオーセンティックレセルバ ドミニオ　デラ　ベガ ウティエル・レケーナ 泡 750ml ¥2,980

カバレセルバスペシャル ドミニオ　デラ　ベガ ウティエル・レケーナ 泡 750ml ¥4,200

ヴィーニャプエブラ　ベルデホ ボデーガス トリビオ リベラ・デル・グアディアーナ 白 750ml ¥2,300

ヴィーニャドカンポ ボデーガス ドカンポ リベイロ 白 750ml ¥2,400

ゴデジョ ボデーガス ドカンポ リベイロ 白 750ml ¥2,350

インスピシオンテンプラニージョブランコ ボデーガス バルデマール リオハ 白 750ml ¥3,200

パラヘトルネル ドミニオ　デラ　ベガ ウティエル・レケーナ 赤 750ml ¥2,500

メンシア ボデーガス　ドカンポ リベイロ 赤 750ml ¥2,500

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・グアディアーナ 赤 750ml ¥2,900

ブロンセ セニョーリオ　ネバダ グラナダ 赤 750ml ¥3,400

他

No.27
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/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

マーレ・グランレセルバ ジロ・リボ ペネデス 泡 750ml ¥2,800

テノイラ・ゴデーリョ テノイラ・ガヨソ ビエルソ 白 750ml ¥2,500

テノイラ・メンシア テノイラ・ガヨソ ビエルソ 赤 750ml ¥1,800

ガヨソ・メンシア テノイラ・ガヨソ ビエルソ 赤 750ml ¥2,500

セレスティーナ・クリアンサ アタラヤス・デ・ゴルバン リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥3,000

セレスティーナ・ベンディミアセレクシオナーダ アタラヤス・デ・ゴルバン リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥4,000

セレクシオン・エスペシアル アバディア・レトゥエルタ カスティーリャ・イ・レオン 赤 750ml ¥4,800

オバロ・ロサード ボデガス・オバロ リオハ ロゼ 750ml ¥2,200

ナイア ボデガス・ナイア ルエダ 白 750ml ¥2,500

ノラ ボデガ・ビニャ・ノラ リアス・バイシャス 白 750ml ¥2,800

他



No.28
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

シードラ,エル・ガイテロ ヴァリエ、バリーナ＆フェルナンデス ビリャビシオサ リンゴ酒 750ml オープン価格

カサ・デラ・ヴェガ アヴェリーノ・ヴェガス ルエダ 白ワイン 750ml ¥1,000

カンタブーロ・ロブレ サット・サン・パブロ リベラ・デル・デュエロ 赤（オーガニック） 750ml ¥1,120

エリアス・モーラ エリアス・モーラ トロ 赤（オーガニック） 750ml ¥1,680

エストーラ ボデガス・アユーソ ラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,050

スタフドオリーブ、アンチョビ入り アグロセヴィーリャ セヴィーリャ 常温 350g ¥240

真ダコ・スライス モイシーフード カディス 冷凍 1.5kg ¥4,250

エクストラバージン・オイル フランシスコ・ホセ・サンチェス コルドバ 常温 2L ¥1,840

パプリカ・パウダー ホセ・マリア・ ヘルナンデス ムルシア ドゥルセ（スイート） 370g ¥1,330

ハモン・イベリコ ラ・プルデンシア セゴビア レセボ 9kg \4,700/kg

他

No.29
マルカイコーポレーション株式会社　ワイン課
〒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/

商品名 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 ¥1,750

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・ロゼ ボデガス･ヴェガ･デル･カスティーリョ ナバーラ ロゼ/辛口 750ml ¥1,450

ガレルナ・カベルネ・ソーヴィニヨン・オーガニック ドミニオ・デ・プンクトン ラ・マンチャ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,300

オンダス・デル・アルマ　メンシア アデガス・パソ・ダス・タピアス モンテレイ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,600

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

ボセート・デ・エクソプト　リオハ ボデガス・エクソプト リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥2,250

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.30&31
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

商品名 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 750ml ¥3,000

アラバコ・チャコリーナ・アストビサ・ロゼ アストビサ チャコリ・デ・アラバ ロゼ 750ml ¥3,500

チャコリ・ブランコ ゴルカ・イサギレ チャコリ・デ・ビスカイア 白 750ml ¥3,300

ビスカイコ・チャコリーナ・イチャスメンディ・ヌメロ・シエテ イチャスメンディ チャコリ・デ・ビスカイア 白 750ml ¥4,000

セレクシオン・プリバーダ ドミニオ・デ・ベルサル リオハ・アラベサ 赤 750ml ¥7,000

クリアンサ ラル・デ・パウラ リオハ・アラベサ 赤 750ml ¥3,500

コレクシオン カスティーリョ・デ・エネリス ナバラ 赤 750ml ¥3,600

ブルット ダーマ ペネデス 発泡/白 750ml ¥1,800

ブルット・セレクシオン ビリャ・コンチ ペネデス 発泡/白 750ml ¥2,600

デ・アルベルト・ドラド デ・アルベルト ルエダ 酒精強化 500ml ¥3,000

他

No.32
ディオニー株式会社
〒612-8311　京都府伏見区奈良屋町408-1

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

www.diony.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ラブルネット ブランカ フリサッチ カタルーニャ 白/辛口 750ml ¥2,000

ピカラナ ボディガ・マラニョネス マドリッド 白/辛口 750ml ¥2,800

ラヴェントゥーラ ヴィウラ マクロバート＆カナルス リオハ 白/辛口 750ml ¥2,800

メルセナリオ ブランコ アウガレヴァーダ ガリシア 白/辛口 750ml ¥3,000

ジュキティバ オリヴィエ・リヴィエール リオハ 白/辛口 750ml ¥3,900

メンシア ティント ファゼンダ・プラディオ ガリシア 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,500

ラナヴェ ティント マクロバート＆カナルス リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,400

ライヨス ウヴァ オリヴィエ・リヴィエール リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,500

トレンタミル マラヴェディエス ボディガ・マラニョネス マドリッド 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,600

ガバチョ オリヴィエ・リヴィエール リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥3,200

他



No.33
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/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

マリア　アンドゥレア ボデガ　エドゥアルド　ペーニャ リベイロ 白/辛口 750ml ¥2,400

エドゥアルド　ペーニャ ボデガ　エドゥアルド　ペーニャ リベイロ 白/辛口 750ml ¥2,800

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

ミマオ ボデガ　イヌリエータ ナバラ 赤/フルボディ 750ml ¥2,300

パルデバジェス　ティント　プリエト　ピクード パルデバジェス ティエラ・デ・レオン 赤/フルボディ 750ml ¥1,800

ガモナル パルデバジェス ティエラ・デ・レオン 赤/フルボディ 750ml ¥2,500

ラヤ ボデガス　アタラヤ アルマンサ 赤/フルボディ 750ml ¥1,500

ラ　アタラヤ　デル　カミーノ ボデガス　アタラヤ アルマンサ 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

エントゥレスエロ　テンプラニーリョ ボデガス　トリデンテ カスティーリャ・イ・レオン 赤/フルボディ 750ml ¥2,000

トリデンテ　テンプラニーリョ ボデガス　トリデンテ カスティーリャ・イ・レオン 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

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

https://arcos-jp.net

商品名 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　 ボデガス・フェリクス・マサナ カバ 泡/極辛口 750ml ¥3,500

ボスケラ・ブランコ オーガニック ボデガス・アンドレス・モラテ マドリード 白/辛口 750ml ¥2,500

テンプラニヨ・ブランコ オーガニック ビニャ・イハルバ リオハ 白/辛口 750ml ¥3,500

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

シオン 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

シッタ・ラランチャ(オレンジワイン） 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 ¥4,600

ベルマドール ティント　オーガニック ラ・ボデガ・デ・ピノソ アリカンテ 赤/ライトボディ 750ml ¥2,000

ベルマドール・バリカ　オーガニック ラ・ボデガ・デ・ピノソ アリカンテ 赤/ライト～ミディアム 750ml ¥2,600

モヤ・ホーベン　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/ライト～ミディアム 750ml ¥3,200

グラシアノ　オーガニック フィンカ・ロス・アリハレス カスティヤ 赤/ミディアム～フル 750ml ¥3,400

他

No.35
Romea Wines株式会社
〒112-0001　東京都文京区白山2-11-14-101

TEL:080-9431-9231  FAX:03-6884-2484

www.romeawines.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

エル・デストラレル・ネグレ アルティプラワインズ テラ・アルタ 赤 750ml ¥1,500

エル・デストラレル・クリアンザ アルティプラワインズ テラ・アルタ 赤 750ml ¥2,300

タヤイムグット　フレスク・ブランク タヤイムグット ヴィノ・デ・メサ 白 750ml ¥2,500

タヤイムグット　フレスク・ロゼ タヤイムグット ヴィノ・デ・メサ ロゼ 750ml ¥2,500

タヤイムグット　ソーヴィニヨン・ブラン タヤイムグット ヴィノ・デ・メサ 白 750ml ¥4,400

アウカラ　ブランク セラ&バルセロ テラ・アルタ 白 750ml ¥2,850

アウカラ　ネグレ セラ&バルセロ テラ・アルタ 赤 750ml ¥2,850

マリア・オリベル・ポルティ　カバ・ブルット・ナトゥーレ マリア・オリベル・ポルティ カバ スパークリング 750ml ¥2,500

イェポリア・ネグレ ジェルマンス・バラルト テラ・アルタ 赤 750ml ¥2,600

他

No.36
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

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

ハイオレイックひまわり油 オリソイ バレンシア ひまわり油 5L 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

ニョラ アルコイリス アリカンテ 香辛料/常温 100g/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

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

アンチョビ･フィレ アレルキン カンタブリア 魚介加工品/冷蔵 100g オープン価格

濃縮サトウキビ糖蜜 デ・ラ・トレ マラガ 糖蜜 300g オープン価格

カスエラ各種 ライムンド サンチェス マドリード 陶器

他



No.37
株式会社ラシーヌ
〒102-0083　東京都千代田区麹町5-4 セタニビル3F

TEL:03-6261-5125  FAX:03-6261-5126

http://racines.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アララ ナルパ・ビノス ガリシア 白 750ml ¥3,100

パンパネオ　アイレン　エコ　 エセンシア・ルラル ラ=マンチャ 白 750ml ¥1,700

バコ・ペレス パゴ・デル・ナランフエス グラナダ 白 750ml ¥3,300

アルタロセス　 セラーズ　ジョアン・ダンゲラ モンサン 赤 750ml ¥2,700

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 ¥1,700

オリヴァーレス・ティント ボデガス・オリヴァーレス フミーリャ 赤 750ml ¥1,400

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

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

プリサ・マタ パゴ・デル・ナランフエス グラナダ 赤 750ml ¥3,000

ペタロス デスセンディエンテス・デ・ホセ・パラシオス ビエルゾ 赤 750ml ¥2,700

他

No.38
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/ 

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/フルボディ 750ml ¥5,000

ロダ、リオハ　レセルバ ボデガス　ロダ リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥7,000

コリンボ、リベラ・デル・デュエロ ボデガス ラ・オラ リベラ・デル・デュエロ 赤/フルボディ 750ml ¥6,000

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/フルボディ 750ml ¥8,000

プリマ、トロ サンロマン ボデガス イ　ビニェドス トロ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥3,500

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

カバ　バステツ　ブリュット ヴィニコラ・デ・サラル カバ 泡/辛口 750ml ¥1,900

インペリアル　グラン・レセルバ グラモナ カバ 泡/辛口 750ml ¥6,000

オリーブの実（グリーン・ブラック） コーポリーバ 常温 350g オープン価格

ピコス（クラッカー） ドミンゲス 常温 500g ¥1,000

他

No.39
巴ワイン・アンド・スピリッツ株式会社
〒141-0001　東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア18階

TEL:  03-3442-5190 FAX:03-3442-5191

www.tomoe-wines.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

エクシミウス　カバ　エコロジコ ヴィニコラ　デルエステ レケーナ 泡/辛口 750ml ¥1,400

セニョリオ　デ　タフーニャ　レゼルバ ボデガス  タゴニウス マドリッド 赤/フルボディ 750ml ¥1,500

ラフェア　レゼルバ　 ボデガス  パニザ カリニェーナ 赤/フルボディ 750ml ¥1,600

ラグラナディーリャ　 ボデガス  ラグラナディーリャ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,600

ラガロナ　 エスタンシア　ピエドラ トロ 赤/フルボディ 750ml ¥1,800

ヴィネード　アンティゴ ボデガス  トーレオリア レケーナ 赤/フルボディ 750ml ¥1,900

カサル  デ　ブルビア メンシア カサルデ　ブルビア ビエルソ 赤/フルボディ 750ml ¥2,800

カサル　ゴデーリョ カサルデ　ブルビア ビエルソ 白/辛口 750ml ¥2,800

メリオール　テンプラニーリョ ボデガス　マタロメラ  リベラデルデュエロ 赤/フルボディ 750ml ¥2,300

マタロメラ クリアンサ ボデガス　マタロメラ  リベラデルデュエロ 赤/フルボディ 750ml ¥5,500

他

No.40
有限会社カツミ商会
〒231-0023　神奈川県横浜市中区山下町23番地 日本土地ビル4階

TEL:045-226-2253　FAX:045-226-2256

http://www.katsumi-asc.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ドン・ポティエール・ブリュットナチュレ ゴンザレス・ビアス（ヴィラルナウ醸造所） カバ（ペネデス） 泡/白/辛口 750ml ¥1,800

サングリア・ボリキート ムールヴィエドロ バレンシア 赤ベース/甘口 750ml ¥1,500

クラーベ・デ・ソル・ガルナッチャ・ロゼ コヴィンカ カリニェナ ロゼ/辛口 750ml ¥1,500

クラーベ・デ・ソル・シャルドネ・ブランコ コヴィンカ カリニェナ 白/辛口 750ml ¥1,500

クラーベ・デ・ソル・ガルナッチャ・シラー・ティント コヴィンカ カリニェナ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,500

テラ・ＯＶＧ コヴィンカ カリニェナ 赤/フルボディ 750ml ¥1,500

テラ・ＯＶＴ コヴィンカ カリニェナ 赤/フルボディ 750ml ¥1,500

セパス・ヴィエハス・メルセゲラ ムールヴィエドロ ウティエルレケーナ 白/辛口 750ml ¥2,400

セパス・ヴィエハス・ボバル ムールヴィエドロ ウティエルレケーナ 赤/フルボディ 750ml ¥2,400

ラガール・デ・ロブラ・プレミアム ビノス・デ・アルガンサ カスティーリャ・イ・レオン 赤/フルボディ 750ml ¥3,600

他



No.41
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

TEL:06-6467-4147　FAX:06-6467-4157

www.tgafoods.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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/辛口 750ml ¥2,000

ア・デ・アイレス ボデガス・セニョリオ・デ・アイレス カリニェナ 赤/ミディアム～フル 750ml ¥2,220

アルバダ・ブランコ ボデガス・ヴィルヘンデ・シエラ カラタユド 白/辛口 750ml ¥1,930

ラガール・デ・セルベラ ラガール・デ・フォルネロス リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥3,400

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/ミディアム～フル 750ml ¥2,600

アラグス・エコロヒコ ボデガス・アラゴネサス カンポデボルハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,930

パソ・デ・サン ボデガス・クンケーロ リベイロ 白/中辛口 750ml ¥1,915

クンケーロ　ブランコ ボデガス・クンケーロ リベイロ 白/辛口 750ml ¥2,858

クンケーロ　ティント ボデガス・クンケーロ リベイロ 赤/ライト～ミディアム 750ml ¥2,858

コト・デ・アヤス　ロゼ ボデガス・アラゴネサス カンポデボルハ ロゼ/ミディアムボディ 750ml ¥1,700

他

No.42
日本酒類販売株式会社
〒104-8254　東京都中央区新川1丁目25番4号

TEL:03-4330-1735　FAX:03-3552-6955

http://www.nishuhan.co.jp/

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　ブラン・ド・ブラン ラベントス・イ・ブラン ペネデス 泡/辛口 750ml ¥2,580

カンスモイ　チャレッロ ラベントス・イ・ブラン ペネデス 白/辛口 750ml ¥2,850

イ・ロ・オトロ・タンビエン　ベルデホ　 ジョアンバレンシア ルエダ 白/辛口 750ml ¥2,750

イ・ロ・オトロ・タンビエン　ボバル ジョアンバレンシア ウティエル・レケーナ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,600

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

シウラルタ　ルージュ ビンス・ヌス モンサン 赤/ミディアムボディ 750ml ¥3,500

シウラルタ　モラット ビンス・ヌス モンサン 赤/ミディアムボディ 750ml ¥4,460

ラ・センダ ボデガス・イ・ビニョドス・ラ・センダ ビエルソ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,200

スカラ・デイ　ガルナッチャ スカラ・デイ プリオラート 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,620

ボデガス　ビルバイナス　ラ・ヴィカランダ　レゼルバ ボデガス　ビルバイナス リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥3,490

他

No.43
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/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

エル・ピカロ ボデガス・マツ トロ 赤 750ml ¥1,800

エル・レシオ ボデガス・マツ トロ 赤 750ml ¥2,800

ロペス・デ・アロ　エディシオン・リミターダ ボデガ・クラシカ リオハ 赤 750ml ¥2,500

トド・ソブレ・ミ ボデガス・セロン フミーリャ 白 750ml ¥1,800

エル・ティエンポ・ケ・ノス・ウネ ボデガス・セロン フミーリャ 赤 750ml ¥1,800

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

ネリン クロス・モガドール プリオラート 白 750ml ¥7,000

ベレシアルトゥア サラック・ベリ アスティガラガ 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

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 はちみつ入りラム 700ml ¥3,300

他

No.44
株式会社AWジャパン
〒101-0047　東京都千代田区内神田1-3-8 ステージ内神田3階

TEL:03-5283-7245　FAX:03-5283-7246

https://www.awjapan.jp/

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・レゼルバ（骨付き） ニコハモネス社 スペイン 生ハム/冷蔵 約7.5kg \2,300/kg 

ハモンイベリコ・セボ（骨付き） ニコハモネス社 スペイン 生ハム/冷蔵 約7.5kg \4,600/㎏

フエ　エキストラ ニコハモネス社 スペイン サラミ/冷蔵 170ｇ オープン価格

他

http://www.pleasurewine.jp/


No.45
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 750ml ¥1,650

ブラン　デ　トリロジア カーサ　ロス　フライレス ヴァレンシア 白 750ml ¥2,690

ハローワールド　ヴィオニエ フィンカ　ラ　エスタカーダ ラ マンチャ 白 750ml ¥1,650

ベイガ　ダ　プリンセサ　 パソ　ド　マル リアス バイシャス 白 750ml ¥2,860

ビロヒア カーサ　ロス　フライレス ヴァレンシア 赤 750ml ¥2,420

カリザ カーサ　ロス　フライレス ヴァレンシア 赤 750ml ¥3,650

ハローワールド　カベルネフラン フィンカ　ラ　エスタカーダ ラ マンチャ 赤 750ml ¥1,650

トッレデロス　ローブレ トッレデロス リベラ　デル　デュエロ 赤 750ml ¥2,110

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 750ml ¥4,460

エル　チルコ　ディレクトール グランデ ヴィノス イ ヴィネドス カリニェナ 赤 750ml ¥1,630

他

No.46
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

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・レセルバ ジョゼフ・マサックス カバ 泡 750ml ¥1,300

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～

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

フィンカ・ラ・カニャーダ ペレス・バルケロ モンティージャ 白 750ml ¥1,400

パメラ・アスール ボデガス ラドロン・デ・ルナス バレンシア ブルーワイン 750ml ¥1,670

シードル サンセバスチャン エバ バスク シードル 330ml オープン価格

ノンアルコール シードル エバ バスク ノンアルコール シードル 275ml オープン価格

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～

エクストラ・バージン・オリーブ・オイル アセイテ・アルタホ ナバーラ 常温 1,000ml ¥2,200

ワインビネガー ゴイバル スペイン 常温 1,000ml オープン価格

他

No.47
サンリバティー株式会社
〒151-0064　東京都渋谷区上原1丁目10-9

TEL:03-3465-8011  FAX:03-3465-8005

-

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

エヌ・ケー ・チャコリ エヌ・ケー・ワインズ　エス・ティー・イー　セレクト　 チャコリ・デ・ゲタリア 微発泡/白 750ml ¥2,500

エヌ・ケー・ホワイト エヌ・ケー・ワインズ　エス・ティー・イー　セレクト　 カラタユド 白 750ml ¥1,800

ブランコ・デ・シエラ・デ・トローニョ シエラ・デ・トローニョ リオハ 白 750ml ¥2,500

エヌ・ケー・フィノ エヌ・ケー・ワインズ　エス・ティー・イー　セレクト　 モンティーリャ・モリレス 白 750ml ¥2,300

ロス・フレイレス　モナストレル　ロザート ボデガス・ロス・フレイレス ヴァレンシア ロゼ 750ml ¥1,400

モナストレル　ナチュレル　サン　サルフィートス ボデガス・ロス・フレイレス ヴァレンシア 赤 750ml ¥1,800

サンダーロ アルト・ランドン マンチュエラ 赤 750ml ¥2,200

トリロジア ボデガス・ロス・フレイレス ヴァレンシア 赤 750ml ¥2,800

ラポソ シエラ・デ・トローニョ リオハ 赤 750ml ¥3,500

リバス・デ・テレソ シエラ・デ・トローニョ リオハ 赤 750ml ¥7,000

他

No.48
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/

商品名 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/ミディアムボディ 750ml ¥2,400

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 ¥2,400

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

プレディカット グリフォイ　デクララ プリオラート 赤/ミディアムフルボディ 750ml ¥2,800

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/フルボディ 750ml ¥4,800

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

フィノ　セーベー アルベアル モンティーリャ　モリレス 白/辛口 750ml ¥1,600

アモンティリャード　カルロスVII アルベアル モンティーリャ　モリレス 白/辛口 375ml ¥3,000

オロロソ　アスンシオン アルベアル モンティーリャ　モリレス 白/やや辛口 375ml ¥2,800

ペドロ　ヒメネス　デ　アニャーダ アルベアル モンティーリャ　モリレス 白/甘口 375ml ¥2,800

他



No.49
 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

メラヨ・ゴデーリョ ボデガス・メラヨ ビエルソ 白/辛口 750ml ¥2,400

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/ミディアムボディ 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

ラス・トレス・フィラス ボデガス・メラヨ ビエルソ 赤/フルボディ 750ml ¥2,400

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

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

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

他

No.50
株式会社スマイル
〒135-0052　東京都江東区潮見2-8-10

TEL:03-6731-2400  FAX:03-6731-2271

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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

マンサニーリャ　ラ・ギータ ホセ・エステベス ヘレス シェリー（甘味果実酒） / 辛口 750ml ¥1,850

プロスペロ　グラン　セレツィオーネ　ブリュット　 フェリックス・ソリス・アヴァンティス バルデペーニャス 泡/白/辛口 750ml オープン価格

カヴァ　レジェンダ　ドライ　 ホセ・エステベス ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥1,150

ナダル　カヴァ　ブリュット ナディコム ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥1,700

ナダル　カヴァ　ロゼ ナディコム ペネデス 泡/ロゼ/辛口 750ml ¥2,300

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 ¥1,250

エル・シルクロ　クリアンサ パゴス・デル・レイ リオハ 赤 / フルボディ 750ml ¥1,200

アルマグロ　レゼルバ フェリックス・ソリス・アヴァンティス バルデペーニャス 赤 / フルボディ 750ml ¥1,050

アルマグロ　グラン　レゼルバ フェリックス・ソリス・アヴァンティス バルデペーニャス 赤 / フルボディ 750ml ¥1,600

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・アヴァンティス バルデペーニャス 赤 / フルボディ 750ml ¥2,600

他

No.51
株式会社アレグレス
〒150-0002　東京都渋谷区渋谷1-4-6 ニュー青山ビル103

TEL:03-6427-7406  FAX:03-6731-2271

www.allegresse-japan.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

バルセロナジンロウ メディテレーニアンプレミアムスピリッツ カタルーニャ クラフトジン 700ml ¥6,480

ボナント メディテレーニアンプレミアムスピリッツ カタルーニャ ハードベルモット 750ml ¥3,250

他

No.52
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12F

TEL:03-5275-3333　FAX:03-5275-3334

http://www.azumacorp.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

オーガニックエンゲラインアバブル ボデガス　エンゲラ バレンシア 泡 750ml ¥1,980

カヴァ　ブリュットナチュレ カロリナ　デ　マサックス カタルーニャ 泡 750ml ¥1,980

ドンセラ　シャルドネ ファミリアコネサ ラマンチャ 白 750ml ¥1,980

ドンセラ　ロサド ファミリアコネサ ラマンチャ ロゼ 750ml ¥1,980

ドンセラ　テンプラニーリョ ファミリアコネサ ラマンチャ 赤 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

エンゲラ　ロサド ボデガス　エンゲラ バレンシア ロゼ 750ml ¥1,480

エンゲラ　クリアンサ ボデガス　エンゲラ バレンシア 赤 750ml ¥1,480

フロールデヴェラーノ トマダデカストロ ガリシア 白 750ml ¥2,100

マスエンゲラブランコ ボデガス　エンゲラ バレンシア 白 750ml ¥2,400

他



No.53
兵庫通商株式会社 THE STORY事業部
〒650-0012　兵庫県神戸市中央区北長狭通5-5-15

TEL :078-341-5532　FAX:078-371-8755

https://www.thestory.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ハモン・純血イベリコ・ベジョータ・グランレセルバ（48ヶ月～60ヶ月熟成） アルトゥーロ・サンチェス ギフエロ 生ハム 約8kg/80g オープン価格

ハモン・イベリコ・ベジョータ・グランレセルバ（40ヶ月～54ヶ月熟成） アルトゥーロ・サンチェス ギフエロ 生ハム 約8kg/80g オープン価格

ハモン・イベリコ・セボ・デ・カンポ（30ヶ月～42ヶ月熟成） アルトゥーロ・サンチェス ギフエロ 生ハム 約8kg/80g オープン価格

チョリソ・イベリコ・ベジョータ（6ヶ月熟成） アルトゥーロ・サンチェス ギフエロ 腸詰め 約1kg/80g オープン価格

サルチチョン・イベリコ・ベジョータ（6ヶ月熟成） アルトゥーロ・サンチェス ギフエロ 腸詰め 約1kg/80g オープン価格

サブライム・アーリーハーベストブレンド パラシオ・マルケス・デ・ヴィアナ アンダルシア エキストラバージンオリーブオイル 500ml/250ml オープン価格

ザ・パレスブレンド・リミテッドエディション パラシオ・マルケス・デ・ヴィアナ アンダルシア エキストラバージンオリーブオイル 500ml/250ml オープン価格

アンチョビ コデサ カンタブリア アンチョビ 48g オープン価格

他

No.54
株式会社エスタリコ・ジャパン
〒108-0074　東京都港区高輪1丁目4-23-1401

TEL: 03-3443-9580　FAX:03-3443-9580

https://www.estarico-japan.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カスティーリョ・デ・ロブレス ボデガ・コーペラティヴァ・シガレズ シガレス 赤 750ml ¥1,850

カリ・カント・ロブレ ボデガ・イシドロ・ミラグロ ラマンチャ 赤 750ml ¥1,850

ロブレ ボデガス・ヴィーニャ・ヴィラノ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥2,650

ロブレ・ブラック ボデガス・ヴィーニャ・ヴィラノ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥2,980

シンク・ピンク ボデガス・ヴィーニャ・ヴィラノ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥2,980

クリアンサ ボデガス・ヴィーニャ・ヴィラノ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥3,750

レゼルヴァ ボデガス・ヴィーニャ・ヴィラノ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥4,850

チャレッロ フィンカ・ヴァルドセラ ペネデス 白 750ml ¥2,550

スビラト・パレント フィンカ・ヴァルドセラ ペネデス 白 750ml ¥2,850

カヴァ・スビラト・パレント・ブリュット・ナトゥーレ フィンカ・ヴァルドセラ ペネデス 泡 750ml ¥5,150

他

No.55
株式会社Traders Market
〒106-0032　東京都港区六本木3-4-36

TEL:03-5575-2207　FAX:03-5575-2208

https://tr-market.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

マバム　ビーチ ボデガス・デル・サス ラ・マンチャ 泡/甘口 750ml ¥3,500

カラスカス・ティント ボデガス・カラスカス ラ・マンチャ 赤 750ml ¥5,000

カラスカス・ブランコ ボデガス・カラスカス ラ・マンチャ 白 750ml ¥5,000

カンシャ・ブリュットナトゥーレ エメンディス ペネデス（カバ） 泡/白/辛口 750ml ¥1,980

ロエス・ルエダ ボデガ ミゲール　イ　ルアノ ルエダ 白 750ml ¥4,000

ロエス・リベラデルドゥエロ ボデガ ミゲール　イ　ルアノ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥5,000

ラスゴ カラバル　ビニェードス・イ・ボデガ エストレマドゥーラ 赤 750ml ¥3,000

カヴェア カラバル　ビニェードス・イ・ボデガ エストレマドゥーラ 赤 750ml ¥4,000

ジンマーレ コスタドラダ スピリッツ 700ml ¥5,800

オロバイレン・エキストラバージンオリーブオイル オロバイレン・ガルゴン９９ アンダルシア オリーブオイル 100ml ¥1,000

他

No.56
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

https://www.wizumiya.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

インスタンツ・ブリュット コビデス カバ 泡/白/辛口 750ml ¥2,000

インスタンツ・ブリュット・ナチュレ コビデス カバ 泡/白/辛口 750ml ¥2,000

バホンディージョ ボデガス・ヒメネス-ランディ メントリダ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,000

エル・カストロ・デ・バルトゥイエ・ホベン ボデガス・カストロ・ベントーサ ビエルソ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,200

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 ビノス・デ・マドリ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥3,000

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

バルコ・デル・コルネタ バルコ・デル・コルネタ カスティーリャ・イ・レオン 白/辛口 750ml ¥4,500

ディド・ブランコ ベヌス・ラ・ウニベルサル モンサン 白/辛口 750ml ¥5,000

ディド ベヌス・ラ・ウニベルサル モンサン 赤/フルボディ 750ml ¥5,000

ベヌス ベヌス・ラ・ウニベルサル モンサン 赤/フルボディ 750ml ¥9,000

他



No.57
株式会社 廣島
〒814-0104　福岡県福岡市城南区別府2-9-1

TEL:092-821-6338　FAX:092-821-3336

http://www.worldbeer.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アンバー エスペシャル瓶 アンバー醸造所 アラゴン ラガー 330ml オープン価格

アンバー 1900瓶 アンバー醸造所 アラゴン ペールエール 330ml オープン価格

アンバー ネグラ瓶 アンバー醸造所 アラゴン ブラック 330ml オープン価格

アンバー エクスポート瓶 アンバー醸造所 アラゴン エクスポートラガー 330ml オープン価格

アンバー レモン瓶 アンバー醸造所 アラゴン ビールテイスト飲料 250ml オープン価格

モリッツ瓶 モリッツ醸造所 カタルーニャ ピルスナー 330ml オープン価格

モリッツ エピドール瓶 モリッツ醸造所 カタルーニャ ストロングアンバーラガー 330ml オープン価格

モリッツ アクア瓶 モリッツ醸造所 カタルーニャ ビールテイスト飲料 330ml オープン価格

他

No.58
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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アリコ　イリス ファリーナ カスティーリャ・イ・レオン 赤 1,000ml ¥1,000

ドルフォス　テンプラニーリョ　 ファリーナ カスティーリャ・イ・レオン 赤 750ml ¥1,000

ドルフォス　ヴェルデホ　 ファリーナ カスティーリャ・イ・レオン 白 750ml ¥1,000

レッコ　ローブレ リサルテ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥2,100

レッコ　クリアンサ リサルテ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥2,700

リサルテ　クリアンサ リサルテ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥3,600

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

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

オストラス　ペドリン　レッド ヴィセンテ　ガンディア バレンシア 赤 750ml ¥1,600

HDC オーガニック　カヴァ ヴィセンテ　ガンディア バレンシア 泡 750ml ¥1,556

他

No.59
株式会社ファインズ
〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿4-6-1 恵比寿MFビル6階

TEL: 03-6732-8600　FAX: 03-6732-8606

http://www.fwines.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 参考上代

カバ ブリュット レセルバ トレ デル ガル カバ 泡/白/辛口 750ml ¥1,880

カバ ブリュット ロゼ トレ デル ガル カバ 泡/ロゼ/辛口 750ml ¥1,880

リョパール ブリュット レセルバ リョパール カバ 泡/白/辛口 750ml ¥2,500

アルマス デ ゲラ ブランコ ヴィノス ゲラ ビエルソ 白/辛口 750ml ¥1,380

アルマス デ ゲラ ティント メンシア ヴィノス ゲラ ビエルソ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,380

プロピエダッド パラシオス レモンド リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥5,200

グラタヨップス ビ デ ビラ アルバロ パラシオス プリオラート 赤/フルボディ 750ml ¥7,200

プロトス ベルデホ ボデガス プロトス ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,770

プロトス27 ボデガス プロトス リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥4,200

プロトス グラン レセルバ ボデガス プロトス リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥9,000

他

No.60
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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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/ミディアムボディ 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

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/ミディアムボディ 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　プラ　デル　テット　シラー　カタルーニャ　（限定品） クロポン コステルス・デル・セグレ 赤/フルボディ 750ml ¥6,500

他



No.61
大榮産業株式会社
〒453-0041　愛知県名古屋市中村区本陣通4-18

TEL:052-482-7231　FAX:052-481-0499

-

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カバ・ブルット・キュベ２１ パルシェット カタルーニャ 泡/白/辛口 750ml ¥2,200

カバ・ブルット・レゼルバ パルシェット カタルーニャ 泡/白/辛口 750ml ¥2,700

バサゴイティ・ブランコ ボデガス・バサゴイティ（パルシェット） リオハ 白/辛口 750ml ¥2,900

バサゴイティ・クリアンサ ボデガス・バサゴイティ（パルシェット） リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,900

パンサ・ブランカ・ラベントス・デ・アレージャ ラベントス・デ・アレージャ（パルシェット） カタルーニャ 白/辛口 750ml ¥2,200

パンサ・ブランカ・ラベントス・デ・アレージャ・ティナ・9・セレクシオン ラベントス・デ・アレージャ（パルシェット） カタルーニャ 白/辛口 750ml ¥3,000

ブルヌス ポルタル・デル・モンサン（パルシェット） カタルーニャ 赤/フルボディ 750ml ¥3,700

ギゴ ポルタル・デル・モンサン（パルシェット） カタルーニャ 赤/フルボディ 750ml ¥4,000

アウストゥム ボデガス・ティオニオ（パルシェット） リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,800

ティオニオ ボデガス・ティオニオ（パルシェット） リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥3,900

他



5月 20日(月) 東京会場［ホテルニューオータニ東京］ 出展ブース位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (株)仙石 21 
 プロスタイルデザイン(株) 

PSD インターナショナル事業部 
41  T.G.A. 

2 (株)パラジャパン 22  ジョイタパス 42 日本酒類販売(株) 

3  アサヒグラント(株) 23  三国ワイン(株) 43 (有)オーケストラ 

4  (株)リベルタス 24 (株)スコルニ・ワイン 44 (株)AW ジャパン 

5 YG&T パートナーズ(株) al puente   25 (株)モンテロッソ 45 (有)アルコトレード・トラスト 

6 レセルバ イベリカ ジャパン(有) 26 (株)駒形前川 46 (有)日西商事 

7  サントリーワインインターナショナル(株) 27  ミリオン商事(株) 47 サンリバティー(株) 

8  AITANA(株) 28 イベリア貿易(株) 48 (株)飯田 

9  オーリツジャパン(株) 29 マルカイコーポレーション(株) 49 i-WINE HAPPINESS(株) 

10  (株)パナバック 30 
(株)いろはわいん 

50 (株)スマイル 

11  (株)イムコ 31 51 (株)アレグレス 

12  アドヴァンス・テクノサービス(株) 32 ディオニー(株) 52 アズマコーポレーション 

13  (株)エヌプランニング 33  (株)稲葉 53 兵庫通商(株) THE STORY 事業部 

14 (株)グルメミートワールド 34 (有)アルコス 54 (株)エスタリコ・ジャパン 

15 (株)正光社 35 Romea Wines(株) 55 (株)Traders Market 

16  三菱食品(株) 36 (株)ディバース 56 (有)ワイナリー和泉屋 

17  (株)サス 37  (株)ラシーヌ 57 (株)廣島 

18  ワインキュレーション(株) 38 白井松新薬(株) 58 小林桂(株) 

19  (株)千商 39 巴ワイン・アンド・スピリッツ(株) 59 (株)ファインズ 

20 サッポロビール(株) 40 (有)カツミ商会 60 (株)デプトプランニング 

 61 大榮産業(株) 

入 口 
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