
※ブース番号順

No.1
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/

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

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

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.2
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/

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 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　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　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　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　ブルート　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　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

パニッツァ　ヴィナヴィジャス　ガルナッチャ パニッツァ カリニェナ 赤/フルボディ 750ml ¥2,700

パニッツァ　ヴィナ　デ　パニッツァ　シャルドネ パニッツァ カリニェナ 白/辛口 750ml ¥2,700

他

No.3
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

adachi@iberiatrading.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ボイルたこ足 モイ・シーフード カディス 冷凍 2kg \3,500/kg

冷凍紫にんにく剥き身4ﾐﾘｶｯﾄ チェマホ アリカンテ 冷凍 2.5kg \1,200/kg

ハモンセラーノ ラ・プルデンシア セゴビア 冷蔵 約9kg \2,460/kg

サルチチョン ラ・プルデンシア セゴビア 冷蔵 約5kg \3，810/kg

チョリソ・カセーロ ラ・プルデンシア セゴビア 冷蔵 約5㎏ \2,820/kg

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 340g \400/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

スタフトオリーブ・アンチョビ入り アグロセビーリャ セビーリャ 常温 350g \240/缶

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

カンタブーロ・ホ＾ベン・ロブレ サンパブロ リベラ・デル・トゥエロ 常温 750ml \1,120/本

他

「スペインワイン＆フード商談会　2017」
6月20日（火 ）　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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

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

ベニート・サントス・ゴデーリョ ボデーガ・ベニート・サントス モンテレイ 白 750ml ¥1,900

チック アウグスティ・トレーリョ ペネデス 白 750ml ¥1,900

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 750ml ¥1,750

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

ダイモン・ティント ボデーガス・トビーア リオハ 赤 750ml ¥1,900

ヴィヴィドール 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

ルダ・エンサンブラッヘ ボデーガス・ヴィニャ・ルダ ラ・マンチャ 赤 750ml ¥2,300

他

No.5
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/shoppig

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・ベジョータ骨付生ハム原木44ヶ月熟成 ハモン・デ・フビレス トレベレス 常温 約9kg 約\94,500

ハモンセラーノ骨付生ハム原木16ヶ月熟成（レセルバ） ハモン・デ・フビレス トレベレス 常温 約7.5kg 約\25,737

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

羊乳チーズ　ローズマリー6か月熟成 ケソ・デ・アルバラシン アラゴン 冷凍・冷蔵 約180g 約\1,318

ピメントン・ドゥルセ サント・ドミンゴ デ・ラ・ベラ 常温 75g ¥850

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

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 ¥3,200

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.6
エノテカ株式会社
〒106-0047　東京都港区南麻布5-14-15

ＴＥＬ：03-3280-6258　ＦＡＸ：03-3280-6279

https://www.enoteca.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

サングレ・デ・トロ トーレス スペイン 赤 750ml ¥1,600

サングレ・デ・トロ・ブランコ トーレス スペイン 白 750ml ¥1,600

サングレ・デ・トロ・ロゼ トーレス スペイン ロゼ 750ml ¥1,600

ヴィーニャ・エスメラルダ トーレス スペイン 白 750ml ¥1,600

アルト・イベリコス・クリアンサ トーレス スペイン 赤 750ml ¥2,200

セレステ・クリアンサ トーレス スペイン 赤 750ml ¥3,000

マス・ラ・プラナ トーレス スペイン 赤 750ml ¥8,000

ミルマンダ トーレス スペイン 白 750ml ¥7,500

3055シャルドネ ジャン・レオン スペイン 白 750ml ¥2,500

3055メルロ ジャン・レオン スペイン 赤 750ml ¥2,500

他

No.7
エーシーテック株式会社
〒240-0005　神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 YBPウェスト11F.

TEL:045-348-3651　FAX：045-348-3650

https://www.foodandhealth.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

チュファミックス モン・オルチャータ バレンシア 搾汁用濾過器 台 ¥9,200

タイガーナッツ バレンシア モン・オルチャータ バレンシア 根野菜 500g ¥2,000

ナッツミルク用ミックスナッツ モン・オルチャータ バレンシア他 タイガーナッツ・アーモンド・クルミ 100g x 10パック/箱 ¥6,000

他



No.8
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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アウトル ボデガス・アントニオ・モンテロ リベイロ 白 750ml ¥2,300

バンカル・ブランカ ビニェス・ドメネク モンサン 白 750ml ¥2,000

オウリーベ・ドニャ・ブランカ ロンセル・ド・シル リベイラ・サクラ 白 750ml ¥5,500

エキリブリ デスクレグット ペネデス 白 750ml ¥3,900

ボイグ・ペル・トゥ ビニェス・ドメネク モンサン 赤 750ml ¥2,600

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

カベルネ・エル・タニーノ ボデガス・エル・タニーノ アルマンサ 赤 750ml ¥1,600

アイララ・トレイシャドゥーラ アイララ・アイラレロ リベイロ 白 750ml ¥2,200

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

ベンドレユ・オリベーリャ・ブルット・ナトゥーレ マス・ゴマ1724 カバ 泡 750ml ¥3,000

他

No.9
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

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

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 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9 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

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

ヒヨコ豆 べガス バネサナス レオン 豆(常温) 1kg 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

カスエラAR-14(外径14.5cm 内径13cm 深さ2.8cm) アルテレガル バレンシア 陶器 オープン価格

オルチャータ テラチュファ バレンシア 飲料(常温) 500ml オープン価格

他

No.10
三国ワイン株式会社
〒104‐0033　東京都中央区新川1-17-18

TEL：03-5542-3941　FAX：03‐3552‐0392

http://www.mikuniwine.co.jp/　

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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  モノポール クネ リオハ・アルタ 白/辛口 750ml ¥1,500

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 ¥2,200

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 ¥1,500

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 ¥2,200

コンティノ ガルナッチャ クネ リオハ・アルタ 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

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.11
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

ビーニャ・ソルサル・ガルナッチャ・ブランカ ビーニャ・ソルサル・ワインズ ナバーラ 白/辛口 750ml ¥2,000

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

レイノーブレ・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

ラ・ジェルマーナ セラー・パスコナ モンサン 白/辛口 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

クレージー・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.12
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

www.reservaiberica.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

純血１００％イベリコグランレセルバベジョータ レセルバイベリカ ハブゴ 原木 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 原木 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 原木 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 腸詰め 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 腸詰め 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 腸詰め 不定貫 オープン価格

モルコンイベリコベジョータ レセルバイベリカ ギフエロ 腸詰め 不定貫 オープン価格

プレサイベリコベジョータ レセルバイベリカ ギフエロ 腸詰め 不定貫 オープン価格

他

No.13
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

https://www.union-liquors.com

商品名 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 ヘレス・ケレス・シェリー・イ・マンサニージャ・サンルーカル・デ・バラメダ シェリー 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 カヴァ 泡/白 750ml ¥1,300

ファウスティーノ・カヴァ　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/白 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 750ml ¥1,900

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 750ml ¥2,000

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 750ml ¥2,500

テラプレン ヌエボス・ヴィノス ナバーラ 赤 750ml ¥1,400

ペンタ パゴ・デル・ヴィカリオ カスティーリャ 赤 750ml ¥1,800

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 750ml ¥1,800

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 750ml ¥3,800

他

No.14
アドヴァンス・テクノサービス株式会社
〒227-0055　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/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

マンゴージャム サボエデマンゴー マラガ 瓶 260g オープン価格

ガルム エル マフエロ アンダルシア 瓶 100ml オープン価格

アーモンド fds アンダルシア 瓶 100g/1kg オープン価格

缶詰 cuca ポルトムイニョス ガリシア 缶 120g 他 オープン価格

塩 fds　バレリーデス マヨルカ 瓶/紙類 150g 他 オープン価格

オリーブオイル アグロカストリル アンダルシア 瓶 50ml/500ml/1l 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

干しブドウ/干しイチジク fds アンダルシア プラスチック 1kg オープン価格

ジャム fds エンバサドスローラ アンダルシア 瓶 200g　他 オープン価格

トゥロン Alemany カタルーニャ 紙類 40g オープン価格

他

No.15
株式会社いろはわいん
〒104-0066　東京都港区東麻布3-4-15、シーガル麻布B1

TEL：03-5575-8168　FAX：03-5575-0198

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 ¥2,600

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 微発泡/白 750ml ¥3,000

ビスカイコ・チャコリーナ・エギアエネア ビスカイバルネ 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 イチャスメンディ チャコリ・デ・ビスカイア 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 チャコリ・デ・アラバ 微発泡/白 750ml ¥2,600

アラバコ・チャコリーナ ベルデュイ チャコリ・デ・アラバ 白 750ml ¥2,800

クリアンサ ドミニオ・デ・ベルサル リオハ 赤 750ml ¥3,300

コセチャ・エスペシアル マルケス・デ・テラン リオハ 赤 750ml ¥4,000

ブルット・レセルバ サビア・ビバ カバ 発泡/白 750ml ¥2,400

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 750ml ¥2,500

他



No.16
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　

http://www.daieisangyokaisha.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

カバ・ブルット・グラン・レゼルバ・マリア・カバネ パルシェット カタルーニャ 泡/辛口 750ml ¥3,800

カバ・ブルット・ナトゥレ・ティティアナ ティティアナ（パルシェット） カタルーニャ 泡/辛口 750ml ¥5,000

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

ブルーベリー ポルタル・デル・モンサン（パルシェット） カタルーニャ 赤/ミディアム 750ml ¥2,900

マンサニージャ・ハローナ ボデガス・フアン・ピニェロ サンルーカル・デ・バラメダ シェリー/辛口 750ml ¥2,200

マンサニージャ・マルハ ボデガス・フアン・ピニェロ サンルーカル・デ・バラメダ シェリー/辛口 750ml ¥2,500

フィノ・カンボリオ ボデガス・フアン・ピニェロ ヘレス・デ・フロンテラ シェリー/辛口 750ml ¥2,500

オロロソ・ビエホ ボデガス・フアン・ピニェロ ヘレス・デ・フロンテラ シェリー/辛口 750ml ¥3,300

パロ・コルタード ボデガス・フアン・ピニェロ サンルーカル・デ・バラメダ シェリー/辛口 750ml ¥3,700

他

No.17
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 ¥1,480

カヴァ　ムッサ・セミセコ ヴァルフォルモッサ ペネデス 泡/白/やや甘口 750ml ¥1,480

リオ・リロ　ブランコ ボデガス・アルセーニョ フミーリャ 白/辛口 750ml ¥1,250

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

エステ・ブランコ ボデガス･ アルト･アルマンゾーラ ルカール 白/辛口 750ml ¥1,500

リオ・リロ　ティント ボデガス・アルセーニョ フミーリャ 赤/ミディアム 750ml ¥1,250

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

エステ・ティント ボデガス･ アルト･アルマンゾーラ ルカール 赤/ミディアム 750ml ¥1,350

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

他

No.18
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

ネオ モティーボ ルエダ ネオ リベラ デル デュエロ 白 750ml ¥1,500

ネオ ヴィヴィルヴィヴィル ネオ リベラ デル デュエロ 赤 750ml ¥1,500

ネオ アルテ ド ヴィヴィル ネオ リベラ デル デュエロ 赤 750ml ¥1,900

ネオ センティド ネオ リベラ デル デュエロ 赤 750ml ¥2,600

ネオ ネオ ネオ リベラ デル デュエロ 赤 750ml ¥6,900

グリフォイ デクララ エルゴス グリフォイ デクララ モンサン 赤 750ml ¥2,000

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

グリフォイ デクララ トッサルス グリフォイ デクララ モンサン 赤 750ml ¥3,600

グリフォイ デクララ 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 750ml ¥5,200

グリフォイ デクララ プレディカット グリフォイ デクララ プリオラート 赤 750ml ¥2,800

他

No.19
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/

品名 生産者名 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

ブランコ マルケス・デ・リスカル ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,500

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

バック・エクストリシモ　セミデュルセ　白 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

ドゥーシェ・シュバリエ　ブリュ コドルニウ（コドーニュ社) カタルーニャ 白/カバ/辛口 750ml ¥1,480

ドゥーシェ・シュバリエ　ドライ コドルニウ（コドーニュ社) カタルーニャ 白/カバ/やや辛口 750ml ¥1,480

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

ヌヴィアナ　テンプラニーリョ・カベルネ・ソーヴィニヨン ヌヴィアナ（コドーニュ社） バジェ・デル・シンカ 赤/フルボディ 750ml ¥1,100

ヌヴィアナ　シャルドネ ヌヴィアナ（コドーニュ社） バジェ・デル・シンカ 白/辛口 750ml ¥1,100

他



No.20
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・ベジョータ アドミラシオン（骨付き・ﾎﾞﾝﾚｽ） 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・ﾎﾞﾝﾚｽ） BLAZQUEZ（ブラスケス） サラマンカ 36ヶ月熟成 約9kg・約4.5kg オープン価格

ハモン・イベリコ（骨付き・ボンレス） BLAZQUEZ（ブラスケス） サラマンカ 24ヶ月熟成 約9kg・約4.5kg オープン価格

ハモンセラーノ・エンブラ（骨付き・ボンレス） MAFRESA（マフレサ） エクストレマドゥーラ 18ヶ月熟成 約8kg・約4kg 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、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・赤 3ℓ オープン価格

他

No.21
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

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 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 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 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 750ml ¥2,700

オヤ・デ・カデナス　130年アニバーサリー (赤） ビセンテ・ガンディア ウティエル・レケーナ 赤 750ml ¥1,565

オヤ・デ・カデナス　130年アニバーサリー (白） ビセンテ・ガンディア バレンシア 白 750ml ¥1,565

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 750ml ¥1,400

オヤ・デ・カデナス　オーガニック　カヴァ ビセンテ・ガンディア カヴァ 泡 750ml ¥1,556

ウバ・ピラータ ビセンテ・ガンディア バレンシア 赤 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 750ml ¥1,600

他

No.22
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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

グルチェタ・シドゥラ グルチェタ バスク シードル 750ml ¥1,430

カヴァ・ヴィニャ・エスクデ・ブルット・ナトゥレ ジョルディ・リュック ペネデス カバ 750ml ¥2,170

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

アモンティリャード・ボタイナ ルイス・カバジェロ へレス シェリー 750ml ¥3,150

プレフェリード・ブランコ ヴィニャ・エルミニア リオハ 白 750ml ¥1,657

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

エセ・オモ・ホベン ボデガス・アラゴネッサス カンポ・デ・ボルハ 赤 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 ¥2,575

アステル・クリアンサ リオハ・アルタ リヴェラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥4,300

ファグス ボデガス・アラゴネッサス カンポ・デ・ボルハ 赤 750ml ¥5,000

他

No.23
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

ビエンベビード バカ ビンタエ リベラ・デル・ケイレス 赤 750ml ¥1,500

ビエンベビード プルポ ビンタエ バジェス・デ・サダシア 白 750ml ¥1,500

ロペス・デ・アロ テンプラニーリョ ボデガ クラシカ リオハ 赤 750ml ¥1,400

ロペス・デ・アロ レゼルバ ボデガ クラシカ リオハ 赤 750ml ¥2,200

ロペス・デ・アロ ブランコ ボデガ クラシカ リオハ 白 750ml ¥1,800

アロア レ・ナチュレル ボデガス アロア ナバーラ 赤 750ml ¥1,800

ゴデージョ ブランコ ガルガロ モンテレイ 白 750ml ¥3,000

アレグリア ブリュット パゴ・デ・タルシス バレンシア カバ 白/泡 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 シエリー 375ml ¥1,800

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

他


