
※ブース番号順

No.1
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.ibeerian.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ハモン　ベジョータ　100％　イベリコ マルコス社 ギフエロ 生ハム原木 / 冷蔵 8.5～9ｋｇ オープン価格

ハモン　ベジョータ　75％　イベリコ マルコス社 ギフエロ 生ハム原木 / 冷蔵 8.5～9ｋｇ 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 ソーセージ / 冷蔵 約500ｇ 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 ソーセージ / 冷蔵 約500ｇ オープン価格

ハモンセラーノ マルコス社 テルウエル 生ハム原木 / 冷蔵 9～１0ｋｇ オープン価格

他

No.2
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

No.3
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 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

「スペインワイン＆フード商談会　2018」
6月19日（火）　ANAクラウンプラザホテル大阪　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
ボニリジャパン株式会社
〒662-0047　兵庫県西宮市寿町4-32

TEL：0798-39-1700　FAX：0798-39-1705　　　　　　　　　　　

http://www.bonili.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カナルス＆ムンネ　ディオニスス　 カナルス＆ムンネ ベネデス 発泡 / 辛口 750ml ¥2,210

カナルス＆ムンネ　インスパラブル　ブリュット カナルス＆ムンネ ベネデス 発泡 / 辛口 750ml ¥2,210

カナルス＆ムンネ　ピノノワール　ロザート　ブリュット カナルス＆ムンネ ベネデス 発泡 / 辛口 750ml ¥3,300

カレ　トリオ・ホワイト･ブレンド　2017 ボデガス・アナダス カリニェナ 　白 / 辛口 750ml ¥1,500

テラスガウダ　オ・ロサル　2014 ボデガス・テラスガウダ リアスバイシャス 　白 / 辛口 750ml ¥3,080

カレ　ティント　ロブレ　2016 ボデガス・アナダス カリニェナ 赤 750ml ¥1,500

スルピシア　2012 エルミタ・デル・コンデ カスティーリャ・イ・レオン 赤 750ml ¥1,580

ロマテ　ペルディド　フィノ　シェリー サンチェス・ロマテ ヘレス 酒精強化 / 辛口 750ml ¥3,010

ロマテ　イベリア　クリーム　シェリー サンチェス・ロマテ ヘレス 酒精強化 / 辛口 750ml ¥3,500

マナカス　エキストラ　アネホ　ラム サンチェス・ロマテ ヘレス ラム 750ml ¥3,650

他

No.5
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.6
株式会社 稲葉
〒454-0954　愛知県名古屋市中川区江松5-228

TEL：052-301-1441　FAX：052-301-1701　　　　　

http://www.inaba-wine.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

オルキデア ボデガ　イヌリエータ ナバラ 白 750ml ¥1,500

オルキデア　キュウ゛ェ ボデガ　イヌリエータ ナバラ 白 750ml ¥2,600

オノロ　ベラ　ルエダ ヒル　ファミリー　エステーツ ルエダ 白 750ml ¥1,600

オノロ　ベラ ボデガス　アテカ カラタユード 赤 750ml ¥1,600

ゴデリア　ブランコ ボデガス　イ　ビニュドス　ゴデリア ビエルソ 白 750ml ¥2,200

ゴデリア　ティント ボデガス　イ　ビニュドス　ゴデリア ビエルソ 赤 750ml ¥2,600

ラ　マルケリダ ダビド　サンペドロ　ヒル ウティエル　レケーナ 赤 750ml ¥1,500

ピンカス ダビド　サンペドロ　ヒル リオハ 赤 750ml ¥4,000

マルケス　デ　グリニョン　カリーサ マルケス　デ　グリニョン ドミニオ　デ　バルデプーサ 赤 750ml ¥2,500

マルケス　デ　グリニョン　エル　リンコン ドミニオ　エル　リンコン ビノス　デ　マドリッド 赤 750ml ¥3,500

他

No.7
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

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 ¥1,600

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.8
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.9
アドヴァンス・テクノサービス株式会社
〒106-0045　東京都港区麻布十番2-13-4

TEL：03-6436-3325　FAX：03-6436-3326　　　　　　　　　　　　　

http://www.ats-co-ltd.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アンコマール アンコマール社 カンタブリア アンチョビ 85ｇ・49ｇ オープン価格

ブイヨン ｆｄｓ アンダルシア フィッシュ・シュリンプ ３６個入り オープン価格

フロルデサル バレリデス社 マヨルカ ハイビスカス・オリーブ他６種 150ｇ他 オープン価格

アーモンド各種 ｆｄｓ アンダルシア キャラメル・生・殻付 1ｋｇ・3ｋｇ オープン価格

ガリシア　チョコレート サンコサ社 ガリシア チョコレート 20ｇ・60ｇ・100ｇ オープン価格

トゥロン アレマニー社 バルセロナ アーモンド菓子 40ｇ オープン価格

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

シェリービネガー・シェリーソース エルマフエロ社 へレス ビネガー・ソース 250ml・300ml オープン価格

アンキモ缶詰・ウニ缶詰 ポルトムイニョス社 ガリシア 缶詰 120ｇ・85ｇ オープン価格

ジャム各種 ｆｄｓ アンダルシア オレンジ・フィグ 150ｇ他 オープン価格

他

No.10
TOMATE
〒104-0061　東京都中央区銀座7-13-6 サガミビル2F 

TEL：080-5172-1985　FAX：042-686-2169　　　　　　　　　　　　　

http://spanish-wine-exclusives.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

テロワールズ・オブ・スペイン　カウ゛ァ・ブリュット スパニッシュ・ワイン・エクスクルーシブス カバ（レケナ） 泡 / 白 750ml 2,300円

テロワールズ・オブ・スペイン　カウ゛ァ・ブリュット・ロサード スパニッシュ・ワイン・エクスクルーシブス カバ（レケナ） 泡 / ロゼ 750ml 2,300円

テロワールズ・オブ・スペイン　フミージャ・モナストレル　 スパニッシュ・ワイン・エクスクルーシブス フミージャ 赤 750ml 2,200円

テロワールズ・オブ・スペイン　リアスバイシャス・アルバリーニョ　 スパニッシュ・ワイン・エクスクルーシブス リアス・バイシャス 白 750ml 2,700円

テロワールズ・オブ・スペイン　リベラ・デル・ドゥエロ　テンプラニーリョ スパニッシュ・ワイン・エクスクルーシブス リベラ・デル・ドュエロ 赤 750ml 2,600円

カストロ・デ・ロバルサン・ブランコ　 カストロ・デ・ロバルサン モンテレイ 白 750ml 2,900円

カミーニョ・ノボ・ティント　 アデガ・ド・フラン リベイラ・サクラ 赤 750ml 3,100円

アコード・ブランコ バシリオ・イスキエルド リオハ・アラベサ 白 750ml 4,800円

オノリオ・ルビオ・リアス・フィナス・クラレテ　 オノリオ・ルビオ リオハ・アルタ ロゼ 750ml 4,800円

エル・サクラメント　 ヴィニャ・レイサオラ リオハ・アラベサ 赤 750ml 8,400円

他

No.11
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 ラ・マンチャ 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 ラ・マンチャ 赤/フル 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 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 ラ・リオハ　ベルセオ 赤/フル 750ml ¥3,220

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

トッレデロス　ティント　レゼルヴァ トッレデロス リベイラ・デル・デュエロ 赤/フル 750ml ¥4,420

他

http://www.alcotrade.com/


No.12
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

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.13
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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アシエンダ・デ・タルシス・ブリュット・ナチュレ パゴ・デ・タルシス カバ 泡/白/辛口 750ｍｌ ¥2,000

ブリュット・ナチュレ パゴ・デ・タルシス カバ 泡/白/辛口 750ｍｌ ¥3,800

ベレマット・ブランコ セラー・エスペルト エンポルダ 白/辛口 750ｍｌ ¥2,000

ベレマット・ロサート セラー・エスペルト エンポルダ ロゼ/辛口 750ｍｌ ¥2,000

ベレマット・ネグレ セラー・エスペルト エンポルダ 赤/ミディアム 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 750ｍｌ ¥2,000

アトランティス・アルバリーニョ マエティエラ リアス・バイシャス 白/辛口 750ｍｌ ¥2,900

ベレマット・ネグレ・クリアンサ セラー・エスペルト エンポルダ 赤/フルボディ 750ｍｌ ¥3,000

ウルトレイア・サンジャック ラウル・ペレス ビエルソ 赤/フルボディ 750ｍｌ ¥3,600

レイラーナ・アルバリーニョ フォルハス・デル・サルネス リアス・バイシャス 白/辛口 750ｍｌ ¥4,500

他

No.14
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

https://overseas-inc.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カバ　ヴィンテージ　ブリュット　グランレセルバ  ペレ・ベントゥーラ ペネデス 白／発泡／辛口 750ml ¥10,000

マリア・デル・マール グラン・レセルバ  ペレ・ベントゥーラ  カタルーニャ 白／発泡／辛口 750ml ¥3,000

カバ・プリメール ブリュット・レセルバ  ペレ・ベントゥーラ  カタルーニャ 白／発泡／辛口 750ml ¥1,800

カバ プリメール・ロゼ エクストラ・ドライ  ペレ・ベントゥーラ  カタルーニャ ロゼ／発泡／辛口 750ml ¥1,800

メヌエット アネコープ バレンシア 白／発泡／甘口 750ml ¥1,500

テルナリオ　1　オーガニック ベンタ・ラ・ベガ ラ・マンチャ 赤／中重口 750ml ¥3,000

テルナリオ　2　オーガニック ベンタ・ラ・ベガ ラ・マンチャ 赤／中重口 750ml ¥3,500

アダラス・カリソ　オーガニック　ガルナッチャ・ティントレラボデガス　アルマンセエニァス ラ・マンチャ 赤／中重口 750ml ¥1,200

デスティ ミラム・プリオラーティ カタルーニャ 赤／重口 750ml ¥5,000

エル・セル ミラム・プリオラーティ カタルーニャ 赤／重口 750ml ¥9,000

他

No.15
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

www.panavac.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

アウルス フィンカ・アジェンデ リオハ 赤 750ml ¥40,000

ブリュット ボデガス・アルトス・デ・トローナ リアス・バイシャス 泡 750ml ¥4,800

ヴィーニャ・コステイラ ヴィティヴィニコラ・ド・リベイロ リベイロ 白 750ml ¥2,000

ポンテジョン アデガス・トジョドウロ リアス・バイシャス 白 750ml ¥2,300

カプラシア・ボバル・クリアンサ・アンフォラ ボデガス・ヴェガルファーロ ウティエル・レケーナ 赤 750ml ¥2,800

レヒーナ・エスプレシオン ボデガス・レヒーナ・ヴィアルム リベイラ・サクラ 赤 750ml ¥4,000

他



No.16
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：03-5540-8392　　　　　　　　　　　　

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  EXブリュット ブラックラベル ロジャーグラート ぺネデス 白 / 辛口 750ml オープン価格

RG  カバ　ロゼ ブラックラベル ロジャーグラート ぺネデス ロゼ / 辛口 750ml オープン価格

RG　カバ　グラン・レセルバ ジョセップ・ヴァイス ロジャーグラート ぺネデス 白 / 辛口 750ml ¥3,000

クネ　モノポール クネ リオハ・アルタ 白 / 辛口 750ml ¥1,500

クネ　アラーノ　テンプラニーニョ クネ リオハ・アルタ 赤 / ミディアムボディ 750ml ¥1,200

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

クネ　エルカミーノ　ビエルソ　メンシア　ホーベン クネ ビエルソ 赤 / フルボディ 750ml ¥1,500

クネ　エルカミーノ　プリオラート クネ プリオラート 赤 / フルボディ 750ml ¥3,000

ビーニャ・レアル　レセルバ クネ リオハ・アラべサ 赤 / フルボディ 750ml ¥4,000

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.17
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　テンプラニーリョ フレシネ カスティーリャ 赤 / ミディアムボディ 750ml オープン価格

他

No.18
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/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

クロ・モンブラン・カステル・マカベオ・シャルドネ クロ・モンブラン カタルーニャ 白 750ml ¥1,500

クロ・モンブラン・ウニック・シャルドネ クロ・モンブラン カタルーニャ 白 750ml ¥3,500

クロ・モンブラン・ウニック・トレパット クロ・モンブラン カタルーニャ 赤 750ml ¥3,500

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 白 750ml ¥1,800

ルナ・ルネラ・テンプラニーリョ デーサ・デ・ルナ カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,500

デーサ・デ・ルナ・オリへネス デーサ・デ・ルナ カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤 750ml ¥2,500

ラ・スエルテ・デ・アラヤン ボデガス・アラヤン メントリダ 赤 750ml ¥3,800

アラヤン・プティ・ベルド ボデガス・アラヤン メントリダ 赤 750ml ¥4,800

アラヤン・プレミアム ボデガス・アラヤン メントリダ 赤 750ml ¥5,800

バロン・ミカエラ・パロ・コルタド25年 ボデガス・バロン サンルーカル・デ・バラメダ シェリー 750ml ¥6,500

他

No.19
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

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.20
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

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 750ml ¥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.21
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/ [税抜]

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 DOカバ 泡 / 辛口 750ml ¥1,480

ドゥーシェ・シュバリエ・ロゼ コドーニュ DOカバ 泡 / ロゼ辛口 750ml ¥1,480

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

レガリス・クリアンサ コドーニュ DOリベラ・デル・デュエロ 赤 / フルボディ 750ml ¥3,000

ティント・レゼルバ マルケス・デ・リスカル DOCリオハ 赤 / フルボディ 750ml ¥2,500

リスカル・テンプラリーニョ マルケス・デ・リスカル VDLT　カスティーリャ・イ・レオン 赤 / フルボディ 750ml ¥1,350

ヌヴィアナ　テンプラリーニョ・カベルネソーヴィニヨン コドーニュ VDLT　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 コドーニュ VDLT　バジェ・デル・シンカ 白 / 辛口 750ml ¥1,100

マルケス・デ・トゥーリア　赤 ガンディア DO　バレンシア 赤 / ミディアムボディ 750ml ¥900

マルケス・デ・トゥーリア　白 ガンディア DO　バレンシア 白 / 辛口 750ml ¥900

他

No.22
（有）ヌーヴェル・セレクション
〒171-0022　東京都豊島区南池袋3-18-31 フジビル5F

TEL：03-5957-1955　FAX：03-3989-9501　　　　　　　　　　　　　　　

www.nouvellesselections.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ブルット ウ・メス・ウ・ファン・トレス ペネデス 泡 / 白 / 辛口 750ml ¥2,300

ブルット ロゼ ウ・メス・ウ・ファン・トレス ペネデス 泡 / 白 / 辛口 750ml ¥2,400

ブルット レセルバ ボイーガス ペネデス 泡 / 白 / 辛口 750ml ¥2,600

ブルット レセルバ フェレ・イ・カタスス ペネデス 泡 / 白 / 辛口 750ml ¥2,400

ロバーガ ビニコラ・デル・プリオラット プリオラート 赤/フルボディ 750ml ¥2,600

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

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

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

モナストレル バリーカ コンセンティード イエクラ 赤/フルボディ 750ml ¥1,800

マカベオ コンセンティード イエクラ 白/辛口 750ml ¥1,800

他

No.23
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

商品名 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 ラ サラゴサーナ サラゴサ ラガー 330ml オープン価格

アンバー 1900瓶 ラ サラゴサーナ サラゴサ ペールエール 330ml オープン価格

アンバー ネグラ瓶 ラ サラゴサーナ サラゴサ ブラック 330ml オープン価格

アンバー エクスポート瓶 ラ サラゴサーナ サラゴサ エクスポートラガー 330ml オープン価格

アンバー レモン瓶 ラ サラゴサーナ サラゴサ ビールテイスト飲料 250ml オープン価格

モリッツ瓶 ラ サラゴサーナ バルセロナ ピルスナー 330ml オープン価格

モリッツ エピドール瓶 ラ サラゴサーナ バルセロナ 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 ラ サラゴサーナ バルセロナ ビールテイスト飲料 330ml オープン価格

他



No.24
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１階

TEL：045-212-5588　FAX：045-212-5568　　　　　　　　　　　　　

http://www.ywc.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

マルケス・デ・プラタ・カバ・ブリュット ボデガス・コヴィニャス カバ 泡 / 辛口 750ml ¥1,600

ヴィニャ・デカーナ・ティント・レゼルバ ボデガス・コヴィニャス ウティエル・レケーナ 赤 / 辛口 750ml ¥1,200

ヴィニャ・デカーナ・ティント・グラン・レゼルバ ボデガス・コヴィニャス ウティエル・レケーナ 赤 / 辛口 750ml ¥1,500

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 クラシック・ペネデス 泡 / 辛口 750ml ¥2,200

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 / 辛口 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 / 辛口 750ml ¥2,000

ロジャレット・ブラン セリェル・マスロッチ モンサン 白 / 辛口 750ml ¥1,600

ロジャレット・ネグラ セリェル・マスロッチ モンサン 赤 / 辛口 750ml ¥1,600

ロジャレット・セレクシオ・ネグラ セリェル・マスロッチ モンサン 赤 / 辛口 750ml ¥2,000

ジョアナ・セレクシオ セリェル・サン・ラフェル モンサン 赤 / 辛口 750ml ¥2,300

他

No.25
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・ブランク アルティプラワインズ テラ・アルタ 白 750ml ¥1,500

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

ガルナッチャ ・デンポルダ コーペラティウ・ダ・エスポヤ エンポルダ デザートワイン 750ml ¥3,000

他

No.26
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：03-6426-0419

-

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

バルバディージョ　β（ベータ） 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

ベルタ　ラウンジ　ブリュット　ナチュレ カバ　ベルタ カタルーニャ 泡 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

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

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

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

イサディ　クリアンサ イサディ リオハ 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

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

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.27
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.28
株式会社ミレジム
〒101-0048　東京都千代田区神田司町2-13　神田第4ｱﾒﾚｯｸｽﾋﾞﾙ7F

TEL：03-3233-3801　FAX：03-3295-5619

http://www.millesimes.co.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ミレジム・グルナッシュ・シラー ボデガス・ブレカ カラタユド 赤 / ミディアム 750ml ¥1,300

タリマ・ブランコ ボデガス・ヴォルヴェール バレンシア 白 / 辛口 750ml ¥1,800

ガルナッチャ・フエゴ ボデガス・ブレカ カラタユド 赤 / ミディアム 750ml ¥1,900

ヴェンタ・モラレス・オーガニック ボデガス・ヴェンタ・モラレス カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤 / ミディアム 750ml ¥2,000

カルチェロ・ティント ボデガス・カルチェロ ムルシア 赤 / ミディアム 750ml ¥2,200

デエーサ・ラ・グランハ アレハンドロ・フェルナンデス カスティーリャ・イ・レオン 赤 / フルボディ 750ml ¥2,200

エル・ヴィンクロ・クリアンサ アレハンドロ・フェルナンデス カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤 / フルボディ 750ml ¥2,200

マルティンサンチョ・ヴェルデホ アンヘル・ロドリゲス・ビダル カスティーリャ・イ・レオン 白 / 辛口 750ml ¥2,450

アルティコ・シラー ボデガス・カルチェロ ムルシア 赤 / ミディアム 750ml ¥2,500

タリマ・ヒル ボデガス・ヴォルヴェール バレンシア 赤 / フルボディ 750ml ¥2,700

他

No.29
株式会社スコルニ・ワイン
〒105-0004　東京都港区新橋1-8-6　近江ビル

TEL：03-3573-4181　FAX：03-3573-6070　　　　　　　　　　　　　　

https://www.sukoruniwine.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アグスティ・トレジョ・マタ　ブルット　レセルバ アグスティ・トレジョ・マタ カバ（カタルーニャ） 泡 / 辛口 750ml ¥3,400

カチニャ ボデガ・カチニャ ゲタリアコ・チャコリーナ 白 / 辛口 750ml ¥2,800

アビ・トン エウダルド・マッサナ・ノヤ ぺネデス 白 / 辛口 750ml ¥3,200

ガライ・レッド ボデガス・イ・ビニェドス・ガライ コンタド・デ・ウエルバ 白 / 辛口 750ml ¥3,700

ガライ・ブルー ボデガス・イ・ビニェドス・ガライ コンタド・デ・ウエルバ 白 / 辛口 750ml ¥3,700

コラル・デル・オビスポ ビニェドス・シングラレス ビエルソ 赤 / 辛口 750ml ¥2,500

エンブルシュ・デ・バィ・リャック セジェール・バィ・リャック プリオラート 赤 / 辛口 750ml ¥5,000

サン・レオン　マンサニージャ エレデーロス・デ・アルグエソ ヘレス／マンサニージャ 酒精強化 750ml ¥3,000

フィンカ・アンティグア　シラー フィンカ・アンティグア ラ・マンチャ 赤 / 辛口 750ml ¥2,100

他

No.30
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/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 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.31
株式会社イムコ
〒465-0097　愛知県名古屋市名東区平和が丘3-75-1

TEL：052-781-7476　FAX：052-781-7466　　　

http://www.ymco.cojp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ルベンティス アメスグレン ﾁｬｺﾘ･ﾃﾞ･ｹﾞﾀﾘｱ 微発泡/ロゼ/辛口 750ml ¥2,900

マスコンタル・ブルット・レセルバ マスコンタル ﾍﾟﾈﾃﾞｽ 発泡/白/辛口 750ml ¥3,000

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 ¥1,500

イラーチェ・ブランコ ボデガス・イラーチェ ﾅﾊﾞﾗ 白/辛口 750ml ¥2,100

フィジャボア・アルバリーニョ ボデガス・フィジャボア ﾘｱｽ･ﾊﾞｲｼｬｽ 白/辛口 750ml ¥3,400

アウグストゥス・シャルドネ セレルス・アウグストゥス・フォルム ﾍﾟﾈﾃﾞｽ 白/辛口 750ml ¥5,000

ウバ・ノクトゥルナ ボデガス・エヘアナス ﾘﾍﾞﾗ･ﾃﾞﾙ･ｶﾞｼﾞｪｺﾞ･ｼﾝｺ･ﾋﾞｼｬｽ 赤/ミディアム 750ml ¥1,900

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 ﾘﾍﾞﾗ･ﾃﾞﾙ･ﾄﾞｩｴﾛ 赤/ミディアム 750ml ¥2,300

アウグストゥス・カベルネソーヴィニヨン・メルロ セレルス・アウグストゥス・フォルム ﾍﾟﾈﾃﾞｽ 赤/フルボディ 750ml ¥3,200

オプタ ボデガス・ウリベス・マデロ ﾊﾟｺﾞ･ｶﾙｻﾃﾞｨｰﾘｬ 赤/フルボディ 750ml ¥3,600

他



No.32
重松貿易株式会社　
〒170-0002　東京都豊島区巣鴨1-20-9　巣鴨ファーストビル8階

TEL：03-5976-3311　FAX：06-5376-3317

http://ｗｗｗ.shigematsu.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

エドネ　キュウ゛ェ・ド・マリア　ブリュット ウ゛ィニャドス・マラウ゛ィデス ラ・マンチャ 泡 750ml ¥2,700

エドネ　グランキュウ゛ェ ウ゛ィニャドス・マラウ゛ィデス ラ・マンチャ 泡 750ml ¥3,700

マラウ゛ィデス　シャルドネ ウ゛ィニャドス・マラウ゛ィデス ラ・マンチャ 白 750ml ¥2,500

マラウ゛ィデス　シラー ウ゛ィニャドス・マラウ゛ィデス ラ・マンチャ 赤 750ml ¥2,500

マラウ゛ィデス　メディテラネオ ウ゛ィニャドス・マラウ゛ィデス ラ・マンチャ 赤 750ml ¥2,500

リオハウ゛ェガ　ティント リオハ・ウ゛ェガ リオハ 赤 750ml ¥1,300

リオハウ゛ェガ　ウ゛ィウラ リオハ・ウ゛ェガ リオハ 白 750ml ¥1,300

アルバ・ウ゛ェガ　アルバリーニョ リオハ・ウ゛ェガ アルバ 白 750ml ¥2,200

リオハウ゛ェガ　エディション・リミターダ　テンプラニーリョ　ブランコ リオハ・ウ゛ェガ リオハ 白 750ml ¥2,700

リオハウ゛ェガ　エディション・リミターダ リオハ・ウ゛ェガ リオハ 赤 750ml ¥3,000

他

No.33
 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.34
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/

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.35
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

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



No.36
日本酒類販売株式会社
〒104-8254　東京都中央区新川1-25-4

TEL ：03-4330-1735　FAX：03-3552-6955

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

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 コンカ・デル・リウ・アノイア 泡/白/辛口 750ml ¥2,580

コンデ・デ・カラル　ブリュット コンデ・デ・カラル ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥1,540

プリンシピア・マテマティカ アレマイン・イ・コッリオ ペネデス 白/辛口 750ml ¥2,900

エル・ミクロスコピ アレマイン・イ・コッリオ ペネデス 赤/ミディアム 750ml ¥2,400

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

オファルム コーペラティヴァ・ヴィティヴィニコラ・アロウサナ リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥2,160

ヴィニャ・ポマール　クリアンサ　センテナリオ ボデガス・ビルバイナス リオハ 赤/ミディアム 750ml ¥1,700

リュブレ トーマスクシネ コステルス・デル・セグレ 赤/ミディアム 750ml ¥2,030

アウセルス トーマスクシネ コステルス・デル・セグレ 白/辛口 750ml ¥2,490

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

他

No.37
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・カンパンテっ（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.38
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.wix.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・ブランコ コステルス・デル・シオ コステルス・デル・セグレ 白 750ml ¥1,900

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

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 / 微発泡 750ml ¥2,000

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 / 微発泡 750ml ¥2,000

ガンデソラ・ブランコ ガンデサ テラ・アルタ 白 750ml ¥1,400

ランシオ ガンデサ テラ・アルタ デザート 500ml ¥3,000

ソ・パンサ・ブランカ カン・ロダ アレーリャ 白 750ml ¥2,400

クパッジャ ダビンシ プリオラート 赤 750ml ¥2,900

ヌ・アロンジェ・ブリュット エメンディス カバ 泡白 750ml ¥1,700

ベルムット・チャポ・ブランコ チャポ アレーリャ ベルモット 750ml ¥2,600

他

No.39
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/

商品名 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

プラド アヤーラ クリアンサ ボデガス ソラｰル デ アヤラ リオハ 赤/ミディアムフル 750ml ¥2,500

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.40
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 プラスティック容器 70ｇ/100ｇ/420ｇ/800ｇ オープン価格

ボケロネス（いわしの酢漬け）　プレーン     　 ナサリ バルセロナ プラスティック容器 70ｇ/140ｇ/380ｇ/570ｇ オープン価格

ボケロネス（いわしの酢漬け）　ガーリック ナサリ バルセロナ プラスティック容器 70ｇ/140g/285ｇ オープン価格

ボケロネス（いわしの酢漬け）　レモン ナサリ バルセロナ プラスティック容器 70ｇ 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 真空パック 120g オープン価格

モハマ　　（マグロの塩漬け/塩干） サラゾネス　ディエゴ ムルシア 真空パック 175ｇ 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 プラスティック容器 70ｇ オープン価格

ボケロネス（いわしの酢漬け）　　　　　　　　　　 コルパ サンセバスティアン プラスティック容器 110ｇ オープン価格

他

No.41
日本リカー株式会社
〒103-0016　東京都中央区日本橋小網町2-5 　キリン日本橋ビル

TEL：03-5643-9770　FAX：03-5643-9779

http://www.nlwine.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カバス・ヒル　キュヴェ　1887　ブリュット カバス・ヒル カタルーニャ 泡／白 / 辛口 750ml ¥1,800

カバス・ヒル　キュヴェ　1887　ロゼ カバス・ヒル カタルーニャ 泡／ロゼ / 辛口 750ml ¥1,800

カバス・ヒル　キュヴェ・パノ　ブリュット・ナチュレ カバス・ヒル カタルーニャ 泡／白 / 辛口 750ml ¥2,000

イニエスタ　ミヌートス116　ブランコ ボデガ・イニエスタ カスティーリャ・ラ・マンチャ 白 / 辛口 750ml ¥1,300

イニエスタ　ミヌートス116　ティント ボデガ・イニエスタ カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤 / ミディアムボディ 750ml ¥1,300

イニエスタ　コラソン・ロコ　ブランコ ボデガ・イニエスタ カスティーリャ・ラ・マンチャ 白 / 辛口 750ml ¥1,400

イニエスタ　コラソン・ロコ　ティント ボデガ・イニエスタ カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤 / ミディアムボディ 750ml ¥1,400

イニエスタ　コラソン・ロコ　セレクション ボデガ・イニエスタ カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤 / フルボディ 750ml ¥2,500

エミリオ・モロ　フィンカ・レサルソ ボデガス・エミリオ・モロ カスティーリャ・イ・レオン 赤 / フルボディ 750ml ¥2,200

エミリオ・モロ ボデガス・エミリオ・モロ カスティーリャ・イ・レオン 赤 / フルボディ 750ml ¥4,200

他

No.42
株式会社デプトプランニング 　

〒150-0001　渋谷区神宮前5-29-9-202

TEL：03-5778-4020　FAX：03-5778-6841

www.dept-net.com

商品名 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 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 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

他

No.43
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

他

http://www.pleasurewine.jp/


No.44
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

シデリット･ハイビスカス べべランド ジン 700ml オープン価格

モンテアベジョン・バリカ モンテアベジョン リベラ・デル・ドゥエロ 赤/中重口 750ml ¥2,200

マンテル･ソーヴィニヨン･ブラン アルバレス・イ・ディエス ルエダ 白/辛口 750ml ¥2,500

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

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 ¥400

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 ¥500

オルホ･デ･イエルバス マーティン・コダック バル･ド･サルネス 辛口　オルホ 700ml ¥4,000

ピカディージョ　ハモン・セラーノ 250ｇ マルティネス エストレマドゥーラ 生ハム刻み（冷蔵） 250g オープン価格

ヴェルモット・ベルメージュ ペトロニ ヴェルモット 1000ml オープン価格

他

No.45
メルシャン株式会社
〒164-001　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.46
株式会社未来堂
〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内1-16-8　 C-8ビル

TEL：052-218-2833　FAX：052-218-2835　　　　　　　　　　　　　

http://www.pleasurewine.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　レゼルバ アルシーナ＆サルーダ ペネデス 泡/辛口 750ml ¥1,700

カヴァ　グラン　レゼルバ　ブリュット　ナチュレ　セーリョ アルシーナ＆サルーダ ペネデス 泡/辛口 750ml ¥2,500

マスピコサ　ロゼ カプサーネス モンサン ロゼ/辛口 750ml ¥1,600

ラセンダル　マスドニス　オールドヴァインズ カプサーネス モンサン 赤/ミディアム 750ml ¥1,950

コステルス　デル　グラヴェト カプサーネス モンサン 赤/フルボディ 750ml ¥2,700

ヴァル　デル　カラス　オーガニック カプサーネス モンサン 赤/フルボディ 750ml ¥2,700

ペラージュ　ペティタ　コーシャ カプサーネス モンサン 赤/ミディアム 750ml ¥2,250

セレクション　ティント　ロブレ ボデガス　アルコンデ ナバラ 赤/フルボディ 750ml ¥1,600

サラダソル　クリアンサ ボデガス　アルコンデ ナバラ 赤/フルボディ 750ml ¥1,650

セレクション　テンプラニーリョ　レゼルヴァ ボデガス　アルコンデ ナバラ 赤/フルボディ 750ml ¥2,100

他

No.47
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

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

カバ・カイルス・ブリュット・ナチューレ・レセルバ カバ・カイルス ぺネデス 泡 750ml ¥2,200

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

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

ソナイア ボデガス・ナイア ルエダ 白 750ml ¥2,200

クエバジャナ・マカベオ ボデガス・セニョリオ・デル・フーカル マンチュエラ 白 750ml ¥2,400

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

マノン ボデガス・マノ・ア・マノ ラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,500

オバロ ボデガス・オバロ リオハ 赤 750ml ¥2,500

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.48
株式会社モトックス
〒577-0802　大阪府東大阪市小阪本町1-6-20

TEL：06-6723-3131　FAX：06-6723-3140

https://www.mottox.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

シャロック　カバ　ブルット・ナトゥーレ バルディネット ぺネデス カバ／白 750ml ¥1,500

バルドリーナ カバ ブリュット グラン・レセルバ バルドリーナ ぺネデス カバ／白 750ml ¥3,400

チャコリ・レサバル アリ ボデガ・チャコリ・レサバル ゲダリアコ・チャコリーナ チャコリ／辛口 750ml ¥2,200

パラモス・デ・ニカシア ベルデホ マキナ・イ・タブラ ルエダ 白／辛口 750ml ¥2,150

バルミニョール アルバリーニョ アデガス・バルミニョール リアス・バイシャス 白／辛口 750ml ¥2,250

エクセプショナル・ハーヴェスト ボデガス・ヒメネス・スピノラ ヘレス 白／やや辛口 750ml ¥3,300

カサ・ベナサル　クルクス パゴ・カサ・グラン バレンシア 赤／フルボディ 750ml ¥2,350

ラ・カシーリャ ボデガス・イ・ビニェードス・ポンセ マンチュエラ 赤／フルボディ 750ml ¥2,500

リトメ アクスティック・セリェール プリオラート 赤／フルボディ 750ml ¥2,900

クワトロキロス クワトロキロス　ビニコラ マジョルカ島 赤／フルボディ 750ml ¥5,600

他

No.49
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

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.50
ディオニー株式会社
〒612-8311　京都府京都市伏見区奈良屋町408-1

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

www.diony.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アンヌマリー カバ ブリュット ナチュレ レセルバ カステル・ダージュ ペネデス 泡／白／辛口 750ml ¥2,400

カバ ロゼ ブリュット レセルバ カステル・ダージュ ペネデス 泡／ロゼ／辛口 750ml ¥2,700

ブレソ ブランコ ボデガス・イ・ヴィニェードス・メンゴバ カスティーリャ・イ・レオン 白／辛口 750ml ¥2,000

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

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

ライヨス ウバ オリヴィエ・リヴィエール リオハ 赤／ミディアム 750ml ¥2,400

ラ ヴァリャーダ オリヴィエ・リヴィエール アルランサ 赤／ミディアム 750ml ¥2,400

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 750ml ¥2,400

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

マラニョネス ボデガ・マラニョネス マドリッド 赤／ミディアム 750ml ¥3,300

他

No.51
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.52
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



スペインワイン＆フード商談会 2018 

6月 19日(火)大阪会場[ANAクラウンプラザホテル大阪] 出展ブース位置 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (株)イベリアン 27  (株)ディバース 

2  (株)エヌプランニング 28  (株)ミレジム 

3  (株)飯田 29  (株)スコルニ・ワイン 

4  ボニリジャパン(株) 30  (株)いろはわいん 

5  (株)パラジャパン 31  (株)イムコ 

6  (株)稲葉 32  重松貿易(株) 

7  三菱食品(株) 33  i-WINE HAPPINESS (株) 

8  プロスタイルデザイン(株) 34  アズマコーポレーション 

9  アドヴァンス・テクノサービス(株) 35  T.G.A. 

10  トマテ 36  日本酒類販売(株) 

11  (有)アルコトレード・トラスト 37  イベリア貿易(株) 

12  AITANA(株) 38  YG&T パートナーズ(株) al puente 

13  (有)ワイナリー和泉屋 39  (株)リベルタス 

14  (株)オーバーシーズ 

 

40  (株)モンテロッソ  

15  (株)パナバック 41  日本リカー(株) 

16  三国ワイン(株) 42  (株)デプトプランニング 

17  サントリーワインインターナショナル(株) 43  兵庫通商(株) THE STORY 事業部 

18  (株)キムラ 44  (株)サス 

19  (株)グルメミートワールド 45  メルシャン(株) 

20  (株)正光社 46  (株)未来堂 

21  サッポロビール(株) 47  ミリオン商事(株) 

22  (有)ヌーヴェル・セレクション 48  (株)モトックス 

23  (株)廣島 49  (株)メルクマール 

24  アグリ(株) 50  ディオニー(株) 

25  Romea Wines(株) 51 

 

 (有)オーケストラ 

26  (株)千商 52  マルカイコーポレーション(株) 
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