
           ※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。

※ブース番号順

No.1
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 冷蔵 7～8kg ￥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 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 常温 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 常温 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 常温 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 常温 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 常温 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 常温 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 常温 750ml ¥3,600

他

No.2
FDインポート株式会社
〒105-0021　東京都港区東新橋2-9-7　YAHATA汐留ビル2階

TEL：03-6432-0033　FAX：03-6435-9668　　　　　　　　　　　　　

http://www.fd-import.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

オンタニョン・エコロジコ オンタニョン リオハ 赤 750ml ¥2,200

オンタニョン・クリアンサ オンタニョン リオハ 赤 750ml ¥2,300

オンタニョン・レゼルバ オンタニョン リオハ 赤 750ml ¥3,700

オンタニョン・グラン・レゼルバ オンタニョン リオハ 赤 750ml ¥5,600

ヴェティベール・ベルデホ オンタニョン ルエダ 白 750ml ¥2,200

ヴェティベール・ヴィウラ オンタニョン リオハ 白 750ml ¥2,500

オンタニョン・クラリテ オンタニョン リオハ ロゼ 750ml ¥2,000

スアヴェ オンタニョン 微発泡/甘口 750ml ¥1,500

アバデサ・レゼルバ オンタニョン リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml 未定

アバデサ・ベルデホ オンタニョン ルエダ 白 750ml 未定

他

No.3
株式会社協同インターナショナル
〒216-0033　神奈川県川崎市宮前区宮崎2-10-9　4F

TEL：044-866-5975　FAX：044-854-1188　　　　

http://www.kyodo-inc.co.jp/food/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

イベリコ 骨付き イベリベリコ アンダルシア 生ハム/冷蔵 約7.5kg オープン価格

イベリコ チョリソー イベリベリコ エクストラマドゥーラ サラミ/冷蔵 約0.45kg オープン価格

イベリコ サルチチョン イベリベリコ エクストラマドゥーラ サラミ/冷蔵 約0.45kg オープン価格

ハモンセラーノ骨付き エスプーニャ カタルーニャ 生ハム/冷蔵 約7.5kg オープン価格

ハモンセラーノ スライス エスプーニャ カタルーニャ 生ハム/冷蔵 100g オープン価格

タパス エスプーニャ カタルーニャ サラミ/冷蔵 80g オープン価格

バルセロナサラミ エスプーニャ カタルーニャ サラミ/冷蔵 250g オープン価格

オックスフォード 1970 ペドロ・ヒメネス ディオス・バコ アンダルシア シェリー酒 500ml オープン価格

レアピタ　マンサニージャ ディオス・バコ アンダルシア シェリー酒 500ml オープン価格

他

「スペインワイン＆フード商談会　2018（秋）」
10月24日（水）　八芳園　出展アイテムリスト

           ※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 セラーズ・モスト・ドレ カバ 泡 750ml ¥1,400

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

ラティード・デ・サラ・ガルナッチャ・ブランカ ボデガス・サン・マルティン ナバーラ 白 750ml ¥1,400

コジェイタ ボデガス・アントニオ・モンテロ リベイロ 白 750ml ¥1,800

ジョセップ・フォラスター・ブラン・セレクシオ セラー・マス・フォラスター コンカ・デ・バルベラ 白 750ml ¥2,500

ブラン・デ・モンサルバット カルトイシャ・デ・モンサルバット プリオラート 白 750ml ¥3,700

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

ジョセップ・フォラスター・クリアンサ セラー・マス・フォラスター コンカ・デ・バルベラ 赤 750ml ¥2,500

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

コンデ・デ・シルエラ・レセルバ ボデガス・サンタ・エウラリア リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥4,800

他

No.5
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

www.oritzjapan.com

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 ナビドゥ―ル スペイン 冷蔵 約8kg オープン価格

骨付きハモンイベリコ　セボ ナビドゥ―ル スペイン 冷蔵 約8kg オープン価格

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 オープン価格

骨無しハモンセラーノ　マトネラ カンポフリオ スペイン 冷蔵 約4.5kg オープン価格

イベリコベジョータ　チョリソー トレオン スペイン 冷蔵 約0.7kg オープン価格

イベリコベジョータ　サルティテョン トレオン スペイン 冷蔵 約0.7kg オープン価格

ハモン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 オープン価格

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 オープン価格

他

No.6
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3-8-11-7Ｆ

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

ブリュット・デ・ブリュット マリア・カサノヴァ カバ 白/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

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

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

レス・タジャデス セジェールス・ウニオ テラ・アルタ 白/辛口 750ml ¥1,590

タルシラ ボデーガ・タルシラ カスティーリャ・イ・レオン 白/辛口 750ml ¥1,590

フー・ハッツ！ ボデーガス・アントニオ・アラーエス バレンシア 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,590

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/ミディアムボディ 750ml ¥1,800

クティオ ナバスクエス・エノロヒア カリニェナ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,900

コルドゥラ コステラ・アルタア バレンシア 赤/フルボディ 750ml ¥2,390

他

No.7
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

エスプモーソ・デ・チャコリ イルスタ バスク 泡/白 750ml ¥4,800

アリマ ゴルカ・イサギレ バスク 白/甘口 500ml ¥4,500

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

アラバコ・チャコリーナ・マルコア・エイジド・ワインズ アストビサ バスク 白/辛口 750ml ¥6,000

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

ベルスム マルケス・デ・テラン リオハ 赤 750ml ¥3,600

ビバンコ・クリアンサ ビバンコ リオハ 赤 750ml ¥2,700

アンティクワ オベルゴ ソモンターノ 赤 750ml ¥4,300

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

サイティナ・ドゥルセ デ・アルベルト ルエダ 酒精強化 500ml ¥3,000

他



No.8
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/極辛口 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/ミディアムボディ 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.9
ファーストステップジャパン株式会社
〒105-0003　東京都港区西新橋2－19－2　西新橋YSビル2階

TEL：03-5992-2773　FAX：-

http://firststepjapan.com/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ガスパチョ AMC Group スペイン 冷蔵 330ml ¥325

FCバルセロナ　レッドフルーツドリンク AMC Group スペイン 常温 250ml ¥250

Beauty & Go スキンブリリアンス AMC Group スペイン 常温 250ml ¥600

Beauty & Go スキンデトックス AMC Group スペイン 常温 250ml ¥600

他

No.10
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

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 発泡/ナチュラルミネラルウォーター 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・缶） プレミアムミックスグループ カタルーニャ 発泡/トニックウォーター 瓶250ml、缶330ml 瓶￥333、缶未定

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 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・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 瓶500ml、PET500ml、瓶1000ml ￥231、￥139、￥370

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

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 未定

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 未定

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

アルドンザ　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

アルドンザ　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
アルタミラ株式会社
〒247-0014　神奈川県横浜市栄区公田町284-7

TEL：045-893-5873　FAX：045-893-5861　　　　　　　　　　　　　

http://www.group-altamira.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

キンタ・イノハル（赤） ボデガス・カスト・ペケーニョ カスティーリャ・イ・レオン 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,800

キンタ・イノハル（白） ボデガス・カスト・ペケーニョ カスティーリャ・イ・レオン 白/辛口 750ml ¥1,800

キンタ・イノハル（ロゼ） ボデガス・カスト・ペケーニョ カスティーリャ・イ・レオン ロゼ/辛口 750ml ¥1,800

ダラ・レセルバ サンジェニス・イ・バケ プリオラート 赤/ミディアムボディ 750ml ¥3,500

モンテバコ・クリアンサ モンテバコ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥4,200

セメレ・クリアンサ モンテバコ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥3,000

モスカテル・マガリョネラ ボデガス・ルベルテ・マガリョネラ サラゴサ 白/甘口 750ml ¥2,600

ヴェルモット・フェルナンド・デ・カスティーリャ レイ・フェルナンド・デ・カスティーリャ ヘレス 白 750ml ¥4,000

マンサニーリャ・ラ・シガレラ ボデガス・ラ・シガレラ ヘレス/マンサニーリャ 白/辛口 750ml ¥2,600

ペドロ・ヒメネス・コロシア ボデガス・グティエレス・コロシア ヘレス 白/極甘口 375ml ¥3,100

他



No.12
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

ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ カサルバ ブルゴス 常温 約10.5㎏ 約¥134,400

ハモン・デ・トレベレス　23ヶ月熟成 ハモネス・デ・フビレス トレベレス 常温 約9.7㎏ 約¥38,606

フエ・エクストラ（白豚） ゴイコア ナバラ 冷凍/冷蔵 150g ¥1,200

チョリソ・エクストラ（白豚） ゴイコア ナバラ 冷凍/冷蔵 225g ¥1,300

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

コディージョ・デ・ハモン ハモネス・デ・フビレス トレベレス 冷凍/冷蔵 約2.5㎏ 約¥4,500

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 ¥3,400

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

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

他

No.13
有限会社アルコス
〒164-0003　東京都中野区東中野1-22-18

TEL：03-5389-6040　FAX：03-5389-6045　　　　　　　　　　　　　　　

http://www.arcos-jp.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

フェリクス・マサナ　チャレロ　オーガニック フェリクス　マサナ ペネデス 白/辛口 750ml ¥3,000

フィンカ　ロス　アリハレス　ヴィオニエ　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

イハルバ　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

アティス　シッタ・ラランチャ（オレンジワイン） アティス　ボデガス　イ　ヴｨニェドス リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥4,600

ボスケラ・ホーベン　オーガニック ボデガス　アンドレス　モラテ ビノス　デ　マドリード 赤/ライトボディ 750ml ¥2,500

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/ミディアムボディ 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　ﾃﾞ　シエラ　ネバダ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥3,200

フィンカ　ロス　アリハレス　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/ミディアムボディ 750ml ¥3,400

イハルバ　グラシアノ　オーガニック ビニャ　イハルバ リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥4,000

他

No.14
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

-

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アート・デ・ルナ・シャルドネ ムールヴィエドロ カバ（ウティエル・レケーナ） 泡/白/辛口 750ml ¥3,000

ロス・モンテロス・ブランコ ムールヴィエドロ バレンシア 白/辛口 750ml ¥1,500

ロス・モンテロス・ティント ムールヴィエドロ バレンシア 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,500

ロス・モンテロス・ティント・クリアンサ ムールヴィエドロ バレンシア 赤/フルボディ 750ml ¥1,900

チャコリ・アレチャガ ボデガス・ビルゲン・デ・ロレア チャコリ・デ・ビスカヤ 白/辛口 750ml ¥3,400

サルテリオ・ゴデーリョ マルティン・コダックス モンテレイ 白/辛口 750ml ¥3,500

１２ルーナス・ホワイト エル・グリッロ・イ・ラ・ルナ ソモンターノ 白/辛口 750ml ¥4,200

１２ルーナス・レッド エル・グリッロ・イ・ラ・ルナ ソモンターノ 赤/フルボディ 750ml ¥3,500

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

グリージョ・ホップ・ホップ エル・グリッロ・イ・ラ・ルナ ソモンターノ 赤/フルボディ 750ml ¥6,700

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

https://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

ミンゴルティス フィンカ・アジェンデ リオハ 赤 750ml ¥12,000

ガミンデ フィンカ・アジェンデ リオハ 赤 750ml ¥13,000

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

ラハス・フィンカ・エル・ペニスカル パゴス・アルトス・デ・アセレ- カラタユド 赤 750ml ¥4,200

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 ¥2,400

レヒーナ・エスプレシオン・X 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
コミカ株式会社
〒107-0052　東京都港区赤坂4-13-5　赤坂オフィスハイツ

TEL：050-3576-8566　　　　　　　　　　　　　　

-

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ヴァルデラシエルヴァ　クリアンサ ヒスパノボデガス リオハ フルボディ 750ml ¥2,000

ヴァルデラシエルヴァ　レゼルバ ヒスパノボデガス リオハ フルボディ 750ml ¥3,000

ドセ　リナヘス　ロブレ ヒスパノボデガス リベラ・デル・ドゥエロ フルボディ 750ml ¥2,100

ドセ　リナヘス　クリアンサ ヒスパノボデガス リベラ・デル・ドゥエロ フルボディ 750ml ¥2,500

ドセ　リナヘス　レゼルバ ヒスパノボデガス リベラ・デル・ドゥエロ フルボディ 750ml ¥3,300

アニエール　 ヒスパノボデガス リベラ・デル・ドゥエロ フルボディ 750ml ¥5,000

アニエール　 ベルデホ　（白） ヒスパノボデガス ルエダ 辛口 750ml ¥2,000

ドセ　リナヘス　（白） ヒスパノボデガス ルエダ 辛口 750ml ¥1,750

他

No.17
有限会社BR-M
〒108-0072　東京都港区白金3-3-23

TEL：090-5752-5484　FAX：03-5413-3101　　　　　　　　

http:/vinialia.main.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ロベルト　デ　タミール　ブルットナトゥレ マセット　デル　リエオ ペネデス 泡 750ml ¥1,900

ウゲットゥ　グランレセルバ　ブルット ウゲットゥ　デ　カンフェイシャス ペネデス 泡 750ml ¥3,100

ラガール　デ　ボウサ ボウサ　ド　レイ リアス・バイシャス 白 750ml ¥2,300

カンフェイシャス　シャルドネ ウゲットゥ　デ　カンフェイシャス ペネデス 白 750ml ¥4,300

サンドガルNo.2オーガニック ボデガス　サガロン ラマンチャ 赤 750ml ¥1,300

カンフェイシャス　ネグレセレクシオ ウゲットゥ　デ　カンフェイシャス ペネデス 赤 750ml ¥2,200

レセア　クリアンサ ボデガス　レセア リオハ 赤 750ml ¥1,900

レセア　レセルバ ボデガス　レセア リオハ 赤 750ml 未定

アウロラ　アモンティジャード ボデガス　ユステ サンルカール　デ　バラメダ シェリー 500ml ¥2,500

アウロラ　ペドロヒメネス ボデガス　ユステ サンルカール　デ　バラメダ シェリー 500ml ¥2,700

他

No.18
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/

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 ボデガス･ラトゥエ 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

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.19
株式会社イベリアン
〒465-0024　愛知県名古屋市名東区本郷2-227

TEL：052-774-7518　FAX：052-831-7161

http://www.iberian.co.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　７５％　イベリコ マルコス社 ギフエロ 原木 約8～8.5kg オープン価格

チョリソ　イベリコ　ベジョータ マルコス社 ギフエロ 1/2 カット 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 1/2 カット 約500g オープン価格

ハモン　セラーノ　グラン　レセルバ アルメリア 原木 約9.5～10kg オープン価格

ボレトス　エドゥリス ナンド　シルベスター　社 サモラ 乾燥キノコ 400g オープン価格

アマニタ　カエサレア ナンド　シルベスター　社 サモラ 乾燥キノコ 200g オープン価格

モルチュエラ　コルメニージャ ナンド　シルベスター　社 サモラ 乾燥キノコ 200g オープン価格

ポレン　デ　アベハ アピコラ　フェルナンデス社 サラマンカ 花粉 10g x 14 オープン価格

ミエル　デ　テラ アピコラ　フェルナンデス社 サラマンカ はちみつ 35g x 4 オープン価格

他



No.20
日本酒類販売株式会社
〒104-8254　東京都中央区新川1丁目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　テクスチャー　ド　ペドラ　12 ラベントス・イ・ブラン ペネデス 泡/辛口 750ml ¥6,100

マスデルセラル　チャレッロ ラベントス・イ・ブラン ペネデス 白/辛口 750ml ¥3,800

マスデルセラル　チャレッロ　アンセストラル ラベントス・イ・ブラン ペネデス 泡/辛口 750ml ¥4,500

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

ロ・オトロ・タンビエン　ボバル ジョアン・バレンシア ルエダ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,600

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

イン・ア・ガッタ・ダ・ヴィダ ボデガス・イ・ビニェドス・ラ・センダ ビエルソ 白/辛口 750ml ¥3,690

ヴィニャポマール　グランリゼルバ ボデガス・ビルバイナス リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥5,400

スカラ　デイ　ロザード スカラ・デイ プリオラート ロゼ/辛口 750ml ¥7,000

シウラルタ　オレンジ ビンス・ヌス モンサン オレンジ/辛口 750ml ¥3,840

他

No.21
株式会社仙石
〒640-0001　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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

シャンプラダ　ブリュット プラダ・ア・トペ ビエルソ 泡/白 750ml ¥2,800

シャンプラダ　ブリュット　ロゼ プラダ・ア・トペ ビエルソ 泡/ロゼ 750ml ¥2,800

ラ・バラッカ エメンディス ペネデス 泡/白 750ml ¥2,500

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

チョロ マヌエル・フォルミーゴ リベイロ 白 750ml ¥3,400

オスタトゥ　ロゼ オスタトゥ リオハ・アラベサ ロゼ 750ml ¥1,800

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

オスタトゥ　クリアンサ オスタトゥ リオハ・アラベサ 赤 750ml ¥2,400

オスタトゥ　レセルバ オスタトゥ リオハ・アラベサ 赤 750ml ¥3,600

バロイロ　レセルバ ルスディビーナ・アミーゴ ビエルソ 赤 750ml ¥4,800

他

No.22
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/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カバ エクストラ・ブリュット　レセルバ　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

カバ コーラル ロゼ・ブリュット ロジャーグラート ぺネデス ロゼ/辛口 750ml ¥2,200

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　ブランコ　フェルメンタード・エン・バリカ クネ リオハ・アルタ 白/辛口 750ml オープン価格

クネ　クリアンサ クネ リオハ・アルタ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,500

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

パゴス・デ・ガリア　メンシア クネ バルデオラス 赤/フルボディ 750ml ¥2,500

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

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.23
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

商品名 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



No.24
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・デュエロ 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・デュエロ 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・デュエロ 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.25
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

https://alpuente.theshop.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アルト・シオス コステルス・デル・シオ コステルス・デル・セグレ 赤 750ml ¥3,400

セント・カット・ピカポル・ブランコ ビンス・グラウ プラ・デ・バジェス 白 750ml ¥2,000

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

ミステラ・ブランカ ガンデサ テラ・アルタ デザートワイン 500ml ¥3,000

ヌ・アロンジェ・ロサード エメンディス カバ 泡/ロゼ 750ml ¥1,700

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

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

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

他

No.26
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

クロ・ラ・ソレヤ モリ・パレリャーダ カバ/サン・サドゥリニ・デ・ノヤ カバ 750ml ¥1,300

エンジョイ・オーガニック　白 モリ・パレリャーダ ペネデス 白/ロゼ 750ml ¥2,000

ラモン・ビルバオ・ヴェルデホ ラモン・ビルバオ リオハ 白 750ml ¥1,800

ラモン・ビルバオ・グランレセルバ ラモン・ビルバオ リオハ 赤 750ml ¥4,800

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

トーレ・デル・コンデ・デ・エルビアス マンソ・デ・スニガ リオハ 赤 750ml ¥6,000

トレロンガレス・シャルドネ コヴィンカ カリニェナ 白 750ml ¥1,200

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

サングリア・ロライロ　オーガニック ボデガス・サンヴィヴェール マドリッド サングリア 750ml ¥1,500

ベルモット・ザロ　オーガニック ボデガス・サンヴィヴェール マドリッド ベルモット 750ml ¥2,800

他

No.27
株式会社 南喜一朗商店
〒160-0007　東京都新宿区荒木町2-9　MIT四谷三丁目ビル4階

TEL：03-3235-2288　FAX：03-3266-1146　

-

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ラ　ラスパ ヴィネードス　ヴェルティカーレス モクリネホ 白 750ml ¥2,840

DV　シャルドネ ボデガ　デスカロソスヴィエホス ロンダ 白 750ml ¥3,600

チンチーリャ クロエ フィンカ　ドナ　フェリサ ロンダ 白 750ml ¥3,000

チンチーリャ　セイス+セイス フィンカ　ドナ　フェリサ ロンダ 赤 750ml ¥3,630

チンチーリャ　エンカステ フィンカ　ドナ　フェリサ ロンダ 赤 750ml ¥3,920

ヴェタス　グランレゼルバ ボデガス ヴェタス ロンダ 赤 750ml ¥7,360

サムサーラ サムサーラ ワインズ ロンダ 赤 750ml ¥5,980

モリチェ サムサーラ ワインズ ロンダ 赤 750ml ¥2,960

アシニポ ボデガ　シャッツ ロンダ 赤 750ml ¥3,480

マックス ボデガス キエニンゲル ロンダ 赤 750ml ¥3,860

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

エリアス・モーラ ビーニャス　エリアス　モーラ トロ 赤 750ml ¥1,680

モルガディオ ボデガス　カンパンテ リアス・バイシャス 白 750ml ¥1,820

コンデ・デ・コルティーナ アルベアール モンティージャ シェリー/辛口 750ml ¥1,020

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

チョリソ・イベリコ ラ・プルデンシア セゴヴィア ソーセージ 約1.6㎏ ￥3,810/㎏

サルチチョン ラ・プルデンシア セゴヴィア ソーセージ 約1.6㎏ ￥3,810/㎏

ケソ・サンシモン フォマン ガリシア チーズ 約1kg/個 ￥4,270/個

ケソ・デ・カブラ フォマン ラマンチャ チーズ 約1kg/個 ￥3,830/個

ケソ・マンチェゴ フォマン ラマンチャ チーズ 約1kg/個 ￥5,540/個

紫にんにくのダイスカット チェマホス アリカンテ キザミニンニク 2.kg/パック ￥1,200/kg

他

No.29
w-essence合同会社
〒213-0005　神奈川県川崎市高津区北見方2-20-29

TEL：044-822-6845　FAX：044-822-6845

http://www.w-essence.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ソーヴィニョンブラン カステロ デ メディナ ルエダ 白 750ml ¥1,806

ヴェルデホ ディーズ・シグロス ルエダ 白 750ml ¥1,990

ブランコ・フェルメンタドエンバリカ トビア リオハ 白 750ml ¥2,500

グランバザン・ヴェルデ バザン リアス・バイシャス 白 750ml ¥2,593

ロザード・フェルメンタドエンバリカ トビア リオハ ロゼ 750ml ¥2,778

モナストレル ロサリオ ブリャス 赤 750ml ¥2,037

セレッション トビア リオハ 赤 750ml ¥2,407

ボバル ヴェラ・デ・エステナス ウティエル―レケーナ 赤 750ml ¥2,407

オスカートビア・レゼルヴァ トビア リオハ 赤 750ml ¥3,519

アルマ・トビア・ティント トビア リオハ 赤 750ml ¥4,630

他

No.30
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/白 750ml ¥3,400

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

チャコリ　カチニャ ボデガ・カチニャ ゲタリアコ・チャコリーナ 白 750ml ¥2,900

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

オ・ルアール・ド・シル　ゴデージョ パゴ・デ・ロス・カペジャーネス バルデオラス 白 750ml ¥3,200

マルケス・デ・グリニョン　カリーサ パゴス・デ・ファミリア　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

アバデンゴ　クリアンサ ボデガス・リベラ・デ・ペラサス アリベス 赤 750ml ¥2,800

パゴ・デ・ロス・カペジャーネス　ローブレ パゴ・デ・ロス・カペジャーネス リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥3,500

ビニャ・ペドロサ　クリアンサ ボデガス・エルマノス・ペレス・パスクワス リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥5,300

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

他

No.31
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・デュエロ 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・デュエロ 赤/ミディアムボディ 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/ミディアムボディ 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/ミディアムボディ 750ml ¥1,880

他



No.32
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

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

レモルディミエント ボデガス・セロン フミーリャ 赤 750ml ¥2,100

ルック アウグストゥス・フォルム ペネデス 白 750ml ¥2,200

アウグストゥス　メルロー/シラー アウグストゥス・フォルム ペネデス 赤 750ml ¥2,700

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

シャンタル　サングリア ワイン・イン・チューブ タラゴナ サングリア 1,500ml ¥2,000

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 ゴンザレス・ビアス アンダルシア パロ・コルタード 750ml ¥4,000

ロン　アレウーカス　シエテ アレウーカス カナリア諸島 ラム 700ml ¥2,800

ロン　ミエル　アゲレ　ビンテージ 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.33
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

商品名 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 ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥2,000

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 ¥1,430

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 ¥1,430

プラセット デ バルトメジョソ パラシオス レモンド リオハ 白/辛口 750ml ¥3,880

ラ モンテサ パラシオス レモンド リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,990

グラタヨップス ビ デ ビラ アルバロ パラシオス プリオラ－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 ¥1,880

プロトス ロブレ ボデガス プロトス リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,240

プロトス クリアンサ ボデガス プロトス リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥3,840

セレクシオン フィンカ エル グラホ ビエホ ボデガス プロトス リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥11,500

他

No.34
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

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

テラ・インコグニタ ボデガス・ヴィーニャ・ヴィラノ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥6,980

コリータ フィンカ・ヴァルドセラ ペネデス 赤 750ml ¥3,250

ヴィーニャ・ゲルマダ フィンカ・ヴァルドセラ ペネデス 白 750ml ¥3,980

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.35
 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

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

メラヨ・ホーベン・メンシア ボデガス・メラヨ ビエルソ 赤/ライトボディ 750ml ¥1,700

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

ミマット ジロ・リボット ペネデス 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 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 750ml ¥1,900

他



No.36
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

イェポリア・ブランク ジェルマンス・バラルト テラ・アルタ 白 750ml ¥2,600

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

セット・シティス ジェルマンス・バラルト テラ・アルタ 赤 750ml ¥3,800

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

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 500ml ¥3,000

他

No.37
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/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カステロ　ルエダ　ベルデホ カステロ　メディナ ルエダ 白 750ml ¥1,400

カステロ　デ　メディナ　ソーヴィニヨン　ブラン カステロ　メディナ ルエダ 白 750ml ¥1,700

オノロ　ベラ　ロサド ヒル　ファミリー　エステーツ フミーリャ ロゼ 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.38
アグリ株式会社
〒231-0015　神奈川県横浜市中区尾上町6-86-1　関内マークビル1F

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

www.ywc.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カスターニョ・モラゴン ボデガス・カスターニョ イエクラ 赤 750ml ¥1,200

カスターニョ・モナストレル ボデガス・カスターニョ イエクラ 赤 750ml ¥1,300

カスターニョ・マカベオ・シャルドネ ボデガス・カスターニョ イエクラ 白 750ml ¥1,300

カスターニョ・モナストレル・オーガニック ボデガス・カスターニョ イエクラ 赤 750ml ¥1,300

カスターニョ・マカベオ・オーガニック ボデガス・カスターニョ イエクラ 白 750ml ¥1,300

ヘクラ ボデガス・カスターニョ イエクラ 赤 750ml ¥1,700

カスターニョ・ソラネラ ボデガス・カスターニョ イエクラ 赤 750ml ¥2,000

カスターニョ・コレクション・セパス・ウ゛ィエハス ボデガス・カスターニョ イエクラ 赤 750ml ¥2,800

カスターニョ・カーサ・シスカ ボデガス・カスターニョ イエクラ 赤 750ml ¥6,800

カスターニョ・ドゥルセ ボデガス・カスターニョ イエクラ 赤 500ml ¥3,000

他

No.39
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/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

マバム　グラシア ボデガス　デル　サズ カスティーリャ・ラ・マンチャ 泡/白/甘口 375ml ¥1,800

マバム　テンテーション ボデガス　デル　サズ カスティーリャ・ラ・マンチャ 泡/赤/甘口 375ml ¥1,800

マバム　マジック ボデガス　デル　サズ カスティーリャ・ラ・マンチャ 泡/黄緑/甘口 375ml ¥1,800

マバム　ビーチ ボデガス　デル　サズ カスティーリャ・ラ・マンチャ 泡/青/甘口 375ml ¥1,800

カン・シャ　ブリュット・ナトゥーレ エメンディス カバ 泡/白/辛口 750ml ¥1,950

ヴィニジン フーベスペイン カスティーリャ・ラ・マンチャ 泡/白/甘口 250ml ¥500

オロバイレンエキストラバージンオリーブオイル アセイテ　オロバイレン　ガルゴン99 ＳＬ アンダルシア 250ml ¥2,000

オロバイレンエキストラバージンオリーブオイルパール アセイテ　オロバイレン　ガルゴン99 ＳＬ アンダルシア 50g ¥3,200

オロバイレンエキストラバージンオリーブオイルジャム アセイテ　オロバイレン　ガルゴン99 ＳＬ アンダルシア 150g ¥1,300

他



No.40
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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

フィッシュ・シュリンプ ｆｄｓ(エフ・ディー・エス） アンダルシア 36個入り 36個入り オープン価格

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

キャラメル・生・殻付 ｆｄｓ(エフ・ディー・エス） アンダルシア 1kg/3kg 1kg/3kg オープン価格

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

アーモンド菓子 アレマニー社 バルセロナ 40g 40g オープン価格

有機マンゴー サボアマンゴー社 マラガ 260g/700ml 260g/700ml オープン価格

ビネガー・ソース エルマフエロ社 へレス 250ml/300ml 250ml/300ml オープン価格

缶詰 ポルトムイニョス社 ガリシア 120g/85g 120g/85g オープン価格

オレンジ・フィグ ｆｄｓ(エフ・ディー・エス） アンダルシア 150g他 150g他 オープン価格

他

No.41
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

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　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　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　プラ　デル　テット　シラー　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 ¥6,500

他

No.42
株式会社 トレードウインド
〒336-0023　埼玉県さいたま市南区神明1-1-12

TEL：048-839-3901　FAX：048-839-3908

http://www.tradewind-novo.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

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

フィンカマンサノス　ハッピーキャットティント マンサノスワイナリー ナバーラ 赤/ライトボディ 750ml ¥1,000

フィンカマンサノス　レセルバ マンサノスワイナリー リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥3,500

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

カミナンテ テラレモタワイナリー カタルーニャ 白/やや辛口 750ml ¥10,000

カミーノ テラレモタワイナリー エンポルダ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥10,000

タンナトゥラル テラレモタワイナリー エンポルダ 赤/ライトボディ 750ml ¥7,000

他

No.43
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

カヴァ ブリュット ナチュレ オーガニック エンゲラ イン ア バブル ボデガス・エンゲラ カバ 泡 750ml ¥1,980

ヴィン・イ・レジェンデス セラー・ロナデレス プリオラト 赤 750ml ¥2,750

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

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 750ml ¥2,100

ラクリムス・アパショナド ロドリゲス・サンソ リオハ 赤 750ml ¥2,170

イェスカ ロドリゲス・サンソ トロ 赤 750ml ¥1,890

センダ・デ・ラス・ロカス・ボバル ボデガ・パルド・トロサ マンチュエラ 赤 750ml ¥1,780

ラ・ドンセラ・シャルドネ ボデガス・ファミリア・コネサ カスティーリャ 白 750ml ¥1,980

ラ・ドンセラ・ロサド ボデガス・ファミリア・コネサ カスティーリャ ロゼ 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 カスティーリャ 赤 750ml ¥1,980

他



No.44
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

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

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

ヌムン・セレクション ボデガス ＢＳＩ フミーリャ 赤 750ml ¥2,100

ｸﾞﾗﾝ・ﾊﾞﾙｹﾛ　（ﾌｨﾉ･他3種） ペレス・バルケロ モンティージャ・モリレス シェリー/ナチュラル 750ml \2,060～

ピュア・オリーブオイル モラインサ スペイン 常温 5,000ml オープン価格

エクストラ・バージン・オリーブ・オイル 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.45
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 ガルナッチャ ブランカ ボスコス カタラン　S.L. カタルーニャ 白 750ml ¥3,000

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 クパージュ アグロモニストロレット　S.L. プラ・デ・バジェス 赤 750ml ¥3,800

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.46
株式会社　オーレジャパン
〒158-0091　東京都世田谷区中町5-11-2

TEL：03-6712-2061　FAX：03-6712-2083　　　　　　　　　　　

http://www.olet-japan.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

NV ラルボック 1919 ブリュット セレルス・デ・ラルボック カタルーニャ 泡/白/辛口 750ml ¥1,490

NV ラルボック 1919 ロゼ セレルス・デ・ラルボック カタルーニャ 泡/ロゼ/辛口 750ml ¥1,650

2017 ラモン ロケッタ ビアンコ　　 ロケッタ・オリヘン カタルーニャ 白/辛口 750ml ¥1,800

2017 ラモン ロケッタ ガルナッチャブラン ロケッタ・オリヘン カタルーニャ 白/辛口 750ml ¥1,800

2017 ラモン ロケッタ　ティント テンプラニーリョ ロケッタ・オリヘン カタルーニャ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,540

2017 ラモン ロケッタ カベルネソーヴィニヨン　 ロケッタ・オリヘン カタルーニャ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,800

2014 ラモン ロケッタ　レゼルバ ロケッタ・オリヘン カタルーニャ 赤/フルボディ 750ml ¥1,800

2017 エッセンス ヴィネッセンス アリカンテ 白/辛口 750ml ¥2,400

2014 セイン　　 ヴィネッセンス アリカンテ 赤/フルボディ 750ml ¥2,050

2013 エル テラー ヴィネッセンス アリカンテ 赤/フルボディ 750ml ¥3,680

他

No.47
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　　　　　　　　　　　　　　

URL: http://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 ¥1,650

ハローワールド　ヴィオニエ フィンカ　ラ　エスタカーダ カスティーリャ・ラ・マンチャ 辛口 750ml ¥1,650

トッレデロス　ヴェルデホ トッレデロス カスティーリャ・イ・レオン 辛口 750ml ¥1,910

オトール　デ　アルスピド　シャルドネ アルスピデ カスティーリャ・イ・レオン 辛口 750ml ¥2,690

エル　チルコ　アルルカン　シラー グランデ　ヴィノス　イ　ヴィネドス アラゴン ミディアムボディ 750ml ¥1,460

ボデガス　ヴィニャドリアン ベルセオ ラ・リオハ ミディアムボディ 750ml ¥1,610

ハローワールド　プティヴェルド フィンカ　ラ　エスタカーダ カスティーリャ・ラ・マンチャ ミディアムボディ 750ml ¥1,650

ゴンサーロ　デ　ベルセオ　レセルヴァ ベルセオ ラ・リオハ フルボディ 750ml ¥3,240

ヴィダルバ　プリオラートQ トーレス　デ　ヴィダルバ カタルーニャ フルボディ 750ml ¥3,840

トッレデロス　ティント　レゼルヴァ トッレデロス カスティーリャ・イ・レオン フルボディ 750ml ¥4,460

他



No.48
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

カバ・カイルス・ブリュット カバ・カイルス ぺネデス 泡 750ml ¥1,900

ラス・ドセス・ブランコ チョサス・カラスカル ウティエルレケーナ 白 750ml ¥2,000

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

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

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

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

ナイア ボデガス・ナイア ルエダ 白 750ml ¥2,800

マノ・ア・マノ ボデガス・マノ・ア・マノ ラ・マンチャ 赤 750ml ¥2,000

オバロ ボデガス・オバロ リオハ 赤 750ml ¥2,500

パラダ・デ・アタウタ ドミニオ・デ・アタウタ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥3,800

他

No.49
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

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カバイディリクムブリュット ドミニオデラベガ カバ カバ/白 750ml ¥1,900

カバブリュットレセルバスペシャル ドミニオデラベガ カバ カバ/白 750ml ¥4,200

カバブリュットロゼレセルバスペシャル ドミニオデラベガ カバ カバ/ロゼ 750ml ¥4,600

レクエルダメ ドミニオデラベガ ウティエルレケナ 白/フルーティー 750ml ¥2,400

ヴィーニャドカンポ ドカンポ リベイロ 白/フルーティー 750ml ¥2,400

ミラメ ドミニオデラベガ ウティエルレケナ ロゼ/ドライ 750ml ¥2,300

ヴィーニャプエブラテンプラニージョ トリビオ リベラデルグアディアーナ 赤/フルボディ 750ml ¥1,900

ヴィーニャプエブラセレクション トリビオ リベラデルグアディアーナ 赤/フルボディ 750ml ¥2,900

パラへトルネル ドミニオデラベガ ウティエルレケナ 赤/フルボディ 750ml ¥2,500

ブロンセ セニョーリオネバダ グラナダ 赤/フルボディ 750ml ¥3,400

他

No.50
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

エスクトゥリト・ブリュット・レセルバ セラー・エスペルト カバ 泡/白/辛口 750ml ¥2,800

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

エスクトゥリト・ブリュット・ロゼ セラー・エスペルト カバ 泡/ロゼ/辛口 750ml ¥3,000

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

レイラーナ・アルバリーニョ・フィンカ・ジェノベバ フォルハス・デル・サルネス リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥5,000

エル・カストロ・デ・バルトゥイエ・ホベン 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

サウロー セラー・エスペルト エンポルダ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,400

バスティオン・デ・ラ・ルナ フォルハス・デル・サルネス リアス・バイシャス 赤/ミディアムボディ 750ml ¥4,500

ラ・ブルーハ・デ・ロサス コマンドG ビノス・デ・マドリ 赤/フルボディ 750ml ¥4,500

ロサス・1er・クリュ コマンドG ビノス・デ・マドリ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥7,000

他

No.51
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

チョリソ・イベリコ・ベジョータ 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

カスエラ各種 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.52
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　ブリュット・ナチュレ カナルス＆ムンネ ペネデス 泡/辛口 750ml ¥2,220

カナルス＆ムンネ　ロサード　ピノノワール　ブリュット カナルス＆ムンネ ペネデス 泡/辛口 750ml ¥3,400

カレ　トリオ　ホワイト　ブレンド　 ボデガス・アナダス カリニェナ 白/辛口 750ml ¥1,560

カレ　シャルドネ　 ボデガス・アナダス カリニェナ 白/辛口 750ml ¥1,930

カレ　ティント　ロブレ ボデガス・アナダス カリニェナ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,560

ミロス・デ・リベラ　クリアンサ　 ボデガス・ペナフィエル リベラ・デル・デュエロ 赤/フルボディ 750ml ¥2,960

アグヌス・デ・ヴァルデラナ　クリアンサ ボデガス・ヴァルデラナ リオハ・アラベサ 赤/フルボディ 750ml ¥3,400

ロマテ　マリスメノ　フィノ　シェリー サンチェス・ロマテ ヘレス 酒精強化ワイン/辛口 750ml ¥3,180

ロマテ　ＮＰＵ　アモンティリャード サンチェス・ロマテ ヘレス 酒精強化ワイン/辛口 750ml ¥3,730

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

他

No.53
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/ 

商品名 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

バルドゥエサ、ビノ・デ・ラ・ティエラ ボデガ ペラレス エクストレマドゥーラ 赤/フルボディ 750ml ¥2,500

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 カタルーニャ 泡/辛口 750ml ¥1,900

オリーブの実（グリーン・ブラック） コーポリーバ 常温 350g ¥360

ピコス（クラッカー） ドミンゲス 常温 500g ¥1,000

他

No.54
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

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

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

ブランコ　デ　ブランコス バルバディージョ カディス 赤 750ml オープン価格

ジバルビン　ティント バルバディージョ カディス 赤 750ml オープン価格

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

ベタス　トロ ベタス トロ 赤 750ml ¥3,900

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.55
株式会社　飯田
〒106-0032　東京都港区六本木4-3-6-101

TEL：03-6416-0043　 FAX：03-5414-1517

https://www.iidawine.com/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

センスム　アルバリーニョ　ブリュット アス　ラサス リアス・バイシャス 泡/白 750ml ¥4,000

トゥヴィ　オア　ノット　トゥ ビー スマロッカ ペネデス 白 750ml ¥1,600

ガルム　ベルデホ ボデガス　チェロッソル ルエダ 白 750ml ¥2,200

シャルドネ　フェルメンタード　エン　バリーカ フォルティウス ナバーラ 白 750ml ¥1,800

カレデュエニャス　ロサード　フェルメンタード　エン　バリーカ コンセホ シガレス ロゼ 750ml ¥2,800

ルマーズ　ロブレ ボデガス　ルマーズ トロ 赤 750ml ¥1,500

ルマーズ　セレクション ボデガス　ルマーズ トロ 赤 750ml ¥3,500

ララーマ ドミニオ　ド　ビベイ リベイラ・サクラ 赤 750ml ¥4,500

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 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 375ml ¥2,800

他



No.56
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 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.57
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

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

オストラス・ペドリン カベルネソーヴィニヨン ビセンテ・ガンディア バレンシア 赤/ミディアムフル 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/ミディアムフル 750ml ¥1,480

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

VGカヴァ ビセンテ・ガンディア カバ 泡/辛口 750ml ¥1,371

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

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

リサルテ　エクスプレッション ボデガス　リサルテ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥6,800

他



2018 年 10 月 24 日（水） 東京会場【八芳園・ジュール】 出展社位置 

1 （株）メルクマール 20 日本酒類販売(株) 39 (株)Traders Market 

2 FD インポート（株） 21 (株)仙石 40 アドヴァンス・テクノサービス(株) 

3  (株)協同インターナショナル 22 三国ワイン(株) 41  (株)デプトプランニング 

4  (株)正光社 23 兵庫通商(株) THE STORY 事業部 42 (株)トレードウィンド  

5  オーリツジャパン(株) 24  サントリーワインインターナショナル(株) 43 アズマコーポレーション 

6 (株)パラジャパン 25 YG&T パートナーズ(株) al puente 44  (有)日西商事 

7 (株)いろはわいん 26 ユニオンリカーズ(株) 45  (株)エヌプランニング 

8  三菱食品(株) 27 (株)南喜一郎商店 46 (株)オーレジャパン 

9  ファーストステップジャパン（株） 28 イベリア貿易(株) 47 (有)アルコトレードトラスト 

10 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 29  w-essence 合同会社 48 ミリオン商事(株) 

11  アルタミラ（株） 30  (株)スコルニ・ワイン 49  (株)駒形前川 

12  (株)グルメミートワールド 31 (株)リベルタス 50 (有)ワイナリー和泉屋  

13 (有)アルコス 32 (有)オーケストラ 51  (株)ディバース 

14 (有)カツミ商会 33  (株)ファインズ 52  ボニリジャパン(株) 

15  (株)パナバック 34 (株)エスタリコ・ジャパン 53  白井松新薬(株) 

16  コミカ(株) 35  i-WINE HAPPINESS (株) 54 (株)千商 

17 (有)BR-M 36  Romea Wines(株) 55  (株)飯田 

18  マルカイコーポレーション(株) 37 (株)稲葉 56 (株)廣島 

19 (株)イベリアン 38 アグリ(株) 57  小林桂(株) 
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