
※ブース番号順

No.1
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

-

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カヴァ　マル　サラダ ボデガス・イタント・ヴィンズ スペイン 泡/辛口 750ml ¥2,286

コト デ アヤス ロゼ ボデガス アラゴネサス スペイン ロゼ/辛口 750ml ¥1,700

アルバダ ブランコ ボデガス ヴィルヘン・デ・シエラ スペイン 白/辛口 750ml ¥1,930

マルコレアル　ペケーニョス プロドゥクシオネス ボデガス　マルコ・レアル スペイン 白/辛口 750ml ¥2,170

ラガール デ セルベラ ラガール・デ・セルベラ スペイン 白/辛口 750ml ¥3,385

コト デ アヤス ソロティリオ シラー ボデガス アラゴネサス スペイン 赤/ミディアム 750ml ¥2,360

ファグス ボデガス アラゴネサス スペイン 赤/ミディアム～フル 750ml ¥5,000

ヴィニャ アルダンサ グループ・ラ・リオハ・アルタ スペイン 赤/フル 750ml ¥6,430

他

No.2
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

ベンドレユ・オリベーリャ・ブルット・ナトゥーレ　2014 マス・ゴマ　1724 カバ 泡/極辛口 750ml ¥3,000

ウルテリオール・アルビージョ・レアル 2016 ボデガス・イ・ビニェードス・ヴェルム カスティーリャ・ラ・マンチャ 白/辛口 750ml ¥3,200

ビニャ・デル・オハ・ブランコ　2018 ボデガス・セニョリオ・デ・アラナ リオハ（アラベサ） 白/辛口 750ml ¥1,600

クロ・コル・ビ・ヴィオニエ　2018 クロ・コル・ビ バレンシア 白/辛口 750ml ¥2,300

クロ・コル・ビ・リースリング　2018 クロ・コル・ビ バレンシア 白/辛口 750ml ¥2,600

ソムリエ・クリアンサ　2015 ボデガス・セニョリオ・デ・アラナ リオハ（アラベサ） 赤/フルボディ 750ml ¥2,200

1752 ガルナッチャ・ティントレラ 2015 ボデガス・エル・タニーノ アルマンサ 赤/フルボディ 750ml ¥2,500

ウルテリオール・ガルナッチャ 2016 ボデガス・イ・ビニェードス・ヴェルム カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥3,200

ウルテリオール・ティント・べラスコ　2016 ボデガス・イ・ビニェードス・ヴェルム カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤/フルボディ 750ml ¥3,200

オーべ　2012 モンカヨ・ワインズ カンポ・デ・ボルハ 赤/フルボディ 750ml ¥6,800

他

No.3
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

商品名 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 958g オープン価格

他

「スペインワイン＆フード商談会　2019」
10月29日（火）　八芳園　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
株式会社キムラ
〒730-0814　広島県広島市中区羽衣町13番12号

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

アラヤン・セレクシオン アラヤン メントリダ 赤 750ml ¥2,800

アラヤン・ロサード アラヤン メントリダ ロゼ 750ml ¥2,000

チャコリ・レサバル レサバル バスク 微発泡 750ml ¥2,700

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

ルナルネラ・ソーヴィニョンブラン デーサ・デ・ルナ ラ・マンチャ 白 750ml ¥1,500

ウニック・トレパット クロモンブラン コンカ・デ・バルベラ 赤 750ml ¥3,000

ウニック・シャルドネ クロモンブラン コンカ・デ・バルベラ 白 750ml ¥3,500

ピンセルナ・プリエ―トピクード ピンセルナ レオン 赤 750ml ¥1,800

ラルジナール・ブリュット・ナチュレ・レセルバ エル・セップ ペネデス カバ 750ml ¥3,000

エスピナレ・ベルモット・レセルバ エスピナレ カタルーニャ ベルモット 750ml ¥3,000

他

No.5
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 カバ 泡/カバ 750ml ¥2,980

カバレセルバスペシャル ドミニオデラベガ カバ 泡/カバ 750ml ¥4,200

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

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/フルーティー 750ml ¥2,300

サカティンブランコ ボデーガスフォンタデイ グラナダ 白/辛口 750ml ¥3,500

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

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/フルボディ 750ml ¥2,900

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

ボバルエンカルマ ドミニオデラベガ ウティエルレケナ 赤/ミディアム 750ml ¥2,250

ムニャーナペティベルド ボデーガスムニャーナ グラナダ 赤/フルボディ 750ml ¥3,500

他

No.6
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　　　　　　　　　　　　　　　

https://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

ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ(骨付き) イベリベリコ アンダルシア 生ハム/冷蔵 約7.35㎏ 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 0.45㎏ 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 0.45㎏ オープン価格

パウチ ワインチューブ タラボナ ワイン/常温 1.5L オープン価格

チュパデドス ブラボ アンダルシア オリーブ/常温 550g オープン価格

ピコス ベガハルディン アンダルシア クラッカー/常温 180g オープン価格

フエ・デ・オロット エスプーニャ カタルーニャ サラミ/冷蔵 170g オープン価格

ミニハモン エスプーニャ カタルーニャ 生ハム/冷蔵 1㎏ オープン価格

ハモン・セラーノ100g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

リア・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/常温 500ml オープン価格

他

No.7
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6階

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

http://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 微発砲/白 750ml ¥2,400

レゼルヴァ　エクストラ・ブリュット　 ア・テ　ロッカ　 ペネデス 泡/白 750ml ¥3,000

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

フィンカ・ヌエヴァ　ヴェンディミア フィンカ・ヌエヴァ リオハ 赤 750ml ¥2,000

フィンカ・ヌエヴァ　レゼルヴァ フィンカ・ヌエヴァ リオハ 赤 750ml ¥3,200

エル・テロワール ドメーヌ・ルピエール ナバーラ 赤 750ml ¥4,000

ラ・ダーマ ドメーヌ・ルピエール ナバーラ 赤 750ml ¥6,200

シジャール ドミディオ・デル・ピディオ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥2,500

ドミディオ・デル・ピディオ ドミディオ・デル・ピディオ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥12,000

他



No.8
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

タペーニャ　ガルナッチャ 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

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.9
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　クリアンサ ボデガ・デ・サリア ナバーラ 赤 750ml ¥1,400

セニョリオ・デ・サリア　シャルドネ ボデガ・デ・サリア ナバーラ 白 750ml ¥1,530

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 ¥1,800

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.10
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/

商品名 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/白/辛口 750ml ¥2,020

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 ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥2,020

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

テラスガウダ　ネグレ　2009 ボデガス・テラス・ガウダ リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥7,800

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 750ml ¥1,180

カレ　ティント　クリアンサ ボデガス　アナダス カリニェナ 赤/ミディアム 750ml ¥1,870

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 辛口 750ml ¥2,990

ロマテ　ＮＰＵ　アモンティリャード　　シェリー サンチェス・ロマテ ヘレス 辛口 750ml ¥3,370

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 辛口 750ml ¥3,600

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 - 700ml ¥3,650

他

No.11
株式会社いろはわいん
〒106-0045　東京都港区麻布十番3-3-10　安藤ビル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

イルスタ・ブルット・ナトゥーレ・ロゼ イルスタ バスク 泡/ロゼ 750ml ¥5,600

ビスカイコ・チャコリーナ・マルコ オシェール バスク 白 750ml ¥3,300

エクリプセ イチャスメンディ バスク 赤 750ml ¥6,300

アストビサ・レイト・ハーベスト アストビサ バスク 白/甘口 375ml ¥4,500

アルド・アパルチューナ・ブルット・ナトゥーレ・サンティ・ビクトリス・エ・サンティ・ヤコビ ベルデュイ バスク 泡/白 750ml ¥4,000

クリアンサ ドミニオ・デ・ベルサル バスク（リオハ・アラベサ） 赤 750ml ¥3,500

ブルット・レセルバ ビリャ・コンチ ペネデス 泡/白 750ml ¥2,900

エクストラ・ブルット・インペリアル・レセルバ ビリャ・コンチ ペネデス 泡/白 750ml ¥3,800

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

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

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：0288-32-3939　FAX：0288-32-2919　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ハモン・イベリコ・デ・セボ・デ・カンポ48ヶ月熟成 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

デラデマンダ　エキストラ・バージン・オリーブオイル カサルバ コルドバ 冷蔵/常温 1,000ml ¥2,500

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

フエ（イベリコ豚ベジョータ入り） 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 ¥5,400

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/ミディアムボディ 750ml ¥2,000

ベガ・メディエン・ブルット・エコロヒコ ウニオン・ビニコラ・デル・エステ カバ　レケナ 泡/白/辛口 750ml ¥3,000

他

No.13
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 750ml ¥3,400

アグスティ・トレジョ・マタ　ブルット レセルバ　ロサット　トレパット アグスティ・トレジョ・マタ カバ（カタルーニャ） 泡 750ml ¥3,900

エステバン・マルティン ブランコ ボデガス・エステバン・マルティン カリニェーナ 白 750ml ¥1,480

クアトロ・ラヤス フェルメンタード・エン・バリッカ ボデガス・クアトロ・ラヤス ルエダ 白 750ml ¥2,700

オーダ・ブラン カステル・デル・レメイ コステルス・デル・セグレ 白 750ml ¥3,500

エステバン・マルティン ホーベン ボデガス・エステバン・マルティン カリニェーナ 赤 750ml ¥1,480

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

ラス・エルマーナス クリアンサ ボデガス・ルソン フミージャ 赤 750ml ¥2,600

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 750ml ¥5,000

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

他

No.14
 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

ジェルマーナ セラー・パスコナ モンサン 白/辛口 750ml ¥2,400

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

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

ミマット ジロ・リボット ペネデス 赤/フルボディ 750ml ¥2,400

クレイジー・グレープス フィンカ・バカラ フミーリャ 赤/フルボディ 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.15
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：03-3552-0392

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 ロジャーグラート 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 ロジャーグラート ペネデス 泡/白 750ml ¥2,100

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

ベラ ホーベン ベラ リベラデルドゥエロ 赤 750ml ¥1,700

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

パゴス・デ・ガリア　メンシア ビルヘン・デ・ガリア バルデオラス 赤 750ml ¥2,500

クネ　クリアンサ C.V.N.E. リオハ・アルタ 赤 750ml ¥1,400

コンティノ　ブランコ C.V.N.E. リオハ・アラベサ 白 750ml ¥5,500

パゴス・デ・ビーニャ　レアル C.V.N.E. リオハ・アラベサ 赤 750ml ¥10,000

インペリアル グラン・レセルバ C.V.N.E. リオハ・アルタ 赤 750ml ¥8,000

他



No.16
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3F

TEL：03-5283-7245　FAX：03-5283-7246　　　　　　　　　　　　　　　　　

http://www.awjapan.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　セボ　骨付き ニコハモネス社 スペイン 生ハム/冷蔵 約7㎏/本 オープン価格

ハモンセラーノ　骨付き ニコハモネス社 スペイン 生ハム/冷蔵 約7㎏/本 オープン価格

フエ ニコハモネス社 スペイン サラミ/冷蔵 100g/P オープン価格

イベリコサルシチョン　スライス ニコハモネス社 スペイン サラミ/冷蔵 170g/本 オープン価格

他

No.17
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　　　　　　　　　　　　　　　

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 コヴィデス SCCL ペネデス 泡 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 ラ　マンチャ 白 750ml ¥1,650

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

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

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

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 750ml ¥1,650

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

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

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

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 750ml ¥3,840

他

No.18
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  4階

TEL：03-5774-8288　FAX：03-3406-7577　　　　　　　　　　　　　　

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 ヴィッチーカタラン カタルーニャ 発泡ミネラルウォーター ①250ml瓶×24本  ②500ml瓶×20本  ③1L瓶×12本 ①￥9,240 ②￥9,590 ③￥9,140

ヴィッチーカタラン プレミアムトニックウォーター ヴィッチーカタラン カタルーニャ トニックウォーター 250ml瓶×24本 ¥9,920

フォンドール ヴィッチーカタラン カタルーニャ 非発泡ミネラルウォーター ①500ml瓶×20本  ②500mlPet×24本  ③1L瓶×12本 ①￥7,470 ②￥6,380 ③￥6,770

マラヴェーリャ ヴィッチーカタラン カタルーニャ 発泡ミネラルウォーター ①330ml瓶×20本  ②750ml瓶×12本 ①￥8,960 ②￥8,530

アルドンザ アルボ アルドンザ カスティーリャ ラ・マンチャ 白/辛口/ミディアム ①750ml瓶×12本  ②750ml瓶×6本 ①￥28,510 ②￥14,255

アルドンザ クラシコ アルドンザ カスティーリャ ラ・マンチャ 赤/辛口/ミディアムフル ①750ml瓶×12本  ②750ml瓶×6本 ①￥32,810 ②￥16,405

アルドンザ セレクシオン アルドンザ カスティーリャ ラ・マンチャ 赤/辛口/フル ①750ml瓶×12本  ②750ml瓶×6本 ①￥50,870  ②￥25,435

アルドンザ ナヴァマリン アルドンザ カスティーリャ ラ・マンチャ 赤/辛口/フル ①750ml瓶×12本  ②750ml瓶×6本 ①￥74,180 ②￥37,090

アルドンザ エクストラヴァージンオリーブオイル アルドンザ カスティーリャ ラ・マンチャ オリーブオイル ①250ml瓶×24本  ②500ml瓶×8本  ③750ml瓶×12本  ④1L缶×12缶  ⑤5L缶×4缶 ①￥27,110 ②￥17,860 ③￥34,230 ④￥37,040 ⑤￥37,480

アルドンザ サフラン アルドンザ カスティーリャ ラ・マンチャ サフラン 1g/箱×12箱 ¥30,480

他

No.19
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

-

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アスティアサラン・シドラ・セカ アスティアサラン バスク シードル/辛口 750ml ¥1,500

マスコンタル・ブルット・レセルバ マスコンタル ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥2,900

イラーチェ・ティント ボデガス・イラーチェ ナバラ 赤/ライト 750ml ¥1,600

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 750ml ¥2,100

ウバ・ノクトゥルナ・メルロ ボデガス・エヘアナス リベラ・デル・ガジェゴ・シンコビジャス 赤/ミディアム 750ml ¥2,600

ペレグリーノ・アルバリン ボデガス・ゴルドンセージョ ティエラ・デ・レオン 白/辛口 750ml ¥2,000

フルート・ノブレ　ソーヴィニヨン・ブラン ボデガス・フランシスコ・ゴメス アリカンテ 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・バイシャス 白/辛口 750ml ¥3,400

マス・デ・レダ ボデガス・レダ カスティーリャ・イ・レオン 赤/フルボディ 750ml ¥3,900

クロス・エラスムス クロス・イ・テラセス プリオラート 赤/フルボディ 750ml ¥26,000

他



No.20
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･セボ･デ･カンポ原木 カルディサン ギフエロ 生ハム/冷蔵 約8～9kg オープン価格

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 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 500g オープン価格

ニョラ ガル リオハ 香辛料 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 390g オープン価格

フィデウア ガジョ バルセロナ パスタ 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 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 - オープン価格

他

No.21
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：03-3767-4319　　　　

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 ¥1,500

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 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 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.22
オルニス株式会社
〒153-0065　東京都目黒区28中町1-28-4　イニシアイオ目黒学芸大学106

TEL：03-6451-0280　FAX：03-6451-0281

http://www.ornis.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ラ・キンタ　エレメンタ　ヴェルデホ ボデガ・ラ・キンタ ルエダ 白 750ml ¥2,180

ラ・キンタ　ミロンガ　モナストレル ボデガ・ラ・キンタ フミーリャ 赤 750ml ¥2,350

ラ・キンタ　マンバ ボデガ・ラ・キンタ リベラ デル ドゥエロ 赤 750ml オープン価格

ルイード　バイ　ラキンタ ボデガ・ラ・キンタ リオハ 赤 750ml オープン価格

ラ・キンタ　バティスカフォ ボデガ・ラ・キンタ カラタユド 赤 750ml オープン価格

他

No.23
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

フィンカ　ビニョア フィンカ　ビニョア ガリシア 白 750ml ¥3,000

カサルデアルマン　ブランコ ボデガス　カサルデアルマン ガリシア 白 750ml ¥3,000

カサルデアルマン　ティント ボデガス　カサルデアルマン ガリシア 赤 750ml ¥3,000

トランコデルロボ ボデガス・セニョリオ・デル・フーカル マンチュエラ 赤 750ml ¥2,500

キンタ・アポロニア ボデガ・ベロンドラーデ ルエダ 白 750ml ¥3,500

セラスデルプリオラート クロス・フィゲレス プリオラート 赤 750ml ¥5,000

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

オサ　ティーエヌティー ボデガス・マノ・ア・マノ ラマンチャ 赤 750ml ¥4,000

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 ¥4,000

他



No.24
CSJ株式会社
〒100-0005　東京都千代田区丸の内3-4-1

TEL：03-5218-8839　FAX：03-5218-8869　　　　　　　　　　

http://shop.cacaosampaka.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ナダル セミセック ナダル ペネデス 泡/中辛口 750ml ¥2,500

ナダル ブリュット レゼルヴァ オリジナル ナダル ペネデス 泡/辛口 750ml ¥3,000

サルバ―ジェ ロゼ ブリュット 2014 ナダル ペネデス 泡/辛口 750ml ¥8,000

RNG ブリュット 2011 ナダル ペネデス 泡/辛口 750ml ¥9,000

RNG10 ブリュットナチュール 2004 ナダル ペネデス 泡/辛口 750ml ¥18,000

CS 1510 レイトハーベスト ナダル ペネデス スイートワイン/甘口 375ml ¥4,000

他

No.25
アサヒビール株式会社
〒130-8602　東京都墨田区吾妻橋1-23-1

TEL：03-5608-5251　FAX：03-5608-5342　　　　　　　　　　　　　　　　

https://www.asahibeer.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ベソ・レセルヴァ・ブリュット・ナチュレ ユニオン・ヴィニコラ・デル・エステ バレンシア 泡/白/辛口 750ml ¥1,450

ベソ・レセルヴァ・セミ・セック ユニオン・ヴィニコラ・デル・エステ バレンシア 泡/白/やや甘口 750ml ¥1,450

ベソ・オーガニック・ブリュット ユニオン・ヴィニコラ・デル・エステ バレンシア 泡/白/辛口 750ml ¥1,500

ベソ・オーガニック・ブリュット・ロゼ ユニオン・ヴィニコラ・デル・エステ バレンシア 泡/ロゼ/辛口 750ml ¥1,500

ヴィニャ・アルバリ・グラン・レセルヴァ・デ・ファミリア フェリックス・ソリス バルデペーニャス 赤/フルボディ 750ml ¥2,750

ヴィニャ・アルバリ・グラン・レセルヴァ・セレクション・プリヴァーダ フェリックス・ソリス バルデペーニャス 赤/フルボディ 750ml ¥1,870

エル・コト・クリアンサ エル・コト リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,700

エル・コト・ブランコ エル・コト リオハ 白/辛口 750ml ¥1,360

他

No.26
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9.5kg \8,300/kg

骨付きハモンイベリコセボ カンポフリオ　セレクシオン スペイン 冷蔵 約8.5kg \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.27
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

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

フラガ・ド・コルボ ボデーガ・ブー・リベロ モンテレイ 赤 750ml ¥3,780

他



No.28
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/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

スマロッカ　カバ　ブリュット　ナチュレ　グランレセルバ スマロッカ ペネデス 泡 750ml ¥2,400

アルタビン　アルタビン　ビティクルトール　アルモディ　プティット　ホワイト アルタビン テラアルタ 白 750ml ¥1,400

アルタビン　ビティクルトール　アルモディ　プティット　レッド アルタビン テラアルタ 赤 750ml ¥1,400

アルタビン　ビティクルトール　イレルカボニア アルタビン テラアルタ 白 750ml ¥2,400

アルタビン　ビティクルトール　アルモディ アルタビン テラアルタ 赤 750ml ¥2,400

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

グリフォイ　デクララ　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 750ml ¥4,800

グリフォイ　デクララ　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 750ml ¥4,800

アルベアル　フィノ　セーべー アルベアル モンティーリャ　モリレス 白 750ml ¥1,600

アルベアル　ペドロヒメネス　1927　 アルベアル モンティーリャ　モリレス 白 750ml ¥3,800

他

No.29
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

商品名 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

ガルナチャ・デンポルダ コーペラティウ・ダ・エスポヤ エンポルダ 白 500ml ¥3,000

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

ラ・クカ・デ・ユム スクセス・ビニコラ コンカ・デ・バルベラ 白 750ml ¥2,400

エクスペリエンシア　デ パレヤダ スクセス・ビニコラ コンカ・デ・バルベラ 赤 750ml ¥2,400

他

No.30
アドヴァンス・テクノサービス株式会社
〒106-0045　東京都渋谷区神宮前5-29-9-202

TEL：03-6436-3325　FAX：03-6436-3326

-

商品名 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 缶 85g/49g オープン価格

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

塩各種ハイビスカス・オリーブ他 バレリデス社・fds マヨルカ・アンダルシア 缶/瓶 150g他 オープン価格

アーモンド（キャラメル・生・殻付トースト） ｆｄｓ（エフ・ディー・エス） アンダルシア プラスチック/ビン 1kg/3kg オープン価格

ホットチョコレート horno sa jose（ホルノ・サン・ホセ） サンタンデール 紙袋/缶 30g/500g オープン価格

アーモンド菓子（トゥロン） アレマニー社 バルセロナ 紙箱 40g オープン価格

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

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

缶詰（ウニ・あん肝） ポルトムイニョス社 ガリシア 缶 120g/85g オープン価格

オイルサーディン・ツナトロ ラモンペーニャ社・ベンガルコ社 ガリシア 缶 115g オープン価格

他

No.31
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

サピアイン・シードラ・ナトゥラル・プレミウム サピアイン エウスカル・サガルドア（バスク） 泡/シードラ 750ml ¥1,400

クロ・ラ・ソレヤ・ブリュット　マグナム モリ・パレリャーダ カバ/サン・サドゥルニ・デ・ノヤ 泡/カバ 1,500ml ¥2,800

クロ・ラ・ソレヤ・ブリュット・ナチュレ・グランレセルバ モリ・パレリャーダ カバ/サン・サドゥルニ・デ・ノヤ 泡/カバ 750ml ¥3,000

ラモン・ビルバオ・クリアンサ ラモン･ビルバオ リオハ 赤 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

ブランコ・デ・テンプラニーリョ パゴ・デル・ビカリオ カスティーリャ 白 750ml ¥1,800

ネレマン・ビオニエ・ベルディル ボデガス・ネレマン バレンシア 白 750ml ¥1,500

ネレマン・カベルネ・ソーヴィニヨン・ボバル ボデガス・ネレマン バレンシア 赤 750ml ¥1,800

サングリア・ロライロ　オーガニック ボデガス・サンビベール 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・サンビベール マドリッド ベルモット 750ml ¥2,800

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

M　ブリュット　ナチュレ　2013 メストレス ペネデス 泡 750ml ¥3,500

ロペス・デ・アロ　クラシック　ティント　2001 ボデガ・クラシカ リオハ 赤 750ml ¥10,000

ニバリウス　エディシオン・リミターダ　2015 ボデガス・ニバリウス リオハ 白 750ml ¥2,800

トゥルス　レセルバ　2014 ビノス・デ・フィンカ・トゥルス リベラ・デル・デュエロ 赤 750ml ¥5,200

カセリオ・デ・ドゥエニャス　2016 ビニャ・マヨール ルエダ 白 750ml ¥3,500

シャンタル　サングリア ワイン・イン・チューブ カタルーニャ サングリア 1,500ml ¥2,200

ラ・モンテリア　マンサニージャ　エン・ラマ ボデガス・ジュステ アンダルシア シェリー 750ml ¥4,500

ティンティージャ・デ・ロタ　2016 ゴンザレス・ビアス アンダルシア 酒精強化 500ml ¥10,000

ベレシアルトゥア オスカー・ベレシアルトゥア アスティガラガ シードラ 750ml ¥1,500

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

他

No.33
VINOMIO合同会社
〒130-0005　東京都墨田区東駒形1-8-12-102

TEL：080-1379-9023　FAX：-

http://www.vinomio.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ベサロ  ペールエール テェラ デ ラ ハンダ SL カディス クラフトビール 330ml オープン価格

ベサロ  レッドサン テェラ デ ラ ハンダ SL カディス クラフトビール 330ml オープン価格

ベサロ  ブラックトゥナ テェラ デ ラ ハンダ SL カディス クラフトビール 330ml オープン価格

ブチェ ブリュット  ナトゥレ ボデガス オキシデンテ エクストレマドゥーラ カバ/極辛口 750ml ¥1,500

トレス  ウベス  アイレン ボデガス ライレン ラ マンチャ 白/辛口 750ml ¥1,200

レイラ　レジェロ ボデガス パスクアル ガリシア 白/辛口 750ml ¥1,700

フォーロング ボデガス デ フォーロング カディス 白/辛口 750ml ¥1,900

トレス　ウベス　テンプラニーリョ ボデガス ライレン ラ マンチャ 赤/ホベン 750ml ¥1,200

ダマ　デ　トロ　クリアンサ ボデガス ファリーニャ トロ 赤/フルボディ 750ml ¥1,900

ブロ ボデガス パスクアル リベラ デル ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥1,900

他

No.34
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/中重口 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

セメレ・クリアンサ モンテバコ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/中重口 750ml ¥3,000

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/中重口 750ml ¥4,200

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 サラゴザ 白/甘口 750ml ¥2,600

ダラ・レセルバ サンジェニス・イ・バケ プリオラート 赤/中重口 750ml ¥3,500

タロン・ティント ボデガス・タロン リオハ 赤/中重口 750ml ¥2,000

タロン・ブランコ ボデガス・タロン リオハ 白/辛口 750ml ¥2,000

マンサニーリャ・ラ・シガレラ ボデガス・ラ・シガレラ マンサニーリャ・サンルーカル・デ・バラメダ 白/辛口 750ml ¥2,600

他

No.35
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.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　ナトゥレ　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

ベルマドール　ブランコ　オーガニック ラ　ボデガ　デ　ピノソ アリカンテ 白/辛口 750ml ¥2,000

イハルバ　ビウラ　オーガニック ビニャ　イハルバ リオハ 白/辛口 750ml ¥2,500

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 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 ¥4,100

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（オレンジワイン） 750ml ¥4,600

イハルバ　テンプラニヨ　オーガニック ビニャ　イハルバ リオハ 赤/ライトボディ 750ml ¥2,500

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/ライトミディアム 750ml ¥2,500

モヤ　ホーベン　オーガニック ボデガ　メンデス　モヤ アルティﾌﾟﾗﾉ　デ　シエラ　ネバダ 赤/ライトミディアム 750ml ¥3,200

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 750ml ¥4,000

他



No.36
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 カバ　ベルタ カバ（サンサドウルニ） 泡/カバ 750ml ¥3,000

アサバチェ　ブランコ アルデアヌエバ リオハ 白 750ml オープン価格

アルバリーニョ　デ　フェフィニャネス フェフィニャネス リアスバイシャス 白 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

アサバチェ　テンプラニーリョ アルデアヌエバ リオハ 赤 750ml オープン価格

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

ヴァンタ　オベール　ティント ヴェンタ　オベール バホアラゴン 赤 750ml ¥3,600

マンサニーリャ　ソレアール バルバディージョ サンルーカル シェリー 750ml オープン価格

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 ＮＶ

他

No.37
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・ビオ ヴァルフォルモッサ ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥1,850

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

アルヴァレス・デ・トレド・ゴデーリョ アルヴァレス・デ・トレド ビエルソ 白/辛口 750ml ¥1,500

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

アルヴァレス・デ・トレド・メンシア アルヴァレス・デ・トレド ビエルソ 赤/ミディアム 750ml ¥1,320

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.38
ウミネコ醸造株式会社
〒104-0045　東京都中央区築地2-7-12　15山京ビル808

TEL：03-6278-8306　FAX：03-6278-8307　　　　　　　　　　　　　　　

www.uminekojozo.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

スリオール　カバ・レセルバ　BN カン・スリオール・デル・カステル カバ 泡/白/辛口 750ml ¥2,400

スリオール　カバ・レセルバ　BN　ロサット カン・スリオール・デル・カステル カバ 泡/ロゼ/辛口 750ml ¥2,400

コンベニエンシア フィンカ・サン・ブラス ウティエル・レケーナ 白/辛口 750ml ¥1,980

タラバ フィンカ・サン・ブラス ウティエル・レケーナ ロゼ/辛口 750ml ¥2,200

ロマルタ フィンカ・サン・ブラス ウティエル・レケーナ 赤/フル 750ml ¥2,300

ボバル フィンカ・サン・ブラス ウティエル・レケーナ 赤/フル 750ml ¥4,000

ドゥルセ フィンカ・サン・ブラス ウティエル・レケーナ 貴腐ワイン 500ml ¥5,800

カンタヤノ イサック・カンタラピエドラ・ビティクルトール カスティージャ・イ・レオン 白/辛口 750ml ¥2,700

エル・カセテロ　マカベオ ボデガス・フロントニオ バルデハロン 白/辛口 750ml ¥2,200

テレスコピコ　ガルナチャ ボデガス・フロントニオ バルデハロン 赤/フル 750ml ¥3,980

他

No.39
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 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

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.40
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 セボ・骨盤なし CAMPODULCE（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 CAMPODULCE（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） MAFRESA（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 BLAZQUEZ（ブラスケス） サラマンカ 生ハムスライス 25g オープン価格

ハモンセラーノ マエストロカット エスティロ BLAZQUEZ（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) BLAZQUEZ（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 MAFRESA（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 MAFRESA（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） NAVARRO LOPEZ(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

No.41
ピーロート・ジャパン株式会社
〒108-0075　東京都港区港南2-13-31

TEL：03-3458-4711　FAX：03-3458-5963

pieroth-trade.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

クリティアス  カヴァ  ブリュット  NV ヴァルフォルモサ ペネデス 泡/白 750ml ¥1,860

マッジア・フレイヤ  パレリャーダ/ミュスカ  2018 ヴァルフォルモサ ペネデス 白 750ml ¥3,120

レガード・ムニョス  シャルドネ  2018 ボデガス  ムニョス ラ・マンチャ 白 750ml ¥2,640

アルテロ  2015 ボデガス  ムニョス ラ・マンチャ 赤 750ml ¥2,880

ペルラ・デル・マール  2018 アルティガ・フュステル アリカンテ 白 750ml ¥2,560

ペルラ・ネグラ  2017 アルティガ・フュステル アリカンテ 赤 750ml ¥2,560

フィンカ・ソブレノ　クリアンサ  2015 ボデガス  ソブレノ トロ 赤 750ml ¥3,170

ラ・トレメンダ・モナストレル  2016 エンリケ・メンドーサ アリカンテ 赤 750ml ¥3,320

センダ テンプラニーリョ  2017 ボデガス  ラ・カンデラリア ラ・マンチャ 赤 750ml ¥3,450

エンボカデロ  2014 サン・ペドロ・レガラド リベラ・デル・デュエロ 赤 750ml ¥3,810

他

No.42
リコルト合同会社
〒466-0842　愛知県名古屋市昭和区檀渓通3-14

TEL：090-9102-2297　FAX：-　　　　　

https://recolte.easy-myshop.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

コレクシオン・ヴェルデホ コメンヘ ルエダ 白/辛口 750ml ¥2,300

ビベリウス・ロブレ コメンヘ リベラデルドゥエロ 赤/ミディアム 750ml ¥2,300

エル・オリヘン・クリアンサ コメンヘ リベラデルドゥエロ 赤/ミディアム 750ml ¥3,400

ファミリア・レゼルヴァ コメンヘ リベラデルドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥4,500

ドンミゲル コメンヘ リベラデルドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥6,600

カルメン・バイ・コメンヘ コメンヘ リベラデルドゥエロ ロゼ/辛口 750ml ¥3,900

オンダラン・レゼルヴァ オンダラン リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥3,600

オンダラン・セレクション オンダラン リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥3,500

オンダラン・シエンアバデス オンダラン リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥4,800

アルバリーニョ・ソブレリアス MDM リアスバイシャス 白/辛口 750ml ¥3,200

No.43
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/

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

カバルニコラ・オーガニック・ブリュット・ナチュレ ジョセップ・マサックス カバ 泡/白/辛口 750ml ¥2,400

バスティオン・デ・ラ・ルナ・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 ¥3,000

エル・カント・デル・クコ ラガル・ド・メレンス リベイロ 白/辛口 750ml ¥3,200

ウルトレイア・ゴデージョ ラウル・ペレス ビエルソ 白/辛口 750ml ¥4,500

ギマロ・ティント アデガス・ギマロ リベイラ・サクラ 赤/ミディアム 750ml ¥3,000

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 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/ミディアム 750ml ¥3,600

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

ウルトレイア ラウル・ペレス ビエルソ 赤/フルボディ 750ml ¥6,000

他



No.44
FDインポート株式会社
〒105-0021　東京都港区東新橋2-9-7YAHATA汐留ビル2階

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

http//www.fdimport.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

スアヴェ ボデガス・オンタニョン スペイン スパークリング 750ml ¥1,500

オンタニョン・クラレテ ボデガス・オンタニョン リオハ ロゼ 750ml ¥2,000

ベティベール・ベルデホ ボデガス・オンタニョン ルエダ 白 750ml ¥2,200

オンタニョン・エコロヒコ ボデガス・オンタニョン リオハ 赤 750ml ¥2,200

オンタニョン・クリアンサ 2016 ボデガス・オンタニョン リオハ 赤 750ml ¥2,300

ベティベール・ビウラ 2017 ボデガス・オンタニョン リオハ 白 750ml ¥2,500

オンタニョン・レセルバ 2005 ボデガス・オンタニョン リオハ 赤 750ml ¥3,700

オンタニョン・グラン・レセルバ 2005 ボデガス・オンタニョン リオハ 赤 750ml ¥5,600

コレクション・ミトロジア 2005 ボデガス・オンタニョン リオハ 赤 750ml ¥15,000

他

No.45
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

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

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

ベレソス　クリアンサ スゴベル リオハ 赤 750ml ¥3,300

ベレソス　レセルバ スゴベル リオハ 赤 750ml ¥5,000

他

No.46
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

ラデロ・ロサド・テンプラニーリョ ボデガス・セントロ・エスパニョーラス ラマンチャ ロゼ 750ml ¥2,000

ラデロ・ブランコ・アイレン・ベルデホ ボデガス・セントロ・エスパニョーラス ラマンチャ 白 750ml ¥2,000

ラデロ・ティント・クリアンサ ボデガス・セントロ・エスパニョーラス ラマンチャ 赤 750ml ¥2,200

フスティナ ボデガ・デ・モヤ バレンシア 赤 750ml ¥2,400

グロリア ボデガ・デ・モヤ バレンシア 赤 750ml ¥2,700

ヴィーニャ・ミガロン・ブランコ ボデガス・ベルナルド・アルバレス ビエルソ 白 750ml ¥2,500

カンポ・レドンド・ティント・ロブレ ボデガス・ベルナルド・アルバレス ビエルソ 赤 750ml ¥2,700

ポマール・デ・ブルゴス ポマール・ヴィニェドス リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥2,900

キンタ・デ・バコ・クリアンサ ポマール・ヴィニェドス リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥3,600

ラガール　ダンプリウス　ゲヴェルツトラミネール アンプリウス・ラガール バホ　アラゴン 白 750ml ¥3,500

他

No.47
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

カンスモイ　ラ・ロサ ラベントス ペネデス ロゼ 750ml ¥2,800

カンスモイ　チェレッロ ラベントス ペネデス 白 750ml ¥2,850

マス・デル・セラル　バスタラネグラ ラベントス ペネデス 赤 750ml ¥4,680

マス・デル・セラル　チャレッロ ラベントス ペネデス 白 750ml ¥3,890

シウラルタ　ルージュ ビンス・ヌス モンサン 赤 750ml ¥3,500

シウラルタ　グリ　 ビンス・ヌス モンサン 白 750ml ¥5,950

ラ・センダ ラ・センダ ビエルソ 赤 750ml ¥2,200

イン・ア・ガッダ・ダ・ヴィダ ラ・センダ ビエルソ 白 750ml ¥3,690

スカラ・デイ　プリオール スカラ・デイ プリオラート 赤 750ml ¥3,710

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

他



No.48
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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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　ベンデミア ボデガス　リサルテ　 リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアム 750ml ¥2,700

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

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/ミディアム 750ml ¥2,100

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　レッド ビセンテ　ガンディア バレンシア 赤/フルボディ 750ml ¥1,600

モンド リロンド ビセンテ　ガンディア バレンシア 泡/中甘口 750ml ¥1,000

オーガニック　カヴァ ビセンテ　ガンディア カヴァ 泡/辛口 750ml ¥1,556

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

他

No.49
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

エキストラバージンオイル〈ピクアル〉 オロバイレン アンダルシア オリーブオイル 100ml ¥1,000

エキストラバージンオイル〈アルベキーナ〉 オロバイレン アンダルシア オリーブオイル 100ml ¥1,000

ロエス　インスピレーション ボデガス・ミゲール・イ・ルアーノ リベラデルドゥエロ 赤 750ml ¥3,500

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

カン・シャ エメンディス ペネデス カバ 750ml ¥1,980

マバム　パッション ゴールデン・ヒュージョン・マバム スペイン スパークリング 750ml ¥3,500

マバム　ビーチ ゴールデン・ヒュージョン・マバム スペイン スパークリング 750ml ¥3,500

マバム　グラシア ゴールデン・ヒュージョン・マバム スペイン スパークリング 750ml ¥3,300

マバム　テンテーション ゴールデン・ヒュージョン・マバム スペイン スパークリング 750ml ¥3,500

ジンマーレ - コスタブラバ スピリッツ 700ml ¥5,800

他

No.50
イベリア貿易株式会社
〒157-0073　東京都世田谷砧2-5-16

TEL：03-3416-4433　FAX：03-3416-4300

http@iberiatrading.co.jp

商品名 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 ヴァジェ・バリーナ＆フェルナンデス ビジャビシオサ リンゴ酒 750ml オープン価格

カンタブーロ・ロブレ サット・サンパブロ リベラデル・ドゥエロ 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・レセルバ ボデガス・アユソ ラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,050

スタフドオリーブアンチョビ入り アグロセビージャ セビージャ 常温 350g オープン価格

真蛸スライス モイシーフード カディス 冷凍 1.5kg ¥3,900

エクストラバージンオイル2リットルPET 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・ドゥルセ ホセ・マリア・エルナンデス ムルシア ドゥルセ/スウィート 370g ¥1,330

ハモンイベリコ・デ・レセボ ラ・プルデンシア セゴビア イベリコ豚 9kg ¥4,700

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 オープン価格

他

No.51
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

“インペリアル”　ブルット　コルピナット グラモナ ペネデス 泡/辛口 750ml ¥6,000

アッティス・ブランコ アッティス ボデガ＆ビニェドス リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥3,200

“レス・クレステス”　D.O.プリオラート マス・ドイッシュ ペネデス 赤/ミディアム 750ml ¥4,000

セラ、リオハ ボデガス　ロダ リオハ 赤/フル 750ml ¥5,000

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

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 750ml ¥8,000

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 750ml ¥8,000

シェリービネガー ”アリーニョ” 熟成6ヶ月～ リオハナス ヘレス 常温 500ml ¥1,400

オリーブの実　種あり（グリーン・ブラック） コーポリーバ - 常温 3,000g ¥2,600

コーポリーバ ピュアオリーブオイル コーポリーバ - 常温 5L ¥8,000

他



No.52
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

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

バル・デ・メイガス ボウサ・ド・レイ リアス・バイシャス 白 750ml ¥2,300

バルブンティン キンタ・デ・コウセロ リアス・バイシャス 白 750ml ¥2,400

ルクロ・ガルナッチャ・ブランカ ラ・カサ・デ・ルクロ ナバーラ 白 750ml ¥2,500

シャルドネ・フェルメンタード アルヒベス ラ・マンチャ 白 750ml ¥2,400

カトゥロ・ロサード　ガルナッチャ ラ・カサ・デ・ルクロ ナバーラ 赤 750ml ¥1,800

アレグラ・ホベン デ・アンドレス・シスターズ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥1,800

エスコバル オスタトゥ リオハ・アラベサ 赤 750ml ¥2,800

ラモン・イスキエルド ラモン・イスキエルド フミーリャ 赤 750ml ¥3,600

カンポ・エリセオ ブルディガラ トロ 赤 750ml ¥14,000

61ベルモット クアトロ・ラヤス ルエダ 白 750ml ¥2,800

他

No.53
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

ジャウメグラウ・メルロー・ロサード グラウ・イ・グラウ プラ・デ・バジェス ロゼ 750ml ¥2,000

ジャウメ・グラウ・セレクシオン グラウ・イ・グラウ プラ・デ・バジェス 赤 750ml ¥2,100

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

パンサ・ブランカ カン・ロダ アレーリャ 白 750ml ¥2,400

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

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

プレサ・モレニーリョ ガンデサ テラ・アルタ 赤 750ml ¥4,600

バィ・マジョー・ブラン バテア テラ・アルタ 白 750ml ¥1,500

バィ・マジョー・ネグラ バテア テラ・アルタ 赤 750ml ¥1,500

他

No.54
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 ¥1,600

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 ¥1,800

イニエスタ　ミヌートス116　ブランコ ボデガ・イニエスタ マンチュエラ 白/辛口 750ml ¥1,200

イニエスタ　コラソン・ロコ　ブランコ ボデガ・イニエスタ マンチュエラ 白/辛口 750ml ¥1,400

イニエスタ　ミヌートス116　ティント ボデガ・イニエスタ マンチュエラ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,200

イニエスタ　コラソン・ロコ　ティント ボデガ・イニエスタ マンチュエラ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,400

イニエスタ　コラソン・ロコ　ボバル ボデガ・イニエスタ マンチュエラ 赤/フルボディ 750ml ¥2,000

イニエスタ　コラソン・ロコ　プレミウム ボデガ・イニエスタ マンチュエラ 赤/フルボディ 750ml ¥4,000

エミリオ・モロ　フィンカ・レサルソ ボデガス・エミリオ・モロ リベラ・デル・ドゥエロ 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 リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥4,200

他

No.55
株式会社トレードウィンド
〒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/index.html

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

シグロテンプラニーリョ フィンカマンサノス リオハ ライトボディ 750ml ¥1,800

シグロ　オロ　ルリアンサ フィンカマンサノス リオハ ミディアムボディ 750ml ¥3,000

シグロ　セレクシオン フィンカマンサノス リオハ フルボディ 750ml ¥3,500

シグロ　レセルバ フィンカマンサノス リオハ フルボディ 750ml ¥4,000

他
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1 T.G.A. 19  (株)イムコ 37  マルカイコーポレーション(株) 

2 (株)正光社 20  (株)ディバース 38 ウミネコ醸造(株) 

3  レセルバ イベリカ ジャパン(有) 21  三菱食品(株) 39 (株)デプトプランニング 

4  (株)キムラ 22 オルニス(株) 40  アサヒグラント(株) 

5  (株)駒形前川 23  ミリオン商事(株) 41  ピーロート・ジャパン(株) 

6 (株)協同インターナショナル 24  CSJ(株) 42  リコルト (同) 

7  (株)パナバック 25  アサヒビール(株) 43  (有)ワイナリー和泉屋 

8  サントリーワインインターナショナル(株) 26  オーリツジャパン(株) 44  FD インポート(株) 

9  (有)日西商事 27  (株)パラジャパン 45  AITANA(株) 

10  ボニリジャパン(株) 28  (株)飯田 46  (株)エスタリコ・ジャパン 

11  (株)いろはわいん 29 Romea Wines(株) 47 日本酒類販売(株) 

12  (株)グルメミートワールド 30  アドヴァンス・テクノサービス(株) 48  小林桂(株) 

13  (株)スコルニ・ワイン 31 ユニオンリカーズ(株) 49  (株)Traders Market 

14 i-WINE HAPPINESS (株) 32  (有)オーケストラ 50  イベリア貿易(株) 

15  三国ワイン(株) 33  VINOMIO（同） 51 白井松新薬(株) 

16 (株)AW ジャパン 34 アルタミラ(株) 52  (株)仙石 

17 (有)アルコトレード・トラスト 35  (有)アルコス 53 YG&T パートナーズ(株) al puente 

18 
プロスタイルデザイン(株) 

PSD インターナショナル事業部 
36  (株)千商 54  日本リカー(株) 

 55 (株)トレードウィンド 

入口 
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