
　　　　  　 ※アイテム等の表記は各社の表記方法に基づきます。

※ブース番号順

No.1
株式会社稲葉
〒464-0850　愛知県名古屋市千種区今池5-9-12

TEL:052-715-6871　FAX:052-715-6872

https://www.inaba-wine.co.jp
品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

カステルロッチ　レセルバ　ブルット カステルロッチ ペネデス 泡/白/辛口 750ml 2017 ¥2,400

オルキデア ボデガ　イヌリエータ ナバラ 白/辛口 750ml 2019 ¥1,400

オ　フィリョ　ダ　コンデサ ラガール　ダ　コンデサ リアス　バイシャス 白/辛口 750ml 2019 ¥1,800

カステロ　デ　メディナ　フェルメンタド　エン　バリッカ ボデガス　カステロ　デ　メディナ ルエダ 白/辛口 750ml 2018 ¥2,000

ドラゴン　グラン　レセルバ ベルベラーナ カタルーニャ 赤/フルボディ 750ml 2010 ¥1,600

パルデバジェス　ティント　プリエト　ピクード パルデバジェス ティエラ　デ　レオン 赤/フルボディ 750ml 2016 ¥1,800

ゴデリア　ティント ボデガス　イ　ビニェドス　ゴデリア ビエルソ 赤/フルボディ 750ml 2013 ¥2,600

ラヤ ボデガス　アタラヤ アルマンサ 赤/フルボディ 750ml 2019 ¥1,500

ラ　アタラヤ　デル　カミーノ ボデガス　アタラヤ アルマンサ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥3,000

アラヤ　ティエラ ボデガス　アタラヤ アルマンサ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥5,000

他

No.2
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) 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) 320-400g オープン価格

ガルバンソ 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 ラ　レグア 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 マドリート 陶器 オープン価格

他

No.3
株式会社パナバック
〒560-0082　大阪府豊中市新千里東町1丁目2番4号 信用保証ビル6階

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 ヴィンテージ 希望小売価格

シムエ ビセンテ・ガンディーア ルエダ 白 750ml 2018 ¥1,650

ガインツァ　ゲタリアコ　チャコリ ボデガス　ガインツァ ゲタリア 微発砲 750ml 2018 ¥2,400

アテロッカ　レセルヴァ　エクストラ　ブリュット ア・テ ロッカ ペネデス 泡 750ml 2017 ¥3,000

アジェンデ　ブランコ フィンカアジェンデ リオハ 白 750ml 2014 ¥4,900

シジャール ドミニオ・デル・ピディオ リベラ　デル　ドゥエロ 赤 750ml 2018 ¥2,500

エル　テロワール ドメーヌ・ルピエール ナバーラ 赤 750ml 2015 ¥4,000

ヴィアテッラ　ネグレ エデタリア テッラアルタ/カタルーニャ 赤 750ml 2017 ¥1,600

バランシーネス　ゴールド パゴ・ロス・バランシーネス グアディアーナ/エストレマドゥーラ 赤 750ml 2016 ¥2,400

バランシーネス　シャルドネ　ヴィウラ パゴ・ロス・バランシーネス グアディアーナ/エストレマドゥーラ 白 750ml 2018 ¥2,800

バランシーネス　ガルナッチャティントレーラ　ガルナッチャ パゴ・ロス・バランシーネス グアディアーナ/エストレマドゥーラ 赤 750ml 2016 ¥3,200

他

「スペインワイン＆フード商談会　2020」
9月28日（月）　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。

https://www.inaba-wine.co.jp/
http://www.diverse.co.jp/
http://www.panavac.com/


No.4
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
品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

マンサニージャ・ラ・ヒターナ ボデガス・イダルゴ・ラ・ヒターナ マンサニージャ・サンルーカル・デ・バラメダ シェリー 750ml NV ¥2,000

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 泡 750ml 2014 ¥3,000

サピアイン・シードラ・ナチュレ・プレミウム サピアイン  エウスカル・サガルドア（バスクシードル） シードラ 750ml 2018 ¥1,400

チャコリ・チャルマン アルトマーニャ・チャコリーナ チャコリ・デ・アラバ 白 750ml 2018 ¥1,800

パゴ・デル・ビカリオ・ブランコ パゴ・デル・ビカリオ カスティーリャ 白 750ml 2017 ¥1,200

パゴ・デル・ビカリオ・ティント パゴ・デル・ビカリオ カスティーリャ 赤 750ml 2014 ¥1,200

ネレマン・オーガニック・ビオニエ・ベルディル ボデガス・ネレマン バレンシア 白 750ml 2018 ¥1,500

ネレマン・オーガニック・テンプラニーリョ・モナストレル ボデガス・ネレマン バレンシア 赤 750ml 2018 ¥1,500

ラモン・ビルバオ・アルバリーニョ ラモン・ビルバオ リアス・バイシャス 白 750ml 2018 ¥2,200

ラモン・ビルバオ・ビネドス・デ・アルトゥラ ラモン・ビルバオ リオハ 赤 750ml 2016 ¥2,800

他

No.5
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 ヴィンテージ 希望小売価格

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

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

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

クネ　モノポール クネ リオハ・アルタ 白/辛口 750ml ¥1,400

ネリン クロス・モガドール プリオラート 白/辛口 750ml ¥8,000

クネ　クリアンサ クネ リオハ・アルタ 赤/ミディアム 750ml ¥1,400

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

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

インペリアル グラン・レセルバ クネ リオハ・アルタ 赤/フルボディ 750ml ¥8,000

クロス・モガドール クロス・モガドール プリオラート 赤/フルボディ 750ml ¥12,000

他

No.6
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 ヴィンテージ 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 NV ¥1,500

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 2018 ¥1,800

フォーロング・ブランコ フォーロング カディス 白 750ml 2018 ¥2,800

ベルメユ デスクレグット ペネデス 白 750ml 2017 ¥3,000

イビスクス・ブランコ イビスクス イビサ 白 750ml 2018 ¥3,700

ブリサ・デル・コステル マス・フォラスター コンカ・デ・バルベラ アンバー 750ml 2018 ¥3,200

イビスクス・ロサード イビスクス イビサ ロゼ 750ml 2018 ¥3,900

ムルベ・クリアンサ ボデガス・フルトス・ビジャル トロ 赤 750ml 2014 ¥2,200

ボッジ・パル・トゥ ビニェス・ドエネク モンサン 赤 750ml 2017 ¥2,600

イビスクス・ティント イビスクス イビサ 赤 750ml 2017 ¥3,700

他

No.7
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1-18-5

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 ヴィンテージ 希望小売価格

ガレルナ・スパークリング　 ドミニオ・デ・プンクトン ヴィノ・デ・ラ・ティエラ 泡/白/辛口 750ml NV ¥1,400

カヴァ　ムッサ・ブリュット・ナチューレ 【金賞】 ヴァルフォルモッサ ペネデス 泡/白/辛口 750ml NV ¥1,480

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 NV ¥1,850

ホーヴェン・ガルナッチャ　ビアンコ　 アシエンダ・エル・エスピノ アルマンサ 白/辛口 750ml 2019 ¥1,000

１７０７　シャルドネ アシエンダ・エル・エスピノ アルマンサ 白/辛口 750ml 2018 ¥1,400

アルティガソ・シャルドネ ボデガス･パニザ アラゴン 白/辛口 750ml 2016 ¥2,100

ホーヴェン・ガルナッチャ　ティント アシエンダ・エル・エスピノ アルマンサ 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥1,000

１７０７　シラー アシエンダ・エル・エスピノ アルマンサ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥1,400

モンテス・デ・レサ　クリアンサ 【金賞】 フアン・ラモン・ロサノ リオハ 赤/フルボディ 750ml 2015 ¥1,600

バタラ・デ・アルマンサ アシエンダ・エル・エスピノ アルマンサ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥1,600

他

https://www.union-liquors.com/
https://www.mikuniwine.co.jp/
http://www.sunseikowines.com/
http://www.marukai.co.jp/wine


No.8
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:03-5774-8298

http://www.prostyle-design.com/international
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

アルドンサ　アルボ アルドンサ・グルメ ラマンチャ 白/辛口/フルーティ 750ml 2017 ¥2,800

アルドンサ　クラシコ アルドンサ・グルメ ラマンチャ 赤/ミディアムボディ 750ml 2011 ¥3,200

アルドンサ　セレクション アルドンサ・グルメ ラマンチャ 赤/フルボディ 750ml 2012 ¥4,400

アルドンサ　ナバマリン アルドンサ・グルメ ラマンチャ 赤/フルボディ 750ml 2011 ¥6,200

アルドンサ　サフラン アルドンサ・グルメ ラマンチャ サフラン/常温 1g ¥3,600

ヴィッチーカタラン（瓶） ヴィッチーカタランコーポレーション カルデス・デ・マラベーリャ 天然発砲ミネラルウォーター 250ml/500ml/1000ml \385/\480/\762

フォンドール（ＰＥＴ・瓶） ヴィッチーカタランコーポレーション サン・イラリ・サカルム ミネラルウォーター 500ml(pet)/1000ml \266/\564

マラベーリャ（瓶） ヴィッチーカタランコーポレーション カルデス・デ・マラベーリャ 天然発砲ミネラルウォーター 330ml/750ml \448/\711

他

No.9
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4F

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 ヴィンテージ 希望小売価格

アグスティ・トレジョ・マタ　ブルット・ナトゥレ　グラン・レセルバ アグスティ・トレジョ・マタ カバ 泡/白/辛口 750ml 2013 ¥4,400

クアトロ・ラヤス　ビニェードス・センテナリオス ボデガス・クアトロ・ラヤス ルエダ 白/辛口 750ml 2018 ¥2,300

シェヘラザード ボデガ・ラス・セパス リオハ 白/辛口 750ml 2018 ¥3,200

パシオン・デ・ボバル　ミニ ボデガ・シエラ・ノルテ ウティエル－レケーナ 赤/ミディアム 375ml 2016 ¥1,500

ムリージョ・ビテリ　クリアンサ ボデガス・ムリージョ・ビテリ リオハ 赤/ミディアム 750ml 2016 ¥2,000

マルケス・デ・グリニョン　レセルバ　カタルーニャ パゴス・デ・ファミリア　マルケス・デ・グリニョン カタルーニャ 赤/フルボディ 750ml 2015 ¥2,700

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/フルボディ 750ml 2017 ¥5,300

ヴァルベラン　20　マンサナス マサベウ・ボデガス アストゥリアス アイス・シードル 375ml 2017 ¥3,800

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 シェリー/マンサニージャ 750ml NV ¥3,000

オレウム・アルティス パゴス・デ・ファミリア　マルケス・デ・グリニョン ラ・マンチャ Ex.バージン・オリーブオイル 500ml 2019 ¥3,200

他

No.10
株式会社金井事務所
〒461-0004　愛知県名古屋市東区葵2-3-22  ハウスアベニュー303

TEL:052-933-6585　FAX:052-933-6788

https://aubocassa.jp/
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

アウボカーサ アウボカーサ スペイン オリーブオイル 500ml 2019 ¥6,000

ラモ アウボカーサ スペイン オリーブオイル 500ml 2019 ¥5,000

アウボカーサ アウボカーサ スペイン オリーブオイル 250ml 2019 ¥3,500

ラモ アウボカーサ スペイン オリーブオイル 250ml 2019 ¥3,000

他

No.11
株式会社コートーコーポレーション
〒662-0862　兵庫県西宮市青木町3-12

TEL:0798-71-0030　FAX:0798-71-0033

www.kotobiz.com
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

リビティー　キュヴェブリュット ボデガス　ムレダ ティエラド・カスティーリャ 泡/白/辛口 750ml NV ¥1,900

リビティー　シャルドネ ボデガス　ムレダ ティエラド・カスティーリャ 白/辛口 750ml 2018 ¥1,600

リビティー　テンプラニーリョ ボデガス　ムレダ ティエラド・カスティーリャ 赤/フルボディ 750ml 2018 ¥1,600

カブト・ベルデホ ボデガス　パラヒメネス ラマンチャ・クエンカ 白/辛口 750ml 2017 ¥1,700

カブト・テンプラニーリョ ボデガス　パラヒメネス ラマンチャ・クエンカ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥1,700

セニョリオ・デ・ティエルメス・レゼルバ・ブラン ボデガス　タゴニウス マドリッド 白/辛口 750ml 2017 ¥1,980

ヴェガサン・シラー ボデガス　クリスト　デラ　ヴェガ ラマンチャ・シウダード　レアル 赤/フルボディ 750ml 2019 ¥1,400

アルマーラ ボデガス・マヤカ ナバーラ 赤/フルボディ 750ml 2018 ¥1,850

バロン・ド・マガーニャ ボデガス・ヴィニャ・マガーニャ ナバーラ 赤/フルボディ 750ml 2011 ¥3,150

他

http://www.prostyle-design.com/international
https://www.sukoruniwine.com/
https://aubocassa.jp/
http://www.kotobiz.com/


No.12
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

TEL:03-5643-9770　FAX:03-5643-9779

https://www.nlwine.com
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

インフィニタス シャルドネ・ビウラ コセチェロス・イ・クリアドーレス ラ・マンチャ 辛口 750ml 2018 ¥1,300

インフィニタス カベルネ・ソーヴィニヨン コセチェロス・イ・クリアドーレス ラ・マンチャ ミディアムボディ 750ml 2017 ¥1,300

インフィニタス テンプラニーリョ コセチェロス・イ・クリアドーレス ラ・マンチャ ミディアムボディ 750ml 2016 ¥1,300

コラソン・ロコ ブランコ ボデガ・イニエスタ マンチュエラ 辛口 750ml 2018 ¥1,400

コラソン・ロコ ティント ボデガ・イニエスタ マンチュエラ ミディアムボディ 750ml 2018 ¥1,400

コラソン・ロコ ボバル ボデガ・イニエスタ マンチュエラ フルボディ 750ml 2017 ¥2,000

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 ミディアムボディ 750ml 2017 ¥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 フルボディ 750ml 2016 ¥4,200

他

No.13
First Step Japan株式会社
〒105-0004　東京都港区新橋5-25-1  新橋ビジネスガーデン1F-8

TEL:090-1999-1749　FAX: -

www.firststepjapan.com
品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

Gazpacho AMC スペイン 冷製スープ 1L ¥500

ZU Orange AMC スペイン ジュース 2L ¥650

Beauty&Go プリティーピンク Feed your skin スペイン 美容ドリンク 350ml ¥600

Beauty&Goヘルシーグリーン Feed your skin スペイン 美容ドリンク 350ml ¥600

他

No.14
株式会社いろはわいん
〒105-0003　東京都港区西新橋1丁目19-6  桔梗備前ビル603

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 ヴィンテージ 希望小売価格

ゲタリアコ・チャコリーナ・ベレシア イルスタ ゲタリアコ・チャコリーナ 白/辛口 750ml 2018 ¥4,200

ゲタリアコ・チャコリーナ スドゥガライ ゲタリアコ・チャコリーナ 白/微発泡 750ml 2019 ¥2,300

ゲタリアコ・チャコリーナ・ロゼ スドゥガライ ゲタリアコ・チャコリーナ ロゼ/微発泡 750ml 2019 ¥2,800

エクリプセ イチャスメンディ ビスカイコ・チャコリーナ 赤/ミディアム 750ml 2016 ¥6,300

アラバコ・チャコリーナ・アストビサ アストビサ アラバコ・チャコリーナ 白/辛口 750ml 2019 ¥3,000

アラバコ・チャコリーナ・ロゼ アストビサ アラバコ・チャコリーナ ロゼ/辛口 750ml 2019 ¥3,300

エスプモーソ・デ・チャコリ・ロサード ベルデュイ アラバコ・チャコリーナ 泡ロゼ 750ml 2012 ¥4,500

クリアンサ ドミニオ・デ・ベルサル リオハ・アラベサ 赤/ミディアム 750ml 2016 ¥3,500

レセルバ ビバンコ リオハ 赤/ミディアム 750ml 2014 ¥4,000

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

他

https://www.nlwine.com/
http://www.firststepjapan.com/
http://www.irohawine.jp/


No.15
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 ヴィンテージ 希望小売価格

マーレ・グランレセルバ ジロ・リボ ペネデス 泡 750ml ¥2,800

ベガマル・クリアンサ ボデガス・ベガマル バレンシア 赤 750ml ¥2,600

カサルデアルマン・ブランコ ボデガス・カサルデアルマン リベイロ 白 750ml ¥3,000

フィンカビニョア フィンカビニョア リベイロ 白 750ml ¥3,000

ナイア ボデガス・ナイア ルエダ 白 750ml ¥2,500

ノラ ボデガ・ビニャ・ノラ リアスバイシャス 白 750ml ¥2,800

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

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

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 ¥2,900

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

他

No.16
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 ヴィンテージ 希望小売価格

ホフマン（品種：ソーヴィニョン・ブラン） ボデガス・アルセーニョ フミーリャ 白/辛口 750ml 2019 ¥1,600

メラヨ・ゴデーリョ（品種：ゴデーリョ） ボデガス・メラヨ ビエルソ 白/辛口 750ml 2018 ¥2,400

ザ・フリー・ソウル（品種：ベルデホ） モーフォー ルエダ 白/辛口 750ml 2018 ¥2,300

ジロ・スクエアード（品種：ジロ） ジロ・リボット ペネデス 白/辛口 750ml 2016 ¥2,400

ロ・ノイ・デル・サック（品種：メルロー） セラー・パスコナ モンサン 白/辛口 750ml 2019 ¥3,000

メラヨ・ロサード（品種：メンシア） ボデガス・メラヨ ビエルソ ロゼ/辛口 750ml 2018 ¥1,800

パラヘス・デル・バッレ（品種：モナストレル） パラヘス・デル・バッレ フミーリャ 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥1,900

ロメオ（品種：モナストレル） ボデガス・アルセーニョ フミーリャ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥1,800

ザ・ワイルド・チャイルド（品種：ティンタ・デ・トロ） モーフォー トロ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥2,300

マリア・ガンチャ（品種：サムソー） セラー・パスコナ モンサン 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥2,500

他

No.17
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

https://www.iidawine.com
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

グラン　プレディカット　ブラン グリフォイ　デクララ カタルーニャ 白 750ml 2017 ¥4,800

トッサルス　セレクシオ グリフォイ　デクララ カタルーニャ 赤 750ml 2017 ¥2,500

トッサルス　セレクシオ　エスペシアル グリフォイ　デクララ カタルーニャ 赤 750ml 2017 ¥3,800

ベルモット　ロホ　(SC) グリフォイ　デクララ カタルーニャ フレーヴァードワイン 1,000ml NV ¥3,500

アモンティリャード　カルロスVII アルベアル アンダルシア 白 375ml NV ¥3,000

オロロソ　アスンシオン アルベアル アンダルシア フォーティファイドワイン 375ml NV ¥2,800

ソレラ　クリーム アルベアル アンダルシア フォーティファイドワイン 375ml NV ¥2,800

ベルモット　ロホ アルベアル アンダルシア フレーヴァードワイン 750ml NV ¥2,800

ララーマ ドミニオ　ド　ビベイ ガリシア 赤 750ml 2013 ¥4,500

ラポーラ ドミニオ　ド　ビベイ ガリシア 白 750ml 2014 ¥4,500

他

No.18
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/Company.html
品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ハモンイベリコレセボ ラ・プルデンシア セゴビア 生ハム 10kg ￥4,700/kg

サルチチョンカセーロ ラ・プルデンシア セゴビア ソーセージ 400g ￥2,420/kg

ケソマンチェゴ ケソスロミンチャール ラ・マンチャ チーズ 1kg ￥5,540/個

エクストラバージンオリーブオイル フランシスコホセサンチェス アンダルシア オイル 250ml ￥300/本

ギンディージャ ウビデアアリメント ナバーラ タパス 60g ￥480/本

カンタブーロロブレ サンパブロ リベラデドゥエロ 赤 750ml ¥1,120

カンタブーロクリアンサ サンパブロ リベラデドゥエロ 赤 750ml ¥1,820

エリアスモーラ ボデガエリアスモーラ トロ 赤 750ml ¥1,680

サンクレール カバスロベルト カタルーニャ カバ 750ml ¥1,680

他

http://www.milliontd.co.jp/
https://www.facebook.com/iwinehappiness
https://www.iidawine.com/
http://www.iberiatrading.co.jp/Company.html


No.19
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 ヴィンテージ 希望小売価格

エマ マス・デ・ラブンダンシア モンサン 赤 750ml 2018 ¥2,500

jmfg　ブリュットナチュレ・レセルバ jmfg ペネデス 泡 750ml 2015 ¥3,500

jmfg　ブリュットナチュレ・グランレセルバ jmfg ペネデス 泡 750ml 2015 ¥4,500

jmfg　ブリュットナチュレ・グランレセルバ　ARASHI　エコロヒコ jmfg ペネデス 泡 750ml 2013 ¥5,000

アラヤン・アルビージョ・レアル アラヤン メントリダ 白 750ml 2017 ¥3,800

アラヤン・ロサード アラヤン メントリダ ロゼ 750ml 2018 ¥2,000

ノステル・イニシアル エストリアクス プリオラート 赤 750ml 2016 ¥2,800

クロ・モンブラン　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 2017 ¥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 コンカ・デ・バルベラ 赤 750ml 2015 ¥3,000

エスピナレ・ベルモット・レセルバ エスピナレ バルセロナ ベルモット 750ml NV ¥3,000

他

No.20
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
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 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

ラ ガルデア ホワイト ボデガ・エステバン・マルティン カリニェナ 白 750ml ¥2,000

ラ ガルデア ロゼ ボデガ・エステバン・マルティン カリニェナ ロゼ 750ml ¥2,000

ラ ガルデア クリアンサ ボデガ・エステバン・マルティン カリニェナ 赤 750ml ¥2,400

ラ ガルデア レゼルバ ボデガ・エステバン・マルティン カリニェナ 赤 750ml ¥3,000

ウルラ ボデガ・エステバン・マルティン カリニェナ 赤 750ml ¥3,000

ニーニョ ミマド シャルドネ ボデガ・エステバン・マルティン カリニェナ 白 750ml ¥3,900

ニーニョ ミマド ガルナッチャ ボデガ・エステバン・マルティン カリニェナ 赤 750ml ¥3,900

他

No.21
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

https://www.nishuhan.co.jp
品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

ラベントス　デ・ラ・フィンカ ラベントス・イ・ブラン ペネデス 泡/白 750ml 2016 ¥4,380

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/白 750ml 2016 ¥4,500

カンスモイ　スモイ　アンセストラル ラベントス・カンスモイ ペネデス 泡/白 750ml 2018 ¥2,670

カンスモイ　モントネガ　アンセストラル ラベントス・カンスモイ ペネデス 泡/白 750ml 2018 ¥2,380

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 2018 ¥2,490

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 2018 ¥2,030

シウラルタ　ルージュ ビンス・ヌス モンサン 赤/ミディアム 750ml 2016 ¥3,500

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 2018 ¥3,840

イン・ア・ガッダ・ダ・ヴィダ ラセンダ ビエルソ 白/辛口 750ml 2018 ¥3,690

ラ・センダ ラセンダ ビエルソ 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥2,200

他

No.22
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  清水不動産ビル201

TEL:06-6467-4147　FAX:06-6467-4157

www.tgafoods.com
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

グラリマ ブランコ ボデガス ソモス ソモンターノ 白/辛口 750ml ¥1,715

グラリマ ロサード ボデガス ソモス ソモンターノ ロゼ/辛口 750ml ¥1,715

グラリマ ティント ボデガス ソモス ソモンターノ 赤/ミディアム 750ml ¥1,715

グラリマ ロブレ ブランコ ボデガス ソモス ソモンターノ 白/辛口 750ml ¥2,000

グラリマ ロブレ ティント ボデガス ソモス ソモンターノ 赤/ミディアム 750ml ¥2,000

ソモス ヴァリエターレ ブランコ ボデガス ソモス ソモンターノ 白/辛口 750ml ¥2,286

ソモス ヴァリエターレ ティント ボデガス ソモス ソモンターノ 赤/ミディアム 750ml ¥2,286

ソモス コレクション ゲヴュルツトラミネール ボデガス ソモス ソモンターノ 白/辛口 750ml ¥2,572

ソモス クリアンサ ボデガス ソモス ソモンターノ 赤/ミディアム 750ml ¥2,144

ソモス プレミウム ボデガス ソモス ソモンターノ 赤/フルボディ 750ml ¥6,429

他

http://www.liquorlandjp.com/
http://aitana.jp/
https://www.nishuhan.co.jp/
http://www.tgafoods.com/


No.23
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/foods
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

プリマ DO.トロ ボデガス サンロマン トロ 赤 750ml 2016 ¥3,500

ロダ DOCa リオハ･レセルバ ボデガス ロダ リオハ 赤 750ml 2015 ¥7,000

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 750ml 2014 ¥6,000

“ジェサミ”　ビノ・ブランコ DO. ペネデス グラモナ ペネデス 白 750ml 2019 ¥4,000

マウロ、ビノ・デ・ラ・ティエラ ボデガス マウロ カスティーリャ・イ･レオン 赤 750ml 2017 ¥8,000

コリンボ　DO リベラ・デル・ドゥエロ ボデガス ラ オラ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml 2014 ¥6,000

エルマノス･リュルトン･ブランコ　ルエダ ボデガ リュルトン ルエダ 白 750ml 2019 ¥2,400

レス クレステス DOQ プリオラート マスドイシュ プリオラート 赤 750ml 2017 ¥4,000

アッティス ブランコ DO.リアスバイシャス アッティス リアスバイシャス 白 750ml 2019 ¥3,200

ホーベン　DO リベラ・デル・ドゥエロ マルティン ベルドゥーゴ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml 2017 ¥2,200

他

No.24
オルニス株式会社
〒153-0065　東京都目黒区中町1-28-4  イニシアイオ目黒学芸大学106

TEL:03-6451-0280　FAX:03-6451-0281

www.ornis.co.jp
品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

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 2018 ¥2,350

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 2018 ¥2,100

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 2018 ¥1,800

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 2017 ¥2,180

ラ・キンタ　ビルマ　ロゼ ボデガ・ラ・キンタ ナバーラ ロゼ 750ml 2019 \1,800(参考上代)

他

No.25
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.om
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 ヴィンテージ 希望小売価格

スリオール　カバ・レセルバ　ブルット・ナトゥレ　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 2017 ¥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 2018 ¥1,980

エル・カセテロ　マカベオ ボデガス・フロントニオ カンポ・デ・ボルハ 白/辛口 750ml 2018 ¥2,200

リロンド 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 2019 ¥2,800

バンカルス カン・スリオール・デル・カステル ペネデス 白/辛口 750ml 2017 ¥3,500

ハッ！ ボデガス・ティネード カスティージャ 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥1,780

エル・カセテロ　ガルナチャ ボデガス・フロントニオ カンポ・デ・ボルハ 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥2,200

アルトゥケ ボデガス・イ・ビニェドス・アルトゥケ リオハ 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥2,260

ボバル フィンカ・サン・ブラス ウティエル・レケーナ 赤/ミディアム 750ml 2015 ¥3,500

ベルトラ　ベルムー ボデガス・イ・ビニェドス・ディエス・メリト ヘレス シェリー/ベルモット/辛口 750ml NV ¥2,800

他

http://www.shiraimatsu.com/foods
http://www.ornis.co.jp/
http://www.uminekojozo.om/


スペインワイン＆フード商談会 2020 

9月 28日(月) 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)稲葉 14  (株)いろはわいん 

2  (株)ディバース  15  ミリオン商事(株) 

3  (株)パナバック 16  i-WINE HAPPINESS (株)  

4  ユニオンリカーズ(株) 17  (株)飯田 

5  三国ワイン(株) 18  イベリア貿易(株) 

6  (株)正光社 19  (株)キムラ 

7 マルカイコーポレーション(株) 20  AITANA(株) 

8 
 プロスタイルデザイン(株)  

PSDインターナショナル事業部 
21 日本酒類販売(株)  

9  (株)スコルニ・ワイン 22 T.G.A. 

10  (株)金井事務所 23 白井松新薬(株) 

11  (株)コート―コーポレーション 24 オルニス(株) 

12 日本リカー(株) 25 ウミネコ醸造株式会社 

13 First Step Japan(株) 
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