
　　　　  　 ※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

https://www.panavac.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

ガインツァ ゲタリアコ チャコリーナ ボデガ・ガインツァ バスク　ゲタリア 微発泡/チャコリ 750ml 2019 ¥2,400

ア・テ　ロッカ　ロサード　エクストラ ブリュット アグスティー・トレッジョ・ロッカ ぺネデス 泡/ロゼ 750ml 2017 ¥3,500

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

ヴィアテッラ　ブラン エデタリア テッラ　アルタ 白 750ml 2018 ¥2,200

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 リベラ・デル・グアディアナ 白 750ml 2018 ¥2,800

バランシーネス　ガルナッチャ・ティントレラ パゴ・ロス・バランシーネス リベラ・デル・グアディアナ 赤 750ml 2016 ¥3,200

アジェンデ・ナトゥ-レ フィンカ・アジェンデ リオハ　アルタ 赤 750ml 2019 ¥4,900

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

シジャール ボデガ・シジャール・デ・シロス リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml 2018 ¥2,500

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 2015 ¥2,600

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:03-3683-2811

www.sunseikowines.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

ラルバ・アル・トゥロ 2018 マス・ゴマ 1724 ペネデス 泡/辛口/ペット/ナット 750ml 2018 ¥2,600

メモリア・ブルット・ナトゥーレ 2015 デスクレグット ペネデス(コルピナット） 泡/極辛口 750ml 2015 ¥3,600

JF トレパット・ロサット・カバ　 セラー・マス・フォラスター コンカ・デ・バルベラ 泡/ロゼ/辛口 750ml NV ¥3,000

アミーゴ・イマヒナリオ 2018 ボデガ・フォーロング カディス 白/辛口 750ml 2018 ¥4,900

ブリサ・デル・コステル セラー・マス・フォラスター コンカ・デ・バルベラ 白（オレンジ）/辛口 750ml 2019 ¥3,200

フォーロング・80/20 2018 ボデガ・フォーロング カディス 白（オレンジ）/辛口 750ml 2018 ¥3,600

ヴル・ウベイラ・ロサード 2019 ロンセル・ド・シル リベイラ・サクラ ロゼ/辛口 750ml 2019 ¥3,000

パゴ・デ・バルドネヘ・メンシア・ホベン 2019 ビノス・バルトゥイージェ ビエルソ 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥1,800

エル・バラオ ビノス・バルトゥイージェ ビエルソ 赤/ミディアム 750ml 2016 ¥2,600

ウルテリオール・ガルナッチャ ボデガス・イ・ビニェドス・ヴェルム カスティーリャ・ラ・マンチャ 赤/ミディアム 750ml 2017 ¥3,200

他

No.3
株式会社ラフィネ
〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-13-20 グランドメゾン三軒茶屋505

TEL:03-5779-0127 FAX:03-5779-0128

https://www.raffinewine.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

チョミン・エチャニス　チャコリ・ブランコ チョミン・エチャニス チャコリ・デ・ゲタリア 白/辛口 750ml 2019 ¥3,000

ナバエレロス・ブランコ ベルナべレヴァ マドリッド 白/辛口 750ml 2018 ¥2,700

キンタルナ オシアン セゴビア 白/辛口 750ml 2018 ¥3,300

コレカミノス ミクロ・ビオ・ワインズ セゴビア 白/辛口 750ml 2019 ¥3,500

ビニャ・イルスィオン ビニャ・イルスィオン リオハ 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥2,000

ロス・フライレス・ナトゥレル ロス・フライレス バレンシア 赤/ミディアム 750ml 2020 ¥2,400

エル・プリメル・ベソ バルデモンハス リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥2,500

バルダヤ バルダヤ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml 2018 ¥6,000

パゴ・デ・カラオヴェハス パゴ・デ・カラオヴェハス リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥6,000

マンサニーリャ・ソレアール アントニオ・バルバディージョ サンルーカル・デ・バラメーダ シェリー/辛口 750ml NV ¥2,800

他

「スペインフード＆飲料商談会　2021」
6月28日（月）　ヒルトン名古屋　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。

http://www.sunseikowines.com/
https://www.raffinewine.com/


No.4
株式会社稲葉
〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池5-912

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

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

ゴデリア　キュヴェ　ブルット　レセルバ ボデガス　イ　ビニェドス　ゴデリア ビエルソ 泡/白/辛口 750ml NV ¥3,000

サバテ　イ　コカ　ジョセップ　コカ　ブルット　ナトゥレ カステルロッチ（サバテ　イ　コカ） ペネデス 泡/白/辛口 750ml 2013 ¥4,000

ソー　ブラン カステルロッチ（サバテ　イ　コカ） ペネデス 白/辛口 750ml 2017 ¥2,200

カステロ　デ　メディナ　ベルデホ ボデガス　カステロ　デ　メディナ ルエダ 白/辛口 750ml 2019 ¥1,600

アルバリン　ブランコ パルデバジェス レオン 白/辛口 750ml 2019 ¥1,900

ガモナル パルデバジェス ティエラ　デ　レオン 赤/フルボディ 750ml 2016 ¥2,500

オノロ　ベラ　リオハ ヒル　ファミリー　エステーツ リオハ 赤/フルボディ 750ml 2018 ¥1,500

ゴタ　デ　アレーナ ボデガス　トリデンテ カスティーリャ　イ　レオン 赤/フルボディ 750ml 2018 ¥1,400

エントゥレスエロ　テンプラニーリョ ボデガス　トリデンテ カスティーリャ　イ　レオン 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥2,000

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

他

No.5
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

センスム　アルバリーニョ　ブリュット ボデガス　アス　ラサス ガリシア州 泡/白 750ml NV ¥3,800

バル　ド　ソセゴ　アルバリーニョ ボデガス　アス　ラサス ガリシア州 白 750ml 2018 ¥2,300

バゴア　ド　ミーニョ　ラグリマ ボデガス　アス　ラサス ガリシア州 白 750ml 2018 ¥3,200

アルタラ　オーラム ビーニャ　サンタ　マリーナ エクストレマドゥーラ州 白 750ml 2019 ¥1,500

セルトゥス　ロブレ ビーニャ　サンタ　マリーナ エクストレマドゥーラ州 赤 750ml 2016 ¥1,500

カベルネソーヴィニヨン　シラー ビーニャ　サンタ　マリーナ エクストレマドゥーラ州 赤 750ml 2015 ¥2,400

グラディエーター ビーニャ　サンタ　マリーナ エクストレマドゥーラ州 赤 750ml 2012 ¥5,000

ヴィヴィル　ヴィヴィル ボデガス　イ　ビニェードス　ネオ カスティーリャ　イ　レオン州 赤 750ml 2019 ¥1,500

センティド ボデガス　イ　ビニェードス　ネオ カスティーリャ　イ　レオン州 赤 750ml 2012 ¥2,800

ネオ ボデガス　イ　ビニェードス　ネオ カスティーリャ　イ　レオン州 赤 750ml 2011 ¥6,900

他

No.6
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/
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 ロゼ・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 2017 ¥2,130

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/白 750ml 2017 ¥2,130

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 2014 ¥2,830

クネ　モノポール クネ リオハ・アルタ 白/辛口 750ml 2019 ¥1,420

パゴス・デ・ガリア ゴデーリョ パゴス・デ・ガリア バルデオラス 白/辛口 750ml 2019 ¥2,530

ビーニャ・レアル F エンバリカ ビーニャ・レアル リオハ・アラベサ 白/辛口 750ml 2018 ¥2,230

クネ　クリアンサ クネ リオハ・アルタ 赤/ミディアム 750ml 2017 ¥1,420

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 2017 ¥2,230

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 2017 ¥2,530

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 2012 ¥8,000

他

No.7
株式会社ヴォガジャパン
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-9 新横浜ICビル5F 504

TEL:045-594-9880 FAX:045-594-9881

http://www.voga-japan.net
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

ブロンクス パゴ・デ・タルシス ウティエル・レケーナ 白/極甘口/フルボディ 500ｍl NV ¥3,300

ラ・ブエナ・シエスタ・ガルナッチャ ネヴァー・イナフ メントリダ 赤/辛口/フルボディ 750ml 2017 ¥2,100

ベルメホス・マルバシア・ヴォルカニカ ボデガス・ロス・ベルメホス ランサローテ 白/辛口/ミディアム 750ml 2019 ¥3,300

ベルメホス・リスタン・ネグロ・マセラシオン・カルボニカ　 ボデガス・ロス・ベルメホス ランサローテ 赤/辛口/フルボディ 750ml 2019 ¥3,300

シエテ・フエンテス スエルテス・デル・マルケス テネリフェ 赤/辛口/フルボディ 750ml 2017 ¥2,800

エル・エスキヨン スエルテス・デル・マルケス テネリフェ 赤/辛口/フルボディ 750ml 2016 ¥3,900

モンテ・アクロ・テンプラニーリョ・ブランコ ボデガス・デル・メディーヴォ リオハ 白/辛口/ミディアム 750ml 2019 ¥1,600

ナッツ・チャレッロ・オーガニック マス・ベルトラン ペネデス 白/辛口/フルボディ 750ml 2019 ¥2,000

ナッツ・スモイ・オーガニック マス・ベルトラン ペネデス 赤/辛口/フルボディ 750ml 2018 ¥3,500

アンセストラル・チャレッロ マス・ベルトラン ペネデス 泡/やや辛口/ミディアム 750ml NV ¥2,800

他

https://www.inaba-wine.co.jp/
https://www.iidawine.com/
tel:03-5542-3941%20FAX:03-3552-0392
https://www.mikuniwine.co.jp/
tel:045-594-9880%20FAX:045-594-9881
http://www.voga-japan.net/


No.8
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・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 レグンブレス　ルエンゴ レオン 乾燥豆 1kg オープン価格

ピメントン・ドゥルセ アンヘル　ナヴァーロ　ホベール アリカンテ 香辛料 500g オープン価格

乾燥ニョラ ガル リオハ 香辛料 100g,500g オープン価格

ピキージョ ホセ　サルセド　ソリア 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 アルレキン 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.9
ワイン・イン・スタイル株式会社
〒106-0045 東京都港区麻布十番1-5-30 十番董友ビル2階

TEL:03-5413-8831 FAX:03-5413-8833

www.wineinstyle.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

ロラ・モラ バルセロナ・ブランズ スペイン サングリア/赤/甘口 250ml NV オープン価格

ロラ・モラ バルセロナ・ブランズ スペイン サングリア/赤/甘口 1,000ml NV ¥1,980

他

No.10
株式会社いろはわいん
〒105-0003 東京都港区西新橋1-19-6桔梗備前ビル603

TEL:03-6459-4715 FAX:03-6459-4716

http://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・スドゥガライ スドゥガライ チャコリ・デ・ゲタリア 微発泡/白 750ml 2020 ¥2,300

ゲタリアコ・チャコリーナ・イルスタ イルスタ チャコリ・デ・ゲタリア 微発泡/白 750ml 2020 ¥2,800

ゲタリアコ・チャコリーナ・ティント・イルスタ イルスタ チャコリ・デ・ゲタリア 赤/辛口 750ml 2019 ¥4,000

ビスカイコ・チャコリーナ・イチャスメンディ イチャスメンディ チャコリ・デ・ビスカイア 微発泡/白 750ml 2020 ¥3,100

ビスカイコ・チャコリーナ・G22 ゴルカ・イサギレ チャコリ・デ・ビスカイア 白/辛口 750ml 2019 ¥3,800

ビスカイコ・チャコリーナ・マルコ・グレ・アルバソアック オシェール チャコリ・デ・ビスカイア 白/辛口 750ml 2019 ¥5,000

ビスカイコ・チャコリーナ・エギアエネア ビスカイバルネ チャコリ・デ・ビスカイア 白/辛口 750ml 2019 ¥3,300

アラバコ・チャコリーナ・ピルピル アストビサ チャコリ・デ・アラバ 微発泡/白 750ml 2020 ¥2,500

アラバコ・チャコリーナ・アストビサ・ロゼ アストビサ チャコリ・デ・アラバ 微発泡/ロゼ 750ml 2020 ¥3,300

アルバ・ド・アパルデューナ・ブルット・ナトゥーレ・ロサード・サンティ・ビクトリス・エ・サンティ・ヤコビ ベルデュイ チャコリ・デ・アラバ 発泡/ロゼ 750ml 2015 ¥4,500

他

No.11
株式会社スコルニ・ワイン
〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-40 PEGASUS AOYAMA B610

TEL:03-6812-9860 FAX:050-3153-1516

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

エウダルド　カバ　ブルット・ナトゥーレ エウダルド　マッサナ　ノヤ カバ 泡/白/辛口 750ml NV ¥2,600

クアトロ・ラヤス　ビニエドス　センテナリオス クアトロ・ラヤス ルエダ 白/辛口 750ml 2019 ¥2,300

ラス・エルマーナス　セレクション　モナストレル ボデガス・ルソン フミージャ 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥2,400

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/フルボディ 750ml 2014 ¥2,500

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/辛口 750ml 2018 ¥2,600

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/辛口 750ml 2019 ¥2,900

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

アラグ・ロサド　フォルカリャ ボデガス・カサ・コレドール バレンシア州 ロゼ/辛口 750ml 2019 ¥3,700

パゴ・デ・ロス　カペジャーネス　クリアンサ パゴ・デ・ロス・カペジャーネス リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥4,800

サン・レオン　マンサニージャ エレデーロス・デ・アルグエソ へレス/マンサニージャ シェリー/白/辛口 750ml NV ¥3,000

他

tel:03-6277-7871%20FAX:03-6277-7870
tel:03-6812-9860%20FAX:


No.12
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
https://kanai-office.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

AUBOCASSA（アウボカーサ）　 AUBOCASSA（アウボカーサ） マヨルカ エクストラバージンオリーブオイル 500ml 2020 ¥6,000

L'AMO（ラモ）　 AUBOCASSA（アウボカーサ） マヨルカ エクストラバージンオリーブオイル 500ml 2020 ¥5,000

AUBOCASSA（アウボカーサ）　ハーフ AUBOCASSA（アウボカーサ） マヨルカ エクストラバージンオリーブオイル 250ml 2020 ¥3,500

L'AMO（ラモ）　ハーフ AUBOCASSA（アウボカーサ） マヨルカ エクストラバージンオリーブオイル 250ml 2020 ¥3,000

SELA（セラ）　 RODA（ロダ） リオハ 赤 750ml 2017 ¥5,000

RODA（ロダ） RODA（ロダ） リオハ 赤 750ml 2016 ¥7,000

RODAⅠ（ロダウノ） RODA（ロダ） リオハ 赤 750ml 2015 ¥12,000

CORIMBO（コリンボ） LA HORRA（ラ オラ） リベラ デル ドゥエロ 赤 750ml 2014 ¥6,000

CORIMBOⅠ（コリンボウノ） LA HORRA（ラ オラ） リベラ デル ドゥエロ 赤 750ml 2012 ¥11,000

他

No.13
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
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　BN　ロサット セリェール・デ・カン・スリオール・デル・カステル カバ 泡/ロゼ/辛口 750ml 2018 ¥2,400

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 2019 ¥2,200

BB　ベレシア J.I.エチェベリア・スビサレタ・イ・オトロ ゲタリアコ・チャコリーナ 白/辛口 750ml 2018 ¥2,980

コナスブランカス フェデジョス・ド・コウト リベイラ・サクラ 白/辛口 750ml 2019 ¥3,900

アダラス　カリソ　シン・スルフィートス ボデガス・イ・ビニェドス・ベンタ・ラ・ベガ アルマンサ 赤/ミディアム～フル 750ml 2018 ¥2,000

ラグリマ・デ・ビラール　グラシアーノ ボデガス・ビラール リオハ 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥2,700

ラボール・デル・アルマデケ　レセルバ フィンカ・サン・ブラス ウティエル・レケーナ 赤/フル 750ml 2011 ¥2,980

アレニスカ カンタラピエドラ・ビティクルトーレス カスティージャ・イ・レオン 赤/ミディアム～フル 750ml 2018 ¥3,700

ロフェ　ティント プーロ・ロフェ（バリエンテス・ビノス） ランサローテ 赤/ライト～ミディアム 750ml 2019 ¥5,600

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 ベルモット/中辛口 750ml NV ¥2,800

他

No.14
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4-23-2401

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 ヴィンテージ 希望小売価格

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（辛口/ライト） 750ml 2019 ¥2,050

ラデロ・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 赤（辛口/ミディアム） 750ml 2018 ¥2,050

フスティナ ボデガ・デ・モヤ バレンシア 赤（辛口/フル） 750ml 2017 ¥2,500

グロリア ボデガ・デ・モヤ バレンシア 赤（辛口/フル） 750ml 2017 ¥2,750

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（辛口/ライト） 750ml 2019 ¥2,500

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（辛口/フル） 750ml 2017 ¥2,920

テラ・インコグニタ ボデガス・ヴィラノ リベラ・デル・ドゥエロ 赤（辛口/フル） 750ml 2014 ¥6,980

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 アラゴン 白（辛口/ミディアム） 750ml 2016 ¥3,550

モナストレル・ロゼ・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/ロゼ（辛口/ライト） 750ml NV ¥3,600

カヴァ・スビラト・パレント・ブルット・ナトゥーレ フィンカ・ヴァルドセラ ペネデス 泡/白（辛口/ライト） 750ml NV ¥5,200

他



No.15
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

http://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

アルタ・トライション ドミニオ・デ・プンクトゥム カスティーリャ 赤/フルボディ 750ml 2018 ¥1,886

アラグス・エコロヒコ ボデガス・アラゴネサス カンポ・デ・ボルハ 赤/ミディアムボディ 750ml NV ¥1,930

セゲダ ボデガス・アウグスト・ヴィルヴィルス カラタユド 赤/ミディアムボディ 750ml 2018 ¥2,572

キリオス・アドゥラダ・ティント ボデガス・アドゥラダ・エコロヒカ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアムボディ 750ml 2018 ¥2,315

キリオス・アドゥラダ・リコティ ボデガス・アドゥラダ・エコロヒカ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml 2018 ¥3,286

アクラタ・ボバル・ヴェラーノ ボデガス・アドゥラダ・エコロヒカ ブルゴス ロゼ/辛口 750ml 2018 ¥3,429

アクラタ・ガルナッチャ・オトーニョ ボデガス・アドゥラダ・エコロヒカ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアムボディ 750ml 2018 ¥4,286

他

No.16
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 ヴィンテージ 希望小売価格

パゴス・デ・アライス・ロサード ボデガス・パゴス・デ・アライス ナバラ ロゼ/辛口 750ml 2019 ¥1,800

パゴス・デ・アライス・ホベン ボデガス・パゴス・デ・アライス ナバラ 赤/ライトボディ 750ml 2018 ¥1,300

パゴス・デ・アライス・ロブレ ボデガス・パゴス・デ・アライス ナバラ 赤/ミディアムボディ 750ml 2017 ¥1,700

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/ミディアムボディ 750ml 2017 ¥2,100

アクリス・クリアンサ ボデガス・ムルア リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml 2016 ¥2,400

ムルア・レセルバ ボデガス・ムルア リオハ 赤/フルボディ 750ml 2011 ¥3,500

ムルア・ブランコ ボデガス・ムルア リオハ 白/辛口 750ml 2018 ¥3,300

アトランティック ボデガス・フィジャボア リアス・バイシャス 白/辛口 750ml 2019 ¥2,400

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 2019 ¥3,400

オルホ・フィジャボア ボデガス・フィジャボア リアス・バイシャス 蒸留酒 500ml NV ¥7,000

他

No.17
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/
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

ラベントス　ブラン・ド・ブラン ラベントス・イ・ブラン ペネデス 泡/白/辛口 750ml 2017 ¥2,600

カンスモイ　パフューム 19 ラベントス・イ・ブラン ペネデス 白/辛口 750ml 2019 ¥2,500

アナ・デ・コドルニウ　ブラン・ド・ブラン コドルニウ カタルーニャ 泡/白/辛口 750ml NV ¥2,420

パス　クルテイ 16 アレマイン・イ・コッリオ ペネデス 赤/フルボディ 750ml 2016 ¥3,170

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 ¥2,510

シウラルタ　グリ 17 ビンス・ヌス モンサン 白/辛口 750ml 2017 ¥5,970

イ・ロ・オトロ・タンビエン　リェブレ 19 ジョアン・バレンシア ウティエル・レケナ/リオハ・アラベサ/セゴビア 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥2,770

ナル・イ・トルナル・ ブラン 19 ヴィニャ・フェレール テラ・アルタ 白/辛口 750ml 2019 ¥3,000

ナル・イ・トルナル・ ポケット 19 ヴィニャ・フェレール テラ・アルタ ロゼ/辛口 750ml 2019 ¥3,000

ラ・ヴィカランダ　レゼルバ 14 ボデガス・ビルバイナス リオハ 赤/フルボディ 750ml 2014 ¥3,510

他

No.18
川商フーズ株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1 JFE商事ビル5F

TEL:03-5203-1012 FAX:03-5203-1061

http://www.kawasho-foods.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

サンダラ　ブラッドオレンジ　スパークリング ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/赤/やや甘口 250ml NV オープン価格

サンダラ　レモン　スパークリング ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/白/やや甘口 250ml NV オープン価格

サンダラ　モヒート　スパークリング ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/白/やや甘口 250ml NV オープン価格

サンダラ　ブラッドオレンジ　スパークリング ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/赤/やや甘口 750ml NV ¥1,000

サンダラ　レモン　スパークリング ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/白/やや甘口 750ml NV ¥1,000

サンダラ　モヒート　スパークリング ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/白/やや甘口 750ml NV ¥1,000

サンダラ　プレミアム　サングリア ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/赤/やや甘口 750ml NV ¥1,000

サンダラ　スパークリング　ロサード ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/ロゼ/やや甘口 750ml NV ¥1,000

サンダラ　スパークリング　ブランコ ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/白/やや甘口 750ml NV ¥1,000

サンダラ　シャルドネ＆サケ ヴィセンテ・ガンディア スペイン 泡/白/やや甘口 375ml NV オープン価格

他

http://tgafoods.com/


No.19
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 ヴィンテージ 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 2019 ¥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 2019 ¥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 2017 ¥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 2019 ¥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 2017 ¥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 2015 ¥4,400

アウカラ　ブランク セラ&バルセロ テラ・アルタ 白 750ml 2018 ¥2,850

アウカラ　ネグレ セラ&バルセロ テラ・アルタ 赤 750ml 2018 ¥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 NV ¥2,500

ガルナッチャ・デンポルダ セイェル・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 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 シャトーハイツ１F

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　チャラダ　 ヴィノスサンス ルエダ 微発泡/白/やや甘口 750ml ¥2,500

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

エヌ　サンビー フエンマヨール リオハ 赤 750ml ¥3,200

エラクリオ　アルファロ エラクリオ　アルファロ リオハ　 赤 750ml ¥3,000

レセルバ　デ　ラ　ムシカ ジャネヴェントゥラ ペネデス カバ/白 750ml ¥3,500

他

tel:078-251-1600%20FAX:078-251-1610


6 月 28 日(月) スペインフード＆飲料商談会 2021 

名古屋会場（ヒルトン名古屋 4F「竹の間」） 出展ブース位置 

 

 

1  (株)パナバック 11  (株)スコルニ・ワイン 

2 (株)正光社 12  (株)金井事務所 

3  (株)ラフィネ 13  ウミネコ醸造(株) 

4  (株)稲葉 14 (株)エスタリコ・ジャパン 

5  (株)飯田 15   T.G.A. 

6 三国ワイン(株) 16  (株)イムコ 

7 (株)ヴォガジャパン 17  日本酒類販売(株) 

8  (株)ディバース 18  川商フーズ(株) 

9 ワイン・イン・スタイル(株) 19  Romea Wines(株) 

10  (株)いろはわいん 20 AITANA(株) 
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