
　　　　  　 ※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

No.2
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

カステルロッチ　レセルバ　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 2018 ¥2,500

サバテ イ コカ モセット 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 2015 ¥3,200

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

コントラアパレーデ アデガ　エイドス リアス　バイシャス 白/辛口 750ml 2016 ¥3,500

ビエルネス ボデガス　イ　ビニェドス　ゴデリア ビエルソ 赤/ミディアムボディ 750ml 2019 ¥1,700

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

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

トリデンテ　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 ¥3,000

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

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 霞が関プレイス

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 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 ヘレス シェリー 750ml NV ¥2,000

クロラ・ソレヤ・ブリュットナチュレ・レセルバ モリ・パレリャーダ カバ カバ 750ml 2016 ¥2,400

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（バスクシードル） シードラ 750ml 2019 ¥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 2019 ¥1,800

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

エントレチュエロス・シャルドネ ボデガ・ミゲル・ドメック ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カディス 白 750ml 2019 ¥1,500

エントレチュエロス・ロブレ ボデガ・ミゲル・ドメック ビノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カディス 赤 750ml 2019 ¥1,500

ドゥケサ・デ・ラ・ビクトリア・ブランコ ボデガス・バルデラナ リオハ 白 750ml 2019 ¥1,500

ドゥケサ・デ・ラ・ビクトリア・ティント ボデガス・バルデラナ リオハ 赤 750ml 2019 ¥1,500

アグヌス・マルバシア ボデガス・バルデラナ リオハ 白 750ml 2018 ¥2,500

他

「スペインフード＆ワイン商談会　2021」
11月9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。

https://www.raffinewine.com/
https://www.inaba-wine.co.jp/
https://www.raffinewine.com/
https://www.inaba-wine.co.jp/


No.5
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 2020 マス・ゴマ 1724 ペネデス 微発泡/辛口/ペット・ナット 750ml 2020 ¥2,700

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

ウノ　2019 バット・ガラ アラバコ・チャコリナ 白/辛口 750ｍｌ 2019 ¥3,300

ウルタラン　2018 バット・ガラ アラバコ・チャコリナ 白/辛口 750ml 2018 ¥4,800

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

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（オレンジ）/辛口 750ml 2018 ¥4,900

ラグラベラ・ビ・ナトゥラル・ティント　2019 ラグラベラ コステルス・デル・セグレ 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥2,900

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 2016 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

他

No.6
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

https://www.orchestra.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

ビエンベビード　ケソ　マグナム ビンタエ リベラ・デル・デュエロ 赤 1,500ml NV ¥4,000

リバース・シックス　マグナム ワイナリーアーツ リベラ・デル・ケイレス 赤 1,500ml 2008 ¥5,000

プロエリオ　クリアンサ ボデガス・プロエリオ リオハ 赤 750ml 2016 ¥2,300

ニバリウス　フェルメンタード・エン・バリッカ ボデガス・ニバリウス リオハ 白 750ml 2018 ¥2,300

ポラ　マセラシオン・カルボニカ ボデガス・ロペス・オリア リオハ・アラベサ 赤 750ml 2020 ¥1,800

ポラ　クリアンサ ボデガス・ロペス・オリア リオハ・アラベサ 赤 750ml 2018 ¥2,200

フィノ・ロス・ナランホス・エン・ラマ ボデガス・エル・モンテ モンティージャ・モリレス 白 750ml - ¥2,500

フォルム　シャルドネ アウグストゥス・フォルム ペネデス ワインビネガー 500ml - ¥2,800

ビナグレ・デ・ベレシアルトゥア オスカー・ベレシアルトゥア バスク シードルビネガー 500ml - ¥1,700

ビナグレ・デ・ビノ・アニェホ　1812 ボデガス・ファン・ピニェロ アンダルシア シェリービネガー 350ml - ¥2,600

他

No.7
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:03-5415-1517

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

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

アスラサス・バル・ド・ソセゴ・アルバリーニョ アス　ラサス ガリシア州 白/辛口 750ml 2018 ¥2,300

アスラサス・バゴア・ド・ミーニョ・ラグリマ アス　ラサス ガリシア州 白/辛口 750ml 2018 ¥3,200

ビーニャ・サンタ・マリーナ・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/辛口 750ml 2019 ¥1,500

ビーニャ・サンタ・マリーナ・エクウス ビーニャ　サンタ　マリーナ エクストレマドゥーラ州 赤/ミディアム 750ml 2016 ¥1,500

ネオ・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/ミディアム 750ml 2019 ¥1,500

ネオ・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/ミディアム 750ml 2012 ¥2,800

アルベアル・フィノ・ラ・スルタナ　 アルベアル アンダルシア州 白/辛口 750ml NV ¥1,400

アルベアル・フィノ・セーべー アルベアル アンダルシア州 白/辛口 750ml NV ¥1,800

アルベアル・ペドロヒメネス・1927　 アルベアル アンダルシア州 甘口 750ml NV ¥3,800

他

No.8
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・ベジョータ　アドミラシオン　骨付き BLAZQUEZ（ブラスケス） サラマンカ 生ハム（骨付き） 約9ｋｇ オープン価格

ハモンイベリコ・セボ　骨付き BLAZQUEZ（ブラスケス） サラマンカ 生ハム（骨付き） 約9ｋｇ オープン価格

ハモン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 手切り生ハムスライス 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100ｇ CAMPODULCE サラゴサ 手切り風 生ハムスライス 100g オープン価格

ハモンセラーノスライス200ｇ CAMPODULCE サラゴサ 生ハムスライス 200g 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　セラーノ　ブロック CAMPODULCE サラゴサ 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

tel:0576-25-6631%20FAX:0576-25-4074
tel:03-6416-0043%20FAX:03-5415-1517
tel:03-5640-7691%20FAX:03-5640-2538


No.9
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

ベルメホス・マルヴァジア・ヴォルカニカ ボデガス・ロス・ベルメホス ランサローテ島 白/辛口 750ml 2020 ¥3,300

トレンサード スエルテス・デル・マルケス テネリフェ島 白/辛口/ミディアム 750ml 2020 ¥3,800

シエテ・フエンテス スエルテス・デル・マルケス テネリフェ島 赤/辛口/ミディアム 750ml 2018 ¥2,700

シンフォニー・ブランコ・ヴァン・ナチュール・オーガニック ボデガス・テンポレ アラゴン 白/辛口/ミディアム 750ml 2020 ¥2,200

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

エフェクテ・アンセストラル・ナチュラル・レゼルバ・ブリュット アルベット・イ・ノヤ ペネデス 泡/白/やや辛口/ミディアム 750ml 2019 ¥3,800

ロス・ロサレス・モナストレル・オーガニック ボデガス・ピケラス アルマンサ 赤/辛口/ミディアム 750ml 2018 ¥4,000

ソブレナチュラル ボデガス・メナーデ カスティーリャ・イ・レオン 白/辛口/フルボディ 750ml 2016 ¥7,500

モンテ・アクロ・グラシアーノ ボデガス・デル・メディーヴォ リオハ 赤/辛口/フルボディ 750ml 2017 ¥2,200

ラ・フロレンス ジョセップ・グラウ・ヴィティクルトル モンサン 赤/辛口/フルボディ 750ml 2015 ¥4,500

他

No.10
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 2018 ¥3,500

ロダ DOCa リオハ･レセルバ ボデガス ロダ リオハ 赤 750ml 2016 ¥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 2018 ¥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 2015 ¥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 2020 ¥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 2019 ¥2,200

他

No.11
アルト・ピコ
〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町3-12 明和ビル103

TEL:06-6777-7372 FAX:06-6777-7382

www.altopico.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

エレ・セダス　（樹齢40－50年のﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ） ボデガス・コラル・デ・ドゥエロ トロ 赤 750ml 2018 ¥2,200

ロス・ラストロス　（樹齢約76年のﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ） ボデガス・コラル・デ・ドゥエロ トロ 赤 750ml 2018 ¥2,400

サルガデロス　（樹齢約90年のﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ） ボデガス・コラル・デ・ドゥエロ トロ 赤 750ml 2017 ¥3,300

ロンペセダス　（樹齢約100年のﾃﾝﾌﾟﾗﾆｰﾘｮ） ボデガス・コラル・デ・ドゥエロ トロ 赤 750ml 2017 ¥4,800

ガルナッチャ・デ・セルボレス ロス・セルボレス コステル・デル・セグレ 赤 750ml 2018 ¥2,700

セルボレス・ティント ロス・セルボレス コステル・デル・セグレ 赤 750ml 2016 ¥3,700

セルボレス・ティント・ブラン ロス・セルボレス コステル・デル・セグレ 白 750ml 2018 ¥3,700

エストラッツ ロス・セルボレス コステル・デル・セグレ 赤 750ml 2009 ¥8,000

ﾊﾟｺﾞ･ﾃﾞ･ﾀﾙｼｽ･ﾌﾞﾘｭﾅｯ・ﾅﾄｩｰﾚ・ﾚｾﾙﾊﾞ パゴ・デ・タルシス カバ 泡/白 750ml NV ¥3,800

ﾊﾟｺﾞ･ﾃﾞ･ﾀﾙｼｽ･ﾌﾞﾘｭﾅｯ・ﾅﾄｩｰﾚ・ﾚｾﾙﾊﾞ･ﾛｻﾄﾞ パゴ・デ・タルシス カバ 泡/ロゼ 750ml NV ¥3,800

他

No.12
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

tel:045-594-9880%20FAX:045-594-9881
tel:03-5159-5704%20FAX:03-5159-5714
tel:06-6777-7372%20FAX:06-6777-7382
tel:03-6277-7871%20FAX:03-6277-7870


No.13
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・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・ロゼ スドゥガライ チャコリ・デ・ゲタリア 微発泡/ロゼ 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・ヌメロ・シエテ イチャスメンディ チャコリ・デ・ビスカイア 白/辛口 750ml 2018 ¥4,200

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

チャコリ・ブランコ ゴルカ・イサギレ チャコリ・デ・ビスカイア 微発泡/白 750ml 2020 ¥2,900

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・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/白 750ml 2015 ¥4,000

アストビサ・ドライ・ジン・プレミアム アストビサ チャコリ・デ・アラバ ジン 750ml NV ¥7,000

他

No.14
株式会社ローヤルオブジャパン
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-1-1 ヒューマックス恵比寿ビル5F

TEL:03-3715-8261 FAX:03-3715-8299

http://www.royalofjapan.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

エスパナチュレ　テンプラニーリョ　オーガニック ボデガス　アルベロ カスティーリャ 赤/辛口 750ml 2019 ¥1,050

エスパナチュレ　ベルデホ　オーガニック ボデガス　アルベロ カスティーリャ 白/辛口 750ml 2019 ¥1,050

エスパナチュレ　カベルネソーヴィニヨン　オーガニック ボデガス　アルベロ カスティーリャ 赤/辛口 750ml 2019 ¥1,050

エスパナチュレ　シャルドネ　オーガニック ボデガス　アルベロ カスティーリャ 白/辛口 750ml 2019 ¥1,050

エラ　コスタナ　レセルバ ボデガス　オララ リオハ 赤/辛口 750ml 2014 ¥1,650

エラ　コスタナ　グランレセルバ ボデガス　オララ リオハ 赤/辛口 750ml 2011 ¥2,050

ビーニャバデ　アルバリーニョ レクトラル　ド　ウミラ リアスバイシャス 白/辛口 750ml 2019 ¥1,650

レジェスデアラゴン　カバ　ブリュット　レセルバ ボデガス　ランガ アラゴン 白/辛口 750ml - ¥1,650

No.15
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 ヴィンテージ 希望小売価格

ミラニウス セラー・クレド ペネデス 白/辛口 750ml 2017 ¥3,200

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 2017 ¥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 2017 ¥4,500

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 2018 ¥4,500

心自閑（Shin Ji Kan)・アルバリーニョ カステル・デンクス コステルス・デル・セグレ 白/辛口 750ml 2018 ¥6,000

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 2017 ¥3,000

ウルトレイア・サン・ジャック ラウル・ペレス ビエルソ 赤/フルボディ 750ml 2018 ¥4,000

ラ・ブルーハ・デ・ロサス コマンドG ビノス・デ・マドリ 赤/ミディアム 750ml 2017 ¥4,500

クエスト・ステイン・スティール・フェルメンテ カステル・デンクス コステルス・デル・セグレ 赤/フルボディ 750ml 2016 ¥8,000

クエスト・ドセ・セントリ・ストーン・フェルメンテ カステル・デンクス コステルス・デル・セグレ 赤/フルボディ 750ml 2016 ¥8,000

他

No.16
株式会社ジュントレーディング
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-8 ASKビル 2F

TEL:03-3256-6121 FAX:03-3256-6123

https://www.jun.co.jp
商品名 生産者名 産地 容量 希望小売価格

Oh!早摘み　EV　オリーブオイル ＧＧオリーブオイル スペイン 500ml ¥6,000

Oh!早摘み　EV　オリーブオイル ＧＧオリーブオイル スペイン 250ml ¥3,200

Oh!F/S　EV 　オリーブオイル　 ＧＧオリーブオイル スペイン 500ml ¥5,500

Oh!F/S　EV 　オリーブオイル　 ＧＧオリーブオイル スペイン 250ml ¥2,800

Cocina オリーブオイル ＧＧオリーブオイル スペイン 500ml ¥1,200

Cocina オリーブオイル ＧＧオリーブオイル スペイン 250ml ¥700

tel:03-3715-8261%20FAX:03-3715-8299
tel:03-3963-3217%20FAX:03-3963-3220
tel:03-3256-6121%20FAX:03-3256-6123


No.17
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

ジ・アグリー・グリュー・ワイン バルセロナ・ブランズ スペイン ホット/赤/甘口 750ml NV ¥1,750

他

No.18
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/
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 ロサット トレパット アグスティ・トレジョ・マタ カバ 泡/ロゼ 750ml 2018 ¥3,900

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

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 2018 ¥2,860

アラグ・ロゼ フォルカリャ ボデガス・カサ・コレドール ビノ・デ・アウトール ロゼ 750ml 2019 ¥3,700

カステル・デル・レメイ テンプラニージョ カステル・デル・レメイ コステルス・デル・セグレ 赤 750ml 2019 ¥2,000

マルケス・デ・グリニョン スンマ・バリエタリス 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 2015 ¥4,000

パシオン・デ・ボバル ボデガ・シエラ・ノルテ ウティエル・レケーナ 赤 750ml 2017 ¥2,900

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 2015 ¥2,800

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 750ml 2017 ¥4,800

バルベラン 20 マンサナス マサベウ・ボデガス シードラ・デ・アストゥリアス シードル 375ml 2017 ¥4,000

他

No.19
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 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 2020 ¥1,420

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

ネリン クロス・モガドール プリオラート 白/辛口 750ml 2017 ¥8,000

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

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

No.20
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
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

ケッパーベリー フランシスコホセサンチェス アンダルシア タパス 350g ￥400/本

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

グリーンオリーブ アグロセビージャ セビージャ タパス 150g ￥160/本

カンタブーロロブレ サンパブロ リベラデドゥエロ 赤ワイン 750ml ￥1,100/本

カンタブーロクリアンサ サンパブロ リベラデドゥエロ 赤ワイン 750ml ￥1,680/本

サンクレール カバスロベルト カタルーニャ カバ酒 750ml ￥1,300/本

他

tel:03-5413-8831%20FAX:03-5413-8833
tel:03-3573-4181%20FAX:03-3573-6070
tel:03-5542-3941%20FAX:03-3552-0392
https://www.mikuniwine.co.jp/
tel:03-3416-4433%20FAX:03-3416-4300
http://www.iberiatrading.co.jp/Company.html


No.21
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　 ボデガ・ガインツァ バスク　（ゲタリアコ・チャコリーナ） 微発泡/チャコリ 750ml 2020 ¥2,400

ア・テ ロッカ　ロサート   ブリュットナトゥーレ アグスティー・トレッジョ・ロッカ ぺネデス ロゼ泡 750ml 2018 ¥3,200

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・グアディアーナ 白 750ml 2018 ¥2,800

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

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

他

No.22
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　グランレゼルバ　デ・ラ・フィンカ17 ラベントス・イ・ブラン ペネデス 泡/白/辛口 750ml 2017 ¥4,400

カンスモイ　パフューム　20 ラベントス・イ・ブラン ペネデス 白/辛口 750ml 2020 ¥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

ビロセル　18 トーマス・クシネ コステルス・デル・セグレ 赤/フルボディ 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.23
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 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 2020 ¥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.24
El Colmado Japan合同会社
〒169-0073 東京都新宿区百人町2-25-8大久保ハウス306

TEL:03-6903-7526 FAX:-

www.elcolmado.co.jp
商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

オーガニックエクストラバージンオリーブオイル アセイテス・カノリバ バエナ オリーブオイル 500ml ¥2,999

エクストラバージンプレミアムオリーブオイル アセイテス・カノリバ バエナ オリーブオイル 500ml ¥2,500

オーガニックエクストラバージンオリーブオイル アセイテス・カノリバ バエナ オリーブオイル 5lt ¥2,850

スペイン産パエリア専用ボンバ米LA PERLA ライスラペルラ ベニファイオ、バレンシア ライス 1kg ¥2,500

スペイン産パエリア専用米EL CAZADOR ライスラペルラ ベニファイオ、バレンシア ライス 1Kg ¥1,500

EL VALLE黒トリュフポテトチップス スナックバレー ビリェナ、アリカンテ ポテトチップス 45g ¥350

EL VALLE目玉焼き風味ポテトチップス スナックバレー ビリェナ、アリカンテ ポテトチップス 45g ¥300

EL VALLEポテトチップスチリとライムのフレーバー スナックバレー ビリェナ、アリカンテ ポテトチップス 130g ¥450

EL VALLEポテトチップスオリーブオイルとヒマラヤ塩 スナックバレー ビリェナ、アリカンテ ポテトチップス 150g ¥600

伝統的なアリオリ（卵なし） カンベチュ ギロナ アリオリ 130g ¥1,550

他

tel:03-4330-1735%20FAX:03-3552-6955
tel:03-6278-8306%20FAX:03-6278-8307
tel:03-6903-7526%20FAX:-


No.25
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.26
ニホンキカク株式会社
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-10-1 ニューハイツ青山1001

TEL:03-6450-6495 FAX:03-6450-6496

https://hierbas.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

マリ・マヤンス・イエバス・イビセンカス1000ml アロマティカス・デ・イビサ イビサ リキュール/ 薬草酒 1,000ml - ¥3,900

マリ・マヤンス・イエバス・イビセンカス・ラマ700ml アロマティカス・デ・イビサ イビサ リキュール/ 薬草酒 700ml - ¥4,290

No.27
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/やや辛口 750ml 2019 ¥1,500

エル・デストラレル・クリアンサ アルティプラワインズ テラ・アルタ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥2,300

イェポリア・ネグレ　 ジェルマンス・バラルト テラ・アルタ 赤/フルボディ 750ml 2018 ¥2,600

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

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 樽/白/辛口 750ml 2015 ¥4,400

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 泡/白/辛口 750ml NV ¥2,500

DGブルット ディジェ・ビティクルトス ヴィノ・デ・メサ 泡/白/辛口 750ml 2017 ¥3,700

DGブルット・ロゼ ディジェ・ビティクルトス カバ 泡/ロゼ/辛口 750ml 2013 ¥3,700

DGペティット・カリゴ ディジェ・ビティクルトス ヴィノ・デ・メサ 貴腐ワイン 375ml NV ¥4,000

DGカリゴ・ビデェボイラ ディジェ・ビティクルトス ヴィノ・デ・メサ 樽/貴腐ワイン 750ml NV ¥10,000

他

No.28
ザ・テラスホテルズ株式会社　コクワビバレッジ
〒900-0001 沖縄県那覇市港町4丁目3番29号

TEL:098-868-0297 FAX:098-864-2006

https://kokuwa-beverage.com/spanish-wine.html
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

レジェンダ・デル・カバジェロ　カベルネ・ソービニヨン ボデガス・ウィノール（ボデガス・エル・タニノ） カスティーリャ・ラマンチャ 赤/フルボディ 750ml 2018 ¥1,700

レジェンダ・デル・カバジェロ　メルロー ボデガス・ウィノール（ボデガス・エル・タニノ） カスティーリャ・ラマンチャ 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥1,700

レジェンダ・デル・カバジェロ　シラー ボデガス・ウィノール（ボデガス・エル・タニノ） カスティーリャ・ラマンチャ 赤/フルボディ 750ml 2018 ¥1,700

レジェンダ・デル・モンヘ　モナストレル ボデガス・ウィノール（ボデガス・サン・ディオニシオ） カスティーリャ・ラマンチャ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥1,700

レジェンダ・デル・ボルカン　テンプラニーリョ ボデガス・ウィノール（ボデガス・ナランホ） カスティーリャ・ラマンチャ 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥1,700

レジェンダ・デル・ボルカン　マスカット・オブ・アレキサンドリア・マカベオ ボデガス・ウィノール（ボデガス・ナランホ） カスティーリャ・ラマンチャ 白/辛口 750ml 2019 ¥1,700

レジェンダ・デル・ヒネテ　ガルナッチャ・ティントレラ ボデガス・ウィノール（ボデガス・エル・タニノ） カスティーリャ・ラマンチャ 赤/フルボディ 750ml 2015 ¥2,800

エテルナ・レジェンダ ボデガス・ウィノール（ボデガス・サン・パラレア） カスティーリャ・ラマンチャ 赤/フルボディ 750ml 2015 ¥3,400

tel:03-3443-9580%20FAX:03-3443-9580
tel:03-6450-6495%20FAX:03-6450-6496
tel:080-9431-9231%20FAX:03-6884-2484
tel:098-868-0297%20FAX:098-864-2006
https://kokuwa-beverage.com/spanish-wine.html


No.29
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

https://www.k-kobayashi.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

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 2018 ¥2,100

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 2014 ¥2,700

リサルテ・セレクショナーダ ボデガス・リサルテ リベラデルドゥエロ 赤/フルボディ 750ml 2016 ¥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 2011 ¥3,600

ウヴァ・ピラータ ヴィセンテ・ガンディア バレンシア 赤/フルボディ 750ml 2019 ¥1,800

コン・ウン・パール　赤 ヴィセンテ・ガンディア バレンシア 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥1,480

コン・ウン・パール　白 ヴィセンテ・ガンディア バレンシア 白/辛口 750ml 2020 ¥1,480

アヴェント ヴィセンテ・ガンディア バレンシア 白/中辛口 750ml - ¥1,000

HDカヴァブリュト　ナチュレ ヴィセンテ・ガンディア バレンシア 泡/辛口 750ml - ¥1,371

ピスタチオ ボルガス・アグリカルチャル・インダストリアル エストラマドゥーラ ピスタチオ 500g - ¥1,500

他

No.30
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

アバン・ブリュット・レセルバ ジロ・リボ ペネデス 泡 750ml 2014 ¥3,600

ウーマ・グランレセルバ・ブリュット ジロ・リボ ペネデス 泡 750ml 2014 ¥2,400

オバロ・ブランコ ボデガス・オバロ リオハ 白 750ml 2019 ¥3,000

ソナイア ボデガス・ナイア ルエダ 白 750ml 2019 ¥2,000

カサルデアルマン・ブランコ ボデガス・カサルデアルマン リベイロ 白 750ml 2019 ¥3,000

フィンカビニョア フィンカビニョア リベイロ 白 750ml 2018 ¥3,000

ラス・ドセス・ティント チョサス・カラスカル ウティエルレケーナ 赤 750ml 2018 ¥2,000

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 2016 ¥4,000

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 2016 ¥4,800

No.31
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/
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

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

No.32
株式会社トゥエンティーワンコミュニティ
〒106-0032 東京都港区六本木6-1-12 21六本木ビル6F 

TEL:03-5413-3211 FAX:03-5413-3212

http://www.21cc.co.jp/company/
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

カンポス・デ・エストレリャス・ブリュット・ナチュレ ヴィネルジア カタルーニャ州 泡/白/辛口 750ml NV ¥2,140

ヴィニャス・デ・ミエデス・フリッツァンテ ボデガス・サン・アレハンドロ アラゴン州 微発砲/中甘口 750ml NV ¥2,020

ヴィネム・ブランコ エステバン・マーティン アラゴン州 白/辛口 750ml 2019 ¥1,300

モンテ・アラヤ・テンプラニーリョ・ブランコ ボデガス・メディエーヴォ リオハ州 白/辛口 750ml 2019 ¥2,130

アレチャガ ボデガス・ビルヘン・デ・ロレア バスク州 白/辛口 750ml 2019 ¥3,000

ヴィネム・ティント エステバン・マーティン アラゴン州 赤/ミディアムボディ 750ml 2019 ¥1,300

ラソン ボデガス・エスクデロ リオハ州 赤/フルボディ 750ml 2011 ¥1,490

ヴィネム・レセルヴァ エステバン・マーティン アラゴン州 赤/ミディアムボディ 750ml 2016 ¥1,910

モンテ・アラヤ・クリアンサ・グラシアーノ ボデガス・メディエーヴォ リオハ州 赤/フルボディ 750ml 2016 ¥3,100

ヴィニャ・マグナ　クリアンサ ドミニオ・バスコンシリョス カスティーリャ・イ・レオン州・リベラ・デル・デュエロ 赤/フルボディ 750ml 2011 ¥4,800

他

tel:03-6365-4224%20FAX:03-3941-4010
tel:03-3615-0411%20FAX:03-3615-0414
tel:03-5203-1012%20FAX:03-5203-1061
tel:03-5413-3211%20FAX:03-5413-3212


No.33
マルカイコーポレーション株式会社
〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目18-5

TEL:06-6443-2071 FAX:06-7638-1889

https://www.marukai-wine.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

カヴァ・ムッサ・ブリュット ヴァルフォルモサ カタルーニャ 泡/白/辛口 750ml NV ¥1,480

ガレルナ・スパークリング ドミニオ・デ・プンクトン ラ・マンチャ 泡/白/辛口 750ml NV ¥1,400

ホーヴァン・ガルナッチャ・ブランコ アシエンダ・エル・エスピノ ラ・マンチャ 白/辛口 750ml 2020 ¥1,000

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 2019 ¥1,250

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

モンテス・デ・レス・ブランコ フアン・ラモン・ロサノ リオハ 白/辛口 750ml 2018 ¥1,600

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 2020 ¥2,400

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 ラ・マンチャ 赤/ミディアム 750ml 2019 ¥1,000

ヴェレタ・デ・ソラーノ ボデガス・バスティダ ラ・マンチャ 赤/フルボディ 750ml 2017 ¥1,250

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

他

No.34
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

ブランデー ソレラ レセルバ ルスタウ ヘレス ブランデー 700ml - ¥3,200

ニーニョ ミマド シャルドネ エステバン・マルティン カリニェナ 白 750ml 2019 ¥3,900

ニーニョ ミマド ガルナッチャ エステバン・マルティン カリニェナ 赤 750ml 2015 ¥3,900

ベレソス ブランコ フェルメン バリカ ボデガス スゴベル リオハ 白 750ml 2017 ¥3,300

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 2016 ¥3,300

サルドン キンタ サルドニア カスティーリャ･イ･レオン 赤 750ml 2017 ¥3,600

キンタ サルドニア キンタ サルドニア カスティーリャ･イ･レオン 赤 750ml - ¥7,500

No.35
株式会社イグレック
〒143-0026 東京都大田区西馬込1-31-5-506

TEL:050-3748-1878 FAX:050-3737-8991

https://ygreck.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

エル・クエンティスタ ボデガス・プラドレイ リベラ・デル・ドゥエロ 白/辛口 750ml 2017 ¥6,200

PR3・バリカス ボデガス・プラドレイ ルエダ 白/辛口 750ml 2016 ¥7,200

リア ボデガス・プラドレイ リベラ・デル・ドゥエロ ロゼ/辛口 750ml 2018 ¥3,000

オリゲン ボデガス・プラドレイ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/辛口 750ml 2018 ¥3,200

セニョール・ニーニョ ボデガス・プラドレイ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/辛口 750ml 2018 ¥3,500

クリアンサ ボデガス・プラドレイ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/辛口 750ml 2009 ¥4,900

エリーテ ボデガス・プラドレイ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/辛口 750ml 2014 ¥9,900

カリニェナ ボデガ・パルティクラル アラゴン 赤/辛口 750ml 2016 ¥2,980

ガルナッチャ　オールド・ヴィネ ボデガ・パルティクラル アラゴン 赤/辛口 750ml 2015 ¥2,980

ガルナッチャ　ヴィニャス・センテナリアス ボデガ・パルティクラル アラゴン 赤/辛口 750ml 2012 ¥7,200

他

No.36
株式会社ラヴニール
〒162-0812 東京都新宿区西五軒町4-10 伊藤ビル2階

TEL:03-6457-5982 FAX:03-6730-2781

www.lavenir-wine.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

フィンカ・ヴァルデラグンデ、ヴェルデホ ボデガス・ペドロ・エスクデーロ ルエダ 白/辛口 750ml 2020 ¥1,600

フィンカ・ヴァルデラグンデ、ソーヴィニヨン ボデガス・ペドロ・エスクデーロ ルエダ 白/辛口 750ml 2019 ¥2,000

フィンカ・ヴァルデラグンデ、ヴェルデホ・エスペシアル ボデガス・ペドロ・エスクデーロ ルエダ 白/辛口 750ml 2020 ¥1,800

フィンカ・ヴァルデラグンデ、セミドウルセ ボデガス・ペドロ・エスクデーロ ルエダ 白/やや甘口 750ml 2020 ¥1,800

ミルジン、グラン・レセルヴァ、DOカヴァ アルタ・アレーリャ カタルーニャ 泡/白/辛口 750ml 2017 ¥2,900

ブルアン、DOカヴァ、スペイン初SO2無添加カヴァ セレール・デ・レス・アウス カタルーニャ 泡/白/辛口 750ml 2016 ¥3,900

パルヴュス・シャルドネ アルタ・アレーリャ カタルーニャ 白/辛口 750ml 2020 ¥2,600

パルヴュス・シラー アルタ・アレーリャ カタルーニャ 赤/辛口 750ml 2017 ¥3,200

ユニヴェール ムチャーダ・レクラパール アンダルシア 白/辛口 750ml 2018 ¥4,500

ヴィブラシオン ムチャーダ・レクラパール アンダルシア オレンジ/辛口 750ml 2016 ¥6,900

他

tel:06-6443-2071%20FAX:06-7638-1889
tel:078-251-1600%20FAX:078-251-1610
tel:050-3748-1878%20FAX:050-3737-8991
tel:03-6457-5982%20FAX:03-6730-2781


No.37
FDインポート株式会社
〒105-0021 東京都港区東新橋2-9-6 汐留ファースト7階

TEL:03-6432-0033 FAX:03-6439-9668

https://www.fd-import.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

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 2019 ¥2,200

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 2018 ¥2,200

オンタニョン・クリアンサ 2018 ボデガス・オンタニョン リオハ 赤 750ｍｌ 2018 ¥2,500

ベティベール・ビウラ 2018 ボデガス・オンタニョン リオハ 白 750ｍｌ 2018 ¥2,500

オンタニョン・レセルバ 2010 ボデガス・オンタニョン リオハ 赤 750ｍｌ 2010 ¥3,900

オンタニョン・アントロヒア ボデガス・オンタニョン リオハ 赤 750ｍｌ 2017 ¥4,200

ドミニオ・デ・ラ・アバデサ　ベルデホ樽熟成 ボデガス・オンタニョン ルエダ 白 750ｍｌ 2016 ¥5,300

ドミニオ・デ・ラ・アバデサ　レセルバ（リベラ） ボデガス・オンタニョン リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ｍｌ 2011 ¥6,500

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 2005 ¥7,500

ケイロン・デ・ガブリエル・レセルバ ボデガス・オンタニョン リオハ 赤 750ｍｌ 2011 ¥10,000

他

No.38
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

http://www.cmacs.jp/31925/dept/
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 2012 ¥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 NV ¥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 NV ¥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 NV ¥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 NV ¥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 2016 ¥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 2014 ¥3,800

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 2010 ¥5,000

クロポン　ロク　デ　フォク　ホワイト　カタルーニャ　（限定品） クロポン コステルス・デル・セグレ 白/辛口 750ml 2012 ¥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 2015 ¥6,500

他

No.39
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

クルス・デ・ピエドラ ブランコ ボデガス・ヴィルヘン・デ・シエラ カラタユド 白/辛口 750ml 2019 ¥1,645

クルス・デ・ピエドラ ティント ボデガス・ヴィルヘン・デ・シエラ カラタユド 赤/ミディアム 750ml 2018 ¥1,645

ソモス・ヴァリエタレス・ブランコ ボデガス・ソモス ソモンターノ 白/辛口 750ml 2019 ¥2,286

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 2016 ¥2,144

ラガール・デ・セルベラ ラ・リオハ・アルタ リオハ 白/辛口 750ml 2020 ¥3,385

ヴィニャ・アルベルディ ラ・リオハ・アルタ リオハ 赤/ミディアム 750ml 2016 ¥3,350

tel:03-6432-0033%20FAX:03-6439-9668
tel:03-5778-4020%20FAX:03-5778-6841
tel:06-6467-4147%20FAX:06-6467-4157
http://tgafoods.com/


スペインフード＆ワイン商談会 2021 

11月 9日(火) 東京会場 出展ブース位置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 (株)ラフィネ 21  (株)パナバック 

2 (株)稲葉 22 日本酒類販売(株) 

3 レセルバ イベリカ ジャパン(有) 23  ウミネコ醸造(株) 

4 ユニオンリカーズ(株) 24 El Colmado Japan（合） 

5  (株)正光社 25  (株)エスタリコ・ジャパン 

6 (有)オーケストラ 26  ニホンキカク(株) 

7  (株)飯田 27  Romea Wines（株） 

8  アサヒグラント(株) 28  ザ・テラスホテルズ(株) 

9  (株)ヴォガジャパン 29 小林桂(株) 

10  白井松新薬(株) 30  ミリオン商事（株） 

11  アルト・ピコ 31 川商フーズ(株) 

12  (株)ディバース 32  (株)トゥエンティ―ワン コミュニティ 

13 (株)いろはわいん 33 マルカイコーポレーション（株） 

14 (株)ローヤルオブジャパン 34  AITANA(株) 

15  (有)ワイナリー和泉屋 35  (株)イグレック 

16 (株)ジュントレーディング 36 (株)ラヴニール 

17 ワイン・イン・スタイル(株) 37  FDインポート（株） 

18 (株)スコルニ・ワイン 38  (株)デプトプランニング 

19 三国ワイン(株) 39  T.G.A. 

20 イベリア貿易（株） 
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