
※ブース番号順

No.1
株式会社正光社
〒136-0071東京都江東区亀戸4-40-11

TEL：03-3683-2811　FAX：03-3683-8811

http://www.sunseikowines.com/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

サンタカーナ・ブルット セラーズ・モスト・ドレ カバ 泡 750ml ¥1,400

ベンドレイユ・オリベーリャ・オリヒナル・ブルット マス・ゴマ・1724 カバ 泡 750ml ¥2,600

メモリア・ブルット・ナトゥーレ・グラン・レセルバ デスクレグット カバ 泡 750ml ¥3,600

コジェイタ ボデガス・アントニオ・モンテロ リベイロ 白 750ml ¥1,600

バンカル・ブランカ ビニェス・ドメネク モンサン 白 750ml ¥2,000

オウリベ・ドナ・ブランカ ロンセル・ド・シル リベイラ・サクラ 白 750ml ¥5,500

ムルベ・ロブレ ボデガス・フルトス・ビジャル トロ 赤 750ml ¥1,700

パゴ・デ・バルドネヘ・ロブレ ビノス・ヴァルトゥイージェ ビエルソ 赤 750ml ¥2,100

モンクラス カルトイシャ・デ・モンサルバット プリオラート 赤 750ml ¥3,400

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

他

No.2
株式会社ミレジム
〒101-0048東京都千代田区神田司町2-13神田第4アメレックスビル7F

TEL：03-3233-3801　FAX：03-3295-5619

http://www.millesimes.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ボタニ・モスカテル・オールド・ヴァインズ ボデガス・イ・ヴィニェードス・ボタニ シエラ・デ・マラガ 白/辛口 750ml ¥2,900

ブレカ ボデガス・ブレカ カラタユド 赤/フルボディ 750ml ¥2,900

エル・ヴィンクロ・クリアンサ アレハンドロ・フェルナンデス ラ・マンチャ 赤/フルボディ 750ml ¥2,200

デエーサ・ラ・グランハ アレハンドロ・フェルナンデス カスティーリャ・イ・レオン 赤/フルボディ 750ml ¥2,200

アレハイレン・クリアンサ アレハンドロ・フェルナンデス ラ・マンチャ 白/フルボディ 750ml ¥3,800

ティント・ペスケラ・クリアンサ アレハンドロ・フェルナンデス リベラ・デル・デュエロ 赤/フルボディ 750ml ¥4,000

フィノ・エレクトリコ・デル・ラガール ボデガス・トロ・アルバラ モンティーリャ・モリレス モンティーリャ・モリレス/辛口 500ml ¥1,800

オロロソ・ビエホ ボデガス・トロ・アルバラ モンティーリャ・モリレス モンティーリャ・モリレス/辛口 500ml ¥2,500

クリーム・ペ・エキス・マルケス・デ・ポレイ ボデガス・トロ・アルバラ モンティーリャ・モリレス モンティーリャ・モリレス/甘口 500ml ¥2,500

ドン・ペ・エキス・グラン・レセルバ ボデガス・トロ・アルバラ モンティーリャ・モリレス モンティーリャ・モリレス/甘口 375ml ¥4,100

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.reservaiberi.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

ハモンイベリコレセルバ 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

パレタイベリカレセルバ 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

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

プレサデパレタ 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

モルコ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

チョリソベジョータグランレセルバ 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

サルチチョンベジョータ 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

ロモベジョータグランレセルバ 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

ピコスカンペロス レセルバイベリカ ギフエロ 170ｇ オープン価格

他

「スペインワイン＆フード商談会　2017」
10月31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13-12

TEL：082-241-6703　FAX：082-241-4375

http://www.liquorlandjp.com/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アラヤン・プチベルド ボデガス・アラヤン メントリダ 赤 750ml ¥5,800

アラヤン・セレクシオン ボデガス・アラヤン メントリダ 赤 750ml ¥3,800

アラヤン・プレミアム ボデガス・アラヤン メントリダ 赤 750ml ¥6,800

ノステル・イニシアル エストリアクス プリオラート 赤 750ml ¥3,000

デエサ・デ・ルナ　オリヘネス デエサ・デ・ルナ ラ・マンンチャ 赤 750ml ¥2,500

ルナ・ルネラ デエサ・デ・ルナ ラ・マンンチャ 赤 750ml ¥1,500

チペーリャ・ティント クロ・モンブラン コンカ・デ・バルベラ 赤 750ml ¥2,800

カステル・テンプラニーリョ クロ・モンブラン コンカ・デ・バルベラ 赤 750ml ¥1,800

カステル・マカベオ・シャルドネ クロ・モンブラン コンカ・デ・バルベラ 白 750ml ¥1,800

ピンセルナ・アルバリン フエンテ・アラモ レオン 白 750ml ¥1,800

他

No.5
フルール デュ ヴァン
〒108-0074東京都港区高輪2-35

TEL：03-6450-3156　FAX：03-5798-4551

―

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

アマヤ カヴァ ブリュット アマヤ カヴァ スパークリングワイン 750ml ¥1,400

リオハ カピトソ リミテッド エディション ボデガス アルタンザ リオハ 赤 750ml ¥1,400

フィンカ デル レホネオ グランレゼルヴァ パラ ドラーダ バルデペーニャス 赤 750ml ¥1,400

ボデガス ナバル ボデガスナバル リベラデルデュエロ 赤 750ml ¥2,000

エルカプリチョ テンプラニーリョ オーガニック イグナシオ マリン カリニェナ 赤 750ml ¥1,200

デュクエ ド メリナ ガルナッチャ イグナシオ マリン カリニェナ 赤 750ml ¥1,300

ロメオ モナストレル クラプラ フミーリャ 赤 750ml ¥1,300

エルカプリチョ ガルナッチャ イグナシオ マリン カリニェナ 赤 750ml ¥1,300

エルカプリチョ マカベオ イグナシオ マリン カリニェナ 白 750ml ¥1,300

カテドラル デル マル カベルネソーヴィニヨン パラ ドラーダ バルデペーニャス 赤 750ml ¥1,300

他

No.6
トマテ
〒104-0061東京都中央区銀座7-13-6サガミビル2F

TEL：080-5172-1985　FAX：03-6454-7460

http://spanish-wine-exclusives.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

テロワールズ・オブ・スペイン ルエダ・ヴェルデホ スパニッシュ・ワイン・エクスクルーシブス ルエダ 白 750ml ¥2,300

テロワールズ・オブ・スペイン テンプラニーリョ・ラ・マンチャ スパニッシュ・ワイン・エクスクルーシブス ラ・マンチャ 赤 750ml ¥2,300

カストロ・デ・ロバルサン・ブランコ カストロ・デ・ロバルサン モンテレイ 白 750ml ¥2,900

カミーニョ・ノボ・ティント デー・フラン リベイラ・サクラ 赤 750ml ¥3,000

マセラード オノリオ・ルビオ リオハ・アルタ 白（橙） 750ml ¥4,800

アニャーダス オノリオ・ルビオ リオハ・アルタ 白（ソレラシステム） 750ml ¥6,500

ビー・デ・バシリオ・ブランコ バシリオ・イスキエルド リオハ・アルタ 白 750ml ¥8,000

エル・サクラメント ヴニャ・レイサオラ リオハ・アラベサ 赤 750ml ¥8,400

セロセロ・ブランコ スパニッシュ・ワイン・エクスクルーシブス クエンカ ノンアルコール白 750ml 価格未定

セロセロ・ティント スパニッシュ・ワイン・エクスクルーシブス クエンカ ノンアルコール赤 750ml 価格未定

他

No.7
株式会社グルメミートワールド
〒321-1274栃木県日光市土沢2002-2

TEL：0288-32-2939　FAX：0288-32-2919

www.gourmet-world.co.jp/shoppig

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・ベジョータ骨付生ハム原木44ヶ月熟成 ハモン・デ・フビレス トレベレス 常温 約9kg 約\94,500

ハモンセラーノ骨付生ハム原木16ヶ月熟成（レセルバ） ハモン・デ・フビレス トレベレス 常温 約7.5kg 約\25,737

サルチチョン・ベジョータ カサルバ ブルゴス 冷凍・冷蔵 約1.5kg 約\12,750

羊乳チーズ ローズマリー6か月熟成 ケソ・デ・アルバラシン アラゴン 冷凍・冷蔵 約180g 約\1,318

ピメントン・ドゥルセ サント・ドミンゴ デ・ラ・ベラ 常温 75g ¥850

プレディカドール・ティント ボデガ・コンタドール リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥5,000

プレディカドール・ブランコ ボデガ・コンタドール リオハ 白/辛口/フルボディ 750ml ¥5,100

マシス ビンス・デル・マシス カタルーニャ 白/辛口/フルボディ 750ml ¥3,200

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

ベガ・メディエン・ブルット ウニオン・ビニコラ・デル・エステ カバ レケナ 泡/白/辛口 750ml ¥2,000

他



No.8
三国ワイン株式会社
〒104-0033東京都中央区新川1-17-18

TEL：03-5542-3941　FAX：03-3552-0392

http://www.mikuniwine.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ロジャーグラート カバ エクストラ・ブリュット    レセルバ ブラックラベル ロジャーグラート ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥2,200

ロジャーグラート カバ ロゼ・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/ロゼ/辛口 750ml ¥2,200

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

クネ アスア クリアンサ クネ　 リオハ・アルタ 赤/フルボディ 750ml オープン価格

クネ ブランコ  フェルメンタード・エン・バリカ クネ　 リオハ・アルタ 赤/フルボディ 750ml オープン価格

エル・カミーノ ビエルソ メンシア ホーベン クネ　 ビエルソ 赤/フルボディ 750ml ¥1,500

エル・カミーノ ビエルソ メンシア クネ　 ビエルソ 赤/フルボディ 750ml ¥2,500

エル・カミーノ プリオラート クネ　 プリオラート 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

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

ヴァルデリス ヴァルデリス リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥4,500

他

No.9
兵庫通商株式会社
〒650-0012兵庫県神戸市中央区北長狭通5-5-15

TEL：078-341-5532　FAX：078-371-8755

http://www.thestory.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ハモン・純血イベリコ・ベジョータ・グランレセルバ（48ヶ月～60ヶ月熟成） アルトゥーロ・サンチェス ギフエロ 生ハム 約8kg / 80g オープン価格

ハモン・イベリコ・ベジョータ・グランレセルバ（40ヶ月～54ヶ月熟成） アルトゥーロ・サンチェス ギフエロ 生ハム 約8kg / 80g オープン価格

ハモン・イベリコ・セボ・デ・カンポ（30ヶ月～42ヶ月熟成） アルトゥーロ・サンチェス ギフエロ 生ハム 約8kg / 80g オープン価格

チョリソ・イベリコ・ベジョータ（6ヶ月熟成） アルトゥーロ・サンチェス ギフエロ 腸詰め 約1kg / 80g オープン価格

サルチチョン・イベリコ・ベジョータ（6ヶ月熟成） アルトゥーロ・サンチェス ギフエロ 腸詰め 約1kg / 80g オープン価格

ハモン・セラーノ（18ヶ月熟成） セシーナス・パブロ アストルガ 生ハム 約9kg / 100g オープン価格

サブライム・アーリーハーベストブレンド パラシオ・マルケス・デ・ヴィアナ ハエン エクストラバージンオリーブオイル 250ml/500ml オープン価格

ザ・パレスブレンド・リミテッドエディション パラシオ・マルケス・デ・ヴィアナ ハエン エクストラバージンオリーブオイル 500ml オープン価格

他

No.10
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

―

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スペシャル ドミニオデラベガ カバ 白/カバ 750ml ¥4,160

カバブリュットロゼレセルバスペシャル ドミニオデラベガ カバ ロゼ/カバ 750ml ¥4,560

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

レクエルダメ ドミニオデラベガ ウティエルレケナ 白/フルーティ 750ml ¥2,230

ヴィーニャドカンポ ドカンポ リベイロ 白/フルーティ 750ml ¥2,150

ミラメ ドミニオデラベガ ウティエルレケナ ロゼ/ドライ 750ml ¥2,230

パラへトルネル ドミニオデラベガ ウティエルレケナ 赤/ミディアム 750ml ¥2,300

ヴィーニャプエブラセレクション トリビオ リベラデルグアディア-ナ 赤/フルボディ 750ml ¥2,840

ヴィーニャプエブラテンプラニージョ トリビオ エクストレマデュラ原産ワイン 赤/ミディアム 750ml ¥1,700

フィンカデルマルケサードレセルバ ボデーガスバルデマール リオハ 赤/ミディアム 750ml ¥2,300

他

No.11
w-essence合同会社
〒213-0005神奈川県川崎市高津区北見方2-20-29

TEL：044-822-6845　FAX：044-822-6845

http://www.w-essence.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カヴァ バザン バレンシア 泡 750ml ¥2,546

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

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

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

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

モナストレル ロサリオ ブシャス 赤 750ml ¥2,037

ガルナッチャ トビア リオハ 赤 750ml ¥2,315

セレッション・クリアンサ トビア リオハ 赤 750ml ¥2,407

ボバル・クリアンサ バザン ウティエル―レケーナ 赤 750ml ¥2,685

オスカートビア・レゼルヴァ トビア リオハ 赤 750ml ¥3,519

他



No.12
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3-7-18第2上野ビル8F

TEL：045-477-2881　FAX：045-477-2882

http://www.parajapan-wine.com/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ブリュット・デ・ブリュット マリア・カサノヴァ ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥1,900

マリエッタ ボデーガス・マルティン・コダックス リアスバイシャス 白/微甘 750ml ¥1,750

イサベリーノ・ルエダ レイーナ・デ・カスティーリャ ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,400

マラヴィーダ・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/辛口 750ml ¥1,750

チック アグスティ・トレーリョ ペネデス 白/辛口 750ml ¥1,900

マラヴィーダ ボデーガス・アントニオ・アラーエス バレンシア 赤/ミディアム 750ml ¥1,750

エドゥアルド・ティント ボデーガス・アントニオ・アラーエス バレンシア 赤/ミディアム 750ml ¥1,400

エル・イルシオニスタ・ホベン ボデーガス・エル・イルシオニスタ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/ミディアム 750ml ¥1,800

キンタ・デルマンコ・ホベン ラ・レグア シガーレス 赤/ミディアム 750ml ¥1,800

プラド・ネグロ ボデーガス・フォンテディ グラナダ 赤/フルボディ 750ml ¥3,950

他

No.13
アドヴァンス・テクノサービス株式会社
〒106-0045東京都港区麻布十番2-13-4

TEL：03-6436-3325　FAX：03-6436-3326

http://www.ats-co-ltd.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

エリテ フレド社 カンタブリア アンチョビ 50g/85g オープン価格

ブイヨン ｆｄｓ アンダルシア フィッシュ・シュリンプ 36個入り オープン価格

フロルデサル バレリデス社 マヨルカ オリーブ・ハイビスカス等６種のソルト 150g/50g オープン価格

アーモンド各種 ｆｄｓ アンダルシア キャラメル・殻付トースト 1kg/3kg オープン価格

ドンペラヨ デビッドデカストロ セルビア ピコス・レガニャ30ｇ 30g/35g/500g オープン価格

トゥロン アレマニ社 バルセロナ アーモンド菓子 40g オープン価格

ガルム エルマフエロ へレス 魚醤 100ml オープン価格

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

カブラレスソース サルサアストゥリアス アストゥリアス ﾌﾞﾙｰﾁｰｽﾞソース 190g オープン価格

シェリービネガーソース エルマフエロ へレス オロロソソース・シェリーソース 350ml　160ml オープン価格

他

No.14
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2-10-94F

TEL：044-866-5975　FAX：044-854-1188

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

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 イベリベリコ アンダルシア 生ハム（冷蔵） 約7.5kg オープン価格

ハモン・イベリコ・デ・セボ イベリベリコ アンダルシア 生ハム（冷蔵） 約7.5kg オープン価格

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

ケソ・イベリコ ベガハルディン カスティーリャ チーズ（冷蔵） 約3kg オープン価格

テティージャ（DOP） ベガハルディン ガリシア チーズ（冷蔵） 約900g 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

ロンガニーザ・トラディショナル エスプーニャ カタルーニャ サラミ（冷蔵） 170g オープン価格

他

No.15
ユニオンリカーズ株式会社
〒100-0013東京都千代田区霞が関3-6-7

TEL：03-5510-2684　FAX：03-5510-0137

https://www.union-liquors.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

クロ・ラ・ソレヤ・ブリュット カヴァス・エル・チャンフラ サン・サドゥルニ・デ・ノヤ カヴァ/ブリュット 750ml ¥1,300

ブランコ・デ・テンプラニーリョ パゴ・デル・ヴィカリオ カスティーリャ 白/辛口 750ml ¥2,000

プティ・ヴェルド・ロサード パゴ・デル・ヴィカリオ カスティーリャ ロゼ/辛口 750ml ¥2,000

モンテ・ジャーノ　赤 ラモン・ビルバオ リオハ 赤/ミディアム 750ml ¥1,000

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

ラモン・ビルバオ・アルバリーニョ ラモン・ビルバオ リオハ 白/辛口 750ml ¥2,500

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/フル 750ml ¥4,800

マンガ・デル・ブルホ エル・エスコセス・ボランテ カラタユド 赤/ミディアム 750ml ¥2,200

キホーテ・カベルネ・シラー パゴ・カサ・デル・ブランコ パゴ・カサ・デル・ブランコ 赤/フル 750ml ¥2,900

クルス・デ・アルバ クルス・デ・アルバ リベラ・デル・ドゥエロ 赤/フル 750ml ¥3,900

他



No.16
株式会社スコルニ・ワイン
〒105-0004東京都港区新橋1-8-6

TEL：03-3753-4181　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

アフォルトウナド ビニェドス・シングラーレス ルエダ 白/ドライ・ミディアム 750ml ¥2,300

ガライ・ブルー ボデガス・イ・ビニェードス・ガライ コンダード・デ・ウエルバ 白/ドライ・フル 750ml ¥3,800

エル・イヌティル　ロブレ クリスト・デ・ラ・ベガ　 ラ・マンチャ 赤/ライト～ミディアムボディ 750ml ¥1,500

フィンカ・アンティグア　シラー　クリアンサ フィンカ・アンティグア ラ・マンチャ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,100

フィンカ・アンティグア　カベルネ・ソーヴィニョン　クリアンサフィンカ・アンティグア ラ・マンチャ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥2,100

エル・ベイナ ビニェドス・シングラーレス モンサン 赤/ミディアム～フルボディ 750ml ¥2,500

エントレロボス ビニェドス・シングラーレス リベラ デル ドゥエロ 赤/ミディアム～フルボディ 750ml ¥2,500

コラル・デル・オビスポ ビニェドス・シングラーレス ビエルソ 赤/ミディアム～フルボディ 750ml ¥2,500

ハルディン・ロッホ ビニェドス・シングラーレス リオハ 赤/ミディアム～フルボディ 750ml ¥2,500

アパラス ３Cs ダ ニュイ ボデガス・アパラス・ビニェロン リベラ デル ドゥエロ 赤/フルボディ 750ml ¥6,400

他

No.17
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 ベネデス 発泡/辛口 750ml ¥2,200

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 ベネデス 発泡/辛口 750ml ¥2,200

カレ マカベオ＆シャルドネ ボデガス・アナダス カリニェナ 　白/辛口 750ml ¥1,470

モモ ブランコ サンチェス・ロマテ ルエダ 　白/辛口 750ml ¥1,530

テラスガウダ オ・ロサル ボデガス・テラスガウダ リアスバイシャス 　白/辛口 750ml ¥3,080

カレ ティント ロブレ ボデガス・アナダス カリニェナ 赤 750ml ¥1,520

モモ ティント サンチェス・ロマテ リベラ・デル・デュエロ 赤 750ml ¥2,420

ロマテ N.P.U アモンティリャード  シェリー サンチェス・ロマテ ヘレス 酒精強化/辛口 750ml ¥3,630

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 酒精強化/甘口 750ml ¥3,500

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

他

No.18
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

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

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

タペーニャ ベルデホ 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 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

他

No.19
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

http://www.marukai.co.jp/wine/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

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

ガレルナ・シャルドネ ボデガス･ラトゥエ ラ・マンチャ 白/辛口 750ml ¥1,300

メロソ ヴェルデホ ボデガス・アロカル ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,700

コーラル・ドゥ・マーレ・アルバリーニョ ヴェイガー・ダ・プリンセッサ リアスバイシャス 白/辛口 750ml ¥2,400

ガレルナ・カベルネ・ソーヴィニヨン ボデガス･ラトゥエ ラ・マンチャ 赤/ミディアム 750ml ¥1,300

オンダス・デル・アルマ メンシア アデガス・パソ・ダス・タピアス モンテレイ 赤/ミディアム 750ml ¥1,600

ルモールズ・ロブレ ハシエンダ・テッラ・デュロ トロ 赤/フルボディ 750ml ¥1,800

アルティガソ ボデガス･パニザ カリニェナ 赤/フルボディ 750ml ¥2,150

ラス・レタマス・デル・レガジャル カンパーニャ・ガリップ　レガジャル マドリード 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

他



No.20
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 ¥1,650

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 ¥1,650

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 ¥1,650

コホン・デ・ガト（赤） バル・デ・サベナ・ボデガス ソモンターノ 赤/中重口 750ml ¥3,000

コホン・デ・ガト（白） バル・デ・サベナ・ボデガス ソモンターノ 白/辛口 750ml ¥3,000

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

モスカテル・マガリョネラ ボデガス・ルベルテ・マガリョネラ サラゴサ 白/甘口 750ml ¥2,500

マンサニーリャ・ラ・シガレラ ボデガス・ラ・シガレラ ヘレス/マンサニーリャ 酒精強化/白/辛口 750ml ¥2,500

オロロソ・サングレ・イ・トラバハデロ ボデガス・グティエレス・コロシア ヘレス 酒精強化/白/辛口 750ml ¥3,700

シドラ・ラ・アストゥリアナ ボデガス・トラガモン アストゥリアス シードル 250ml, 6x4 Pack ¥10,080

他

No.21
サッポロビール株式会社
〒190-0031東京都渋谷区恵比寿4-20-1

TEL：03-5423-7222　FAX：03-5423-2079

http://www.sapporobeer.jp/ [税抜]

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

プロキシモ マルケス・デ・リスカル リオハ 赤/ミディアムボディ 750ml ¥1,150

リスカル・テンプラニーリョ マルケス・デ・リスカル カスティーリャ・イ・レオン 赤/フルボディ 750ml ¥1,350

ティント・レセルバ マルケス・デ・リスカル リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥2,500

ブランコ マルケス・デ・リスカル ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,500

ブランコ・レセルバ・リムザン マルケス・デ・リスカル ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,800

ロサード マルケス・デ・リスカル リオハ ロゼ/辛口 750ml ¥1,500

オーガニック・ブランコ マルケス・デ・リスカル ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,600

レガリス・クリアンサ コドーニュ リベラ・デル・デュエロ 赤/フルボディ 750ml ¥3,000

ドゥーシェ・シュバリエ　ブリュ コドーニュ サン・サドゥルニ・ダ・ノイア 泡/辛口 750ml ¥1,480

ドゥーシェ・シュバリエ　ドライ コドーニュ サン・サドゥルニ・ダ・ノイア 泡/やや辛口 750ml ¥1,480

他

No.22
株式会社ディバース
〒106-0044東京都港区東麻布1-15-8

TEL：03-6277-7871　FAX：03-6368-3664

www.diverse.co.jp 

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ハモン・イベリコ・ベジョータ原木 カルディサン ギフエロ 生ハム(冷蔵) 約8～9kg オープン価格

イベリコ・ベジョータ・チョリソ原木 カルディサン ギフエロ 腸詰(冷蔵) 約1.0～1.5kg オープン価格

エクストラ・バージン・オリーブオイル オリソイ バレンシア オリーブオイル(常温9 2L オープン価格

マンチェゴ ケソス ゴメス モレノ ラ･マンチャ チーズ(冷蔵） 約350g オープン価格

ピメントン・ドゥルセ アルコイリス アリカンテ 香辛料(常温) 500g オープン価格

ヒヨコ豆 べガス バネサナス レオン 豆(常温) 1kg オープン価格

フィデウア ガジョ バルセロナ パスタ(常温) 500g オープン価格

ピキージョ ナバリコ ナバーラ 野菜の加工品(常温) 390g オープン価格

カスエラAR-14(外径14.5cm 内径13cm 深さ2.8cm) アルテレガル バレンシア 陶器 オープン価格

オルチャータ テラチュファ バレンシア 飲料(常温) 500ml オープン価格

他

No.23
エノテカ株式会社
〒106-0047東京都港区南麻布5-14-15

ＴＥＬ：03-3280-6258　ＦＡＸ：03-3280-6279

https://www.enoteca.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

サングレ・デ・トロ トーレス スペイン 赤 750ml ¥1,600

サングレ・デ・トロ・ブランコ トーレス スペイン 白 750ml ¥1,600

サングレ・デ・トロ・ロゼ トーレス スペイン ロゼ 750ml ¥1,600

ヴィーニャ・エスメラルダ トーレス スペイン 白 750ml ¥1,600

アルト・イベリコス・クリアンサ トーレス スペイン 赤 750ml ¥2,200

セレステ・クリアンサ トーレス スペイン 赤 750ml ¥3,000

マス・ラ・プラナ トーレス スペイン 赤 750ml ¥8,000

ミルマンダ トーレス スペイン 白 750ml ¥7,500

3055シャルドネ ジャン・レオン スペイン 白 750ml ¥2,500

3055メルロ ジャン・レオン スペイン 赤 750ml ¥2,500

他



No.24
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

http://www.asahibeer.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

コト・デ・イマズ・グラン・レセルヴァ エル・コト リオハ フルボディ 750ml ¥3,470

コト・デ・イマズ・レセルヴァ エル・コト リオハ フルボディ 750ml ¥2,900

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

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 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 フルボディ 750ml ¥1,870

ヴィニャ・アルバリ・レセルヴァ フェリックス・ソリス バルデペーニャス フルボディ 750ml ¥1,220

ブルメ・ベルデホ フェリックス・ソリス バルデペーニャス 辛口 750ml オープン価格

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

ベソ・レセルヴァ・セミ・セック ユニオン・ヴィラニコ・デル・エステ バレンシア 中甘口 750ml ¥1,450

ナ・ソル・デ・レケーナ　ブリュット  ユニオン・ヴィラニコ・デル・エステ バレンシア 辛口 750ml ¥1,580

他

No.25
三菱食品株式会社
〒143-6556東京都大田区平和島6丁目1番1号

TEL：03-3767-9625　FAX：03-3767-4319

http://www.mitsubishi-shokuhin.com/

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 ペネデス カバ/辛口 750ml ¥1,600

セグラヴューダス ブルート ロサード セグラヴューダス ペネデス カバ/辛口 750ml ¥1,600

セグラヴューダス セミセコ セグラヴューダス ペネデス カバ/やや甘口 750ml ¥1,600

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 ペネデス カバ/辛口 750ml ¥5,300

セグラヴューダス ブルート ヴィンテージ 11年 セグラヴューダス ペネデス カバ/辛口 750ml ¥2,400

セグラヴューダス ガルナッチャ セグラヴューダス ペネデス 赤/ミディアム 750ml ¥1,600

セグラヴューダス チャレロ セグラヴューダス ペネデス 白/辛口 750ml ¥1,600

パニッツァ 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

パニッツァ ヴィナヴィジャス ガルナッチャ パニッツァ カリニェナ 赤/フルボディ 750ml ¥2,700

パニッツァ ヴィナ デ パニッツァ シャルドネ パニッツァ カリニェナ 白/辛口 750ml ¥2,700

他

No.26
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 ブリュット コヴィデス ペネデス 泡/白 辛口 750ml ¥1,630

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 カスティーリャ ラ マンチャ 赤/ミディアム 750ml ¥1,610

ハローワールド ヴィオニエ フィンカ ラ アスタカーダ カスティーリャ ラ マンチャ 白/ミディアム/辛口 750ml ¥1,610

ベイガ ダ プリンセサ パソ ド マル リアス バイシャス 白/ミディアム/辛口 750ml ¥2,840

エル チルコ マラバリスタ マカベオ グランデ ヴィノス イ ヴィネドス カリニェナ 白/ライトボディ/辛口 750ml ¥1,420

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/フルボディ 750ml ¥1,610

ゴンサーロ デ ベルセオ レセルヴァ ボデガス ベルセオ リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥3,220

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/フルボディ 750ml ¥3,800

トッレデロス ヴェルデホ トッレデロス ルエーダ 白/ライト～ミディアム/やや辛口 750ml ¥1,850

エル チルコ ブランコ フリザンテ グランデ ヴィノス イ ヴィネドス カリニェナ 泡/白/ライト 750ml ¥1,515

他

No.27
株式会社メイセイトレーディング
〒108-0014東京都港区芝5-20-6芝520ビル6F

TEL：03-6779-9031　FAX：03-6779-9034

http://www.meiseitrading.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

レアルルビオ　クリアンサ レアル・ルビオ リオハ フルボディ 750ml ¥2,000

ミクロビンス　アンフォラ ラ・ビニェタ　 エンポルダ フルボディ 750ml ¥2,800

ラボルス ラ・ビニェタ　 エンポルダ ミディアム 750ml ¥2,800

ブルイショラ テラ・イ・ビンス プリオラート フルボディ 750ml ¥2,600

エストラペルロ アバー・イ・ビンス カバ 発泡/白 750ml ¥1,400

テラ ムンディ ビニガリシア リアス バイシャス 辛口 750ml ¥1,600

クラフトビール ビジャ・デ・マドリード マドリード ビール 330ml オープン価格

生ハムスライス7か月熟成 100gパック ファル カタルーニャ 冷凍 100g オープン価格

サルチチョン/チョリソースライス 100gパック ファル カタルーニャ 冷凍 100g オープン価格

カラースライス 100gパック ファル カタルーニャ 冷凍 100g オープン価格

他



No.28
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/

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

ピエドラ デル マル テラスガウダ リアスバイシャス 白 750ml ¥2,200

ペティト テラスガウダ ビエルソ 赤 750ml ¥2,100

ピタクム テラスガウダ ビエルソ 赤 750ml ¥3,400

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

エヌ サンビー フエンマヨール リオハ 赤 750ml ¥3,200

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

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

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

他

No.29
プロスタイルデザイン株式会社
〒107-0062東京都港区南青山7-10-7

TEL：03-5914-3656　FAX：03-5914-3658

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　250ml プレミアムミックスグループ スペイン ナチュラルミネラルウォーター：発泡 250ml ¥361

ヴィッチーカタラン　500ml プレミアムミックスグループ スペイン ナチュラルミネラルウォーター：発泡 500ml ¥454

フォンドール　ペットボトル　500ml プレミアムミックスグループ スペイン ナチュラルミネラルウォーター：無発泡 500ml ¥139

フォンドール　グラス　1000ml プレミアムミックスグループ スペイン ナチュラルミネラルウォーター：無発泡 1000ml ¥370

Dehesa de Navamarin アルドンザ・グルメ社 スペイン 赤 750ml 未定

Seleccion アルドンザ・グルメ社 スペイン 赤 750ml 未定

Clasico アルドンザ・グルメ社 スペイン 赤 750ml 未定

Albo アルドンザ・グルメ社 スペイン 白（冷蔵） 750ml 未定

オリーブオイル アルドンザ・グルメ社 スペイン オリーブオイル 250ml,500ml,750ml,1L.5L 未定

サフラン アルドンザ・グルメ社 スペイン サフラン 未定

他

No.30
株式会社イムコ
〒465-0097愛知県名古屋市名東区平和が丘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

ポン・デ・フェッロ・ブルット セジェル・デ・ラルボス カバ 発泡白／辛口 750ml ¥2,100

ペレグリーノ・アルバリン ゴルドンセージョ ティエラ・デ・レオン 白／辛口 750ml ¥1,900

イラーチェ・ブランコ・１８９１ ボデガス・イラーチェ ナーバラ 白／辛口 750ml ¥2,100

アウグストゥス・チャレロ・ベルメル アウグストゥス ペネデス 白／辛口 750ml ¥3,200

ウバノクトゥルナ・ガルナッチャ ボデガス・エヘアナス リベラ・デル・ガジェゴ・シンコ・ヴィジャス 赤／ミディアム 750ml ¥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 750ml ¥2,200

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

ラウレル クロス・イ・テラセス プリオラート 赤／フルボディ 750ml ¥6,800

ラ・ハカ・マンサニージャ アルバロドメック サン・ルーカル・デ・バラメダ マンサニージャ 750ml ¥2,600

アルブレホ・オロロソ アルバロドメック ヘレス・ケレス・シェリー オロロソ 750ml ¥3,500

他

No.31
BMO株式会社
〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-15-9DAIYUビル2F

TEL：03-5459-4243　FAX：03-5459-4248

http://www.naturalwine.jp/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

スモイ　ティント　SM パルティーダ・クレウス カタルーニャ 赤 750ml ¥4,000

ティント・ナトゥラル　TN　 パルティーダ・クレウス カタルーニャ 赤 750ml ¥3,500

ブリュット・ナチュレ・ロゼ クロス・レンティスクス カタルーニャ ロゼ/泡 750ml ¥3,300

ブラン・デ・ブランクス　ブリュット・ナチュレ クロス・レンティスクス カタルーニャ 白/泡 750ml ¥3,800

フロウ　ティント ソタ・アルス・アンジェラス カタルーニャ 赤 750ml ¥2,600

ヴィオニエ ラガスカ ラ・マンチャ 白 750ml ¥1,660

ベルデホ アリエス ルエダ 白 750ml ¥2,200

ガスナタ ボデガ・ドン・ファン・デ・アギ カスティーリャ・イ・レオン 赤 750ml ¥1,960

ディエゴ マティアス・イ・トーレス カナリア諸島 白 750ml ¥4,500

ペシコ・ティント ドミニオ・デル・ウロガリョ アストゥルイヤス 赤 750ml ¥4,200

他



No.32
アグリ株式会社
〒231-0015神奈川県横浜市中区尾上町6-86-1関内マークビル1Ｆ

TEL：045-212-5588　FAX：045-212-5568

http://ｗｗｗ.ywc.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

メナーデ・ソーヴィニヨン・オーガニック ボデガス・メナーデ ヴィノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ・イ・レオン 白 750ml ¥2,600

メナーデ・ベルデホ・オーガニック ボデガス・メナーデ ルエダ 白 750ml ¥2,600

メナーデ・ベルデホ・ドゥルセ・オーガニック ボデガス・メナーデ ヴィノ・デ・ラ・ティエラ・デ・カスティーリャ・イ・レオン 白 500ml ¥2,600

ロジャレット・ブラン セリェル・マスロッチ モンサン 白 750ml ¥1,600

ロジャレット・ネグラ セリェル・マスロッチ モンサン 赤 750ml ¥1,600

ロジャレット・セレクシオ・ネグラ セリェル・マスロッチ モンサン 赤 750ml ¥2,000

アルマ・デ・ブランコ・ゴデーリョ アデガス・パソ・ダス・タピアス モンテレイ 白 750ml ¥1,600

アルマ・デ・ティント・メンシア　 アデガス・パソ・ダス・タピアス モンテレイ 赤 750ml ¥1,600

ルシャレル・ガルナッチャ・ブランカ ルシャレル ペネデス 白 750ml ¥3,200

ルシャレル　ア　パル　ブランコ　オーガニック ルシャレル ペネデス 白 750ml ¥3,500

他

No.33
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

イネディット　小瓶 エストレージャ・ダム バルセロナ ビール 330ml オープン価格

ガルガロ・トレイシャドゥーラ＆アルバリーニョ ガルガロ モンテレイ 白 750ml ¥3,000

ガルガロ・メンシア ＆ アラウーシャ ガルガロ モンテレイ 赤 750ml ¥3,000

グランリバリス マエティエラ リオハ 白 750ml ¥2,000

ムレダ・シャルドネ ボデガス・ムレダ カスティーリャ 白 750ml ¥1,400

ムレダ・シラー ボデガス・ムレダ カスティーリャ 赤 750ml ¥1,400

シェスタル ガンセド ビエルソ 赤 750ml ¥3,500

エレンシア・デル・カプリチョ ガンセド ビエルソ 白 750ml ¥6,500

ビーニャAB ゴンサレス・ビヤス ヘレス シェリー 750ml ¥3,500

レオノール ゴンサレス・ビヤス ヘレス シェリー 750ml ¥4,000

他

No.34
株式会社いろはわいん
〒106-0045東京都港区麻布十番3-3-103階

TEL：03-6459-4715　FAX：03-6459-4716

www.irohawine.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

チャコリ・ブランコ・G22 ゴルカ・イサギレ チャコリ 白／辛口 750ml ¥3,400

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 白／辛口 750ml ¥3,300

エスプモーソ イルスタ チャコリ 泡白／辛口 750ml ¥4,200

コセチャ・エスペシアル マルケス・デ・テラン リオハ 赤／ミディアム 750ml ¥4,000

ブルット・レセルバ サビア・ビバ ペネデス 泡白／辛口 750ml ¥2,400

アンティクア オベルゴ ソモンターノ 赤／ミディアム 750ml ¥5,000

レセルバ リナヘ・ガルセア リベラ・デル・デュエロ 赤／ミディアム 750ml ¥6,500

デ・アルベルト・ベルデホ・エコロジコ デ・アルベルト ルエダ 白／辛口 750ml ¥2,500

デ・アルベルト・ドラド デ・アルベルト ルエダ 酒精強化／辛口 500ml ¥2,000

サイティナ・ドゥルセ デ・アルベルト ルエダ 酒精強化／甘口 500ml ¥2,000

他

No.35
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

セニョリオ・デ・サリア　赤・白 ボデガ・デ・サリア ナバーラ 赤・白 750ml \1,400～

クリン・ロハ 赤・白 ボデガス･クリン・ロハ カスティーリャ 赤・白 750ml ¥1,140

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

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

パメラ・アズール ボデガス・ラドロン・デ・ルナス スペイン 白（ブルー） 750ml ¥1,670

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～

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

エクストラ・バージン・オリーブ・オイル トルハル・アルタホ ナバーラ 常温 1,000ml ¥1,990

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

グリーンオリーブ（種入り）・ブラックオリーブ（種入り・種抜き） プラソリーバ スペイン 常温 350g オープン価格

他



No.36
YG&Tパートナーズ株式会社
〒113-0024東京都文京区西片2-9-4

TEL：080-4912-9291

http://vinoalpuente.wixsite.com/alpuente

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

プティ・シオス・ブランコ コステルス・デル・シオ コステルス・デル・セグレ 白 750ml ¥1,900

プティ・シオス・ティント コステルス・デル・シオ コステルス・デル・セグレ 赤 750ml ¥1,900

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

セント・カット・スモル・ティント ビンス・グラウ プラ・デ・バジェス 赤 750ml ¥2,000

ランシオ ガンデサ テラ・アルタ 甘口 500ml ¥3,000

パンサ・ブランカ カン・ロダ アレーリャ 白 750ml ¥2,400

クパッジャ ダビンシ プリオラート 赤 750ml ¥2,900

ヌ・アロンジェ・ブリュット エメンディス カバ 泡/白 750ml ¥1,700

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

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

他

No.37
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

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・ボンレス） BLAZQUEZ（ブラスケス） サラマンカ 36ヶ月熟成 約9kg・約4.5kg オープン価格

ハモン・イベリコ・ベジョータ（骨付き・ボンレス） BLAZQUEZ（ブラスケス） サラマンカ 36ヶ月熟成 約9kg・約4.5kg オープン価格

ハモン・イベリコ（骨付き・ボンレス） BLAZQUEZ（ブラスケス） サラマンカ 24ヶ月熟成 約9kg・約4.5kg オープン価格

ハモンセラーノ・エンブラ（骨付き・ボンレス） MAFRESA（マフレサ） エクストレマドゥーラ 18ヶ月熟成 約8kg・約4kg オープン価格

イベリコ・ベジョータ・アドミラシオン　（チョリソ、サルシチョン） BLAZQUEZ（ブラスケス） サラゴサ サラミ 約0.5kg オープン価格

ハモン・デ・テルエルD.O.（骨付き・ボンレス） PORTESA（ポルテサ） アラゴン州・テルエル 18ヶ月熟成 約9kg.約6kg 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 約5.5～6.5kg オープン価格

ミニバゲッティーナ　エキスプレス ＰＡＮＡＭＡＲ（パナマール） バレンシア 冷凍パン（焼成済み） 40g オープン価格

ミニバゲット ＰＡＮＡＭＡＲ（パナマール） バレンシア 冷凍パン（半焼成） 95g オープン価格

カニャーダ（ブランコ・ティント） ナヴァロ・ロペス ラマンチャ 白ワイン、赤ワイン 3ℓ オープン価格

他

No.38
株式会社フィラディス
〒231-8331神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7ＴＯＣみなとみらい12Ｆ

TEL：045-222-8875　FAX：045-222-8876

http://www.firadis.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カヴァ ブリュット・レセルヴァ サバルテス カヴァ 泡/白 750ml ¥1,900

グラン・リバド アルバリーニョ トマダ・デ・カストロ リアス・バイシャス 白/辛口 750ml ¥2,050

アナヨン シャルドネ グランデス・ヴィノス・イ・ヴィニェドス リオハ 白/辛口 750ml ¥2,700

ブランコ セミドゥルセ バロン・デ・レイ リオハ 白/辛口 750ml ¥1,950

リオハ レセルヴァ バロン・デ・レイ リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥2,600

フィンカ・モナステリオ バロン・デ・レイ リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥4,200

コンデ・デ・アリカンテ クリアンサ ボコパ アリカンテ 赤/ミディアムフルボディ 750ml ¥1,600

マリーナ・アルタ ボコパ アリカンテ 白/辛口 750ml ¥1,900

クアトロ・メセス サクラ フアン・ヒル フミーリャ 赤/ミディアムフルボディ 750ml ¥1,950

シルバー・ラベル フアン・ヒル フミーリャ 赤/フルボディ 750ml ¥2,850

他

No.39
T. G. A. 
〒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:06-6920-6950　FAX:06-6920-6951

www.tgafoods.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ポンチェ・カバジェロ ルイス・カバジェロ リキュール 700ml ¥2,600

クレマ・カバジェロ ルイス・カバジェロ リキュール 700ml ¥2,860

ロン・コントラバンド ルイス・カバジェロ ラム酒 700ml ¥3,290

ミウラ・クレマ・デ・ギンダ ルイス・カバジェロ リキュール 700ml ¥2,600

アニス・ドゥルセ ルイス・カバジェロ リキュール 700ml ¥2,600

ブランデー・デカノ ルイス・カバジェロ ブランデー 700ml ¥2,290

ブランデー・ミレナリオ ルイス・カバジェロ ブランデー 700ml ¥5,600

イグリエガ・デ・アイレス ボデガス・セニョリオ・デ・アイレス ヴィノ・デ・パゴ 赤 750ml ¥3,150

エ・デ・アイレス ボデガス・セニョリオ・デ・アイレス ヴィノ・デ・パゴ 赤 750ml ¥3,150

セレンディピア ボデガス・セニョリオ・デ・アイレス カリニェナ 赤 750ml ¥6,430

他



No.40
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

www.biancorosso.co.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ピカンタル プラダ・ア・トペ ビエルソ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥5,400

パラシオ・デ・カネド プラダ・ア・トペ ビエルソ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥3,600

パラシオ・デ・カネド プラダ・ア・トペ ビエルソ 赤辛口/ミディアム 750ml ¥2,500

ロレ・デ･オスタトゥ オスタトゥ リオハ・アラベサ 白/辛口/フルボディ 750ml ¥3,500

オスタトゥ レセルバ オスタトゥ リオハ・アラベサ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥3,600

ラデラス・デ・オスタトゥ オスタトゥ リオハ・アラベサ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥5,500

グロリア・デ・オスタトゥ オスタトゥ リオハ・アラベサ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥7,000

ベルム・デ・カプサネス セラー・カプサネス モンサン ベルモット 750ml ¥3,000

バロイロ・レセルバ ルズディビーナ・アミーゴ ビエルソ 赤/辛口/フルボディ 750ml ¥4,800

トレボン アデガ・ダ・ピンゲラ バルデオラス 赤/辛口/ミディアム 750ml ¥2,800

他

No.41
有限会社BR-Mビニアリア
〒108-0072東京都港区白金3-3-23

TEL：090-5752-5484　FAX：03-5413-3101

http:/vinialia.main.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

シドラ ナトゥラル トラバンコ グルーポ トラバンコ アストゥリアス リンゴ酒 700ml ¥1,000

ロエス ベルデホ ボデガス ロエス ルエダ 白 750ml ¥2,300

カンフェイシャスブランセレクシオ ウゲットゥ デ カンフェイシャス ペネデス 白 750ml ¥2,000

バルコロボ フェルメンタードエンバリッカ フィンカ ラ リンコナーダ カスティージャ イ レオン 白 750ml ¥2,500

サンドガルNo.2オーガニック ボデガス サガロン ラマンチャ 赤 750ml ¥1,200

レセア クリアンサ ボデガス レセア リオハ 赤 750ml ¥1,800

アルテル ティント ボデガス ビニャ ダ カル リベイロ 赤 750ml ¥2,200

バロネス レセルバ テンプラニージョ ボデガ サンタリタ ラマンチャ 赤 750ml ¥3,200

カルメン セルベッサ カルメン タラゴナ ビール 330ml オープン価格

アウロラ マンサニージャ ボデガス ユステ サンルカール デ バラメダ シェリー 500ml ¥2,200

他

No.42
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 スペイン 冷蔵 約8.5kg オープン価格

骨付きハモンイベリコ デセボ カンポフリオ スペイン 冷蔵 約8.0kg オープン価格

骨付きハモンセラーノ ボデガ カンポフリオ スペイン 冷蔵 約7.5kg オープン価格

骨無しハモンセラーノﾅﾁｭﾗﾙｼｪｲﾌﾟ カンポフリオ スペイン 冷蔵 約5.5kg オープン価格

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

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

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

他

No.43
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

http://www.shiraimatsu.com/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

セラ、リオハ ボデガス ロダ リオハ 赤/ミディアム 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

サンロマン、 トロ ボデガス イ ビニェドス マウロドス トロ 赤/フル 750ml ¥8,000

プリマ、トロ ボデガス イ ビニェドス マウロドス トロ 赤/ミディアム 750ml ¥3,500

アルバリーニョ セニョリオ デ ソブラル セニョリオ デ ソブラル リアス・バイシャス 白/辛 750ml ¥3,200

エルマノス･リュルトン･ブランコ ルエダ フランソワ リュルトン ルエダ 白/辛 750ml ¥2,400

カバ バステツ ブリュット ヴィニコラ・デ・サラル カタルーニャ 泡/辛 750ml ¥1,900

オリーブの実（グリーン・ブラック） コーポリーバ 常温 350g ¥360

ピコス（クラッカー） ドミンゲス 常温 500g ¥1,000

他



No.44
有限会社カツミ商会
〒231-0005神奈川県横浜市中区本町2-15大同生命横浜ビル1F

TEL：045-226-2253

http://www.katsumi-asc.co.jp

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

ドン･ポティエール ブリュット･ナチュレ ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ・ﾋﾞｱｽ　ヴィラナウ醸造所 ペネデス 泡/白/辛口 750ml ¥1,700

ムリエル・ティント・クリアンサ ボデガス・ムリエル リオハ 赤/フルボディ 750ml ¥1,900

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 ¥1,900

フルート・ノブレ・ロゼ ボデガス・フランシスコ・ゴメス アリカンテ ロゼ/辛口 750ml ¥1,800

テラ OVG コビンカ カリニェナ 赤/フルボディ 750ml ¥1,500

カヴァ・ルナ・デ・ムールヴィエドロ・アート・デ・ルナ・シャルドネ ボデガス・ムールヴィエドロ ウティエル・レケーナ 泡/白/辛口 750ml ¥2,900

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

ムールヴィエドロ・ボバル・レゼルバ ボデガス・ムールヴィエドロ ウティエル・レケーナ 赤/フルボディ 750ml ¥1,900

セパス・ヴィエハス・ボバル ボデガス・ムールヴィエドロ ウティエル・レケーナ 赤/フルボディ 750ml ¥2,300

バスース・ピノノワール ボデガス・ムールヴィエドロ ウティエル・レケーナ 赤/フルボディ 750ml ¥5,000

他

No.45
ウミネコ醸造株式会社
〒104-0045東京都中央区築地2-7-1215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

ベニートエスクデーロ　ロサード　ブルット ボデガス・エスクデーロ カバ（リオハ） 泡ロゼ 750ml ¥2,400

サモニス ボデガス・アラニス リベイロ 白 750ml ¥1,660

ブランキート ＨＧＡ　ボデガス リアス・バイシャス 白 750ml ¥2,000

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 750ml ¥2,700

ビエント・エン・ラ・カーラ ボデガス・ゴンザレス・パラシオス レブリッハ 白 750ml ¥2,300

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 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 750ml ¥2,300

パルセラ・ラス・オルマス フィンカ・サンブラス ウティエル・レケーナ 赤 750ml ¥2,600

シルボン ボデゲロス・キンタ・エセンシア トロ 赤 750ml ¥2,980

ネスタレス・リンコン・イン・１．０ ネスタレス・リンコン グラナダ 赤 750ml ¥2,800

他

No.46
株式会社オーバーシーズ
〒155-0033東京都世田谷区代田5-11-10

TEL：03-5779-7545　FAX：03-5779-7590

https://overseas-inc.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

プロエリオ・クリアンサ ボデガス・プロエリオ リオハ 赤/中重口 750ml ¥2,500

チェパ・ア・チェパ ボデガス・プロエリオ リオハ 赤/重口 750ml ¥5,000

ニバリウス　モノバラエタル ボデガス・ニバリウス リオハ 白/辛口 750ml ¥2,000

ニベイ ボデガス・ニバリウス リオハ 白/辛口 750ml ¥1,500

トゥルス・クリアンサ ボデガス・トゥルス カスティーリャ・イ・レオン 赤/重口 750ml ¥3,500

トラムス ボデガス・トゥルス カスティーリャ・イ・レオン 赤/中重口 750ml ¥1,500

カバ プリメール・ロゼ エクストラ・ドライ ペレ・ベントゥーラ カタルーニャ ロゼ/発泡/辛口 750ml ¥1,800

カバ・プリメール ブリュット・レセルバ ペレ・ベントゥーラ カタルーニャ 白/発泡/辛口 750ml ¥1,800

イニシ ミラム・プリオラーティ プリオラート 赤/重口 750ml ¥3,000

デスティ ミラム・プリオラーティ プリオラート 赤/重口 750ml ¥5,000

他

No.47
 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/?ref=bookmarks

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

ビーニャ・ソルサル・ガルナッチャ・ブランカ ビーニャ・ソルサル・ワインズ ナバーラ 白/辛口 750ml ¥2,000

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

ビーニャ・ソルサル・リオハ・テンプラニーリョ ビーニャ・ソルサル・ワインズ リオハ 赤/ミディアムフル 750ml ¥2,700

レイノーブレ・クリアンサ ビーニャ・ソルサル・ワインズ ナバーラ 赤/ミディアムフル 750ml ¥1,800

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

マリア・ガンチャ セラー・パスコナ モンサン 赤/ミディアム 750ml ¥2,500

クレイジー・グレープス フィンカ・バカラ フミーリャ 赤/ミディアムフル 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.48
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

www.dept-net.com

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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 810 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 ¥20,000

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

他

No.49
株式会社リベルタス
〒444-0856愛知県岡崎市六名3ｰ1-11

TEL：0564-53-7277　FAX：0564-55-3290

https://www.rakuten.co.jp/spainwine-libertas/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

シードラ ナチュラル コセチャ プロピア シードラ トラバンコ アストゥリアス リンゴ酒/辛口 700ml ¥1,580

シードラ ブリュット ラガル デ カミン シードラ トラバンコ アストゥリアス リンゴ酒/中口 750ml ¥1,580

シードラ アバロン シードラ トラバンコ アストゥリアス リンゴ酒/やや辛口 330ml ¥580

ポルティコ ダ リア アルバニーリョ ボデガス レクトラル ド ウミア リアス バイシャス 白/辛口 750ml ¥2,580

トラスラガレス ベルデホ ボデガ トラスラガレス ルエダ 白/辛口 750ml ¥1,840

ドーブルR ロブレ ボデガ サン･マメス リベラ デル リベロ 赤/ミディアムフル 750ml ¥2,000

モンテネグロ レゼルバ ボデガス フェリックス サンズ リベラ デル リベロ 赤/フル 750ml ¥3,880

マルケス デ ベルガーラ クリアンサ ボデガス ソラル デ アヤｰラ リオハ 赤/フル 750ml ¥2,380

マルケス デ ベルガーラ テンプラニーリョ ボデガス ソラル デ アヤｰラ リオハ 赤/ミディアムライト 750ml ¥1,880

プラド アヤｰラ クリアンサ ボデガス ソラル デ アヤｰラ リオハ 赤/フル 750ml ¥2,500

他

No.50
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

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

カンポス・デ・ルス ブラン ビネルヒア カリニェナ 白 750ml ¥1,010

カンポス・デ・ルス ルージュ ビネルヒア カリニェナ 赤 750ml ¥1,010

カンポス・デ・ビエント ビネルヒア ラ・マンチャ 赤 750ml ¥1,010

カンポス・デ・リスカ ビネルヒア フミーリャ 赤 750ml ¥1,230

カンポス・デ・スエニョス ビネルヒア ルエダ 白 750ml ¥1,230

ブリュット コンデ・デ・カラル ペネデス カヴァ/白 750ml ¥1,532

ロゼ コンデ・デ・カラル ペネデス カヴァ/ロゼ 750ml ¥1,532

ラ・ヴィカランダ レゼルバ ボデガス ビルバイナス リオハ 赤 750ml ¥3,490

アロンソ デル イェロ アロンソ デル イェロ リベラ・デル・ドゥエロ 赤 750ml ¥4,480

マカベオ フィンカ ラコンス トーマス クシネ コステルス・デル・セグレ 白 750ml ¥4,390

他

No.51
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

ユジェニア by 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 泡/エスプモーソ 750ml ¥4,500

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

ユィディ by 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/甘口 500ml ¥4,000

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

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

マウンテン by ベルタ カバ ベルタ ペネデス 白 750ml ¥4,500

プラドレイ クリアンサ プラドレイ リベラデルドゥエロ 赤 750ml オープン価格

クルオール カーサグランデシウラーナ プリオラート 赤 750ml ¥3,900

マンサニーリャ・パサダ パストーラ バルバディージョ サンルーカル シェリー 375ml ¥2,200

アモンティリャード メディウム バルバディージョ サンルーカル シェリー 750ml ¥2,000

他



No.52
株式会社トレードウインド
〒336-0023埼玉県さいたま市南区神明1-1-12

TEL：048-839-3901　FAX：048-839-3908

www.tradewind-novo.jp

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

カミーノ　 テラ・レモタ エンポルダ 赤／ミディアム 750ml ¥10,000

カミナンテ テラ・レモタ エンポルダ 白／辛口 750ml ¥10,000

タン ナトゥラル テラ・レモタ エンポルダ 赤／ライト 750ml ¥7,000

フィンカマンサノス ロサド マンサノス リオハ ロゼ／辛口 750ml ¥1,800

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

フィンカマンサノスグランレセルバ マンサノス リオハ 赤／フルボディ 750ml ¥10,000

ビニャベリー デアンドリア スペシャルオケージョン マンサノス リオハ 赤／ライト 750ml ¥1,800

ビニャマリチャラル クリアンサ マンサノス リオハ 赤／ミディアム 750ml ¥3,000

ラブキャット ティント マンサノス ロスカバジェロス 赤／ライト 750ml ¥1,300

ラブキャット ブランコ マンサノス ロスカバジェロス 白／やや辛口 750ml ¥1,300

他

No.53
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

http://www.wizumiya.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

ウニコ・ブラン・デ・ネグレ パゴ・デ・タルシス ウティエル・レケーナ 泡/白 750ml ¥6,000

ミラニウス セラー・クレド ペネデス 白/辛口 750ml ¥3,200

アロエルス セラー・クレド ペネデス 白/辛口 750ml ¥4,200

カンクレド セラー・クレド ペネデス 白/辛口 750ml ¥5,500

エストラン セラー・クレド ペネデス 白/辛口 750ml ¥6,000

カップフィカット セラー・クレド ペネデス 白/辛口 750ml ¥7,000

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

ギマロ・バリック・フィンカ・メイシェマン アデガス・ギマロ リベイラ・サクラ 赤/中重口 750ml ¥6,000

フェレール・ボベ・ビニャス・ベリャス フェレール・ボベ プリオラート 赤/重口 750ml ¥9,000

他

No.54
株式会社イスコ
〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町439ランバーパートⅡ１F

TEL：044-934-2541　FAX：044-933-8071

http:///www.isco-web.co.jp/

商品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

EXVオリーブオイル イオ ヴィアノレオ エクストレマデューラ EXVオリーブオイル　 500ml ¥5,300

EXVオリーブオイル スラット ヴィアノレオ エクストレマデューラ EXVオリーブオイル　 500ml ¥3,000

リコピン入りオリーブオイル ヴィアノレオ エクストレマデューラ 香味オリーブオイル 250ml ¥2,200

D-リモネン入りオリーブオイル ヴィアノレオ エクストレマデューラ 香味オリーブオイル 250ml ¥2,200

Exvオリーブオイル イオ エクストラホワイト ヴィアノレオ エクストレマデューラ EXVオリーブオイル　 250ml ¥3,800

ガスパチョ スープ ヴィアノレオ エクストレマデューラ スープ 200ml ¥1,200

スプレー式 オリーブオイル ヴィアノレオ エクストレマデューラ EXVオリーブオイル　 200ml ¥1,800

メルメラーダ・デ・ヴィノ モナステレル アシエンダ・デル・カルチェ ムルシア 赤ワインジャム 200g ¥1,800

メルメラーダ・デ・ヴィノ ソーヴィニヨンブラン アシエンダ・デル・カルチェ ムルシア 白ワインジャム 200g ¥1,800

満月のオリーブオイル アルベキア アルベキア ムルシア EXV無濾過オリーブオイル　 500ml ¥5,000

他

No.55
小林桂株式会社　東京営業所
〒113-0021 東京都文京区本駒込6-15-8  エルピスビル7階

TEL：03-6365-4224　FAX：03-3941-4010

http://www.k-kobayashi.com

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

VGカヴァ ビセンテ・ガンディア カヴァ 泡/白 750ml ¥1,371

ＨＤＣオーガニックテンプラニューリョ ビセンテ・ガンディア ウティエル・レケーナ 赤/ミディアム 750ml ¥1,371

HDCオーガニックヴェルデホ ビセンテ・ガンディア ウティエル・レケーナ 白/辛口 750ml ¥1,371

コンウンパール アルバリーニョ ビセンテ・ガンディア リアス・バイシャス 白/中辛口 750ml ¥1,480

コンウンパール レッド ビセンテ・ガンディア バレンシア 赤/フルボディ 750ml ¥1,480

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

ウバ・ピラータ ビセンテ・ガンディア バレンシア 赤/フルボディ 750ml ¥1,800

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

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

リサルテ・ベンデミア・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/ミディアム 750ml ¥2,700

他



No.56
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/

品名 生産者名 産地 タイプ 容量 希望小売価格

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

クエバジャナ・マカベオ ボデガス・セニョリオ・デル・フーカル マンチュエラ 白 750ml ¥2,400

クエバジャナ・ボバル・ロサード ボデガス・セニョリオ・デル・フーカル マンチュエラ ロゼ 750ml ¥2,400

クエバジャナ・シラー ボデガス・セニョリオ・デル・フーカル マンチュエラ 赤 750ml ¥2,400

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

モンハルディン・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 ¥2,800

オバロ・クリアンサ ボデガス・オバロ リオハ 赤 750ml ¥3,200

オサ・シラー ボデガス・マノ・ア・マノ ラ・マンチャ 赤 750ml ¥3,000

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

ベルモット・ブランコ エミリオ・ルスタウ へレス アロマタイズド／ヴェルモット 750ml ¥3,500

他


