
1000 アイテム以上のワイン・洋酒に出会い、商談できる

関西最大のワイン・洋酒試飲商談会です

http://www.globalwine.co.jp　　フリーダイヤル 0120-60-9686

公式WEBサイト

http://www.winekansai-winetokyo.com/

企画

株式会社グローバル



< カクテルデモンストレーション＞

【 ブースNO.25 】 一般社団法人 日本ホテルバーメンズ協会　

< チーズミニセミナー＞

【 ブースNO.51 】 エコールドフロマージュ　

① 12：30～12：45　イタリアの温泉水が作り出す究極のリコッタチーズ！

② 13：30～13：45　注目のＩＱＦ冷凍モッツァレッラチーズ活用法

③ 14：30～14：45　パルミジャーノ・レッジャーノの旨味の秘密とイタリアンビールとのマッチング

■ ご挨拶 ■

西日本最大級のワイン・洋酒の試飲展示会 『WINE KANSAI』は、おかげさまで30回目を迎え、約70社の企業、酒類関
連団体様にご出展いただくこととなりました。ご来場の皆様と素晴らしいワイン・洋酒の数々との出会いの場としてお役
に立てますことと思っております。

今回開催のセミナーにおきまして、午前にはワインアンドワインカルチャー㈱の田辺由美氏を講師として、『売上をアッ
プする販売戦略とは』、午後には、リーデル・ジャパンの庄司 大輔氏に『シャンパンワイングラステイスティング』を行っ
ていただきます。

なお、本ワインリストでは、各ご出展企業様が特にお勧めの10アイテムを基本として紹介しております。各ブースでは、
ワインリスト掲載以外のワインもご用意しております。是非各ブースにお立ち寄りの上、充実のラインナップからの試飲、
実りある商談をしていただければ幸いでございます。

WINE SEMINAR

SPECIAL
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【 掲載はブースNO.順となります。】
株式会社ジリオン
名古屋市中区栄2-8-12 ブース NO.

052-220-0708
担当：　中山　/　E-Mail： nakayama@zillion-w.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

シリタ カベルネ　ソーヴィニヨン

SIRITA Cabernet Sauvignon

シリタ メルロー

SIRITA Merlot

パワーズ カベルネ　ソーヴィニヨン

POWERS Cabernet Sauvignon

パワーズ シャルドネ

POWERS Chardonnay

エンジェルズ　カット メルロー

ANGELS CUT Merlot

エンジェルズ　カット ジンファンデル

ANGELS CUT Zinfandel

エンジェルズ　カット グランド　リザーヴ　シャルドネ

ANGELS CUT Grand Reserve Chardonnay

シルバー　パーム ピノ　ノワール

SILVER PALM Pinot Noir

ブートレッグ レッド　ブレンド

BOOTLEG Red Blend

ブートレッグ プレキュール

BOOTLEG Prequel

i-WINE HAPPINESS 株式会社
神奈川県 横浜市港南区港南台 ７－４９－７ ブース NO.

04-5567-6908
担当：　三浦 和芳　/　E-Mail： kazuyoshimiura@i-winehappiness.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

フィリップ・フェザ ヴァン・ブラン・ド・フィリップ

Philippe Fezas Vin Blanc de Philippe

ジロ・リボット ジロ・スクエアード

Giro Ribot Giro Squared

ボデガス・メラヨ メラヨ・ゴデーリョ

Bodegas Merayo Merayo Godello

デュペレ・バレッラ オン・キャラクテール・ブラン

Dupera Barerra En Charactere Blanc

ビーニャ・ソルサル・ワインズ ビーニャ・ソルサル・ガルナッチャ

Vina Zorzal Wines Vina Zorza Garnacha

ボデガス・メラヨ メラヨ・ホーベン・メンシア

Bodegas Merayo Merayo Joven Mencia

フィンカ・バカラ スリー・サウザンド・フィフティーン

Finca Bacara 3015

ドメーヌ・タリュオス プティ・タリュオス

Domaine Taluos Petit Taluos

エル・インキリーノ・ワインズ エル・インキリーノ

El Inquilino Wines El Inquilino

シルド・エステイト バロッサ・シラーズ

Schild Estate Barossa Shiraz

日本酒類販売株式会社
大阪府 大阪市住之江区柴谷1-2-69 ブース NO.

06-6686-2595
担当：麻田友梨/　E-Mail：asada_yuri@nishuhan.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

レ・ダムリエール レ・ダムリエール　ヴァンムスー　ブリュット

Les　Damelieres Les　Damelieres　Vin　Mousseux　Brut

ボッテガ ヴィーノ・ディ・ポエーティー　プロセッコDOC

Bottega Vino di Poeti Prosecco DOC Brut

ドミニク・ローラン ブルゴーニュ　ヌメロ・アン

Dominique Laurent Bourgogne No,1

ドミニク・ローラン ブルゴーニュ　パストゥ・グラン

Dominique Laurent Bourgogne　Passetoutgrains

ドミニク・ローラン ブルゴーニュ　コート・ド・ニュイ　ヴィラージュ

Dominique Laurent Bourgogne Cote de Nuits Villages

ジャコモ・フェノッキオ ロエロ・アルネイス

Giacomo Fenocchio Roero Arneis

ピアン・デル・クエルチ ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ

Pian delle querci Brunello di montalcino

スカラデイ スカラデイ　ガルナッチャ

Scala dei Scala dei Garnacha

ボデガス・ビルバイナス ヴィニャ・ポマール　レゼルヴァ

Bodegas Bilbainas Vina pomal　Reserva

ボデガス・イ・ヴィニェードス・ラ・センダ ラ・センダ

Bodegas y Vinedos La Senda La Senda

3
価格(税抜)

¥2,200

¥1,700

¥2,500

¥2,400

赤 スペイン　ビエルソ スペイン 2017 小売価格

¥2,620

赤 スペイン　リオハ スペイン 2014 小売価格 ¥2,800

赤 スペイン　プリオラート スペイン 2017 小売価格

¥2,200

赤 イタリア　トスカーナ イタリア 2013 小売価格 ¥5,150

白 イタリア　ピエモンテ イタリア 2018 小売価格 ¥2,480

赤 フランス　ブルゴーニュ フランス 2016 小売価格 ¥4,800

赤 フランス　ブルゴーニュ フランス 2016 小売価格 ¥3,400

赤 フランス　ブルゴーニュ フランス 2016 小売価格 ¥3,800

泡 イタリア　ヴェネト イタリア NV 小売価格 ¥1,740

泡 フランス　ヴァン・ムスー フランス NV 小売価格 ¥790

赤 バロッサ・ヴァレー オーストラリア 2016 小売価格 ¥3,300

赤 リオハ スペイン 2016 小売価格 ¥2,400

赤
カバルデス

（ラングドック）
フランス 2012 小売価格

赤 フミーリャ スペイン 2017 小売価格 ¥1,900

赤 ビエルソ スペイン 2018 小売価格

赤 ナバーラ スペイン 2018 小売価格 ¥1,600

白 プロヴァンス フランス 2017 小売価格

白 ビエルソ スペイン 2017 小売価格 ¥2,400

白 ペネデス スペイン 2016 小売価格

2
価格(税抜)

白
ガスコーニュ

（南西地方）
フランス 2017 小売価格 ¥1,800

2015赤

2004

カリフォルニア アメリカ

カリフォルニア アメリカ

2014

2015 ¥7,400

小売価格

小売価格

小売価格 ¥6,800

カリフォルニア

アメリカ

アメリカ

ワシントン アメリカ

ワシントン アメリカ

1

赤

小売価格

小売価格

小売価格

小売価格

¥3,800

2016

2017

2016

2016

2016

カリフォルニア アメリカ

¥5,600

小売価格

小売価格

赤 2005 ¥11,000

価格(税抜)

小売価格

赤

カリフォルニア アメリカ

カリフォルニア アメリカ

カリフォルニア

赤 オープン

アメリカ

赤

白

赤

赤

白

¥2,500

¥2,500

¥2,500

¥2,500

カリフォルニア
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【 掲載はブースNO.順となります。】
株式会社 岸本
大阪府大阪市中央区南船場2-6-3 ブース NO.

06-4705-4321
担当：　岸本謙二郎　/　E-Mail：info@wine-kishimoto.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

ネヴィオ・スカラ　ガルガンテ ネヴィオ・スカラ

Scala Gargànte Sur Lie Agricola Nevio Scala

ファウヌス　ペット・ナット　 アフロス・ワイン

Phaunus Pet Nat Aphros Wine

カステーロ・ディ・タッサローロ　スピノラ カステーロ・ディ・タッサローロ

Castello di Tassarolo Spinola Castello di Tassarolo

ロアカー　ヴァルディファルコ　ヴェルメン テヌータ・ロアカー

Loacker Valdifalco Vermentino Tenute Loacker

ストゥルム　リボッラ・ジャッラ ストゥルム

Sturm Ribolla Gialla Sturm

ウルバイス　オーガニック・アナーキー　ピ ウルバイス

Urbajs Organic Anarchy Pinot Aci Urbajs

ロアカー　コルテ・パヴォーネ　 ロッソ・ テヌータ・ロアカー

Corte Pavone Rosso di Tenute Loacker

シャトー・ガイヤール　サン・テミリオン・グ シャトー・ガイヤール

Château Gaillard Saint Émilion Château Gaillard

株式会社パナバック
大阪府豊中市新千里東町1-2-4信用保証ビル6F ブース NO.

06-6836-0123
担当：林　芳久/E-Mail：panavac@lily.ocn.ne.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

脱アルコールワイン カプリース

De-alcoholized Wine　 Caprice

ルセントゥム ルセントゥム

Lucentum Lucentum

ガルシア　カリオン カスティージョ　サンシモン　ブランコ

Garcia　carrion Castillo　Sansimon Blanc

ガルシア　カリオン カスティージョ　サンシモン　ティント

Garcia　carrion Castillo　Sansimon　Tinto

ガルシア　カリオン カスティージョ　サンシモン　グランレゼルヴァ

Garcia　carrion Castillo　Sansimon Gran　Reserva

ティエラ・デル・フェゴ ティエラ・デル・フェゴ　クラシック・シャルドネ

Tierra　Del　Fuego Tierra　Del　Fuego　Classic　Chardonnay

ティエラ・デル・フェゴ ティエラ・デル・フェゴ　クラシック・カベルネソーヴィニョン

Tierra　Del　Fuego Tierra　Del　Fuego　Classic　Cab.Sauvignon

ドメーヌ・オリエンタール ドメーヌ・オリエンタール　クラシック・シャルドネ

DOMAINE　ORIENTAL DOMAINE　ORIENTAL　Classic　Chardonnay

ドメーヌ・オリエンタール ドメーヌ・オリエンタール　クラシック・カベルネソーヴィニョン

DOMAINE　ORIENTAL DOMAINE　ORIENTAL　Classic　Cab.Sauvignon

カサドノソ スセソール・ブルー

Casadonoso Sucesor　Blue

エノテカ株式会社
大阪府大阪市北区曽根崎新地2-6-23MF桜橋ビル8F ブース NO.

06-6343-9634
担当：大槻光秀/　E-Mail：mitsuhide_otsuki@enoteca.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

カンティーナ・ディ・ソリエーラ ランブルスコ・ディ・ソルバーラ　セッコ

CANTINA DI SOLIERA LAMBRUSCO DI SORBARA SECCO

カンティーナ・ディ・ソリエーラ ランブルスコ・グラスパロッサ・ディ・カステルヴェトロ

CANTINA DI SOLIERA LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO

トルマレスカ ネプリカ・ネグロアマーロ

TORMARESCA NEPRICA NEGROAMARO

トルマレスカ ネプリカ・プリミティーヴォ

TORMARESCA NEPRICA PRIMITIVO

トルマレスカ ネプリカ・カベルネ・ソーヴィニヨン

TORMARESCA NEPRICA CABRNET SAUVIGNON

トルマレスカ シャルドネ

TORMARESCA CHARDONNAY

レオパーズ・リープ ライオンズ・ランド・マジェスティック　レッド

LEOPARD'S LEAP LION'S LAND MAJESTIC RED

レオパーズ・リープ ライオンズ・ランド・マジェスティック　ホワイト

LEOPARD'S LEAP LION'S LAND MAJESTIC　WHITE

バロンフィリップ・マイポ・チリ エスクード・ロホ・レゼルヴ・カベルネ・ソーヴィニヨン

BARON PHILIPPE　MAIPO ESCUDO ROJO RESERVE CABERNET SAUVIGNON

バロンフィリップ・マイポ・チリ エスクード・ロホ・レゼルヴ・シャルドネ

BARON PHILIPPE  MAIPO ESCUDO ROJO RESERVE CHARDONNAY

2019年新商品

2019年新商品

2019年新商品

2019年新商品

2019年新商品

¥1,900 2019年リニューアル

2019年リニューアル

2019年新商品

2019年新商品

2019年リニューアル¥1,600

¥1,600

¥1,300

白 カサブランカ・ヴァレー チリ 2018 小売価格

¥1,500

赤 マイポ・ヴァレー チリ 2018 小売価格 ¥1,900

白 ウエスタン・ケープ 南アフリカ 2019 小売価格

赤 ウエスタン・ケープ 南アフリカ 2018 小売価格 ¥1,500

白 プーリア イタリア 2018 小売価格

赤 プーリア イタリア 2018 小売価格 ¥1,600

赤 プーリア イタリア 2017 小売価格

赤 プーリア イタリア 2018 小売価格 ¥1,600

赤・泡 エミリア・ロマーニャ イタリア NV 小売価格

¥3,200

6
価格(税抜)

赤・泡 エミリア・ロマーニャ イタリア NV 小売価格 ¥1,300

赤 マウレ・ヴァレー チリ 2013 小売価格

¥1,200

赤 マウレ・ヴァレー チリ 2017 小売価格 ¥1,200

白 マウレ・ヴァレー チリ 2016 小売価格

¥1,000

赤 セントラル・ヴァレー チリ 2017 小売価格 ¥1,000

白 セントラル・ヴァレー チリ 2017 小売価格

¥950

赤 フミージャ スペイン 2011 小売価格 ¥1,420

赤 フミージャ スペイン 2017 小売価格

¥1,420

白 フミージャ スペイン NV 小売価格 ¥950

泡 ヴァレンシア スペイン NV 小売価格

5
価格(税抜)

泡 南アフリカ 南アフリカ NV 小売価格 ¥1,290

2016

2014 小売価格

ヴィーニョ・ヴェルデ地方

イタリア

ポルトガル

ピエモンテ州 イタリア

トスカーナ州 イタリア

4

赤

小売価格

小売価格

小売価格

小売価格

¥4,027

2017

2018

2017

2015

2014

ボルドー地方 フランス

¥3,333

小売価格

小売価格

微発泡 2017 ¥2,970

価格(税抜)

小売価格

フリウリ・ヴェネツィア・

ジューリア州
イタリア

ポドラウイエ地方 スロヴェニア

トスカーナ州

泡 ¥3,888

イタリア

白

白

白

白

赤

¥2,280

¥2,916

¥3,900

¥7,530

ヴェネト州
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【 掲載はブースNO.順となります。】
株式会社スマイル
東京都江東区潮見２－８－１０　ＳＩＦビル４Ｆ ブース NO.

03-6731-2400
担当：　神山　/　E-Mail：　kamiyama-y@smilecorp.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

フェリックス・ソリス プロスペロ　グラン　セレツィオーネ　ブリュット

Felix Solis Prospero Gran Selezione Brut

ディステル J.C. ル・ルー　ドメーヌ

Distell J.C. Le Roux Le Domaine

ディステル J.C. ル・ルー　シャンソン

Distell J.C. Le Roux La Chanson

テヌータ・デル・ブオナミーコ ブオナミーコ　パティコラーレ　スプマンテ　ブリュット　ロゼ

Tenuta del Buonamico Buonamico　Particolare　Spumante　Brut

テヌータ・デル・ブオナミーコ ブオナミーコ　ヴィヴィ　ヴェルメンティーノ

Tenuta del Buonamico Buonamico　Vivi　Vermentino

ジャン=クロード・マス ドメーヌ・ロリガ　マカブー

Jean Claude Mas Domaine Lauriga Macabeu

ジャン=クロード・マス シャトー・ロリガ　ソレイユ・ブラン

Jean Claude Mas Chateau Lauriga Soleil Blanc

アルテジーノ アルテジーノ　ロッソ　ディ　モンタルテイーノ

Altesino Altesino Rosso di Montalcino

ファットリア・レ・プピッレ プピッレ　モレッリーノ・ディ・スカンサーノ・リゼルヴァ

Fattoria le Pupille Pupille Morellino di Scansano Riserva

ボデガス・ペリカ セイス　セパス　セイス　白

Bodegas Perica 6Cepas6 Blanco

ボデガス・ペリカ セイス　セパス　セイス　赤

Bodegas Perica 6Cepas6 Tinto

ヴィディガル・ワインズ レゼルヴァ・ドス・アミーゴス　ソーヴィニヨン・ブラン

Vidigal Wines Reserva dos Amigos Sauvignon Blanc

ヴィディガル・ワインズ レゼルヴァ・ドス・アミーゴス　トゥーリガ・ナショナル

Vidigal Wines Reserva dos Amigos Touriga Nacional

シャトー・ブルゴゾーヌ コート・デュ・ダニューブ　シャルドネ

Chateau Burgozone Cote du Danube Chardonnay

シャトー・ブルゴゾーヌ コート・デュ・ダニューブ　カベルネ・ソーヴィニヨン

Chateau Burgozone Cote du Danube Cabernet Sauvignon

シャノン・ヴィンヤーズ&ワイン シャノン　エルギン　ソーヴィニヨン・ブラン

Shannon Vineyards & Wine Shannon Elgin Sauvignon Blanc

シャノン・ヴィンヤーズ&ワイン シャノン　メルロー 

Shannon Vineyards & Wine Shannon Merlot

ラングメイル・ワイナリー ラングメイル　ステッドファスト　シラーズ　カベルネ・ソーヴィニヨン

Langmeil Winery Langmeil Stedfast Shiraz Cabernet Sauvignon

ハーハ ハーハ　マールボロ　ソーヴィニヨン・ブラン

Hãhã Hãhã Marlborough Sauvignon Blanc

ハーハ ハーハ　ホークス・ベイ　ピノ・グリ

Hãhã Hãhã Hawke's Bay Pinot Gris

ハーハ ハーハ　リザーヴ　マールボロ　ピノ・ノワール

Hãhã Hãhã Reserve Marlborough Pinot Noir

ヴィーニャ・コノスル コノスル　オーガニック　マルベック

Vina Cono Sur Cono Sur Organic Malbec

ヴィーニャ・コノスル コノスル　オシオ　ピノ・ノワール

Vina Cono Sur Cono Sur Ocio Pinot Noir

ボデガ・エル・エステコ ドンダビ　ブレンド　オブ　テロワールズ　マルベック・マルベック

Bodega El Esteco Don David Blend of Terriors Malbec Malbec

ファームストン株式会社
東京都大田区大森西5-27-4 ブース NO.

03-3761-5354
担当：大西　/　E-Mail：wine@farmstone.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

デ ボルトリ ロリマー ブリュット

DE BORTOLI LORIMER BRUT

デ ボルトリ ロリマー ロゼ スパークリング

DE BORTOLI LORIMER ROSÉ SPARKLING

デ ボルトリ ロリマー セミヨン/シャルドネ

DE BORTOLI LORIMER SEMILLON/CHARDONNAY

デ ボルトリ ロリマー シラーズ/カベルネ

DE BORTOLI LORIMER SHIRAZ/CABERNET

デ ボルトリ ダウン・ザ・レーン　ピノグリージョ/アルネイス

DE BORTOLI DOWN THE LANE PINOT GRIGIO ARNEIS

デ ボルトリ ダウン・ザ・レーン　メルロー/デュリフ/シラーズ

DE BORTOLI DOWN THE LANE MERLOT / DURIF /

ワトソンファミリーヴィンヤーズ シャルドネ

WATSON FAMILY VINEYARDS CHARDONNAY

ワトソンファミリーヴィンヤーズ シラーズ

WATSON FAMILY VINEYARDS SHIRAZ

デ ボルトリ ラ・ボエム　アクトスリー　ピノグリ

DE BORTOLI LA BOHEME ACT3 PINOT GRIS 

デ ボルトリ ラ・ボエム　アクトフォー　シラー　ガメイ

DE BORTOLI LA BOHEME ACT4 SYRAH GAMAY 
¥3,400

業務用専用

業務用専用

業務用専用

業務用専用

¥2,500

白
ヴィクトリア州

ヤラヴァレー
オーストラリア 2018 小売価格 ¥3,400

オープン

(\890)

白
ニューサウスウェールズ州

リヴェリナ
オーストラリア 2017 小売価格 ¥1,500

赤
ヴィクトリア州

ヤラヴァレー
オーストラリア 2017 小売価格

8
価格(税抜)

泡
ニューサウスウェールズ州

リヴェリナ
オーストラリア NV 小売価格

オープン

(\1,300)

¥1,150

赤 カサブランカ・ヴァレー チリ 2015 小売価格 ¥8,000

小売価格 ¥1,200

赤 ドナウ平原 ブルガリア 2017 小売価格 ¥1,200

白 エルギン 南アフリカ 2017 小売価格 ¥1,600

白
西オーストラリア州

マーガレットリヴァー
オーストラリア 2017 小売価格 ¥2,500

赤
西オーストラリア州

マーガレットリヴァー
オーストラリア 2015 小売価格

赤
サウスイースタンオースト

ラリア
オーストラリア 2017 小売価格 ¥1,500

白
ニューサウスウェールズ州

リヴェリナ
オーストラリア 2018 小売価格

オープン

(\890)

赤
ニューサウスウェールズ州

リヴェリナ
オーストラリア 2018 小売価格

泡
ニューサウスウェールズ州

リヴェリナ
オーストラリア NV 小売価格

オープン

(\1,300)

赤 カルチャキ・ヴァレー アルゼンチン 2017 小売価格 ¥1,800

赤 マールボロ ニュージーランド 2016 小売価格 ¥3,500

赤 ー チリ 2018 小売価格

白 ホークスベイ ニュージーランド 2018 小売価格 ¥2,000

赤 エルギン 南アフリカ 2015 小売価格 ¥3,100

赤 バロッサ・ヴァレー オーストラリア 2016 小売価格 ¥2,000

白 マールボロ ニュージーランド 2017 小売価格 ¥2,000

赤 リスボン ポルトガル 2017 小売価格 ¥1,100

白 ドナウ平原

2017白

¥1,500

白 リスボン ポルトガル 2017 小売価格 ¥1,100

赤 リオハ スペイン 2017 小売価格

ブルガリア 2017

NV

トスカーナ イタリア

リオハ スペイン

2015

2016 ¥3,500

小売価格

小売価格

小売価格 ¥1,500

ステレンボッシュ

スペイン

南アフリカ

ステレンボッシュ 南アフリカ

トスカーナ イタリア

7

赤

小売価格

小売価格

小売価格

小売価格

¥3,500

NV

NV

2018

2017

2017

トスカーナ イタリア

¥2,200

小売価格

小売価格

泡 NV ¥800

価格(税抜)

小売価格

赤

トスカーナ イタリア

ラングドック・ルーション フランス

ラングドック・ルーション

泡 ¥1,400

フランス

泡

泡

白

白

赤

¥1,400

¥1,750

¥1,600

¥1,150

バルデペーニャス

5



【 掲載はブースNO.順となります。】
巴ワイン・アンド・スピリッツ(株)
大阪府大阪市北区梅田2-2-22ﾊｰﾋﾞｽENTｵﾌｨｽﾀﾜｰ21F ブース NO.

06-6457-2960
担当：　笠井　　　　　/　E-Mail：kasai@tomoews.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

ドメーヌ　ドゥ　ペレ　カボッシィ シャトーヌフ　デュ　パプ

DOMAINE DU PERE CABOCHE Chateauneuf du pape

ベアトリス　エ　パスカル　ランベール シノン　レ　テラス

Béatrice  et  Pascal Lambert Chinon Les Terrasses 

ドメーヌ　ミレイユ　ベルトラン　マラビエイ ルル

Domaine Mireille Bertrand Lou Lou

ヴィニューブル　ガブリエル シャトー　オー　ヴュー　シェーヌ

Vignobles Gabriel Chateau Haut Vieux Chene

ヴァイングート　シェーンハルス シェーンハルス　ビーベルンハイマー　ピノノワール　ロス　トロッケン

Weingut Schönhals Schönhals Biebelnheimer Pinot Noir LÖSS trocken

ヴァイングート　シェーンハルス シェーンハルス　シュペートブルグンダー　トロッケン

Weingut Schönhals Schönhals Spätburgunder trocken

ドメーヌ　ドゥ　ロモニエ テレ　ドゥ　ロモニエ　トゥーレーヌ　ソーヴィニョン

Domaine de l’Aumonier Teres de l’Aumonier Touraine Sauvignon

ヴァイングート　シェーンハルス シェーンハルス　シュタイネ　トロッケン　リースリング

Weingut Schönhals Schönhals Riesling Steine trocken

ボデガス　ラ　グラナディーリャ ラ　グラダディーリャ

BODEGAS LA GRANADILLA LA GRANADILLA

シャンパーニュ　フローマン　グリフォン シャンパーニュ　フローマン　グリフォン　キュヴェ　グランド　レゼルヴ　プルミエクリュ　ブリュット

Champagne Froment Griffon Champagne Froment Griffon Cuvée Grande Réserve 1er Cru Brut

株式会社　リブ・コマース
大阪府大阪市中央区本町4-2-12　東芝大阪ビル8階　billage Osaka ブース NO.

090-7389-9832
担当：代表取締役　山下 慶新 /　E-Mail：k.yamashita@e-osake.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

デスティニー・ベイ　ワインズ デスティニー・ベイ　ディスティナイ 2013

Destiny Bay Wines Destiny Bay Destinae 2013

デスティニー・ベイ　ワインズ デスティニー・ベイ　ミスティ 2013

Destiny Bay Wines Destiny Bay Mystae 2013

デスティニー・ベイ　ワインズ デスティニー・ベイ　マグナ・プラミア 2013

Destiny Bay Wines Destiny Bay Magna Praemia 2013

デスティニー・ベイ　ワインズ デスティニー・ベイ　ディスティナイ 2014

Destiny Bay Wines Destiny Bay Destinae 2014

デスティニー・ベイ　ワインズ デスティニー・ベイ　ミスティ 2014

Destiny Bay Wines Destiny Bay Mystae 2014

デスティニー・ベイ　ワインズ デスティニー・ベイ　マグナ・プラミア 2014

Destiny Bay Wines Destiny Bay Magna Praemia 2014

デスティニー・ベイ　ワインズ デスティニー・ベイ　ディスティナイ 2015

Destiny Bay Wines Destiny Bay Destinae 2015

デスティニー・ベイ　ワインズ デスティニー・ベイ　ミスティ 2015

Destiny Bay Wines Destiny Bay Mystae 2015

デスティニー・ベイ　ワインズ デスティニー・ベイ　マグナ・プラミア 2015

Destiny Bay Wines Destiny Bay Magna Praemia 2015

ピーロート・ジャパン株式会社
東京都港区港南2-13-31品川NSSビル ブース NO.

03-3458-5746
担当：卸営業部　笠原/　E-Mail：kasaharam@pieroth.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

ジェラール・ベルトラン コート・デ・ローズ・ルージュ

Gerard Bertrand Cote des Roses Rouge

ジェラール・ベルトラン コート・デ・ローズ・ブラン

Gerard Bertrand Cote des Roses Blanc

ジェラール・ベルトラン コート・デ・ローズ・ロゼ

Gerard Bertrand Cote des Roses Rose

セント・クレア・ファミリー・エステート セント・クレア・ヴィカーズ・チョイス・ピノ・ノワール

Saint Clair Family Estate Saint Clair Vicar's Choice Pinot Noir

セント・クレア・ファミリー・エステート セント・クレア・ヴィカーズ・チョイス・シャルドネ

Saint Clair Family Estate Saint Clair Vicar's Choice Chardonnay

セント・クレア・ファミリー・エステート セント・クレア・ヴィカーズ・チョイス・ソーヴィニヨン・ブラン

Saint Clair Family Estate Saint Clair Vicar's Choice Sauvignon Blanc

サケット サケット・ミッレ・ボッレ・スプマンティ・エクストラ・ドライ

Sacchetto Sacchetto Mille Bolle Spumante Extra Dry

カーサ・ヴィニコラ・ボッター・カルロ バルーン・ネロ・ダヴォラ・DOC・シチリア・オーガニック

Casa Vinicola Botter CARLO Baloon Nero d'Avola DOC Sicilia Organic

ハッシエンダ・エル・コンドル カンペロ・カベルネ・ソーヴィニヨン

Hacienda El Condor Campero Cabernet Sauvignon

ハッシエンダ・エル・コンドル カンペロ・シャルドネ

Hacienda El Condor Campero Chardonnay

赤 ¥2,800

小売価格

小売価格

9

赤 2017 ¥6,000

価格(税抜)

小売価格

サステーナブル農法

サステーナブル農法

ヴィーガン

オーガニック

ヴィーガン

ヴィーガン

オーガニック

ビオディナミ

ビオディナミ

サステーナブル農法

白

ラインヘッセン ドイツ

ラインヘッセン ドイツ

ラングドック

サン・サチュルナン

ローヌ　シャトーヌフ・

デュ・パプ

ロワール　シノン

フランス

フランス

ラングドック

サン・サチュルナン
フランス

ボルドー　ボルドー フランス

フランス

白

小売価格

小売価格

小売価格

小売価格

¥2,200

2017

2017

2016

2016

2018

ラインヘッセン ドイツ

2017

赤

赤

赤

赤

白

¥1,800

¥1,260

¥2,800

¥2,400

¥2,400

ルエダ スペイン

シャンパーニュ フランス

2017

2018 ¥1,600

小売価格

小売価格

小売価格 ¥6,500

10
価格(税抜)

赤
オークランド

（ワイヘキ島）
ニュージーランド 2013 小売価格 ¥21,900

NV泡

赤
オークランド

（ワイヘキ島）
ニュージーランド 2013 小売価格 ¥67,000

赤
オークランド

（ワイヘキ島）
ニュージーランド 2013 小売価格

赤
オークランド

（ワイヘキ島）
ニュージーランド 2014 小売価格 ¥37,000

赤
オークランド

（ワイヘキ島）
ニュージーランド 2014 小売価格

赤
オークランド

（ワイヘキ島）
ニュージーランド 2015 小売価格 未定

赤
オークランド

（ワイヘキ島）
ニュージーランド 2014 小売価格

赤
オークランド

（ワイヘキ島）
ニュージーランド 2015 小売価格 未定

赤
オークランド

（ワイヘキ島）
ニュージーランド 2015 小売価格

赤 ラングドック フランス 2016 小売価格 ¥2,460

ロゼ ラングドック フランス 2018 小売価格 ¥2,460

白 ラングドック フランス 2018 小売価格 ¥2,460

白 マルボロ ニュージーランド 2017 小売価格 ¥2,580

赤 マルボロ ニュージーランド 2017 小売価格 ¥2,580

泡 ヴェネト イタリア 2018 小売価格 ¥1,800

泡 マルボロ ニュージーランド 2018 小売価格 ¥2,760

白 セントラルヴァレー チリ 2018 小売価格

¥1,680

赤 セントラルヴァレー チリ 2017 小売価格 ¥1,170

赤 シチリア イタリア 2018 小売価格

¥1,170

11
価格(税抜)

未定

¥58,000

¥19,000

¥42,700

6



【 掲載はブースNO.順となります。】
株式会社正光社
東京都江東区亀戸4-40-11 ブース NO.

03-3683-2811
担当：ワイン事業部 内海　/　E-Mail：sara@sunseikowines.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

セラー・モスト・ドレ サンタカーナ・ブルット

CELLER MOST DORE SANTACANA BRUT

マス・ゴマ 1724 ベンドレイユ・オリベーリャ・オリヒナル・ブルット

MAS GOMA 1724 Vendrell Olivella Original Brut

ボデガ・サン・マルティン ラティード・デ・サラ・ブランコ

BODEGA SAN MARTIN LATIDO DE SARA BLANCO

セラー・マス・フォラスター ジョセップ・フォラスター・ブラン・セレクション

CELLER MAS FORASTER JOSEP FORASTER BLANC SELECCION

ボデガ・サン・マルティン ラティード・デ・サラ・ティント

BODEGA SAN MARTIN LATIDO DE SARA TINTO

ボデガス・セニョリオ・デ・アラナ ソムリエ・クリアンサ

BODEGAS SEÑORIO DE ARANA SOMMELIER CRIANZA

カルトイシャ・デ・モンサルバット モンガルナッチャ

CARTOIXA DE MONTSALVAT MONTGARNATX

モンテ・ダ・ラヴァスケイラ フォンテ・ダ・セラーナ・ホワイト

MONTE DA RAVASQUEIRA FONTE DA SERRANA WHITE

アルメイダ・ガレ アルメイダ・ガレ・シャルドネ

ALMEIDA GARRETT ALMEIDA GARRETT CHARDONNAY

キンタ・ヴァレ・ダルデイア インフィエル・レッド

QUINTA VALE DALDEIA INFIEL RED

有限会社三幸蓮見商店
埼玉県川口市並木4-3-4 ブース NO.

048-241-7150
担当：蓮見真太郎　/　E-Mail：info@hasumi-wine.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

レ・コトー・ド・コワフィ オーセロワ　I.G.Pコトー・ド・コワフィ

Les Coteaux de Coiffy Auxerrois I.G.P Coteaux de Coiffy

レ・コトー・ド・コワフィ ピノ・グリ　I.G.Pコトー・ド・コワフィ

Les Coteaux de Coiffy Pinot Gris I.G.P Coteaux de Coiffy

レ・コトー・ド・コワフィ シャルドネ　I.G.Pコトー・ド・コワフィ

Les Coteaux de Coiffy Chardonnay I.G.P Coteaux de Coiffy

レ・コトー・ド・コワフィ ピノ・ノワール　I.G.Pコトー・ド・コワフィ

Les Coteaux de Coiffy Pinot Noir I.G.P Coteaux de Coiffy

ジャン・マーク・ヴァンサン サントネー　プルミエ・クリュ　レ・グラヴィエール

Jean Marc VINCENT Santenay 1er Cru Les Gravieres

ジャン・マーク・ヴァンサン サントネー　プルミエ・クリュ　レ・グラヴィエール

Jean Marc VINCENT Santenay 1er Cru Les Gravieres

フランソワ・ゲ ショレイ・レ・ボーヌ

Francois GAY Chorey les Beaune

フランソワ・ゲ サヴィニ・レ・ボーヌ

Francois GAY Savigny les Beaune

シャンタル・レスキュール コート・ド・ボーヌ　V.V ル・クロ・デ・トプ・ビゾ

Chantal LESCURE Cote de Beaune V.V Le Clos des Topes Bizot

シャンタル・レスキュール ニュイ・サン・ジョルジュ　レ・ダモド

Chantal LESCURE Nuits Saint Georges Les Damades

NTKジャパン株式会社
東大阪市稲葉2-2-52 ブース NO.

06-6201-5789
担当：池田　孝治　/　E-Mail：ikeda@ntk-co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

ドメーヌ・タイ シャトー・リゴー

Domaine Taix Chateau Rigaud

シャトー・クロワ・ド・ラブリー カミーユ・ド・ラブリー　シャルドネ

Chateau Croix de Labrie Camille de Labrie Chardonnay

シャトー・クロワ・ド・ラブリー カミーユ・ド・ラブリー

Chateau Croix de Labrie Camille de Labrie

シャトー･マノワール ロック・デュ・マノワー ル　レ・ヴィエイユ・ヴィーニュ

Chateau Manoir Roc du Manoir les Vieilles Vignes

シャトー・デ・トゥルトゥ キュヴェ・クラシック・ブラン

Château des Tourtes Cuvée Classique Blanc

ドメーヌ・ミシェル・アルスラン ボーヌ・シセルプ

Domaine Michel Arcelaine Beaune  Siserpe

ドメーヌ・ド・オートペルシュ クレマン・ド・ロワール

Domaine de Haute-Perche Cremant de Loire

ドメーヌ・ド・オートペルシュ アンジュー･ルージュ

Domaine de Haute-Perche Anjou Rouge

ドメーヌ・ド・オートペルシュ アンジュー･ブラン

Domaine de Haute-Perche Anjou Blanc

ドメーヌ・ド・オートペルシュ コトー・ド・ローバンス

Domaine de Haute-Perche Coteaux de l'Aubance

12

泡 NV ¥1,500

価格(税抜)

小売価格

小売価格

小売価格

D.O.カバ スペイン

¥1,400白

泡 ¥2,600

小売価格

小売価格

小売価格

小売価格

D.O.カバ スペイン

D.O.ナバーラ スペイン

D.O.コンカ・デ・バルベラ スペイン

スペイン

2014

白

D.O.ナバーラ スペイン

D.O.Ca.リオハ スペイン

D.O.Ca.プリオラート

白

白

赤

赤

赤

D.O.P.ベイラ・インテリ

オール
ポルトガル

I.G.P.アレンテージョ ポルトガル

小売価格 ¥1,700

¥1,400

2018

2016

2017

2015

2007

13

¥2,500

¥1,400

¥2,200

¥5,000

2016

2018 ¥2,000

小売価格

小売価格

D.O.P.ドゥロ ポルトガル

白 I.G.Pコトー・ド・コワフィ フランス 2018 小売価格 ¥2,400

白 I.G.Pコトー・ド・コワフィ フランス 2017 小売価格

価格(税抜)

白 I.G.Pコトー・ド・コワフィ フランス 2017 小売価格 ¥2,400

2015赤

白 サントネー フランス 2016 小売価格 ¥8,000

赤 I.G.Pコトー・ド・コワフィ フランス 2017 小売価格

赤 ショレイ・レ・ボーヌ フランス 2016 小売価格 ¥5,000

赤 サントネー フランス 2016 小売価格

赤 コート・ド・ボーヌ フランス 2017 小売価格 ¥5,800

赤 サヴィニ・レ・ボーヌ フランス 2014 小売価格

赤
ボルドー　ピュイスガン・

サンテミリオン
フランス 2016 オープン価格 ¥2,900

赤 ニュイ・サン・ジョルジュ フランス 2014 小売価格 ¥12,000

赤 ボルドー フランス 2015 オープン価格 ¥2,200

白 ヴァン・ド・フランス フランス 2017 オープン価格 ¥2,000

白
ボルドー　ブライ･コート･

ﾄﾞ･ボルドー
フランス 2016 オープン価格 ¥2,100

赤
ボルドー　カスティヨン･

コート･ﾄﾞ･ボルドー
フランス 2014 オープン価格 ¥3,000

泡
ロワール　クレマン・ド・ロ

ワール
フランス N.V. オープン価格 ¥2,700

赤 ブルゴーニュ　ボーヌ フランス 2014 オープン価格 ¥4,900

白
ロワール　コトー・ド・ロー

バンス
フランス 2017 オープン価格

¥1,900

白 ロワール　アンジュー フランス 2017 オープン価格 ¥1,900

赤 ロワール　アンジュー フランス 2016 オープン価格

¥2,900

14
価格(税抜)

¥7,000

¥8,000

¥2,400

¥2,400

極甘口

7



【 掲載はブースNO.順となります。】
株式会社ダイセイワールド
大阪府大阪市浪速区元町1-2-17　エスペラントビル4F ブース NO.

06-6636-3045
担当：三木/　E-Mail：koudai-miki@daiseiworld.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

ドメーヌ・ポルヴェール ポルヴェールジャック・シャンパーニュ　ブリュット

DOMAINE POILVERT POILVERT・JACQUES CHAMPAGNE BRUT

コンテス・ド・グラモン コンテス・ド・グラモン・シャンパーニュ　ブリュット

COMTESSE DE GRAMONT COMTESSE DE GRAMONT CHAMPAGNE BRUT

ヴィーナ・ラルコ社 アリキ　カベルネ・ソーヴィニヨン

VINA RALCO ARIKI CABERNET SAUVIGNON

ヴィーナ・ラルコ社 アリキ　メルロー

VINA RALCO ARIKI MERLOT

ヴィーナ・ラルコ社 アリキ　シャルドネ

VINA RALCO ARIKI CHARDONNAY

ヴィーナ・ラルコ社 アリキ　ピノ・ノワール

VINA RALCO ARIKI PINOT NOIR

ハウメ・セラ社 エレタット･エル･パドルエル　ブリュット･ナチュレ

JAUME SERRA HERETAT EL PADRUELL BRUT NATURE

ハウメ・セラ社 エレタット･エル･パドルエル　ブリュット･ロゼ

JAUME SERRA HERETAT EL PADRUELL BRUT ROSADO

ディーコープ・パゴ ラック・ド・ビュル・ブリュット

DCCOP BACO LAC DE BULLES

ペイロール ペイロール　ストロング

PEYROR PEYROR STRONG

株式会社ミレジム
東京都千代田区神田司町2-13 神田第4ｱﾒﾚｯｸｽﾋﾞﾙ 7F ブース NO.

03-3233-3801
担当：営業部 中島　/　E-Mail：tnakajima@millesimes.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

Gotham Wines Wine Men of Gotham Chardonnay  

ゴッサム ワインズ ワイン メン オブ ゴッサム シャルドネ

Gotham Wines Wine Men of Gotham Shiraz  

ゴッサム ワインズ ワイン メン オブ ゴッサム シラーズ

Golan Heights Winery Yarden Chardonnay

ゴラン ハイツ ワイナリー ヤルデン　シャルドネ

Golan Heights Winery Yarden Cabernet Sauvignon

ゴラン ハイツ ワイナリー ヤルデン　カベルネ　ソーヴィニョン

Torbreck Woodcutter's Shiraz

トルブレック ウッドカッターズ　シラーズ

Alejandro Fernandez Tinto Pesquera Crianza  

アレハンドロ フェルナンデス ティント ペスケラ クリアンサ

Philippe Chavy Bourgogne Blanc  

フィリップ シャヴィ ブルゴーニュ ブラン

La Gibryotte Bourgogne Rouge  

ラ ジブリヨット ブルゴーニュ ルージュ

Chateau Les Trois Croix Chateau Les Trois Croix

シャトー レ トロワ クロワ シャトー レ トロワ クロワ

 Fontodi Chianti Classico

フォントディ キアンティ クラシコ

株式会社オーケーエージェンシー
東京都港区新橋4－30－4藤代ビル3F ブース NO.

03－6450－1081
担当：田中/　E-Mail：tanaka@okagency.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

ミルズリーフ ミルズリーフ　エステート　ソーヴィニヨンブラン

MILLS REEF Mills Reef Estate Sauvignon Blanc

ミルズリーフ ミルズリーフ　エステート　メルローカベルネ

MILLS REEF Mills Reef Estate Merlot Cabernet

カレックス アレックス　ケー　ピノノワール

KALEX Alex K Pinot Noir

カレックス カレックス　ピノノワール

KALEX Kalex Pinot Noir

ロックフェリー ロックフェリー　マールボロ　ソーヴィニヨンブラン

ROCK FERRY Rock Ferry Marlborough Sauvignon Blanc

キウイエステート キウイフルーツワイン　スティル

Kiwi Estate Kiwi Fruit wine Still

ノクトン ストームベイ　ピノノワール

NOKTON Storm Bay Pinot Noir

ギャプステッド ギャプステッド　ヒドゥンストーリー　シャルドネ

GAPSTED Gapsted Hidden Story Chardonnay

ギャプステッド ギャプステッド　モスカート

GAPSTED Gapsted Moscato

ギャプステッド ギャプステッド　ヒドゥンストーリー　シラーズ

GAPSTED Gapsted Hidden Story Shiraz

17
価格(税抜)

¥4,200

¥4,000

¥5,000

¥1,200

赤 ヴィクトリア オーストラリア 2016 小売価格

¥1,980

白 ヴィクトリア オーストラリア 2017 小売価格 ¥1,980

白 ヴィクトリア オーストラリア 2017 小売価格

¥2,000

赤 タスマニア オーストラリア 2016 小売価格 ¥3,400

白 オークランド ニュージーランド NV 小売価格 ¥2,200

白 マールボロ ニュージーランド 2017 小売価格 ¥2,200

赤 セントラルオタゴ ニュージーランド 2014 小売価格 ¥6,200

赤 セントラルオタゴ ニュージーランド 2016 小売価格 ¥3,200

赤 ホークスベイ ニュージーランド 2015 小売価格 ¥2,900

白 マールボロ ニュージーランド 2018 小売価格 ¥2,800

赤 トスカーナ イタリア 2015 小売価格 ¥4,200

赤 ボルドー フランス 2015 小売価格 ¥4,400

赤 ブルゴーニュ フランス 2017 小売価格

白 ブルゴーニュ フランス 2017 小売価格 ¥4,200

赤 リベラ・デル・ドゥエロ スペイン 2016 小売価格

赤 南オーストラリア オーストラリア 2017 小売価格 ¥3,600

赤 イスラエル ガリラヤ 2015 小売価格

白 イスラエル ガリラヤ 2017 小売価格 ¥3,100

赤 南オーストラリア オーストラリア 2018 小売価格

16
価格(税抜)

白 南オーストラリア オーストラリア 2018 小売価格 ¥1,200

NV赤 フランス

NV

NV ¥980

小売価格

小売価格

小売価格 ¥980

¥1,800

NV

NV

NV

NV

NV

バルセロナ　D.O.カヴァ スペイン

NV

¥840

¥840

¥840

¥840

¥1,500

泡

セントラルヴァレー チリ

セントラルヴァレー チリ

バルセロナ　D.O.カヴァ

AOCシャンパーニュ

AOCシャンパーニュ

フランス

フランス

セントラルヴァレー チリ

セントラルヴァレー チリ

スペイン

泡

赤

赤

赤

白

泡

ラ・マンチャ州 スペイン

泡 ¥3,580

小売価格

小売価格

15

泡 NV ¥3,580

価格(税抜)

小売価格

小売価格

小売価格

小売価格

小売価格

8



【 掲載はブースNO.順となります。】
プロヴァンスワイン委員会（CIVP)
運営：SOPEXA JAPON 〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿3-12-8 3F ブース NO.

03-5789-0082
担当：プロヴァンスワイン担当　　/　E-Mail：

プロヴァンスワイン委員会（CIVP）は、プロヴァンスの3つのアペラシオン：コート・ド・プロヴァンス 、コトー・デクサン・プロヴァンス、コトー・ヴァロワ・アン・プロヴァンスのワインをご紹介いたします。

オルニス株式会社
東京都目黒区中町1-28-4イニシアイオ目黒学芸大学106 ブース NO.

03-6451-0280
担当：久利　真佑実　/　E-Mail：shop@ornis.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

テヌータ　モゾレ プロセッコ　DOC　トレヴィーゾ

Tenuta Mosole 　Prosecco DOC Treviso Millesimato

テヌータ　モゾレ シャルドネ　DOC　ヴェネツィア

Tenuta Mosole Chardonnay　　DOC Venezia

ダークスター　セラーズ ダークスター　カベルネ・ソーヴィニョン

Dark cellars Darkstar　Cabernet　Sauvigonon

ダークスター　セラーズ ダークスター　アンダーソン・ロード

Dark cellars Darkstar　Anderson　Road

ダークスター　セラーズ ダークスター　ルーサンヌ

Dark cellars Darkstar Roussane

ロアーク　ワイン　カンパニー ロアーク　シャルドネ

Roark Wine Company ROARK 　Chardonnay

ロアーク　ワイン　カンパニー ロアーク　シュナン・ブラン

Roark Wine Company ROARK　Chenin Blanc

ロアーク　ワイン　カンパニー クロ・ティブロン

Roark Wine Company Clos Tiburon

 ボデガ　ラキンタ ラ・キンタ　エレメンタ　ヴェルデホ

	Bodega La Quinta La Quinta Elmenta Verdejo

 ボデガ　ラキンタ ラ・キンタ　ミロンガ　モナストレル

Bodega La Quinta La Quinta Milonga 4 Months-Monastrell

株式会社都光
東京都台東区上野6-16-17 ブース NO.

03-3833-3541
担当：　営業部　竹中　/　E-Mail：　takenaka@toko-t.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

セバスチャン・ダンプ セバスチャン・ダンプ　シャブリ

SEBASTIEN DAMPT SEBASTIEN DAMPT CHABLIS

ヴァンサン・ラトゥール ヴァンサン・ラトゥール ブルゴーニュ・ルージュ

VINCENT LATOUR BOURGOGNE ROUGE

ヴァンサン・ラトゥール ヴァンサン・ラトゥール　ブルゴーニュ・ブラン

VINCENT LATOUR BOURGOGNE BLANC

ドメーヌ・ド・バロナーク ラ・キャピテール・ド・バロナーク

DOMAINE DE BARONARQUES LA CAPITELLE DE BARONARQUES

シャトー・デスクラン ウィスパリング・エンジェル

CHATEAU D'ESCLANS WHISPERING ANGEL

デヴィルズ・コーナー デヴィルズ・コーナー　ピノ・ノワール

DEVILS CORNER DEVILS CORNER PINOT NOIR

デヴィルズ・コーナー デヴィルズ・コーナー　シャルドネ

DEVILS CORNER DEVILS CORNER CHARDONNAY

ザ・ヘス・コレクション ヘス　シャーテイル・ランチス　カベルネ・ソーヴィニヨン

THE HESS COLLECTION HESS SHIRTAIL RANCHES CABERNET

ザ・ヘス・コレクション ヘス　シャーテイル・ランチス　シャルドネ

THE HESS COLLECTION HESS SHIRTAIL RANCHES CHARDONNAY

ザ・ヘス・コレクション ヘス　アローミ　カベルネ・ソーヴィニヨン

THE HESS COLLECTION HESS　ALLOMI CABERNET SAUVIGNON

23
価格(税抜)

¥3,100

¥5,000

¥5,380

¥2,980

赤 ナパ アメリカ 2017 小売価格

¥3,800

白 カリフォルニア アメリカ 2017 小売価格 ¥3,000

赤 カリフォルニア アメリカ 2016 小売価格

¥6,500

白 タスマニア オーストラリア 2018 小売価格 ¥2,800

赤 タスマニア オーストラリア 2018 小売価格 ¥2,800

ロゼ プロヴァンス フランス 2018 小売価格 ¥3,800

赤 リムー フランス 2013 小売価格 ¥4,300

白 ブルゴーニュ フランス 2017 小売価格 ¥3,400

赤 ブルゴーニュ フランス 2017 小売価格 ¥3,300

白 ブルゴーニュ フランス 2018 小売価格 ¥3,500

赤 フミーリャ スペイン 2017 小売価格 ¥2,350

白 カスティーリャ・イ・レオン州 スペイン 2017 小売価格 ¥2,180

赤
カリフォルニア　サンタ・バーバ

ラ・カウンティ
アメリカ 2014 小売価格

白
カリフォルニア　サンタ・バーバ

ラ・カウンティ
アメリカ 2017 小売価格 ¥4,200

白
カリフォルニア　サンタ・バーバ

ラ・カウンティ
アメリカ 2017 小売価格

白
カリフォルニア　パソ・ロブ

レス
アメリカ 2017 小売価格 ¥3,500

赤
カリフォルニア　パソ・ロブ

レス
アメリカ 2015 小売価格

赤
カリフォルニア　パソ・ロブ

レス
アメリカ 2015 小売価格 ¥4,200

白 ヴェネト イタリア 2017 小売価格

18

21
価格(税抜)

泡 ヴェネト イタリア 2016 小売価格 ¥2,200

9



【 掲載はブースNO.順となります。】
フルール　デュ　ヴァン
東京都千代田区東神田1-13-11 ブース NO.

03-6825-8602
担当：野尻寛二  /　E-Mail：k-nojiri@lw-hana.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

モンテ　バッコ リオン　カベルネソーヴィニヨン

monte bacco lion cabernet sauvignon

モンテ　バッコ リオン　ピノノワール

monte bacco lion pinot noir

モンテ　バッコ リオン　シャルドネ

monte bacco lion chardonnay

ボデガス　ナバル ナバル　ロブレ

bodegas nabal nabal roble

イグナシオ　マリン エルカプリチョ　テンプラニーリョ　オーガニック

ignacio marin el capricho tempranillo organic

ボデガス　セレヤ ロダフェルテ　ヴェルデホ

bodegas celeya rodafuerte verdejo

ロペスモレナス フェンタヴィーニャ　クリアンサ

ropes morenas fentavina crianza

カステラーニ プレミオ　キャンティ

castellani premio chianti

カステラーニ プレミオ　サンジョベーゼ

castellani premio sangiovese

カステラーニ プレミオ　グリッロ

castellani premio grillo

ワインの王子様
奈良市鍋屋町５２ ブース NO.

0742-25-3338
担当：粂　　　/　E-Mail：h-kume@sake-shimaya.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

シャンパーニュ・ジャン・ディオ シャンパーニュ・ジャン・ディオ・ブリュット・セレクション

Champagne Jean･Diot Champagne Jean-Diot Brut Sélection

シャトー・オー・ベルティヌリー シャトー・オー・ベルティヌリー・ブラン

Château Haut Bertinerie Château Haut Bertinerie blanc

シャトー・オー・ベルティヌリー デ・リ－ル・ルージュ

Château Haut Bertinerie Des Lyres Rouge

シャトー・オー・ベルティヌリー デ・リ－ル・ブラン

Château Haut Bertinerie Des Lyres blanc

シャトー・マドレーヌ・ブフ ラ・プティ・マドレーヌ　マルベック

Château Magdeleine Bouhou La Petite Madeleine　Malbec

株式会社木屋
名古屋市中区丸の内3-8-2 ブース NO.

052-962-1530
担当：小林、三輪　/　E-Mail：support@kiya.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

ヴァン・デン・ボッシュ パーテル リーヴェン・ヴット

Van den Bossche Pater Lieven Wit

ボーレンス ビーケン

Boelens Bieken

ルプルス ルプルス・オペラ

Lupulus Lupulus Hopera

ケルコム ブルーセム・クリーク

Kerkom Bloesem Kriek

シフォン ダム・ネーション

Siphon Damme Nation

26
価格(税抜)

¥2,700

¥3,800

ビール

発泡酒

ビール

発泡酒

ビール

マルベック100%

ソーヴィニヨン・ブラン

100％

カベルネ・ソーヴィニヨン

50%、メルロ50%

ソーヴィニヨン・ブラン

100％

¥2,700

その他 西フランデレン州 ベルギー 小売価格 ¥650

その他 リンブルフ州 ベルギー 小売価格 ¥600

その他 リュクサンブール州 ベルギー 小売価格 ¥550

その他 東フランデレン州 ベルギー 小売価格 ¥580

その他 東フランデレン州 ベルギー 小売価格 ¥440

赤 ヴァン・ド・フランス フランス 2016
参考上代

価格
¥2,900

白
ブライ･コート・ド・ボル

ドー
フランス 2016

参考上代

価格

赤
ブライ･コート・ド・ボル

ドー
フランス 2016

参考上代

価格

白
ブライ･コート・ド・ボル

ドー
フランス 2016

参考上代

価格

26
価格(税抜)

泡 シャンパーニュ フランス NV
参考上代

価格
¥6,000

2016白

シャルドネ50%、

ピノ･ノワール50%

プーリア イタリア

シチリア イタリア

2016

2016 ¥1,200

小売価格

小売価格

小売価格 ¥1,200

赤 トスカーナ イタリア

小売価格

小売価格

小売価格

小売価格

¥1,200

2016

2015

2016

2016

2015

2016

ラングドック

ラングドック

フランス

フランス

ラングドック フランス

リベラデルデュエロ スペイン

スペイン

白

赤

赤

白

赤

¥1,300

¥2,000

¥1,200

¥1,300

¥1,300

小売価格

小売価格

24

赤 2016 ¥1,300

価格(税抜)

小売価格

赤

アラゴン スペイン

ラマンチャ スペイン

リベラデルグアディアナ

赤 ¥1,300

10



【 掲載はブースNO.順となります。】
株式会社メモス
大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-2-7イタリアヒ゛ル ブース NO.

06-6264-5151
担当：澤木/E-Mail：ow.sawaki@memos.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

ヴァルヴァリオーネ スプマンテ・ブリュット　ファランギーナ　「プリモ」

VARVAGLIONE Spumante Brut Falanghina　「Primo」

ヴァルド スプマンテ ロゼ ブリュット 「フローラル・エディション」

VALDO Vino spumante Rosè Brut 「Floral edition」

クリフォ カステル デル モンテ 「アウグスターレ」ロゼ

CRIFO Castel del Monte 「Augustale」 Rose

ソロパーカ ファランギーナ・ベネヴェンターノ 「プリメ・ヴィーニェ」

SOLOPACA Falanghina Beneventano 「Prime Vigne」

ソロパーカ サンニオ フィアーノ

SOLOPACA Sannio Fiano

ソロパーカ アリアニコ・ベネヴェンターノ　「プリメ・ヴィーニェ」

SOLOPACA Aglianico Beneventano 「Prime vigne」

ボッテール シチリア ネーロ・ダーヴォラ 「プロディゴ」

BOTTER Sicilia Nero d'Avola 「Prodigo」

ボッテール プーリア ロッソ アッパッシメント 「ドラッポロッソ」

BOTTER Puglia Rosso Appassimento 「Drapporosso」

ヴァルヴァリオーネ マルヴァジア・ネーラ　デル　サレント 「12.5」

VARVAGLIONE Malvasia nera del Salento 「12.5」

ヴァルヴァリオーネ プリミティーヴォ　ディ マンドゥーリア　「パパーレ リネア オーロ」

VARVAGLIONE Primitivo di Manduria 「Papale linea oro」

フロンティア物産株式会社
大阪市中央区南船場2丁目3-2　南船場ハートビル8F ブース NO.

06-6264-3137
担当：　　出口　　　　/　E-Mail：deguchi@frontier-bussan.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

デル・フィン・デル・ムンド デル・フィン・デル・ムンド　エクストラ　ブリュット

DEL FIN DEL MUNDO DEL FIN　DEL MUNDO EXTRA BRUT

デル・フィン・デル・ムンド デル・フィン・デル・ムンド　トラディショナル　エクストラ　ブリュット

DEL FIN DEL MUNDO DEL FIN　DEL MUNDO TRADITIONAL EXTRA BRUT

デル・フィン・デル・ムンド デル・フィン・デル・ムンド　リザーブ　シャルドネ

DEL FIN DEL MUNDO DEL FIN　DEL MUNDO RESERVE

デル・フィン・デル・ムンド デル・フィン・デル・ムンド　リザーブ　マルベック

DEL FIN DEL MUNDO DEL FIN　DEL MUNDO RESERVE MALBEC

デル・フィン・デル・ムンド ラ・ポデロサ カベルネ・メルロー

DEL FIN DEL MUNDO LA PODEROSA CABERNET-FRANC MERLOT

デル・フィン・デル・ムンド ラ・ポデロサ　マルベック

DEL FIN DEL MUNDO LA PODEROSA MALBEC

シャトーピノー シャトーピノー　ドライ　ホワイト　ワイン

CHATEAU PENEAU CHATEAU PENEAU DRY WHITE WINE

シャトーピノー シャトーピノー　ドライ　トラディショナル　レッド　ワイン

CHATEAU PENEAU CHATEAU PENEAU TRADITIONAL RED

アフリカー
東京都 足立区谷在家 ２－３－１ セレニティ西新井１０５ ブース NO.

090-2914-4588
担当：　　小泉 俊幸　　/　E-Mail：toshi@af-liquor.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

ボタニカ メアリーデラニーピノノワール

Botanica Mary Delany Pinot Noir

ザ・フレッジ フックスティーン シュナンブラン

The Fledge & Co Hoeksteen Chenin Blanc 

ボタニカ ビッグフラワー カベルネ・フラン

Botanica BIG Flower Cabernet Franc

ラダイト サボター ホワイト

Luddite Saboteur White

ドメーヌ・デ・デュー シャルドネ

Domaine des Dieux Chardonnay

ドメーヌ・デ・デュー ジョセフィーヌ ピノ・ノワール

Domaine des Dieux Josephine Pinot Noir

ザ・フレッジ ヴァガボンド

The Fledge & Co Vagabond

ザ・フレッジ エルギン ピノ・ノワール

The Fledge & Co Elgin Pinot Noir

セレマ サザーランド シャルドネ

Thelema Sutherland Chardonnay

セレマ サザーランド シラー

Thelema Sutherland Syrah

29
価格(税抜)

¥1,480

¥2,110

¥2,600

¥3,100

小売価格

¥3,700

2017 小売価格 ¥2,300

赤 エルギン 南アフリカ 2016 小売価格

¥2,400赤 エルギン 南アフリカ 2015

白 エルギン 南アフリカ

白
スワートランド/ステレン

ボッシュ/エルギン
南アフリカ 2017 小売価格 ¥2,500

赤 ヘメル・アン・アルド 南アフリカ 2013 小売価格 ¥3,500

白 ヘメル・アン・アルド 南アフリカ 2015 小売価格 ¥3,500

白 ボットリヴァー 南アフリカ 2017 小売価格 ¥3,400

赤 ステレンボッシュ 南アフリカ 2016 小売価格 ¥2,600

白 ステレンボッシュ 南アフリカ 2015 小売価格 ¥2,000

赤 エルギン 南アフリカ 2017 小売価格 ¥4,300

赤 ボルドー フランス 2014 参考上代

白 ボルドー フランス 2015 参考上代 ¥1,380

赤 パタゴニア アルゼンチン 2018 参考上代

赤 パタゴニア アルゼンチン 2018 参考上代 ¥2,110

赤 パタゴニア アルゼンチン 2017 参考上代

プーリア イタリア 樹齢50年以上

白 パタゴニア アルゼンチン 2018 参考上代 ¥2,600

泡 パタゴニア アルゼンチン NV 参考上代

価格(税抜)

泡 パタゴニア アルゼンチン NV 参考上代 ¥1,970

2015赤 小売価格 ¥3,800

¥1,400

2018

2018

2018

2018

2018

28

¥1,000

¥1,800

¥1,000

¥1,400

赤

カンパーニャ イタリア

カンパーニャ イタリア

シチリア

赤

白

白

赤

赤

プーリア イタリア

2017

2016 ¥1,800

小売価格

小売価格 新着ワイン

新着ワイン

新着ワイン

新着ワイン

新着ワイン

新着ワイン

新着ワイン

デザイン注目泡 ¥2,400

小売価格

小売価格

小売価格

小売価格

ヴェネト イタリア

プーリア イタリア

カンパーニャ イタリア

イタリア

プーリア イタリア

NV

27

泡 NV ¥2,400

価格(税抜)

小売価格 限定品

小売価格

小売価格

プーリア イタリア

¥2,300ロゼ

11



【 掲載はブースNO.順となります。】
株式会社Humming bird
富山県富山市中央通り1-6-9 2F ブース NO.

076-421-3600
担当：ワイン事業部　ミラー　/　E-Mail：miller@hummingb.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

カヴァリ ホワイトナイト

CAVALLI WHITE KNIGHT

カヴァリ ブラックビューティ

CAVALLI BLACK BEAUTY

カヴァリ ピンクポニー

CAVALLI PINK PONY

デモーゲンゾン シュナンブラン　メトード・キャップ・クラシック

DEMORGENZON CHENIN BLANC MCC

デモーゲンゾン ディーエムズィー　シュナンブラン

DEMORGENZON DMZ　CHENIN BLANC

キャロル・ボーイズ メトード・キャップ・クラシック

CARROL BOYES METHODE CAP CLASSIQUE

キャロル・ボーイズ スケッチブック　カベルネ・ソーヴィニヨン

CARROL BOYES SKETCHBOOK CABERNET SAUVIGNON

エルギン・ヴィントナーズ ピノ・ノワール

ELGIN VINTNERS PINOT NOIR

スピオンコップ 1900 ピノタージュ

SPIOENKOP 1900 PINOTAGE

マイルズ・モソップ・ワインズ ザ イントロダクション レッド

MILES MOSSOP WINES THE INTRODUCTION RED

川商フーズ㈱
東京都千代田区大手町2-7-1　JFE商事ビル５F ブース NO.

03-5203-1021
担当：　　森　栄一　　/　E-Mail：mori@lionsha.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

ヴィセンテガンディア社 サンダラ　スパークリング　ブランコ

VICENTEGANDIA SANDARA SPARKLING BLANCO

ヴィセンテガンディア社 サンダラ　スパークリング　　ロサード

VICENTEGANDIA SANDARA SPARKLING ROSADO

ヴィセンテガンディア社 サンダラ　プレミアム　サングリア　スパークリング

VICENTEGANDIA SANDARA PREMIUM SANGRIA SPARKLING

ヴィセンテガンディア社 サンダラ　ワイン モヒート   スパークリング

VICENTEGANDIA SANDARA WINE MOJITO SPARKLING

ヴィセンテガンディア社 サンダラ　シャルドネ・サケ   スパークリング

VICENTEGANDIA SANDARA CHARDONNAY&SAKE

ヴィセンテガンディア社 サンダラ　レモン  スパークリング

VICENTEGANDIA SANDARA LEMON SPARKLING

ヴィセンテガンディア社 カスティリャ　ディ　リリア　カヴァ

VICENTEGANDIA CASTELLO DE LIRIA　CAVA BRUT

アロモ カルーチェ クラシック　 カベルネソーヴィニョン

AROMO CALEUCHE CLASSIC CABERNET

アロモ カルーチェ　グラン  レゼルヴァ 　カベルネソーヴィニョン

AROMO CALEUCHE　GRAN　RESERVA　CABERNET

アロモ カルーチェ クラシック　 シャルドネ

AROMO CALEUCHE　CLASSIC CHARDONNAY

株式会社明治屋
東京都中央区京橋2-2-8 ブース NO.

03-3271-1136
担当：西方由香/　E-Mail：yuka-watanabe@meidi-ya.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

シャトー　オー　レイ シャトー　オー　レイ　ルージュ

CHATEAU HAUT REYS CHATEAU HAUT REYS ROUGE

シャトー　オー　レイ シャトー　オー　レイ　ブラン

CHATEAU HAUT REYS CHATEAU HAUT REYS BLANC

ボワセ ヴーヴ　ダルジャン　ブリュット

BOISSET VEUVE D'ARGENT BRUT

シャトー　ドーザック ディー　ド　ドーザック

CHATEAU DAUZAC D DE DAUZAC

ロピトー・フレール ブルゴーニュ　ピノ　ノワール

ROPITEAU FRERES BOURGOGNE PINOT NOIR

クリスチャン・ドルーアン シードル　ブリュット

CHRISTIAN DROUIN CIDRE BRUT

ファウスティーノ ファウスティーノ　7世　テンプラニーリョ

Faustino Faustino VII Tempranillo

ジュヴェ・カンプス レゼルヴァ　ヴィンテージ　ブリュット

JUVE & CAMPS RESERVA VINTAGE BRUT

ウェンテ モーニング　フォグ　シャルドネ

WENTE MORNING FOG CHARDONNAY

テイラーズ　ワインズ ウェイクフィールド　プロミスドランド　シラーズ

TAYLORS WINES WAKEFIELD PROMISED LAND SHIRAZ

32
価格(税抜)

¥850

¥1,000

¥1,000

¥1,000

赤 南オーストラリア オーストラリア 2017 小売価格

¥2,000

白
カリフォルニア　リヴァモ

ア・ヴァレー
アメリカ 2017 小売価格 ¥2,300

泡 ペネデス スペイン 2016 小売価格

¥1,600

赤 リオハ スペイン 2016 小売価格 ¥1,400

泡 ノルマンディー フランス NV 小売価格 ¥2,100

赤 ブルゴーニュ フランス 2017 小売価格 ¥2,700

赤 ボルドー フランス 2015 小売価格 ¥2,300

泡 フランス NV 小売価格 オープン

白 ボルドー　グラーヴ フランス 2018 小売価格 ¥2,000

赤 ボルドー　グラーヴ フランス 2016 小売価格 ¥2,000

白 セントラル・ヴァレー チリ 2015
参考小売

価格
¥850

赤 セントラル・ヴァレー チリ 2014
参考小売

価格
¥1,300

赤 セントラル・ヴァレー チリ 2014
参考小売

価格

泡 バレンシア スペイン NV オープン ¥1,000

弱泡 バレンシア スペイン NV オープン

弱泡 バレンシア スペイン NV オープン ¥600

弱泡 バレンシア スペイン NV オープン

弱泡 バレンシア スペイン NV オープン ¥1,000

弱泡 バレンシア スペイン NV オープン

31
価格(税抜)

弱泡 バレンシア スペイン NV オープン ¥1,000

2017赤 ステレンボッシュ 南アフリカ

2015

2016 ¥4,500

小売価格

小売価格

小売価格 ¥2,700

¥3,200

2015

NV

2016

2013

2015

エルギン 南アフリカ

2016

¥2,200

¥3,500

¥2,400

¥5,000

¥3,000

白

ステレンボッシュ 南アフリカ

ステレンボッシュ 南アフリカ

ステレンボッシュ

ステレンボッシュ

ステレンボッシュ

南アフリカ

南アフリカ

ステレンボッシュ 南アフリカ

ステレンボッシュ 南アフリカ

南アフリカ

赤

その他

泡

白

泡

赤

エルギン 南アフリカ

赤 ¥2,000

小売価格

小売価格

30

白 2016 ¥1,800

価格(税抜)

小売価格

小売価格

小売価格

小売価格

小売価格

12



【 掲載はブースNO.順となります。】
株式会社徳岡
大阪市中央区南船場3-5-26 ブース NO.

06-4704-3035
担当：寺西明男　/　E-Mail：a-teranishi@appsmail.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

ヨーゼフ　ビファー ゼクト　リースリング　ブリュット

JOSEF BIFFAR SEKT RIESLING BRUT

ヨーゼフ　ビファー シャルドネ　トロッケン

JOSEF BIFFAR CHARDONNAY TROCKEN

ヨーゼフ　ビファー ヴァイスブルグンダー　QBA　トロッケン

JOSEF BIFFAR WEISSBURGUNDER QBA TROCKEN

ヨーゼフ　ビファー リースリング　トロッケン

JOSEF BIFFAR RIESLING TROCKEN

ヨーゼフ　ビファー リースリング　カビネット

JOSEF BIFFAR RIESLING KABINETT

アロモ スパークリング　ブリュット

AROMO SPARKLING BRUT

アロモ ヴィオニエ

AROMO VIOGNIER

アロモ シャルドネ　プライベート　リザーブ

AROMO PRIVATE RESERVE CHARDONNAY

アロモ カベルネソーヴィニヨン　プライベート　リザーブ

AROMO PRIVATE RESERVE CABERNET

アロモ シラー　プライベート　リザーブ

AROMO PRIVATE RESERVE SYRAH

アロモ　 マルベック　プライベート　リザーブ

AROMO PRIVATE RESERVE MALBEC

リエチネ IGT　トスカーナ　ロゼ　パルミナ

RIECINE IGT TOSCANA ROSE PALMINA

リエチネ キャンティ　クラッシコ

RIECINE CHIANTI CLASSICO

リエチネ キャンティ　クラッシコ　リゼルヴァ

RIECINE CHIANTI CLASSICO RISERVA

ロッカ　ﾃﾞｨ　ﾓﾝﾃｸﾞﾛｯｼ ロザート　IGT

ROCCA DI MONTEGROSSI IGT ROSATO

ロッカ　ﾃﾞｨ　ﾓﾝﾃｸﾞﾛｯｼ キャンティ　クラッシコ

ROCCA DI MONTEGROSSI CHIANTI CLASSICO

ロッカ　ﾃﾞｨ　ﾓﾝﾃｸﾞﾛｯｼ キャンティ　クラッシコ　グランセレツィオーネ　サン　マルチェリーノ

ROCCA DI MONTEGROSSI CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE SAN MARCELLINO

サッポロビール株式会社
大阪市中央区今橋３－３－１３ ブース NO.

06-6222-7913
担当：片山　隆　/　E-Mail：takashi.katayama@sapporobeer.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

34
価格(税抜)

¥3,500

¥5,000

¥3,000

サクラアワード

ゴールド 受賞

業務用限定商品

業務用限定商品

業務用限定商品

業務用限定商品

赤 バジェ・デル・シンカ スペイン 小売価格

¥1,800

白 バジェ・デル・シンカ スペイン 小売価格 ¥990

白 山梨県 日本 小売価格

¥990

赤 岡山県 日本 小売価格 ¥1,800

赤 日本産ワイン 日本 小売価格 ¥1,500

白 日本産ワイン 日本 小売価格 ¥1,500

赤 オーストラリア オーストラリア 小売価格 オープン

白 カリフォルニア アメリカ 小売価格 ¥1,200ベリンジャー・ヴィンヤーズ トンネルオブエルムズ

白 オーストラリア オーストラリア 小売価格 オープン

赤 カリフォルニア アメリカ 小売価格 ¥1,200ベリンジャー・ヴィンヤーズ

ハートリーフ　シャルドネ３Ⅼ

トンネルオブエルムズ

赤 トスカーナ イタリア 2013 小売価格 ¥7,000

赤 トスカーナ イタリア 2016 小売価格

ロゼ トスカーナ イタリア 2017 小売価格 ¥3,000

赤 トスカーナ イタリア 2016 小売価格

赤 トスカーナ イタリア 2016 小売価格 ¥3,500

ロゼ トスカーナ イタリア 2018 小売価格

赤 マウレ　ヴァレー チリ 小売価格 ¥1,350

赤

マウレ　ヴァレー チリ

マウレ　ヴァレー チリ

¥1,350

小売価格

小売価格

小売価格 ¥1,350

白

小売価格

小売価格

小売価格

小売価格

¥1,350

2014

2014

2015

マウレ　ヴァレー チリ

2014

白

白

白

泡

白

¥1,800

¥1,800

¥1,800

¥1,500

¥900

ファルツ

ファルツ

ドイツ

ドイツ

ファルツ ドイツ

ファルツ ドイツ

チリ

小売価格

小売価格

33

泡 2012 ¥3,000

価格(税抜)

小売価格

赤

ファルツ ドイツ

マウレ　ヴァレー チリ

マウレ　ヴァレー

白 ¥1,800

赤 ＡＶＡナパヴァレー アメリカ 小売価格 ¥4,000

白 ＡＶＡナパヴァレー アメリカ 小売価格 ¥3,200ベリンジャー・ヴィンヤーズ

ベリンジャー・ヴィンヤーズ

コドーニューグループ

コドーニューグループ

グランポレール

グランポレール

グランポレール

グランポレール

輸入直詰め

輸入直詰め

赤 カルフォルニア アメリカ 小売価格 ¥2,000

赤 カルフォルニア アメリカ 小売価格 ¥2,000ベリンジャー・ヴィンヤーズ

ベリンジャー・ヴィンヤーズ

ファンダースエステート・シャルドネ

ファンダースエステート・カベルネ・ソーヴィニヨン

サクラアワード

ダブルゴールド 受賞

Ｇ２０採用

Ｇ２０採用

Ｇ２０採用

ナパ・ヴァレー・シャルドネ

ナパ・ヴァレー・メルロー

ヌヴィアナ　テンプラニーリョ・カベルネ・ソーヴィニヨン

ヌヴィアナ　シャルドネ

甲州辛口

岡山マスカットベリーＡ樽熟成

エスプリ　ド　ヴァン　ジャポネ　絢　AYA

エスプリ　ド　ヴァン　ジャポネ　泉　SEN

ハートリーフ　カベルネ・シラーズ３Ⅼ

13



【 掲載はブースNO.順となります。】
有限会社カツミ商会
横浜市中区山下町23番地　日土地山下町ビル4階 ブース NO.

045-226-2253
担当：関　孝幸/E-Mail：seki@katsumi-asc.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

ヴィラルナウ醸造所 ドン･ポティエール　ブリュット･ナチュレ　ＮＶ

VILARNAU DON POTIER BRUT NATURE D.O. CAVA

トラヴェルサ ファイサン・レゼルヴァ・プリヴァーダ・ブランコ 

TRAVERSA FISAN RESERVA PRIVADA BLANCO

ドン・クリストバル ドン・クリストバル　1492　ホワイト

Don CRISTOBAL Don CRISTOBAL 1492　White

プレモン エコー・インディゴ・ブラン　IGP コート・ド・ガスコーニュ

PLAIMONT ECHO INDIGO BLANC  IGP COTES DE

CHEVAL QUANCARD キュヴェ・ローレンス　AOC アントル・ドゥ・メール

シュヴァル・カンカール Cuvee Laurence

トラヴェルサ トラヴェルサ　ノーブル・アリアンサ・レゼルバ

TRAVERSA TRAVERSA NOBLE ALIANZA RESERVA

カステルノヴォ・タンクレディ ラセディオ・オルチャ・ロッソ

CASTELNUOVO TANCREDI L'ASSEDIO D.O.C. ORCIA ROSSO

デッザーニ デッザーニ　アパッシメント

DEZZANI DEZZANI APPASSIMENTO

プレモン レ・３・シュヴァリエ　AOC サン・モン

PLAIMONT LES 3 CHEVALIERS  AOC SAINT MONT

エル・グリーリョ・イ・ラウナ ドセ・ルーナス・ティント

EL GRILLO Y LA LUNA 12 LUNAS TINTO

BJプランニング
大阪府大東市赤井1-3-14 ブース NO.

072-886-3077
担当：池田文治　/　E-Mail：bunji@konishi524.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

ウォーバーンエステート ゴシップス　メルロー

Warburn Estate Gossips merlot

スパーズ プラネット グレープ シラーズ

Spur's Planet Grape Shiraz

スパーズ プラネット グレープ シャルドネ

Spur's Planet Grape Chardonnay

マクファーソン ファミリー　カベルネソーヴィニヨン/メルロー

McPherson Family CabernetSauvignon/Merlot

マクファーソン ファミリー　ヴェルデフォ

McPherson Family Verdelho

マクファーソン ファミリー　スパークリング　シャルドネ・ピノノアール

McPherson Family Sparkling CHARDONNAY PINOT

ベントクリーク ミスティレーン　シラーズ

BENT CREEK Misty Lane Shiraz

ジェネレー ランク&ファイル　シラーズ

Jeanneret Rank&File Shiraz

ジェネレー ハマー　メルロー

Jeanneret HUMMER Merlot

ジェネレー ビッグファインガール　リースリング

Jeanneret Big Fine Girl Riesling

アクサス 株式会社
徳島市山城西４－２ ブース NO.

０８８－６５４－００７７
担当：貿易事業部　福井 良平　/　E-Mail：r-fukui@axas.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

デスパーニュ家 ラ・ベル・オディール　ボルドー　ブラン

DESPAGNE La Belle Odile Blanc

デスパーニュ家 ラ・ベル・オディール　ボルドー　ロゼ

DESPAGNE La Belle Odile Rose

デスパーニュ家 ラ・ベル・オディール　ボルドー　ルージュ

DESPAGNE La Belle Odile Rouge

ヴァン ブレバン キュヴェ・ローラン　ブリュット　ブラン・ド・ブラン

Vins Breban Cuvee Laurent Brut Blanc de Blancs

ヴァン ブレバン キュヴェ・ローラン　ブリュット　ロゼ

Vins Breban Cuvee Laurent Brut Rose

シャンパーニュ レ・モラン レ・ラモン　ブリュット

Champagne Ray MAURIN "Ray MAURIN" BRUT

35

泡 NV ¥1,800

価格(税抜)

小売価格

小売価格

小売価格

白 ¥1,300

小売価格

小売価格

小売価格

小売価格

ペネデス

モンテヴィデオ

スペイン

ウルグアイ

メンドーサ アルゼンチン

 コート・ド・ガスコーニュ フランス

イタリア

ピエモンテ イタリア

2018

¥1,200

¥1,800

¥2,000

¥1,800

¥3,500

赤

ボルドー　アントル・ドゥ・

メール
フランス

モンテヴィデオ ウルグアイ

トスカーナ

赤

白

白

白

赤

赤

サン・モン フランス

2016

2015 ¥2,200

小売価格

小売価格

小売価格 ¥3,500

¥2,600

2018

2016

2017

2015

2008

36
価格(税抜)

赤 リヴァーリナ オーストラリア 2018 小売価格 ¥1,290

2015赤 ソモンターノ スペイン

白 サウスオーストラリア オーストラリア 2018 小売価格 ¥1,390

赤 サウスオーストラリア オーストラリア 2017 小売価格

白 ミルデュラ オーストラリア 2016 小売価格 ¥1,410

赤
ゴールバーンバレー＆ミ

ルデュラ
オーストラリア 2016 小売価格

赤 アデレードヒルズ オーストラリア 2016 小売価格 ¥2,390

泡
ゴールバーンバレー＆ミ

ルデュラ
オーストラリア 2018 小売価格

赤 クレアバレー オーストラリア 2012 小売価格 ¥4,500

赤 クレアバレー オーストラリア 2015 小売価格

白
ボルドー

アントゥル・ドゥ・メール
フランス NV 小売価格 オープン

白 クレアバレー オーストラリア 2017 小売価格 ¥2,800

赤
ボルドー

アントゥル・ドゥ・メール
フランス NV 小売価格 オープン

ロゼ
ボルドー

アントゥル・ドゥ・メール
フランス NV 小売価格 オープン

泡 プロヴァンス フランス NV 小売価格 オープン

泡 プロヴァンス フランス NV 小売価格 オープン

泡 シャンパーニュ フランス NV 小売価格 オープン

37
価格(税抜)

¥2,800

¥1,450

¥1,410

¥1,390

69％ Merlot

31% Shiraz

90%Chardonnay,

10%Pinot Noir

cab:54/mer:34/

pti/10
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【 掲載はブースNO.順となります。】
株式会社リエゾン
東京都中央区日本橋久松町6-9　7F ブース NO.

03-6661-9222
担当：磯田/E-Mail：y-isoda@liaison-wine.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

イリス ル　ロゼ　ブリュット

ILYS Le Rose Brut 

ランティカ　クエルチャ アリオ

L'antica Quercia Ario 

ランティカ　クエルチャ モレーネ

L'antica Quercia Morene

ル　モンド ピノ　ビアンコ

Le Monde Pinot Bianco

ル　モンド シャルドネ

Le Monde Chardonnay 

ランティカ　クエルチャ ブルスカーデ

L'antica Quercia Bruscade

テンスレー ジョーイ　テンスレー　シャルドネ

Tensley Joey Tensley Chardonnay

リュサック エスビーシー　シャルドネ

Rusack SBC Chardonnay

テンシェン レッド

Tenshen Red

ターリー エステート　プティ　シラー

Turley Estate Petite Syrah

木下インターナショナル株式会社
京都市南区上鳥羽高畠町56番地 ブース NO.

075-681-0721
担当：　営業部　山本　/　E-Mail：yamamoto@kinoshita-intl.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

ヴィラマリア プライベートビン　リースリング 

Villa Maria Private Bin Riesling 

ヴィラマリア プライベートビン　シャルドネ 

Villa Maria Private Bin Chardonnay 

ヴィラマリア プライベートビン　ソーヴィニヨン・ブラン

Villa Maria Private Bin Sauvignon Blanc

ヴィラマリア プライベートビン　ソーヴィニヨン・ブラン 375ml

Villa Maria Private Bin Sauvignon Blanc 375ml

ヴィラマリア プライベートビン ライトスパークリング ソーヴィニヨン・ブラン 

Villa Maria Private Bin Lightly Sparkling Sauvignon Blanc 

ヴィラマリア プライベートビン　ピノ・グリ

Villa Maria Private Bin Pinot Gris

ヴィラマリア プライベートビン  ロゼ

Villa Maria Private Bin Rose

ヴィラマリア プライベートビン  ロゼ 375ml

Villa Maria Private Bin Rose 375ml

ヴィラマリア プライベートビン　メルロー / カベルネ・ソーヴィニヨン

Villa Maria Private Bin Merlot / Cabernet Sauvignon

ヴィラマリア プライベートビン　メルロー / カベルネ・ソーヴィニヨン 375ml

Villa Maria Private Bin Merlot / Cabernet Sauvignon 375ml

ヴィラマリア プライベートビン　シラー　

Villa Maria Private Bin Syrah 

ヴィラマリア プライベートビン　ピノ・ノワール 

Villa Maria Private Bin Pinot Noir

ヴィラマリア セラーセレクション　シャルドネ

Villa Maria Cellar Selection Chardonnay

ヴィラマリア セラーセレクション　ソーヴィニヨン・ブラン

Villa Maria Cellar Selection  Sauvignon Blanc

ヴィラマリア セラーセレクション 　メルロー / カベルネ・ソーヴィニヨン

Villa Maria Cellar Selection Merlot / Cabernet

ヴィラマリア セラーセレクション　ピノ・ノワール

Villa Maria Cellar Selection  Pinot Noir

ヴィラマリア リザーブ 　シャルドネ

Villa Maria Reserve Chardonnay

ヴィラマリア リザーブ　ソーヴィニヨン・ブラン

Villa Maria Reserve  Sauvignon Blanc

ヴィラマリア リザーブ　メルロー

Villa Maria Reserve Merlot

ヴィラマリア リザーブ　ピノ・ノワール

Villa Maria Reserve  Pinot Noir

エスク　ヴァレー エスク ヴァレー　シャルドネ

esk valley Esk valley  Chardonnay 

エスク　ヴァレー エスク　ヴァレー　メルロー　カベルネ・ソーヴィニヨン　マルベック

esk valley Esk valley  Merlot Cabernet Sauvignon Malbec

エスク　ヴァレー エスク ヴァレー　ピノ・ノワール

esk valley Esk valley　 Pinot Noir

小売価格 ¥4,000

¥2,000

赤 マルボロウ ニュージーランド 2015 小売価格 ¥3,300

赤 ホークスベイ ニュージーランド 2017 小売価格 ¥2,700

白 ホークスベイ ニュージーランド 2017 小売価格 ¥2,400

赤 ホークスベイ ニュージーランド 2016 小売価格 ¥1,280

小売価格 ¥3,000

赤 マルボロウ ニュージーランド 2017 小売価格 ¥4,000

¥3,000

¥3,100

マルボロウ ニュージーランド 2017 小売価格 ¥3,100

白 マルボロウ ニュージーランド 2016

赤 ホークスベイ ニュージーランド 2018 小売価格

白 マルボロウ ニュージーランド 2018 小売価格

赤 ホークスベイ ニュージーランド 2015

白 マルボロウ ニュージーランド

2016 小売価格

赤

その他 ホークスベイ ニュージーランド 2018 小売価格 ¥1,280

その他 ホークスベイ ニュージーランド 2018 小売価格 ¥2,000

白 イーストコースト ニュージーランド 2018 小売価格 ¥2,000

泡 ニュージーランド 2018 小売価格 ¥2,100

白 マルボロウ ニュージーランド 2018 小売価格 ¥1,280

白 マルボロウ ニュージーランド 2019 小売価格 ¥2,000

白 イーストコースト ニュージーランド 2018 小売価格 ¥2,000

¥5,000

小売価格

小売価格

小売価格 ¥10,000

39
価格(税抜)

白 マルボロウ ニュージーランド 2018 小売価格 ¥2,000

2012赤

フランス

イタリア

コネリアーノ イタリア

フリウリ イタリア

アメリカ

白

小売価格

小売価格

小売価格

小売価格

2016

2016

2017

2016

2017

サンタバーバラ アメリカ

2017

白

白

白

赤

38

泡 NV ¥2,500

価格(税抜)

小売価格

赤

フリウリ イタリア

コネリアーノ イタリア

セントラルコースト

ロワール

コネリアーノ泡 ¥3,000

2016 小売価格 ¥3,000

小売価格

小売価格

¥4,500

白

¥2,800

¥2,900

¥2,800

¥3,800

¥3,500

サンタバーバラ アメリカ

ナパヴァレー アメリカ

2016

2016

赤 ホークスベイ ニュージーランド

赤 マルボロウ ニュージーランド 2017 小売価格 ¥6,500

白 マルボロウ ニュージーランド 2017 小売価格 ¥4,000

赤 ホークスベイ ニュージーランド 2014 小売価格 ¥4,700
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【 掲載はブースNO.順となります。】
European Garnacha/Grenache European Quality Wines
European Garnacha/Grenache Quality Wines Program in Asia ブース NO.

asia@garnachagrenache.com

欧州連合原産地名称保護制度PDO (Protected Designation of Origin)とPGI (Protected Geographical Indication)に基づき、

ヨーロッパ産ブドウ品種のガルナッチャ／グルナッシュで造られた上質なワインをご紹介いたします。

旧世界の原産地呼称産地からの次の新しいヒット品種です。

三井食品株式会社
〒550-0004　大阪府大阪市西区靭本町1丁目10番24号 ブース NO.

TEL 06-6441-6844
担当：管理部　山名　/　E-Mail：hirotsugu.yamana@mitsuifoods.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

イヴォンモー フレンチドッグ　赤　メルロー

YVON MAU FRENCH DOG MERLOT

イヴォンモー フレンチドッグ　白　コロンバール&シャルドネ

YVON MAU FRENCH DOG COLOMBARD&CHARDONNAY

イヴォンモー フレンチドッグ　ロゼ　グルナッシュ

YVON MAU FRENCH DOG GRENACHE

イヴォンモー フレンチドッグ　スイート グロ・マンサン

YVON MAU FRENCH DOG SWEET GROS MANSENG

ボデガス　ピノルド カヴァ・チャテル　ブリュット　レゼルヴァ

BODEGAS PINORD CAVA CHATEL BRUT RESERVA

ビリフィシオ バラデン バラデン イザック　330ｍｌ

BIRRIFICIO BALADIN BALADIN ISAAC　330ｍｌ

ビリフィシオ バラデン バラデン スーパービター330ｍｌ

BIRRIFICIO BALADIN BALADIN SUPER BITTER　330ｍｌ

ビリフィシオ バラデン バラデン　ナチオナーレ　330ｍｌ

BIRRIFICIO BALADIN BALADIN NAZIONALE　330ｍｌ

ビリフィシオ バラデン バラデン　ロックンロール　330ｍｌ

BIRRIFICIO BALADIN BALADIN ROCK'N ROLL　330ｍｌ

ビリフィシオ バラデン バラデン ノラ　330ｍｌ

BIRRIFICIO BALADIN BALADIN　NORA　330ｍｌ

ビリフィシオ バラデン バラデン イザック　750ｍｌ

BIRRIFICIO BALADIN BALADIN ISAAC　750ｍｌ

ビリフィシオ バラデン バラデン ノラ　750ｍｌ

BIRRIFICIO BALADIN BALADIN　NORA　750ｍｌ

ディ　アンジェリ ワインカップ　メルロー　187ml

DE ANGELI WINE CUP MERLOT　187ml

ディ　アンジェリ ワインカップ　シャルドネ　187ml

DE ANGELI WINE CUP CHARDONNAY　187ml

ディ　アンジェリ ワインカップ　ロゼ　187ml

DE ANGELI WINE CUP　ROSE　187ml

マウイワイン マウイブラン

MAUI WINE MAUI BLANC

マウイワイン フラ　オー　マウイ

MAUI WINE HULA O MAUI

株式会社カサ・ピノ・ジャパン
神奈川県 横浜市港北区新横浜 ３－７－１２ 新横浜金子ビル８Ｆ ブース NO.

045-309-6006
担当：中村 牧江　/　E-Mail：mail@casapino.net

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

ヴィナディス ニラ　ヴァンドフランス　ルージュ

VINADEIS NIRA　VIN DE　FRANCE　ROUGE

ヴィナディス ニラ　ヴァンドフランス　ブラン

VINADEIS NIRA　VIN DE　FRANCE　BLANC

ルイージ・ボスカ ラ・リンダ　　　スマート・ブレンド

LUIGIBOSCA LA LINDA SMART　BLEND

ルイージ・ボスカ ラ・リンダ　　　トロンテス

LUIGIBOSCA LA LINDA TORRONTES

ルティーニ トランペッター　リザーブ　カベルネ・フラン

RUTINI TRUMPETER　RESERVE　CABERNET　FRANC

ルティーニ トランペッター　リザーブ　トロンテス

RUTINI TRUMPETER　RESERVE　TRRONTES

オーストラリアン・ヴィンテージ マクギガン　ブラックラベル　レッド

AUSTRALIAN・V MCGUIGAN BLACK LABEL RED

オーストラリアン・ヴィンテージ マクギガン　ブラックラベル　シャルドネ

AUSTRALIAN・V MCGUIGAN BLACK LABEL CHARDONNAY

ルーデス ヴィノェジェンダ　レセルバ　カベルネ・ソーヴィニヨン

LOURDES VINOLEYENDA　RESERVA CABERNET SAUVIGNON

ルーデス ヴィノェジェンダ　レセルバ　シャルドネ

LOURDES VINOLEYENDA　RESERVA CHARDONNAY
白 セントラルヴァレー チリ 2018 小売価格 オープン

白 南東オーストラリア オーストラリア 2016 小売価格 ¥1,300

赤 セントラルヴァレー チリ 2018 小売価格 オープン

白 メンドーサ アルゼンチン 2016 小売価格 ¥2,000

赤 南東オーストラリア オーストラリア 2017 小売価格 ¥1,300

白 メンドーサ アルゼンチン 2017 小売価格 ¥1,500

赤 メンドーサ アルゼンチン 2016 小売価格 ¥2,000

白 南西フランス フランス NV 小売価格 オープン

赤 メンドーサ アルゼンチン 2016 小売価格 ¥1,800

42
価格(税抜)

赤 南西フランス フランス NV 小売価格 オープン

泡 マウイ島 アメリカ - 小売価格 ¥2,600

白 マウイ島 アメリカ - 小売価格 ¥1,400

その他 - イタリア - 小売価格 ¥290

白 - イタリア - 小売価格 ¥290

赤 - イタリア - 小売価格 ¥290

その他 - イタリア - 小売価格 ¥1,350

その他 - イタリア - 小売価格 ¥1,300

その他 - イタリア - 小売価格 ¥510

その他 - イタリア - 小売価格 ¥510

その他 - イタリア - 小売価格 ¥510

その他 - イタリア - 小売価格 ¥510

その他 - イタリア - 小売価格 ¥510

泡 - スペイン - 小売価格 ¥1,065

白 コート・ド・ガスコーニュ フランス 2018 小売価格 ¥1,000

赤 オード フランス 2018 小売価格 ¥1,000

その他 オード フランス 2018 小売価格 ¥1,000

白 コート・ド・ガスコーニュ フランス 2018 小売価格 ¥1,000

40

クラフトビール

クラフトビール

パイナップルワイン

パイナップルワイン

41
価格(税抜)

クラフトビール

クラフトビール

クラフトビール

クラフトビール

クラフトビール
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【 掲載はブースNO.順となります。】
株式会社勝田商店
広島県尾道市栗原町8507-2 ブース NO.

0848-25-3838
担当：神田　　/　E-Mail：order@katsuda.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

カステルノー ブリュット　レゼルヴ

CASTELNAU BRUT RESERVE

カステルノー エクストラ ブリュット

CASTELNAU EXTRA BRUT

カステルノー ブリュット ヴィンテージ

CASTELNAU BRUT VINTAGE

カステルノー ブラン ド ブラン

CASTELNAU BLANC DE BLANCS

コラール・ピカール セレクション ブリュット

COLLARD-PICARD Selection Brut

コラール・ピカール メルヴェイユ ロゼ ド セニエ

COLLARD-PICARD MERVEILLES ROSE DE SAIGNEE

コラール・ピカール ドン ピカール ブラン ド ブラン

COLLARD-PICARD DOM.PICARD BLANC DE BLANCS

プートン葡萄酒
東京都台東区谷中7-20-7 山内ビル3F ブース NO.

080-4428-6263
担当：青山 宗典 /　E-Mail：aoyama@pudong.wine

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

寧夏ヤンヤン国際ワイナリー カベルネ・ソーヴィニヨン
NINGXIA YANGYANG INTERNATIONAL WINERY 赤霞珠

寧夏ヤンヤン国際ワイナリー シャーロンジュウ
NINGXIA YANGYANG INTERNATIONAL WINERY 蛇龍珠

寧夏ヤンヤン国際ワイナリー カベルネ・ソーヴィニヨン　リー
NINGXIA YANGYANG INTERNATIONAL WINERY 赤霞珠 力

寧夏ヤンヤン国際ワイナリー シャーロンジュウ　コウ
NINGXIA YANGYANG INTERNATIONAL WINERY 蛇龍珠 口

株式会社秩父ファーマーズファクトリー　兎田ワイナリー
〒369-1503　埼玉県秩父市下吉田3720 ブース NO.

0494－26－7173
担当:深田直哉 / E-Mail:naoya.fukata@chichibu-ff.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

サイタマ　チチブ　ウサギダワイナリー チチブブラン　チチブシュウカク

埼玉　秩父　兎田ワイナリー 秩父ブラン　秩父収穫

サイタマ　チチブ　ウサギダワイナリー チチブルージュ　チチブシュウカク

埼玉　秩父　兎田ワイナリー 秩父ルージュ　秩父収穫

サイタマ　チチブ　ウサギダワイナリー チチブブラン　ミズナラオークチップシンセキ

埼玉　秩父　兎田ワイナリー 秩父ブラン　ミズナラオークチップ浸漬

サイタマ　チチブ　ウサギダワイナリー チチブルージュ　ミズナラオークチップシンセキ

埼玉　秩父　兎田ワイナリー 秩父ルージュ　ミズナラオークチップ浸漬

サイタマ　チチブ　ウサギダワイナリー チチブブラン　ピーテッドウィスキータルジュクセイ

埼玉　秩父　兎田ワイナリー 秩父ブラン　ピーテッドウィスキー樽熟成

サイタマ　チチブ　ウサギダワイナリー チチブルージュ　ウィスキータルジュクセイ

埼玉　秩父　兎田ワイナリー 秩父ルージュ　ウィスキー樽熟成

Viile Budureasca
Gura Vadului 472, Prahova County, Romania ブース NO.

担当：Maria Robu　/　E-Mail：maria.robu@budureasca.ro

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

43
価格(税抜)

泡 シャンパーニュ フランス NV 小売価格 ¥7,000

泡 シャンパーニュ フランス 2006 小売価格 ¥8,500

泡 シャンパーニュ フランス NV

泡 シャンパーニュ フランス 2006 小売価格 ¥8,500

45

泡 シャンパーニュ フランス NV 小売価格 ¥6,500

泡 シャンパーニュ フランス NV 小売価格 ¥10,000

泡 シャンパーニュ フランス NV 小売価格 ¥9,000

小売価格 ¥6,800

44
価格(税抜)

赤
寧夏回族自治区

賀蘭山東麓
中国 2015 小売価格 ¥3,000

赤
寧夏回族自治区

賀蘭山東麓
中国 2013 小売価格 ¥3,400

赤
寧夏回族自治区

賀蘭山東麓
中国 2013 小売価格 ¥5,000

赤
寧夏回族自治区

賀蘭山東麓
中国 2015 小売価格 ¥5,400

白 埼玉県　秩父 日本 2018 小売価格 ¥3,500

価格(税抜)

白 埼玉県　秩父 日本 ＮＶ 小売価格 ¥2,400

赤 埼玉県　秩父

赤 Dealu Mare Romania 2015 小売価格 ¥3,800

赤 Dealu Mare Romania 2016 小売価格 ¥3,400

白 Dealu Mare Romania

赤 Dealu Mare Romania 2016 小売価格 ¥1,900

泡 Dealu Mare Romania 2018 小売価格 ¥3,200

赤 Dealu Mare Romania 2018 小売価格 ¥1,500

泡 Dealu Mare Romania 2018 小売価格 ¥3,200

日本 ＮＶ 小売価格 ¥2,400

白 埼玉県　秩父 日本 2018 小売価格 ¥2,700

赤 埼玉県　秩父 日本 ＮＶ 小売価格 ¥3,000

46
価格(税抜)

赤 埼玉県　秩父 日本 2018 小売価格 ¥4,000

2018 小売価格 ¥3,300

白 Dealu Mare Romania 2018 小売価格 ¥2,800

白 Dealu Mare Romania 2018 小売価格 ¥3,800

Shine Rose

Shine White

Clasic Merlot

Origini Cabernet Sauvignon

Origini Oro Manisa

Premium Feteasca Neagra

Premium Tamaioasa Romaneasca

Organic Chardonnay

Noble White

Noble 5

白 Dealu Mare Romania 2018 小売価格 ¥1,900

Viile Budureasca

Viile Budureasca

Viile Budureasca

Viile Budureasca

Viile Budureasca

Viile Budureasca

Viile Budureasca

Viile Budureasca

Viile Budureasca

Viile Budureasca
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【 掲載はブースNO.順となります。】
株式会社　C'est la vinho
兵庫県西宮市苦楽園四番町１３−８ ブース NO.

 050-6874-0318
担当：　　キヌイ　　　　　/　E-Mail：eric.menager@cestlavinho.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

トレ　　ド　クルヴォ ヴィルゴファミリーエディション　レッド

 Torre do Curvo Virgo family edition red

トレ　　ド　クルヴォ ヴィルゴファミリーエディションホワイト

 Torre do Curvo Virgo family edition white

カルヴァリャオ　トルト キンタ　ド　キャルヴァラオン　トルト

Carvalhão Torto Quinta DO Carvalhão Torto

カルヴァリャオ　トルト エストラダ　ド　コルテ　ブランコ

Carvalhão Torto Estrada da Corte Branco

ワインドロップス ソムニュウム

Wine Drops Somnium

ヘルダッド　ド　セボーラル ヘルダッド　ド　セボーラル　ブランコ　シューペリオール

Herdade do Cebolal Herdade do Cebolal Branco Superior

ヴァラドス　デ　メルガソ ヴァラドスデメルガソ　レゼルヴァ

Valados de Melgaço Valados de Melgaço – Reserva

コルティーニャ　ヴェーリャ コルティーニャヴェーリャ　アルヴァリーニョ　レゼルバ

Cortinha Velha Cortinha Velha Alvarinho Reserva

ヴィットー　ユゴ　アルフォンソ　クラロ ドミノ　　　サラオ　　フリオ

Vitor    Hugo Afonso Claro Domino Salao Frio

アウテイロス　　アルトス アウテイロス　アルトス　ロゼ

OUTEIROS ALTOS OUTEIROS ALTOS Rosé

株式会社エフセラーズ
東京都府中市清水が丘２−５１−４９ ブース NO.

０４２−４０５−４１９４
担当：代表　藤上　/　E-Mail： hiro@fcellars.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

モンターニュ・リュシュ シャルドネ ドラゴンズ・バック

MONTAGNE RUSSE CHARDONNAY DRAGON'S BACK

モンターニュ・リュシュ シャルドネ ロバーツ・ロード

MONTAGNE RUSSE CHARDONNAY ROBERTS ROAD

モンターニュ・リュシュ  ピノ・ノワール ソノマ・コースト

MONTAGNE RUSSE PINOT NOIR SONOMA COAST

モンターニュ・リュシュ  ピノ・ノワール ドラゴンズ・バック

MONTAGNE RUSSE PINOT NOIR DRAGON'S BACK

セラーズ ３３ ”ベティー” カリフォルニア・ホワイトワイン

CELLARS33 'THE BETTY' CALIFORNIA WHITE WINE

バレンタイン・ヴィンヤーズ メルロー

BALLENTINE VINEYARDS MERLOT

バレンタイン・ヴィンヤーズ ジンファンデル

BALLENTINE VINEYARDS ZINFANDEL

メッテラー ファミリー ヴィンヤーズ アルバリーニョ

METTLER FAMILY VINEYARDS ALBARINO

ストーム・ワインズ ソーヴィニョン・ブラン

STORM WINES SAUVIGNON BLANC

ストーム・ワインズ ピノ・ノワール

STORM WINES PINOT NOIR

農業生産法人ひるぜんワイン有限会社
岡山県真庭市蒜山上福田1205-32 ブース NO.

0867-66-4424
担当：法華/E-Mail：kohei.hokka.hiruzenwine1987@gmail.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

山葡萄　赤

HILLZEN　RED　VITIS　COIGNETIAE

三座　赤

Tridentate　RED

三座　赤

Tridentate　RED

山葡萄　ロゼ

HILLZEN　ROSE　VITIS　COIGNETIAE

三座　ロゼ

Tridentate　ROSE

三座　ロゼ

Tridentate　ROSE

岡山ピオーネ

OKAYAMA　Pione

蒜山ブルーベリーワイン

Blueberry　Wine

シャルドネ

CHARDONNAY

その他 岡山県 日本 NV 小売価格 ¥1,600 360ml

白 岡山県 日本 2017 小売価格 ¥3,000 720mlひるぜんワイン有限会社

ひるぜんワイン有限会社

その他 岡山県 日本 NV 小売価格 ¥1,600 360ml

その他 岡山県 日本 2017 小売価格 ¥2,000 360mlひるぜんワイン有限会社

ひるぜんワイン有限会社

その他 岡山県 日本 2018 小売価格 ¥3,200 720ml

その他 岡山県 日本 NV 小売価格 ¥2,800 720mlひるぜんワイン有限会社

ひるぜんワイン有限会社

赤 岡山県 日本 NV 小売価格 ¥2,800 720ml

赤 岡山県 日本 NV 小売価格 ¥1,600 360mlひるぜんワイン有限会社

ひるぜんワイン有限会社

49
価格(税抜)

赤 岡山県 日本 2017 小売価格 ¥3,700 720mlひるぜんワイン有限会社

赤
カリフォルニア

サンタバーバラ
アメリカ 2014 小売価格 ¥6,800 サクラアワード ダブルゴールド受賞

白
カリフォルニア

ローダイ
アメリカ 2017 小売価格 ¥4,400

白
カリフォルニア

サンタ・イネズ・ヴァレー
アメリカ 2018 小売価格 ¥4,400

赤
カリフォルニア

ナパバレー
アメリカ 2016 小売価格 ¥6,980 サクラアワード ゴールド受賞

赤
カリフォルニア

ナパバレー
アメリカ 2016 小売価格 ¥6,400

赤
カリフォルニア

ソノマコースト
アメリカ 2017 小売価格 ¥6,980

白
カリフォルニア

ローダイ
アメリカ 2015 小売価格 ¥4,500 サクラアワード ゴールド受賞

白
カリフォルニア

ソノマコースト
アメリカ 2017 小売価格 ¥5,980

赤
カリフォルニア

ソノマコースト
アメリカ 2017 小売価格 ¥4,500

48
価格(税抜)

白
カリフォルニア

ソノマコースト
アメリカ 2016 小売価格 ¥4,500

ロゼ アレンテージョ ポルトガル 2016 小売価格 ¥2,909

赤 アレンテージョ ポルトガル 2013 小売価格 ¥4,364

白
ヴィーニョヴェルデ

モンサオン
ポルトガル 2016 小売価格 ¥3,140

白
ヴィーニョヴェルデ

メルガソ
ポルトガル 2015 小売価格 ¥3,755

白 セトゥーバル ポルトガル 2015 小売価格 ¥4,136

白 ドーロ ポルトガル 2014 小売価格 ¥4,400

白 ダン ポルトガル 2015 小売価格 ¥2,491

赤 アレンテージョ ポルトガル 2015 小売価格 ¥3,200

白

赤 ダン ポルトガル 2007 小売価格 ¥3,291

アレンテージョ ポルトガル 2016 小売価格 ¥3,200

47
価格(税抜)
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【 掲載はブースNO.順となります。】
安曇野ワイナリー株式会社
長野県安曇野市三郷小倉6687-5 ブース NO.

0263-77-7700
担当：丸山善美　/　E-Mail：y-maruyama@kashiyama.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

シャトージュン株式会社
山梨県甲州市勝沼町菱山3308 ブース NO.

090-7245-5592
担当：西浦昌文/　E-Mail：nishiura@jun.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

シャトージュン

CHATEAU JUN

シャトージュン

CHATEAU JUN

シャトージュン

CHATEAU JUN

シャトージュン

CHATEAU JUN

シャトージュン

CHATEAU JUN

シャトージュン

CHATEAU JUN

シャトージュン

CHATEAU JUN

三和酒類株式会社 安心院葡萄酒工房
大分県宇佐市山本2231-1 ブース NO.

0978-32-3737
担当：後藤 直樹 /　E-Mail：goto-n@kokuzo.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

49
価格(税抜)

泡 長野県 日本 2016 小売価格 ¥2,600

白 長野県 日本 2018 小売価格 ¥2,500

白 長野県 日本 2018 小売価格 ¥1,400

安曇野ワイナリー㈱

安曇野ワイナリー㈱

安曇野ワイナリー㈱

赤 長野県 日本 2016 小売価格 ¥1,400

白 長野県 日本 2017 小売価格 ¥3,000

安曇野ワイナリー㈱

安曇野ワイナリー㈱

コンコード 2016 甘口

シャルドネ樽熟成 2017

赤 長野県 日本 2016 小売価格 ¥3,200

赤 長野県 日本 2018 小売価格 ¥1,800

安曇野ワイナリー㈱

安曇野ワイナリー㈱

メルロ樽熟成 2016

マスカット・ベーリーA森村ヴィンヤード 2018

極甘口 長野県 日本 2016 小売価格 ¥3,000

赤 長野県 日本 2015 小売価格 ¥4,500

安曇野ワイナリー㈱

安曇野ワイナリー㈱

紅玉デザート 2016

安曇野リザーブ 2015

49
価格(税抜)

ロゼ 山梨県 日本 NV 小売価格 ¥1,500

白 山梨県 日本 2018 小売価格 ¥2,000

白 山梨県 日本 2018 小売価格 ¥3,500

白 山梨県 日本 2017 小売価格 ¥3,500

白 山梨県 日本 2017 小売価格 ¥2,500

白 山梨県 日本 NV 小売価格 ¥1,500

泡 山梨県 日本 NV 小売価格 ¥2,000

49
価格(税抜)

白 大分県宇佐市安心院町 日本 2018 小売価格 ¥2,164安心院葡萄酒工房 安心院ワイン ソーヴィニヨンブラン

白 大分県宇佐市安心院町 日本 2018 小売価格 ¥2,709

赤 大分県宇佐市安心院町 日本 NV 小売価格 ¥2,591安心院葡萄酒工房

安心院葡萄酒工房 安心院ワイン フランシスコナイアガラ 

小売価格 ¥2,909

白 大分県宇佐市安心院町 日本 2018 小売価格 ¥2,909安心院葡萄酒工房

安心院葡萄酒工房

小売価格 ¥3,182

白 大分県宇佐市安心院町 日本 2018 小売価格 ¥3,374安心院葡萄酒工房

安心院葡萄酒工房

安心院ワインシャルドネリザーブ

安心院スパークリングワイン白

安心院ワイン シャルドネイモリ谷

安心院ワイン　アルバリーニョ

安心院フォーティーファイドワインザビエル

泡 大分県宇佐市安心院町 日本 2017

白 大分県宇佐市安心院町 日本 2018

赤 大分県宇佐市安心院町 日本 2017 小売価格 ¥3,636

赤 大分県宇佐市安心院町 日本 2016 小売価格 ¥2,636安心院葡萄酒工房

安心院葡萄酒工房

安心院ワイン諸矢テンプラニーリョ

安心院ワイン 小公子

安曇野ソーヴィニョン・ブラン 2018

ナイアガラ 2018 辛口

シャルドネスパーク 2016

ジュンスパークリング

ジャパンセレクトデラウエア

甲州2017樽熟成フレンチオーク

シャルドネ2017

ソーヴィニヨン・ブラン2018

甲州2018

ジャパンセレクト巨峰ピオーネ
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【 掲載はブースNO.順となります。】
株式会社　岩の原葡萄園
新潟県上越市大字北方1223番地 ブース NO.

025-528-4002
担当：営業部　小林　明/　E-Mail：akira_kobayashi@iwanohara.sgn.ne.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

岩の原葡萄園 深雪花　赤

IWANOHARA　VINEYARD MIYUKIBANA

岩の原葡萄園 深雪花　白

IWANOHARA　VINEYARD MIYUKIBANA

岩の原葡萄園 深雪花　ロゼ

IWANOHARA　VINEYARD MIYUKIBANA

岩の原葡萄園 ヘリテイジ

IWANOHARA　VINEYARD HERITAGE

岩の原葡萄園 有機栽培ぶどう使用マスカット・ベーリーA

IWANOHARA　VINEYARD YUUKISAIBAIBUDOUSHIYOU　MUSCAT　BAILEY A

岩の原葡萄園 マスカット・ベーリーA

IWANOHARA　VINEYARD MUSCAT　BAILEY　A

岩の原葡萄園 ブラック・クイーン

IWANOHARA　VINEYARD BLACK　QUEEN

岩の原葡萄園 ローズ・シオター　辛口

IWANOHARA　VINEYARD ROSE　CIOTAT

岩の原葡萄園 レッド・ミルレンニューム　辛口

IWANOHARA　VINEYARD RED　MILLENNIUM

岩の原葡萄園 レッド・ミルレンニューム　甘口

IWANOHARA　VINEYARD RED　MILLENNIUM

丹波ワイン株式会社
京都府船井郡京丹波町豊田鳥居野96 ブース NO.

0771-82-2002
担当：営業企画部　坂本 /　E-Mail：sakamoto@tambawine.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

株式会社仙台秋保醸造所（秋保ワイナリー）
宮城県仙台市太白区秋保町湯元枇杷原西６ ブース NO.

022-226-7475
担当：毛利　/　E-Mail：mohri-c@akiuwinery.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

秋保ワイナリー シレンツィオ　ロッソ

AKIU WINERY SILENZIO ROSSO

秋保ワイナリー メルロー

AKIU WINERY MERLOT

秋保ワイナリー マスカットベーリーＡ

AKIU WINERY Muscat Bailey A

秋保ワイナリー シャルドネ

AKIU WINERY CHARDONNAY

秋保ワイナリー 甲州シュールリー

AKIU WINERY KOSHU SUR LIE

秋保ワイナリー 甲州

AKIU WINERY KOSHU

秋保ワイナリー スチューベン　ロゼ

AKIU WINERY STEUBEN ROZE

秋保ワイナリー シードル　辛口

AKIU WINERY CIDER BRUT

秋保ワイナリー シードル　中甘口

AKIU WINERY CIDER DOLCE

泡 宮城県仙台市 日本 2018 小売価格 ¥908

泡 宮城県仙台市 日本 2018 小売価格 ¥908

白 宮城県仙台市 日本 2017 小売価格 ¥2,000

ロゼ 宮城県仙台市 日本 2017 小売価格 ¥2,000

白 宮城県仙台市 日本 2018 小売価格 ¥2,500

白 宮城県仙台市 日本 2018 小売価格 ¥2,315

赤 宮城県仙台市 日本 2018 小売価格 ¥3,000

赤 宮城県仙台市 日本 2018 小売価格 ¥2,315

49
価格(税抜)

赤 宮城県仙台市 日本 2016 小売価格 ¥10,000

丹波ワイン

丹波ワイン

丹波ワイン

丹波ワイン

丹波鳥居野トラディショナル

京都丹波サンジョベーゼ

京都丹波ピノ・ノワール

京丹後産サペラヴィ

すめらぎ赤

すめらぎ白

小式部赤

てぐみロゼ

てぐみ３３０

赤 京都府 日本 2016 小売価格 ¥2,000丹波ワイン

丹波ワイン

49
価格(税抜)

泡 山形県・山梨県 日本 NV open

泡 山梨県 日本 NV 小売価格 ¥1,650

泡 京都府 日本 2013 小売価格 ¥3,800

白 兵庫県・山梨県 日本 NV 小売価格 ¥1,800

赤 山梨県・長野県 日本 NV 小売価格 ¥1,800

赤 京都府 日本 2017 小売価格 ¥3,500

赤 京都府 日本 2017 小売価格 ¥3,000

丹波ワイン

丹波ワイン

丹波ワイン

赤 新潟 日本 2016 小売価格 ¥4,000

赤 新潟 日本 2016 小売価格 ¥4,000

ロゼ 新潟 日本 NV 小売価格 ¥2,017

赤 新潟 日本 2016 小売価格 ¥5,000

¥5,000

白 新潟 日本 2017 小売価格

白 新潟 日本 NV 小売価格 ¥2,017

赤 新潟 日本 2016 小売価格 ¥4,500

49
価格(税抜)

赤 新潟 日本 NV 小売価格 ¥2,017

¥3,000

白 新潟 日本 2017 小売価格 ¥3,000

泡 山梨県・長野県 日本 NV 小売価格 ¥1,300

白 新潟 日本 2017 小売価格
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【 掲載はブースNO.順となります。】
江崎グリコ株式会社
大阪市西淀川区歌島4-6-5 ブース NO.

06-6477-8418
担当：中司 武史　/　E-Mail：takeshi.nakatsuka@glico.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

株式会社ティーエスシー
長野県上田市箱畳67-7 ブース NO.

080-1146-1416
担当：田島佳典/　E-Mail：k.tajima4@gmail.com

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

ボビン アナ　マリア　ロゼ

BOVIN Ana Marija Rose

ボビン シャルドネ　バリック

BOVIN Chardonnay Barrique

ボビン シャルドネ

BOVIN Chardonnay

ボビン リースリング

BOVIN Riesling

ボビン トラミネッツ

BOVIN Traminec

ボビン ディッサン　ホワイト

BOVIN Dissan White

ボビン ディッサン　バリック

BOVIN Dissan Barrique

ボビン ヴラネッツ

BOVIN Vranec

ボビン カベルネ　フラン

BOVIN Cabernet Franc

ボビン プチヴェルド

BOVIN Petit Verdot

ボビン カベルネソーヴィニヨン　スーペリア

BOVIN Cabernet Sauvignon Superior

株式会社モトックス
大阪府東大阪市小阪本町1-6-20 ブース NO.

06-6723-3131
担当：馬谷佳美　/　E-Mail：y_umatani@mottox.co.jp

type ワイナリー名 ワイン名 地域名 国名 VT 備考

エルギン・リッジ ２８２　ソーウ゛ィニヨン・ブラン

Elgin Ridge 282 Sauvignon Blanc

エルギン・リッジ カオス・ホワイト

Elgin Ridge Chaos White

アルパマンタ　エステイト・ワインズ アルパマンタ　ブレバ　ソーウ゛ィニヨン・ブラン

Alpamanta Estate Wines Alpamanta Breva Sauvignon Blanc

アルパマンタ　エステイト・ワインズ アルパマンタ　ブレバ　ロゼ

Alpamanta Estate Wines Alpamanta Breva Rose

ウ゛ィンテロパー パーク・ワイン　ホワイト

Vinteloper Park Wine White

ウ゛ィンテロパー アーバン・ワイナリー・プロジェクト　ホワイト

Vinteloper Urban Winery Project White

ウ゛ィンテロパー パーク・ワイン　レッド

Vinteloper Park Wine Red

ウ゛ィンテロパー アーバン・ワイナリー・プロジェクト　レッド

Vinteloper Urban Winery Project Red

クワトロキロス　ビニコラ ザ・アイランド・シンジケイト

4kilos Vinicola The Island Syndicate

クワトロキロス　ビニコラ モトール　カイエット

4kilos Vinicola Motor Callet

赤 サウス・オーストラリア オーストラリア 2016 小売価格 ¥3,800

赤 バレアレス諸島 スペイン 2017 小売価格 ¥2,600

赤 バレアレス諸島 スペイン 2018 小売価格 ¥2,800

白 サウス・オーストラリア オーストラリア 2017 小売価格 ¥3,500

赤 サウス・オーストラリア オーストラリア 2016 小売価格 ¥2,250

ロゼ メンドーサ アルゼンチン 2018 小売価格 ¥3,450

白 サウス・オーストラリア オーストラリア 2018 小売価格 ¥2,400

白 ウエスタン・ケープ 南アフリカ 2017 小売価格 ¥4,250

白 メンドーサ アルゼンチン 2018 小売価格 ¥3,450

2016 小売価格 ¥3,400

白 ウエスタン・ケープ 南アフリカ 2016 小売価格 ¥2,300

赤 Tikvesh(ティクベシュ） 北マケドニア 2016 小売価格 ¥4,800

赤 Tikvesh(ティクベシュ） 北マケドニア 2015 小売価格 ¥3,200

赤 Tikvesh(ティクベシュ） 北マケドニア 2016 小売価格 ¥3,000

赤 Tikvesh(ティクベシュ） 北マケドニア

白 Tikvesh(ティクベシュ） 北マケドニア 2018 小売価格 ¥2,500

白 Tikvesh(ティクベシュ） 北マケドニア 2016 小売価格 ¥2,000

白 Tikvesh(ティクベシュ） 北マケドニア 2018 小売価格 ¥2,500

白 Tikvesh(ティクベシュ） 北マケドニア 2017 小売価格 ¥2,500

2018 小売価格 ¥2,500

白 Tikvesh(ティクベシュ） 北マケドニア 2017 小売価格 ¥4,400

ﾜｲﾝではありません｡ポッキー＜女神のルビー＞

50
価格(税抜)

53
価格(税抜)

赤 Tikvesh(ティクベシュ） 北マケドニア 2016 小売価格 ¥3,500

小売価格 ¥924

52
価格(税抜)

ロゼ Tikvesh(ティクベシュ） 北マケドニア
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会場案内図

株式会社ジリオン 一般社団法人 日本ホテルバーメンズ協会 一般社団法人日本ワイン協会

i-WINE HAPPINESS株式会社 ワインの王子様／株式会社木屋

日本酒類販売株式会社 株式会社メモス ・ ひるぜんワイン

株式会社岸本 フロンティア物産株式会社 ・ 安曇野ワイナリー

株式会社パナバック アフリカー ・ シャトージュン

エノテカ株式会社 株式会社Hummingbird ・ 三和酒類㈱安心院葡萄酒工房

株式会社スマイル 川商フーズ株式会社 ・ 岩の原葡萄園

ファームストン株式会社 株式会社明治屋 ・ 丹波ワイン

巴ワイン・アンド・スピリッツ 株式会社 株式会社徳岡 ・ 仙台秋保醸造所（秋保ワイナリー）

株式会社 リブ・コマース サッポロビール株式会社

ピーロート・ジャパン株式会社 卸営業部 有限会社カツミ商会 江崎グリコ株式会社

株式会社正光社 BJプランニング ワインズ エコールドフロマージュ

有限会社三幸蓮見商店 アクサス 株式会社 株式会社ティーエスシー

NTKジャパン株式会社 株式会社リエゾン 株式会社モトックス

株式会社ダイセイワールド 木下インターナショナル株式会社

株式会社ミレジム Garnacha＆Grenache European Quality Wines

株式会社オーケーエージェンシー 三井食品株式会社

プロヴァンスワイン委員会 株式会社カサ・ピノ・ジャパン

ウォンズパブリシングリミテッド 株式会社勝田商店

ワインアンドワインカルチャー株式会社 プートン葡萄酒

オルニス株式会社 兎田ワイナリー（埼玉・秩父）

一般社団法人 日本ソムリエ協会 Viile Budureasca（Romania） 株式会社ツヴィーゼル・ジャパン

株式会社都光 株式会社Cest la vinho CORAVIN

フルール デュ ヴァン 株式会社エフセラーズ RSN　JAPAN株式会社
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C
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