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DG スペイン アラゴン 赤 エナーテ クリアンサ 2009 Tempranillo 750 D エノテカ株式会社 2599

DG スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
白 ビセンテ ガンディア ネブラ ヴェルデホ ルエダ 2014 Verdejo 750 E コルドンヴェール株式会社 2016

DG スペイン
カスティーリャ・ラ・

マンチャ
赤 ボデガス エルマノス ペレス パスクアス ペドロサ レゼルバ2001 2001 Tempranillo 750 A 株式会社ディーエイチシー 0263

DG スペイン カタルーニャ 赤 セリェール ピニョル ヌエストラ セニョーラ ポルタル 赤 2011 Grenache/Garnacha 750 D 株式会社モトックス 2211

DG スペイン カタルーニャ 白 セリェール ピニョル ヌエストラ セニョーラ ポルタル 白 2013 Garnacha Blanca 750 D 株式会社モトックス 2212

DG スペイン カバ スパークリング コドーニュ コドーニュ キュヴェ レイナ マリア クリスティーナ 2011 Pinot Noir 750 B メルシャン株式会社 1964

DG スペイン カバ スパークリング フレシネ フレシネ セミセコ ロゼ N.V. Trepat 750
D

サントリーワインインターナショナル株式会社 2319

DG スペイン カバ スパークリング ムッサ カヴァ ムッサ ブリュット N.V. Xare-lo 750 E マルカイコーポレーション株式会社 2393

DG スペイン カバ スパークリング モンマルサル モンマルサル グラン キュヴェ ブリュット レゼルバ                                                                     N.V. Maccabeu 750 D 株式会社ヴィノスやまざき 3236

DG スペイン カバ スパークリング モンマルサル エクストレマリウム ロゼ ブリュット                                                                                N.V. Pinot Noir 750 C 株式会社ヴィノスやまざき 3238

DG スペイン ガリシア 白 ボデーガス マルティーン コダックス マリエッタ 2013 Albariño 750 D 株式会社パラジャパン 1088

DG スペイン ラ・リオハ 赤 ボデガス フランコ＝エスパニョラス リオハ ボルドン レゼルバ 2009 Tempranillo 750 D --- 0649

DG スペイン ラ・リオハ 赤 ビニェードス レアル ルビオ レアル ルビオ グラン レセルバ 2005 Tempranillo 750 B 株式会社メイセイトレーディング 0678

DG スペイン ラ・リオハ 白 ボデガス ヴァルサクロ セルナ・インペリアル ブランコ 2009 Viura 750 D 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ 2118

DG スペイン ラ・リオハ 白 ボデガ コンダドール ケ ボニート カカレアバ 2011 Garnacha Blanca 750
A

株式会社グルメミ－トワールド 3308

G スペイン アラゴン 赤 グランデス ビノス イ ビニェドス アナヨン セレクシオン 2011 Tempranillo 750 C 株式会社フィラディス 2135

G スペイン アラゴン 白 エナーテ シャルドネ フェルメンタード エン バリッカ 2013 Chardonnay 750 C エノテカ株式会社 2601

G スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
白 ハビエル サンス ヴィティカルトール ハビエル サン ベルデホ 2013 Verdejo 750 D --- 0364

G スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
赤 マタロメラ マタロメラ クリアンサ 2011 Tempranillo 750 B ピーロート・ジャパン株式会社 0455

G スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
白 ボデガ エルマノス デル ビジャール バルデラピンタ 2014 Verdejo 750

E
株式会社都光酒販 1179

G スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
白 パゴス デル レイ アナリヴィア ヴェルデホ 2012 Verdejo 750 E 株式会社スマイル 0720

G スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
赤 レガリス レガリス レセルバ 2010 Tempranillo 750

B
サッポロビール株式会社 1518

G スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
白 ボデガ ペドロ エスクデーロ フエンテ エルビラ 2014 Verdejo 750 D 株式会社ラヴニール 1795

G スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
白 ボデガ ペドロ エスクデーロ フエンテ ミラノ ４フェルメンタシオン 2014 Verdejo 750 株式会社ラヴニール 1796

G スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
白 ボデガ カステロ デ メディナ カステロ ノーブレ 2013 Verdejo 750 D 株式会社稲葉 1886

G スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
白 ボデガ カステロ デ メディナ カステロ デ メディナ ベルデホ ベンディミア 2013 Verdejo 750 B 株式会社稲葉 1887

G スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
赤 ボデガ ペニャフィエル ミロス デ リベラ クランサ 2009 Tempranillo 750 C ボニリジャパン株式会社 1898

G スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
赤 ボデガス アバニコ エテルヌム・ヴィティ 2011 Tinta de Toro 750 D 株式会社フィラディス 2137

G スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
赤 ボデガス バルバス ボデガス バルバス レセルバ 2008 Tempranillo 750 B 株式会社ヴィノスやまざき 3226

G スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
赤 ボデガス バルバス ボデガス バルバス グラン レセルバ 2001 Tempranillo 750 A 株式会社ヴィノスやまざき 3227

G
スペイン

カスティーリャ・ラ・

マンチャ
白 ムレダ ワイナリー ムレダ シャルドネ 2013 Chardonnay 750 E 東亜商事株式会社 0987

G スペイン
カスティーリャ・ラ・

マンチャ
赤 ヴィニコラ デ トメヨソ ＳＣＬ フィンカ セラーダ レゼルバ 2006 Tempranillo 750 E 巴ワイン・アンド・スピリッツ株式会社 1336

G スペイン
カスティーリャ・ラ・

マンチャ
赤 フェリックス ソリス ヴィニャ アルバリ テンプラニーリョ 2013 Temranillo 750 F アサヒビール株式会社 3410

G スペイン カタルーニャ 赤 ウニオ セラーズ デル ノヤ ドンロメロ ティント赤 N.V. Tempranillo 750 F 国分株式会社 2889

G スペイン カタルーニャ スパークリング ロジャーグラート コンテ アルナウ ロゼ 2012 - 750 D 三国ワイン株式会社 2747

G スペイン カタルーニャ スパークリング ロジャーグラート カヴァ ロゼ ブリュット 2011 Garnacha 750 D 三国ワイン株式会社 2749

G スペイン カタルーニャ 白 ブイル ジーネ ブイルジーネ バボワ ブラン 2012 Grenache White/Grenache Blanc750 D 株式会社ヴィノスやまざき 3250

G スペイン カバ スパークリング ペレラーダ ペレラーダ カバ ブリュット レゼルバ N.V. Macabeo/Maccabeu/Viura 750 D 合同酒精株式会社 0604
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G スペイン カバ スパークリング ペレラーダ ペレラーダ カバ ブリュット ロゼ N.V. Grenache/Garnacha 750 D 合同酒精株式会社 0605

G スペイン カバ スパークリング ペレ ベンチュラ イ ファミリア トレソール ロゼ N.V. Trepat 750 D 株式会社オーバーシーズ 0668

G スペイン カバ スパークリング バック グラン バック N.V. Macabeo/Maccabeu/Viura 750
D

サッポロビール株式会社 1519

G スペイン カバ スパークリング カステルロッチ カバ ブルット ナトゥレ グラン レセルバ 2009 Xare-lo 750 B 株式会社稲葉 0502

G スペイン カバ スパークリング コドーニュ アナ デ コドーニュ ロゼ N.V. Pinot Noir 750 D メルシャン株式会社 1963

G スペイン カバ スパークリング コビデス ヴィンヤードｰワイナリーズ ゼニウス ブリュット N.V. Macabeo/Maccabeu/Viura 750 D 株式会社徳岡 2291

G スペイン カバ スパークリング コビデス ヴィンヤードｰワイナリーズ ゼニウス ブリュット ロゼ N.V. Trepat 750 D 株式会社徳岡 2293

G スペイン カバ スパークリング コビデス ヴィンヤードｰワイナリーズ ドュック デ フォワ ブリュット ナチュレ N.V. Macabeo/Maccabeu/Viura 750 A 株式会社徳岡 2295

G スペイン カバ スパークリング フレシネ フレシネ コルドン ネグロ N.V. Parellada 750
D

サントリーワインインターナショナル株式会社 2317

G スペイン カバ スパークリング フレシネ リゴル エクセレンシア ブリュット N.V. Macabeo 750 F コルドンヴェール株式会社 2693

G スペイン カバ スパークリング ハウメ セラ カバ アルテラティーノ ブリュット N.V. Macabeu 750 E 株式会社ヴィノスやまざき 3220

G スペイン カバ スパークリング モンマルサル パラウ カバ ブリュット                                                                                     N.V. Xare-lo 750 E 株式会社ヴィノスやまざき 3234

G スペイン カバ スパークリング モンマルサル モンマルサル カバ ブリュット                                                                                   N.V. Xare-lo 750 D 株式会社ヴィノスやまざき 3237

G スペイン マヨルカ 白 ミケル ジェラベール ミケルジェラベール ゴロス ブラン 2012 Riesling 750 C 株式会社ヴィノスやまざき 3245

G スペイン ムルシア 赤 ボデガス ルソン アルトス デ ルソン 2010 Monastrell 750 C --- 1426

G スペイン ラ・リオハ 赤 エル コト デ リオハ エル コト ティント 2012 Tempranillo 750 E アサヒビール株式会社 0491

G スペイン ラ・リオハ 赤 ビニェードス レアル ルビオ レアル ルビオ レセルバ 2007 Tempranillo 750 C 株式会社メイセイトレーディング 0677

G スペイン ラ・リオハ 赤 マルケス デ リスカル マルケス デ リスカル ティント レセルバ 2009 Tempranillo 750
D

サッポロビール株式会社 1548

G スペイン ラ・リオハ 赤 ボデガス ヴァルサクロ ラソン 2008 Tempranillo 750 E 株式会社トゥエンティーワンコミュニティ 2117

G スペイン ラ・リオハ 赤 マルケス デ カセレス グラン レセルバ 2005 Tempranillo 750
B

株式会社アルカン 2418

G スペイン ラ・リオハ 赤 クネ クネ リオハ レセルバ 2009 Tempranillo 750 C 三国ワイン株式会社 2732

G スペイン ラ・リオハ 赤 クネ インペリアル レセルバ 2009 Tempranillo 750 B 三国ワイン株式会社 2733

S スペイン アラゴン 赤 ノストラーダ ゴールドラベル グランレゼルヴァ 1994 Grenache/Garnacha 750 D リラックス 0392

S スペイン アラゴン 赤 ボルサオ ボルサオ クラシコ ティント 2013 Grenache/Garnacha 750 F メルシャン株式会社 1957

S スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
白 ハビエル サンス ヴィティカルトール ハビエル サン セミデルチェ 2014 Verdejo 750 B --- 1174

S スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
白 ボデガ ハビエル サンス ビティクルトール オルデン テルセーラ ルエダ 2013 Veldejo 750 E 巴ワイン・アンド・スピリッツ株式会社 1334

S スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
赤 レガリス レガリス クリアンサ 2010 Tempranillo 750

C
サッポロビール株式会社 1549

S スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
白 ボデガ カステロ デ メディナ カステロ デ メディナ ベルデホ 2014 Verdejo 750 E 株式会社稲葉 1884

S スペイン
カスティーリャ・イ・

レオン
白 ボデガ ペニャフィエル アルバ デ ミロス 2013 Verdejo 750 C ボニリジャパン株式会社 1899

S スペイン
カスティーリャ・ラ・

マンチャ
赤 ボデガス フェルナンド カストロ アロマ エスパニョール N.V. Tempranillo 750 D 有限会社 ホセ・インターナショナル 0030

S スペイン
カスティーリャ・ラ・

マンチャ
白 ゴンザレス ビアス アルトザーノ ヴェルデホ＆ソーヴィニョン ブラン 2013 Verdejo 750 E メルシャン株式会社 1969

S スペイン
カスティーリャ・ラ・

マンチャ
赤 ボデガス ラトゥエ クリアリー オーガニック カベルネ・ソーヴィニョン＆シラー バリッカ 2008 Cabernet Sauvignon 750

D
株式会社徳岡 2930

S スペイン
カスティーリャ・ラ・

マンチャ
赤 フィンカ ラ エスタカーダ エスタカーダ セレクション ヴァリエターレ 18ヶ月樽                                                                    2008 Tempranillo 750 C 株式会社ヴィノスやまざき 3229

S スペイン
カスティーリャ・ラ・

マンチャ
赤 フィンカ ラ エスタカーダ エスタカーダ セクア カベルネ シラー                                                                               2010 Cabernet Sauvignon 750 B 株式会社ヴィノスやまざき 3230

S スペイン カタルーニャ 赤 セラー エル マスロイジ ソラ フレッド 2013 Carignan/Mazuelo 750 E 株式会社オーバーシーズ 0109

S スペイン カタルーニャ 白 ボデガス コステルス デル セグレ ラス・クアドラス白 2013 Chardonnay 750 C 株式会社ディーエイチシー 0276

S スペイン カタルーニャ 赤 ビンス デ ペドラ ラ ムサ 2012 Cabernet Sauvignon 750 B 株式会社メイセイトレーディング 0679

S スペイン カタルーニャ 赤 アルデボル コマ ダン ロミュ 2009 Cabernet Sauvignon 750 C 株式会社稲葉 0504
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S スペイン カタルーニャ 白 セリェール ピニョル ラッチ デ ライム 白 2013 Garnacha Blanca 750 E 株式会社モトックス 2214

S スペイン カバ スパークリング ヴィラウナウ ヴィラウナウ ナトゥーレ N.V. Macabeo 750 D 日本リカー株式会社 0054

S スペイン カバ スパークリング マタ イ コロマ ペレ マタ ブリュット レゼルバ N.V. Macabeo 750 D 株式会社ディーエイチシー 0266

S スペイン カバ スパークリング ユニオン ビニコラ デル エステ ベソ デ レセルヴァ ブリュット ナチュレ N.V. Macabeo/Maccabeu/Viura 750
E

アサヒビール株式会社 1299

S スペイン カバ スパークリング ユニオン ビニコラ デル エステ ナソル デ レケーナ ブリュット N.V. Macabeo/Maccabeu/Viura 750
D

アサヒビール株式会社 1301

S スペイン カバ スパークリング ムッサ カヴァ ムッサ ブリュット ナチューレ N.V. Xare-lo 750 E マルカイコーポレーション株式会社 2394

S スペイン カバ スパークリング EMWグランデ ヴィン カヴァ １９１９ シャルドネ 2009 Chardonnay 750 D コルドンヴェール株式会社 2670

S スペイン カバ スパークリング ロジャーグラート カヴァ グラン キュヴェ ジョセップ ヴァイス 2008 Chardonnay 750 C 三国ワイン株式会社 2750

S スペイン カバ スパークリング モンマルサル モンマルサル カバ ロサード ブリュット                                                                             N.V. Trepat 750 D 株式会社ヴィノスやまざき 3241

S スペイン カバ スパークリング ラルボック カヴァ ピュピトレ ブリュット インペリアルリザ―ウ N.V. Xare-lo 750 D 富士貿易株式会社 3336

S スペイン ガリシア 白 ビオンタ ビオンタ アルバリーニョ 2013 Albariño 750
C

サントリーワインインターナショナル株式会社 2324

S スペイン ナバーラ 赤 ボデガス タンデム タンデム マクラ                                                                2006 Tempranillo 750 C 株式会社ヴィノスやまざき 3233

S スペイン バレンシア 赤 ボデガス ムルベリドロ エクスプレシオン ソリダリティ キュヴェ 2011 Monastrell 750 C ㈲カツミ商会 0022

S スペイン マヨルカ 赤 ビニャグアル ビニャグアル ヴェラン 2009 Manto Negro 750 C 株式会社ヴィノスやまざき 3243

S スペイン マヨルカ 赤 ビニャグアル ビニャグアル グラン ヴェラン 2010 Manto Negro 750 A 株式会社ヴィノスやまざき 3244

S スペイン ムルシア 赤 フアン ヒル シルバー・ラベル 2012 Monastrell 750 C 株式会社フィラディス 2138

S スペイン ラ・リオハ 赤 ビニェードス レアル ルビオ レアル ルビオ オーガニックワイン 2013 Tempranillo 750 D 株式会社メイセイトレーディング 0675

S スペイン ラ・リオハ 赤 ボデーガス ペリカ セイス セパス セイス 2012 Tempranillo 750 C 株式会社パラジャパン 1087

S スペイン ラ・リオハ 白 ボデガス トビーア ダイモン ブランコ 2013 Macabeo 750 D 株式会社パラジャパン 1089

S スペイン ラ・リオハ 赤 ビセンテ ガンディア ライサ クリアンサ 2012 Tempranillo 750 E コルドンヴェール株式会社 2013

S スペイン ラ・リオハ 赤 パラシオス レモンド ラ モンテサ 2011 Grenache/Garnacha 750 C 株式会社ファインズ 2066

S スペイン ラ・リオハ 赤 パラシオス レモンド ラ ベンディミア 2013 Tempranillo 750 D 株式会社ファインズ 2067

S スペイン ラ・リオハ 赤 マルケス デ カセレス レセルバ 2009 Tempranillo 750
C

株式会社アルカン 2417

S スペイン ラ・リオハ 赤 クネ クネ リオハ ビーニャ レアル レセルバ 2009 Tempranillo 750 C 三国ワイン株式会社 2735


