
ポルトガルワイン 輸入アイテムリスト（DOP/IGP別） * 「Ctrl + F」　でデータの検索が可能です

DOP/IGP ワイナリー名 ワイン名 VT カテゴリ 取扱会社 商品詳細URL

DOP: Alenquer 1756ザ・ポルトギーズ・ワイン・カンパニー １５００　レゼルヴァ 2016 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/12

DOP: Alenquer キンタ・ド・ピント ヴィーニャス・ド・ラッソ 2016 白 雄山株式会社 https://www.oyama-web.com/alcoholicdrinks.html#pinto1

DOP: Alenquer キンタ・ド・ピント ヴィーニャス・ド・ラッソ 2013 赤 雄山株式会社 https://www.oyama-web.com/alcoholicdrinks.html#pinto1

DOP: Alenquer キンタ・ド・ピント テラス・ド・アンジョ 2013 白 雄山株式会社 https://www.oyama-web.com/alcoholicdrinks.html#pinto1

DOP: Alenquer キンタ・ド・ピント テラス・ド・アンジョ 2013 赤 雄山株式会社 https://www.oyama-web.com/alcoholicdrinks.html#pinto1

DOP: Alenquer キンタ・ド・ピント キンタ・ド・ピント　エステートコレクション 2013 白 雄山株式会社 https://www.oyama-web.com/alcoholicdrinks.html#pinto1

DOP: Alenquer キンタ・ド・ピント キンタ・ド・ピント　エステートコレクション 2011 赤 雄山株式会社 https://www.oyama-web.com/alcoholicdrinks.html#pinto1

DOP: Alenquer キンタ・ド・ピント ピント　グランドエスコーリャ 2012 白 雄山株式会社 https://www.oyama-web.com/alcoholicdrinks.html#pinto1

DOP: Alenquer キンタ・ド・ピント キンタ・ド・ピント　リミテッドエディション 2010 赤 雄山株式会社 https://www.oyama-web.com/alcoholicdrinks.html#pinto1

DOP: Alentejo J.S.マノ（モンテ・ダ・カペラ） オ・ガジョ・ティント・アレンテージョ　2016 2016 赤 ワインキュレーション株式会社 https://item.rakuten.co.jp/kbwine/eva2550/#eva2550

DOP: Alentejo アコンシェゴ・ダ・アルデイア メストレ・ダニエル 2018 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/107

DOP: Alentejo アコンシェゴ・ダ・アルデイア メストレ・ダニエル 2018 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/104

DOP: Alentejo アコンシェゴ・ダ・アルデイア メストレ・ダニエル　ロテX 2018 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/108

DOP: Alentejo アデガ・デ・ボルバ ボルバ・プレミアム 2016 赤 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246696

DOP: Alentejo アデガ・デ・ボルバ ボルバ・プレミアム 2016 白 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246745

DOP: Alentejo アデガ・デ・ボルバ ボルバ・レゼルバ 2013 赤 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246575

DOP: Alentejo エスポラン エスポラン プライベートセレクション レッド 2013 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=706&w=68

DOP: Alentejo エスポラン エスポラン　レゼルバ　ホワイト 2018 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=897&w=68

DOP: Alentejo エスポラン エスポラン　レゼルバ　レッド 2016 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=897&w=68

DOP: Alentejo エルダーデ・ド・ロシン ロシン　アンフォラ　ヴィーニョ・ティント　（赤） 2016 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip404.html

DOP: Alentejo エルダーデ・ド・ロシン ロシン　アンフォラ　ヴィーニョ・ブランコ　（白） 白 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip403.html

DOP: Alentejo エルダーデ・ド・ロシン ロシン　クレイ　エイジド　（赤） 2016 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip407.html

DOP: Alentejo エルダド・フォンテ・パレデス エルダド・フォンテ・パレデス　サンタ・アナ・レゼルヴァ 2015 赤 ワインキュレーション株式会社 https://item.rakuten.co.jp/kbwine/eva2548/#eva2548
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DOP: Alentejo エルダド・フォンテ・パレデス エルダド・フォンテ・パレデス　モンテ・フスカス・レッド 2017 赤 ワインキュレーション株式会社 https://item.rakuten.co.jp/kbwine/eva2547/#eva2547

DOP: Alentejo カーザ・アグリコラ・アレクシャンドレ・レウヴァス アヤ・チャーミング・ポルトガル 2017 赤 ワインキュレーション株式会社 https://item.rakuten.co.jp/kbwine/eva2551/

DOP: Alentejo カルミン ドナ・ティント 2018 赤 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=149947831

DOP: Alentejo カルミン レゲンゴス・セレクション・ティント 2018 赤 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=149947832

DOP: Alentejo カルミン レゲンゴス・セレクション・ブランコ 2018 白 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=149947833

DOP: Alentejo パウロ・ラウレアーノ ヴィーニャス・ヴェーリャス 2017 赤 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246690

DOP: Alentejo パウロ・ラウレアーノ ヴィーニャス・ヴェーリャス 2017 白 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246691

DOP: Alentejo ヘルダーデ・ド・ロシム ボジャドール・ティント 2019 赤 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=149947835

DOP: Alentejo ヘルダーデ・ド・ロシム ボジャドール・ブランコ 2019 白 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=149947836

DOP: Alentejo モウシャン ドン・ラファエル ホワイト 2017 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=351&w=69

DOP: Alentejo モウシャン ドン・ラファエル レッド 2015 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=350&w=69

DOP: Alentejo モウシャン ポンテ・ダス・カナス 2014 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=818&w=69

DOP: Alentejo モウシャン モウシャン 2013 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=807&w=69

DOP: Alentejo モウシャン モウシャン トネル No3-4 2013 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.kinoshita-intl.co.jp/products/detail.html?id=1018&w=69

DOP: Alentejo ユージニオ・デ・アルメイダ財団 カルトゥーシャ 2014 赤 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246764

DOP: Alentejo ユージニオ・デ・アルメイダ財団 カルトゥーシャ 2016 白 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246763

DOP: Alentejo ユージニオ・デ・アルメイダ財団 ペラマンカ 2016 白 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246765

DOP: Bairrada 　ニーポート ナット・クール　バガ 2017 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=733&p=1&w=60

DOP: Bairrada アゲデ・コーポレイティブ・デ・カンタニェデ コリナス・デ・アンサ　コリェイタ 2018 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/30

DOP: Bairrada アゲデ・コーポレイティブ・デ・カンタニェデ コリナス・デ・アンサ　コリェイタ 2015 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/114

DOP: Bairrada アゲデ・コーポレイティブ・デ・カンタニェデ コリナス・デ・アンサ　レゼルバ　アリント 2016 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/111

DOP: Bairrada アゲデ・コーポレイティブ・デ・カンタニェデ コリナス・デ・アンサ・バガ　レゼルヴァ 2014 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/113

DOP: Bairrada イデアルドリンクス プリンシパル・ティント・グランデ・レゼルヴァ 2011 赤 荒井商事株式会社
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DOP: Bairrada バカリョア アリアンサ・バガ・バイラーダ・レゼルバ 2015
スパークリン

グ
有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246646

DOP: Bairrada バカリョア アリアンサ・バガ・バイラーダ・レゼルバ 2015
スパークリン

グ
有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246774

DOP: Bairrada フィリッパ・パト ノッサ　レッド 2013 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=608&w=63

DOP: Bairrada フィリッパ・パト ポスト-クエルクス　バガ 2016 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=609&w=63

DOP: Bairrada フィリッパ・パト ポスト-クエルクスバガ　１Ｌ 2016 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=879&w=63

DOP: Bairrada ルイス・パト ヴィーニャ・フォーマル ホワイト 2017 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1157&w=62

DOP: Beira

Interior
アルメイダ・ガレ アルメイダ・ガレ・シャルドネ 2018 白 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83

%a1%e3%82%a4%e3%83%80%e3%83%bb%e3%82%ac%e3%83%ac%e3%

83%bb%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%89%e3%83%8d%e

3%80%802018/

DOP: Beira

Interior
アルメイダ・ガレ エントレ・セラス・ホワイト 2017 白 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83

%88%e3%83%ac%e3%83%bb%e3%82%bb%e3%83%a9%e3%82%b9%e3

%83%bb%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%802

017/

DOP: Beira

Interior
アルメイダ・ガレ エントレ・セラス・ホワイト 2018 白 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83

%88%e3%83%ac%e3%83%bb%e3%82%bb%e3%83%a9%e3%82%b9%e3

%83%bb%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%802

018/

DOP: Beira

Interior
カザス・アルタス カザス・アルタス 2017 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/27

DOP: Beira

Interior
カザス・アルタス キンタ・バレー・ド・ルイヴォ　オールドヴィンヤード 2017 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/69

DOP: Beira

Interior
ルイ　ロボレド　マデイラ ベイラ　ティント 2017 赤 株式会社稲葉 https://www.inaba-wine.co.jp/wine/?id=1478847510-941946&sf=1

DOP: Beira

Interior
ルイ　ロボレド　マデイラ ベイラ　ブランコ 2018 白 株式会社稲葉 https://www.inaba-wine.co.jp/wine/?id=1509929399-924660&sf=1

DOP: Beira

Interior
ルイ　ロボレド　マデイラ ベイラ　レゼルヴァ 2016 赤 株式会社稲葉 https://www.inaba-wine.co.jp/wine/?id=1478847711-446310&sf=1

DOP: Dão ヴィニョス　ボルゲス メイアエンコスタ ダン ホワイト 2017 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=892&w=58

DOP: Dão ヴィニョス　ボルゲス メイアエンコスタ ダン レッド 2017 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1195&w=58

DOP: Dão ウダカ アドロ・ダ・セー・エンクルザード 2017 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/udc-06.html

DOP: Dão ウダカ アドロ・ダ・セー・レゼルヴァ・ティント 2015 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/udc-05.html

DOP: Dão ウダカ ウダカ・ダン・ティント 2016 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/udc-04.html

DOP: Dão ウダカ テゾウロ・ダ・セー・ティント・プライベートセレクション 2015 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/udc-07.html

DOP: Dão エノポート ｶﾃﾄﾞﾗﾙ ﾚｾﾞﾙｳﾞｧ 赤 2014 赤 株式会社モトックス http://www.mottox.co.jp/search/detail.php?id=654241
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DOP: Dão カーザ・ダ・パッサレーラ ア・デスコベルタ・ホワイト 2017 白 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%83

%87%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%99%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%

83%bb%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%80201

6/

DOP: Dão カーザ・ダ・パッサレーラ ア・デスコベルタ・レッド 2015 赤 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%83

%87%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%99%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%

83%bb%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e3%80%802014/

DOP: Dão カーザ・ダ・パッサレーラ ア・デスコベルタ・レッド 2016 赤 株式会社正光社

DOP: Dão カーザ・ダ・パッサレーラ ア・デスコベルタ・ロゼ 2018 ロゼ 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%83

%87%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%99%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%

83%bb%e3%83%ad%e3%82%bc%e3%80%802017/

DOP: Dão カーザ・ダ・パッサレーラ ヴィラ・オリベイラ・エンクルザード 2015 白 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%83

%a9%e3%83%bb%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b4%e3%82%a7%e3

%82%a4%e3%83%a9%e3%83%bb%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%af%

e3%83%ab%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%83%89-2015/

DOP: Dão カーザ・ダ・パッサレーラ エンシャルティア・ジャエン 2013 赤 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82

%b7%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2%e3

%83%bb%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%80%802

013/

DOP: Dão カーザ・ダ・パッサレーラ オ・アバニコ・レゼルヴァ 2013 赤 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%82%aa%e3%83%bb%e3%82

%a2%e3%83%90%e3%83%8b%e3%82%b3%e3%83%bb%e3%83%ac%e3

%82%bc%e3%83%ab%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%80%802013/

DOP: Dão カーザ・ダ・パッサレーラ オ・オエノロゴ・ヴィーニャス・ヴェーリャス 2013 赤 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%82%aa%e3%83%bb%e3%82

%aa%e3%82%a8%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%b4%e3%83%bb%e3

%83%b4%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%a3%e3%82%b9

%e3%83%bb%e3%83%b4%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83

%a3%e3%82%b9%e3%80%8020/

DOP: Dão カーザ・ダ・パッサレーラ オ・オエノロゴ・エンクルザード 2017 白 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%82%aa%e3%83%bb%e3%82

%aa%e3%82%a8%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%b4%e3%83%bb%e3

%82%a8%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%82%b6%e3%83%bc%

e3%83%89%e3%80%802017/

DOP: Dão カーザ・ダ・パッサレーラ フジティヴォ・クルティメンタ 2017 白 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%83%95%e3%82%b8%e3%83

%86%e3%82%a3%e3%83%b4%e3%82%a9%e3%83%bb%e3%82%af%e3%

83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%82%bf-

2017/

DOP: Dão カヴェス・アルコス・ド・レイ ヴァスコ・ダ・ガマ・ダン 2013 赤 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246597

DOP: Dão カヴェス・アルコス・ド・レイ ヴァルモンテ 2015 赤 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246744
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DOP: Dão カサ・デ・モウラス カサ・デ・モウラス　エルファ　ティント　（赤） 2014 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip119.html

DOP: Dão カサ・デ・モウラス カサ・デ・モウラス　エンクルザード　ブランコ　（白） 2016 白 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip118.html

DOP: Dão カサ・デ・モウラス カサ・デ・モウラス　ティント　（赤） 2014 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip111.html

DOP: Dão カサ・デ・モウラス カサ・デ・モウラス　ティント　ボット　（赤） 2015 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip121.html

DOP: Dão カサ・デ・モウラス カサ・デ・モウラス　プライベート・セレクション　（赤） 2014 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip112.html

DOP: Dão カサ・デ・モウラス カサ・デ・モウラス　ブランコ　（白） 2017 白 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip110.html

DOP: Dão カサ・デ・モウラス カサ・デ・モウラス　ロゼ　（ロゼ） 2018 ロゼ 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip116.html

DOP: Dão キンタ・ドス・ロケス エンクルザード 2017 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1013&w=64

DOP: Dão キンタ・ドス・ロケス キンタ・ダス・マイアス ゴウベイオ 2017 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=935&w=64

DOP: Dão キンタ・ドス・ロケス キンタ・ダス・マイアス ジャエン 2015 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=94&w=64

DOP: Dão キンタ・ドス・ロケス キンタ・ダス・マイアス マイアス ホワイト 2018 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=802&w=64

DOP: Dão キンタ・ドス・ロケス キンタ・ダス・マイアス マイアス レッド 2015 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1015&w=64

DOP: Dão キンタ・ドス・ロケス キンタ・ダス・マイアス マイアス　ロゼ 2018 ロゼ 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=862&w=64

DOP: Dão キンタ・ドス・ロケス キンタ・ド・コーレイヨ ダン ホワイト 2018 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1011&w=64

DOP: Dão キンタ・ドス・ロケス キンタ・ド・コーレイヨ ダン レッド 2016 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=764&w=64

DOP: Dão キンタ・ドス・ロケス キンタ・ド・コーレイヨ ダン ロゼ 2018 ロゼ 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=861&w=64

DOP: Dão キンタ・ドス・ロケス スパークリング ロゼ 2010
スパークリン

グ
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=451&w=64

DOP: Dão キンタ・ドス・ロケス ダン ホワイト 2017 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=470&w=64

DOP: Dão キンタ・ドス・ロケス ダン レッド 2016 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1012&w=64

DOP: Dão キンタ・ドス・ロケス ティンタ・ロリス 2014 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=740&w=64

DOP: Dão キンタ・ドス・ロケス トウリガ・ナショナル 2015 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=796&w=64

DOP: Dão キンタ・ドス・ロケス レッド レゼルバ 2015 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1014&w=64
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DOP: Dão マグナム ピーニャ 2018 白 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=149947842

DOP: Do Tejo レジリアス サモラ 赤 2017 赤 株式会社リラックス
https://www.cavederelax.com/shop/shopdetail.html?brandcode=00000000890

5&search=%A5%EC%A5%B8%A5%EA%A5%A2%A5%B9&sort=

DOP: Do Tejo レジリアス サモラ 白 2017 白 株式会社リラックス
https://www.cavederelax.com/shop/shopdetail.html?brandcode=00000000890

4&search=%A5%EC%A5%B8%A5%EA%A5%A2%A5%B9&sort=

DOP: Do Tejo レジリアス ティト アルバ 赤 2014 赤 株式会社リラックス
https://www.cavederelax.com/shop/shopdetail.html?brandcode=00000000890

9&search=%A5%EC%A5%B8%A5%EA%A5%A2%A5%B9&sort=

DOP: Do Tejo レジリアス ティト アルバ 白 2017 白 株式会社リラックス
https://www.cavederelax.com/shop/shopdetail.html?brandcode=00000000890

8&search=%A5%EC%A5%B8%A5%EA%A5%A2%A5%B9&sort=

DOP: Do Tejo レジリアス ティト アルバ トゥウリガ ナショナル 2015 赤 株式会社リラックス
https://www.cavederelax.com/shop/shopdetail.html?brandcode=00000000891

0&search=%A5%EC%A5%B8%A5%EA%A5%A2%A5%B9&sort=

DOP: Douro CARM CARMビスパード・ティント 2017 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/crm-10.html

DOP: Douro CARM CARMビスパード・ティント・レゼルヴァ 2016 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/crm-12.html

DOP: Douro CARM CARMビスパード・ブランコ 2018 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/crm-11.html

DOP: Douro CARM CARMビスパード・ブランコ・レゼルヴァ 2018 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/crm-13.html

DOP: Douro アルヴェス・デ・ソウザ キンタ・ダ・ガイヴォーザ 2015 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/22

DOP: Douro ヴィニョス　ボルゲス レロ ドウロ ホワイト 2018 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=821&w=58

DOP: Douro ヴィニョス　ボルゲス レロ ドウロ レッド 2017 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1154&w=58

DOP: Douro エスポラン アソビーオ ホワイト 2016 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=784&w=68

DOP: Douro エスポラン アソビーオ レッド 2016 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=866&w=68

DOP: Douro エスポラン キンタ・ドス・ムルサス ミナス 2016 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=710&w=68

DOP: Douro エスポラン キンタ・ドス・ムルサス レゼルバ 2015 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1017&w=68

DOP: Douro カサ・デ・モウラス アントニオ・ロペス　リベイロ　ドウロ（赤） 2012 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip117.html

DOP: Douro カサ・フェレイリーニャ ヴィニャ・グランデ 2014 赤 ユニオンリカーズ株式会社 https://www.union-liquors.com/products/portugalwine/casafereininha/

DOP: Douro カサ・フェレイリーニャ エステヴァ 2017 赤 ユニオンリカーズ株式会社 https://www.union-liquors.com/products/portugalwine/casafereininha/

DOP: Douro カサ・フェレイリーニャ パパ・フィゴス　赤 2017 赤 ユニオンリカーズ株式会社 https://www.union-liquors.com/products/portugalwine/casafereininha/

DOP: Douro カサ・フェレイリーニャ パパ・フィゴス　白 2016 白 ユニオンリカーズ株式会社 https://www.union-liquors.com/products/portugalwine/casafereininha/
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DOP: Douro カサ・フェレイリーニャ プラナルト・レゼルヴァ 2018 白 ユニオンリカーズ株式会社 https://www.union-liquors.com/products/portugalwine/casafereininha/

DOP: Douro カザル・ドス・ジョルドス カザル・ドス・ジョルドス　グラン・レゼルヴァ　（赤） 2010 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip139.html

DOP: Douro カザル・ドス・ジョルドス キンタ・ダ・エステヴェイラ　レゼルヴァ　（赤） 2014 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip137.html

DOP: Douro キンタ・デ・クルヴォス アフェクテュス・ドウロ 2018 赤 エノテカ株式会社 https://www.enoteca.co.jp/item/detail/120740031

DOP: Douro キンタ　ドス　アヴィダゴス アヴィダゴス　ドウロ　ティント 2016 赤 株式会社稲葉 https://www.inaba-wine.co.jp/wine/?id=1453114259-349529&sf=1

DOP: Douro キンタ　ドス　アヴィダゴス キンタ　ドス　アヴィダゴス　ドウロ　ティント　レゼルヴァ 2016 赤 株式会社稲葉 https://www.inaba-wine.co.jp/wine/?id=1453114259-368016&sf=1

DOP: Douro キンタ　ドス　アヴィダゴス キンタ　ドス　アヴィダゴス　プレミアム 2012 赤 株式会社稲葉 https://www.inaba-wine.co.jp/wine/?id=1453114259-368016&sf=1

DOP: Douro キンタ・ダ・デヴェザ キンタ・ダ・デヴェザ 2019 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/93

DOP: Douro キンタ・ダ・デヴェザ キンタ・ダ・デヴェザ 2015 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/96

DOP: Douro キンタ・ダ・デヴェザ キンタ・ダ・デヴェザ　レゼルヴァ 2017 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/94

DOP: Douro キンタ・ダ・デヴェザ キンタ・ダ・デヴェザ　レゼルヴァ　オールドヴィンヤード 2011 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/97

DOP: Douro キンタ・ダ・レデ キンタ・ダ・レデ・レゼルヴァ・ティント 2016 赤 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=154655319

DOP: Douro キンタ・ダ・レデ キンタ・ダ・レデ・レゼルヴァ・ブランコ 2018 白 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=154655727

DOP: Douro キンタ・ダ・レデ レデ・レゼルヴァ・ティント 2016 赤 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=154615199

DOP: Douro キンタ・ダ・レデ レデ・レゼルヴァ・ブランコ 2018 白 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=154634404

DOP: Douro キンタ・デ・クルヴォス プローヴァ・セガ・ドウロ 2016 赤
株式会社KOBEインターナショナ

ル

https://kobeinternational.co.jp/shopping/shopping.html?3#ProvaCegaDouroDO

C2016

DOP: Douro キンタ・ド・ヴァレ・ミアオン キンタ・ド・ヴァレ・ミアオン 2016 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/mao-01.html

DOP: Douro キンタ・ド・ヴァレ・ミアオン メアンドロ・ティント 2017 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/mao-02.html

DOP: Douro キンタ・ド・ヴァレ・ミアオン メアンドロ・ブランコ 2018 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/mao-03.html

DOP: Douro キンタ・バレ・ダルデイア インフィエル・ホワイト 2017 白 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83

%95%e3%82%a3%e3%82%a8%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%9b%e3

%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%802017/

7 / 28



ポルトガルワイン 輸入アイテムリスト（DOP/IGP別） * 「Ctrl + F」　でデータの検索が可能です

DOP/IGP ワイナリー名 ワイン名 VT カテゴリ 取扱会社 商品詳細URL

DOP: Douro キンタ・バレ・ダルデイア インフィエル・レッド 2015 赤 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83

%95%e3%82%a3%e3%82%a8%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%ac%e3

%83%83%e3%83%89%e3%80%802017/

DOP: Douro キンタ・バレ・ダルデイア キンタ・ヴァレ・ダルデイア・ホワイト 2016 白 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82

%bf%e3%83%bb%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%ac%e3%83%bb%e3%

83%80%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%bb%e

3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%802016/

DOP: Douro キンタ・バレ・ダルデイア キンタ・ヴァレ・ダルデイア・レッド 2014 赤 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82

%bf%e3%83%bb%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%ac%e3%83%bb%e3%

83%80%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%bb%e

3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e3%80%802014/

DOP: Douro キンタ・バレ・ダルデイア シャイノ・セレクション 2014 赤 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%82

%a4%e3%83%8e%e3%83%bb%e3%82%bb%e3%83%ac%e3%82%af%e3%

82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%802015/

DOP: Douro キンタ・バレ・ダルデイア シャイノ・セレクション 2015 赤 株式会社正光社

DOP: Douro キンタ・バレ・ダルデイア フォラル・デ・メダ・ホワイト 2015 白 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83

%a9%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%bb%e3%83%a1%e3

%83%80%e3%83%bb%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%

e3%80%802015/

DOP: Douro キンタ・バレ・ダルデイア フォラル・デ・メダ・レッド 2017 赤 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83

%a9%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%bb%e3%83%a1%e3

%83%80%e3%83%bb%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e3%80%802

014/

DOP: Douro ケヴェド 木箱入りケヴェド Ｑ グランデ・レゼルヴァ・ティント 2015 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/qvd-12-w.html

DOP: Douro ケヴェド ケヴェド Ｑ グランデ・レゼルヴァ・ティント 2015 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/qvd-12.html

DOP: Douro ケヴェド ケヴェド・オスカー・ティント 2016 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/qvd-10.html

DOP: Douro ケヴェド ケヴェド・オスカー・ブランコ 2017 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/qvd-11.html

DOP: Douro サントス＆セイショー サントス　ダ　カーザ　グランデ　レゼルヴァ　ドウロ 2013 赤 株式会社飯田 https://www.iidawine.com/asp/dtl_wine2.asp?Mcd=589

DOP: Douro サントス＆セイショー サントス　ダ　カーザ　ドウロ　ホワイト 2016 白 株式会社飯田 https://www.iidawine.com/asp/dtl_wine2.asp?Mcd=612

DOP: Douro サントス＆セイショー サントス　ダ　カーザ　ドウロ　レッド 2015 赤 株式会社飯田 https://www.iidawine.com/asp/dtl_wine2.asp?Mcd=600

DOP: Douro サントス＆セイショー サントス　ダ　カーザ　レゼルヴァ　ドウロ 2013 赤 株式会社飯田 https://www.iidawine.com/asp/dtl_wine2.asp?Mcd=581

DOP: Douro ニーポート ヴェルテンテ 2015 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1007&w=60

DOP: Douro ニーポート エト・カルタ 2017 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=906&w=60
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DOP: Douro ニーポート エト・カルタ　ホワイト 2017 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1219&w=60

DOP: Douro ニーポート シャルム 2015 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1010&w=60

DOP: Douro ニーポート バトゥータ 2013 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=654&w=60

DOP: Douro ニーポート レドマ ホワイト 2017 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=762&w=60

DOP: Douro ニーポート レドマ レッド 2015 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=785&w=60

DOP: Douro バラォン　デ　ヴィラール バラォン　デ　ヴィラール　レッド 2014 赤 株式会社飯田 https://www.iidawine.com/asp/dtl_wine2.asp?Mcd=346

DOP: Douro ラブラドレス・デ・フェイトリア キンタ・ダ・コスタ・ダス・アグアネイラス 2016 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/55

DOP: Douro ラブラドレス・デ・フェイトリア トレス・バゴス　グランデエスコーリャ 2014 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/81

DOP: Douro ラブラドレス・デ・フェイトリア メルージュ 2017 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/71

DOP: Douro ラブラドレス・デ・フェイトリア メルージュ 2016 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/70

DOP: Douro ラブラドレス・デ・フェイトリア ラブラドレス・デ・フェイトリア 2018 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/54

DOP: Douro ラブラドレス・デ・フェイトリア ラブラドレス・デ・フェイトリア 2016 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/21

DOP: Douro ラモス・ピント デュアス・キンタス・ティント 2016 赤 エノテカ株式会社 https://www.enoteca.co.jp/item/detail/517090271

DOP: Douro ラモス・ピント デュアス・キンタス・ブランコ 2017 白 エノテカ株式会社 https://www.enoteca.co.jp/item/detail/517090272

DOP: Douro ルイ　ロボレド　マデイラ
カステロ　ダルバ　ヴィーニャス　ヴェーリャス　グランデ　レセ

ルバ
2013 赤 株式会社稲葉 https://www.inaba-wine.co.jp/wine/?id=1453114259-262260&sf=1

DOP: Douro ルイ　ロボレド　マデイラ カステロ　ダルバ　ドウロ　ティント 2017 赤 株式会社稲葉 https://www.inaba-wine.co.jp/wine/?id=1453114259-225238&sf=1

DOP: Douro ルイ　ロボレド　マデイラ カステロ　ダルバ　ドウロ　ブランコ 2018 白 株式会社稲葉 https://www.inaba-wine.co.jp/wine/?id=1453114259-187067&sf=1

DOP: Douro ルイ　ロボレド　マデイラ カステロ　ダルバ　レゼルヴァ　ドウロ　ティント 2017 赤 株式会社稲葉 https://www.inaba-wine.co.jp/wine/?id=1453114259-244433&sf=1

DOP: Douro ルイ　ロボレド　マデイラ カステロ　ダルバ　レゼルヴァ　ドウロ　ブランコ 2017 白 株式会社稲葉 https://www.inaba-wine.co.jp/wine/?id=1453114259-206794&sf=1

DOP: Douro レアルコンパーニャヴェーリャ エヴェル 2016 赤 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246618

DOP: Douro レアルコンパーニャヴェーリャ エヴェル 2017 白 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246604

DOP: Douro レアルコンパーニャヴェーリャ ポルカ・デ・ムルサ・レゼルバ 2014 赤 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246569

DOP: Douro レアルコンパーニャヴェーリャ ロイヤル・オポルト・タウニー10年 N.V.
フォーティファ

イド
有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246609

DOP: Douro レアルコンパーニャヴェーリャ ロイヤル・オポルト・ドライホワイト N.V.
フォーティファ

イド
有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246647

DOP: Douro レアルコンパーニャヴェーリャ ロイヤル・オポルト・ロゼ N.V.
フォーティファ

イド
有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246757

DOP: Douro ワレ ヴィンテージ・ポート 2003
フォーティファ

イド
ジェロボーム株式会社
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DOP: Douro ワレ オティマ ・テン・イヤーズ N.V.
フォーティファ

イド
ジェロボーム株式会社

DOP: Douro ワレ レイト・ボトルド・ヴィンテージ 2004
フォーティファ

イド
ジェロボーム株式会社

DOP: Madeira H.M.ボルジェス社 アデガ・マデイラ・ファインドライ N.V.
フォーティファ

イド
株式会社アデカ

DOP: Madeira H.M.ボルジェス社 アデガ・マデイラ・ブアル10年 N.V.
フォーティファ

イド
株式会社アデカ

DOP: Madeira H.M.ボルジェス社 アデガ・マデイラ・ミディアムリッチ N.V.
フォーティファ

イド
株式会社アデカ

DOP: Madeira H.M.ボルジェス社 ブアル1977年 1977
フォーティファ

イド
株式会社アデカ

DOP: Madeira H.M.ボルジェス社 ベルデェーリョ20年 N.V.
フォーティファ

イド
株式会社アデカ

DOP: Madeira H.M.ボルジェス社 リザーブソレラ1940年 1940
フォーティファ

イド
株式会社アデカ

DOP: Madeira ヴィニョス・バーベイト ヴェルデーリョ10年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=316&w=55

DOP: Madeira ヴィニョス・バーベイト ヴェルデーリョ1995 1995
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1192

DOP: Madeira ヴィニョス・バーベイト セルシアル10年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1159&w=55

DOP: Madeira ヴィニョス・バーベイト セルシアル1993 1993
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1193

DOP: Madeira ヴィニョス・バーベイト ティンタ・ネグラ シングルハーベスト2008 2008
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1190

DOP: Madeira ヴィニョス・バーベイト デルヴィーノ レゼルバ 5年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=402&w=55

DOP: Madeira ヴィニョス・バーベイト バスタルド デュアス ピーパス5年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1194

DOP: Madeira ヴィニョス・バーベイト ブアル10年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=317&w=55

DOP: Madeira ヴィニョス・バーベイト マルヴァジア コリェイタ 2005 2005
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1191

DOP: Madeira ヴィニョス・バーベイト マルヴァジア10年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=194&w=55

DOP: Madeira ヴィニョス・バーベイト ミディアム・スイート N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=391&w=55

DOP: Madeira ヴィニョス・バーベイト リベイロ・レアル ティンタ・ネグラ20年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=465&p=2&w=55

DOP: Madeira エンリケシュ＆エンリケシュ ヴェルデーリョ　10年 N.V.
フォーティファ

イド
株式会社ラフィネ https://www.raffinewine.com/winery_pdf/600.pdf

DOP: Madeira エンリケシュ＆エンリケシュ ヴェルデーリョ　15年 N.V.
フォーティファ

イド
株式会社ラフィネ https://www.raffinewine.com/winery_pdf/600.pdf

DOP: Madeira エンリケシュ＆エンリケシュ セルシアル　10年 N.V.
フォーティファ

イド
株式会社ラフィネ https://www.raffinewine.com/winery_pdf/600.pdf

DOP: Madeira エンリケシュ＆エンリケシュ セルシアル　15年 N.V.
フォーティファ

イド
株式会社ラフィネ https://www.raffinewine.com/winery_pdf/600.pdf

DOP: Madeira エンリケシュ＆エンリケシュ ティンタ・ネグラ　50年 N.V.
フォーティファ

イド
株式会社ラフィネ https://www.raffinewine.com/winery_pdf/600.pdf

DOP: Madeira エンリケシュ＆エンリケシュ ブアル　10年 N.V.
フォーティファ

イド
株式会社ラフィネ https://www.raffinewine.com/winery_pdf/600.pdf

DOP: Madeira エンリケシュ＆エンリケシュ ブアル　15年 N.V.
フォーティファ

イド
株式会社ラフィネ https://www.raffinewine.com/winery_pdf/600.pdf

DOP: Madeira エンリケシュ＆エンリケシュ マルヴァジア　10年 N.V.
フォーティファ

イド
株式会社ラフィネ https://www.raffinewine.com/winery_pdf/600.pdf
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DOP: Madeira エンリケシュ＆エンリケシュ マルヴァジア　15年 N.V.
フォーティファ

イド
株式会社ラフィネ https://www.raffinewine.com/winery_pdf/600.pdf

DOP: Madeira エンリケシュ＆エンリケシュ ミディアム・リッチ N.V.
フォーティファ

イド
株式会社ラフィネ https://www.raffinewine.com/winery_pdf/600.pdf

DOP: Madeira エンリケシュ＆エンリケシュ モンテ・セコ N.V.
フォーティファ

イド
株式会社ラフィネ https://www.raffinewine.com/winery_pdf/600.pdf

DOP: Madeira ドリヴェイラ ヴェルデーリョ1994 1994
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=340&w=56

DOP: Madeira ドリヴェイラ スイート10年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=340&w=56

DOP: Madeira ドリヴェイラ スイート15年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=51&w=56

DOP: Madeira ドリヴェイラ スイート5年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=343&w=56

DOP: Madeira ドリヴェイラ セルシアル1981 1981
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=51&w=56

DOP: Madeira ドリヴェイラ ドライ10年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=342&w=56

DOP: Madeira ドリヴェイラ ドライ15年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=50&w=56

DOP: Madeira ドリヴェイラ ドライ5年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=49&w=56

DOP: Madeira ドリヴェイラ ブアル2001 2001
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=342&w=56

DOP: Madeira ドリヴェイラ マルヴァジア1990 1990
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=50&w=56

DOP: Madeira ブランディーズ アルヴァダ N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=574&w=57

DOP: Madeira ブランディーズ ヴェルデーリョ コリェイタ 2008 2008
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1150&w=57

DOP: Madeira ブランディーズ ヴェルデーリョ10年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=83&w=57

DOP: Madeira ブランディーズ ヴェルデーリョ5年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=248&w=57

DOP: Madeira ブランディーズ セルシアル10年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=250&w=57

DOP: Madeira ブランディーズ セルシアル5年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=251&w=57

DOP: Madeira ブランディーズ テランテス1980 1980
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=579&p=2&w=57

DOP: Madeira ブランディーズ ブアル10年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=80&w=57

DOP: Madeira ブランディーズ ブアル5年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=574&w=57

DOP: Madeira ブランディーズ マルムジー コリェイタ 2004 2004
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1151&w=57

DOP: Madeira ブランディーズ マルムジー10年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=255&w=57

DOP: Madeira ブランディーズ マルムジー5年 N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=251&w=57

DOP: Madeira ブランディーズ レインウォーター N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=248&w=57

DOP: Madeirence ブランディーズ アトランティス ロゼ 2017 ロゼ 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=247&w=57

DOP: Óbidos カンパニア・アグリクラ・ド・サンギニャル キンタ・ダス・セレジェイラス　グランデレゼルヴァ 2016 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/89
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DOP: Palmela カーザ・エルメリンダ・フレイタス キンタ・ダ・ミモザ 2016 赤 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=153596185

DOP: Palmela カーザ・エルメリンダ・フレイタス ドナ・エルメリンダ・ブランコ 2018 白 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=149947836

DOP: Palmela カーザ・エルメリンダ・フレイタス ドナ・エルメリンダ・レゼルヴァ・ティント 2015 赤 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=153571419

DOP: Palmela カーザ・エルメリンダ・フレイタス ドナ・エルメリンダ・レゼルヴァ・ブランコ 2018 白 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=153595682

DOP: Palmela シヴィパ ベリタス 2018 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/58

DOP: Palmela シヴィパ ベリタス 2018 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/57

DOP: Palmela シヴィパ ペルソナリザド 2017 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/56

DOP: Pico クラル・アトランティス クラル・アトランティス 2005 甘口 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246727

DOP: Porto アルヴェス・デ・ソウザ アルヴェス・デ・ソウザ　ヴィンテージ　ポート 2015
フォーティファ

イド
ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/33

DOP: Porto アルヴェス・デ・ソウザ アルヴェス・デ・ソウザ　ヴィンテージ　ポート 2016
フォーティファ

イド
ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/73

DOP: Porto アルヴェス・デ・ソウザ キンタ・ダ・ガイヴォーザ　10年　タウニーポート N.V.
フォーティファ

イド
ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/110

DOP: Porto アルヴェス・デ・ソウザ キンタ・ダ・ガイヴォーザ　20年　タウニーポート N.V.
フォーティファ

イド
ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/36

DOP: Porto アルヴェス・デ・ソウザ キンタ・ダ・ガイヴォーザ　LBV　ポート 2013
フォーティファ

イド
ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/37

DOP: Porto ヴィニョス　ボルゲス ホワイトポート N.V. 甘口 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=347&w=58

DOP: Porto ヴィニョス　ボルゲス ルビーポート N.V. 甘口 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=346&w=58

DOP: Porto カーウ゛ェス・メッシアス ポート　メッシアス　１０年 N.V.
フォーティファ

イド
株式会社モトックス http://www.mottox.co.jp/search/detail.php?id=654238

DOP: Porto カーウ゛ェス・メッシアス ポート　メッシアス　トウニー N.V.
フォーティファ

イド
株式会社モトックス http://www.mottox.co.jp/search/detail.php?id=654237

DOP: Porto カザル・ドス・ジョルドス カザル・ドス・ジョルドス　ヴィンテージ・ポート 2004
フォーティファ

イド
株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip127.html

DOP: Porto カザル・ドス・ジョルドス カザル・ドス・ジョルドス ファイン・トゥニー・ポート
フォーティファ

イド
株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip124.html

DOP: Porto カザル・ドス・ジョルドス カザル・ドス・ジョルドス　ファイン・ルビー・ポート
フォーティファ

イド
株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip126.html

DOP: Porto カザル・ドス・ジョルドス カザル・ドス・ジョルドス　ホワイト・ポート　ハーフ・ドライ
フォーティファ

イド
株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip125.html

DOP: Porto キンタ・ダ・デヴェザ キンタ・ダ・デヴェザ　20年　ホワイトポート N.V.
フォーティファ

イド
ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/95

DOP: Porto ケヴェド ケヴェド・アドヴェント・ポート・カレンダー N.V.
フォーティファ

イド
株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/qvd-13.html

DOP: Porto ケヴェド ケヴェド・シングル・キンタ・ヴィンテージ・ポートワイン 2008
フォーティファ

イド
株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/qvd-05-08.html

DOP: Porto ケヴェド ケヴェド・トウニー・ポートワイン N.V.
フォーティファ

イド
株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/qvd-02.html
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ポルトガルワイン 輸入アイテムリスト（DOP/IGP別） * 「Ctrl + F」　でデータの検索が可能です

DOP/IGP ワイナリー名 ワイン名 VT カテゴリ 取扱会社 商品詳細URL

DOP: Porto ケヴェド ケヴェド・ホワイト・ポートワイン N.V.
フォーティファ

イド
株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/qvd-03.html

DOP: Porto ケヴェド
ケヴェド・ミニポート5種飲み比べセット（50ml×5）木箱

入り
N.V.

フォーティファ

イド
株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/qvd-07.html

DOP: Porto ケヴェド ケヴェド・ルビー・ポートワイン N.V.
フォーティファ

イド
株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/qvd-01.html

DOP: Porto ケヴェド ケヴェド・レイトボトルド・ヴィンテージ・ポートワインLBV 2014
フォーティファ

イド
株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/qvd-04.html

DOP: Porto ケヴェド ケヴェド・ロゼ・ポートワイン N.V.
フォーティファ

イド
株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/qvd-06.html

DOP: Porto コンセイト　バイ　バーベイト ポートブランコ N.V.
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=560&pca=2

DOP: Porto ソグラペ社 サンデマンホワイトポート N.V. 甘口 サントリーワインインターナショナル

DOP: Porto ソグラペ社 サンデマンルビーポート N.V. 甘口 サントリーワインインターナショナル

DOP: Porto ソジェヴィヌス ダコスタ　タウニーポート N.V.
フォーティファ

イド
ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/35

DOP: Porto ソジェヴィヌス ダコスタ　ホワイトポート N.V.
フォーティファ

イド
ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/38

DOP: Porto ソジェヴィヌス ダコスタ　ルビーポート N.V.
フォーティファ

イド
ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/34

DOP: Porto ニーポート トウニーポート 10年 N.V. 甘口 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=77&p=2&w=60

DOP: Porto ニーポート トウニーポート 20年 N.V. 甘口 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=78&p=2&w=60

DOP: Porto ニーポート ドライ ホワイトポート N.V. 甘口 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=74&w=60

DOP: Porto ニーポート ホワイトポート N.V. 甘口 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=76&w=60

DOP: Porto ニーポート ルビーポート N.V. 甘口 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=75&w=60

DOP: Porto ニーポート レイト ボトルド ヴィンテージポート 2014 甘口 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1130&w=60

DOP: Porto フェレイラ フェレイラ・ドナ・アントニア・レゼルヴァ N.V.
フォーティファ

イド
ユニオンリカーズ株式会社 https://www.union-liquors.com/products/portugalwine/ferreira/

DOP: Porto フェレイラ フェレイラ・トニー・ポート N.V.
フォーティファ

イド
ユニオンリカーズ株式会社 https://www.union-liquors.com/products/portugalwine/ferreira/

DOP: Porto フェレイラ フェレイラ・ホワイト・ポート N.V.
フォーティファ

イド
ユニオンリカーズ株式会社 https://www.union-liquors.com/products/portugalwine/ferreira/

DOP: Porto フェレイラ フェレイラ・ルビー・ポート N.V.
フォーティファ

イド
ユニオンリカーズ株式会社 https://www.union-liquors.com/products/portugalwine/ferreira/

DOP: Porto フェレイラ フェレイラ・レイト・ボトル・ヴィンテージ 2012
フォーティファ

イド
ユニオンリカーズ株式会社 https://www.union-liquors.com/products/portugalwine/ferreira/

DOP: Porto ブラス ポート　ブラス　トウニー　２０年 N.V.
フォーティファ

イド
株式会社モトックス http://www.mottox.co.jp/search/detail.php?id=648249

DOP: Porto ブラス ポート　ブラス　ファイン・ルビー N.V.
フォーティファ

イド
株式会社モトックス http://www.mottox.co.jp/search/detail.php?id=648246

DOP: Porto ラモス・ピント キンタ・デ・エルヴァモワラ・ポート・10イヤーズ N.V.
フォーティファ

イド
エノテカ株式会社 https://www.enoteca.co.jp/item/detail/517090267
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DOP: Porto ラモス・ピント キンタ・ド・ボム・レティロ・ポート・20イヤーズ N.V.
フォーティファ

イド
エノテカ株式会社 https://www.enoteca.co.jp/item/detail/517090421

DOP: Porto ラモス・ピント ポート 30年 N.V.
フォーティファ

イド
エノテカ株式会社 https://www.enoteca.co.jp/item/detail/517090367

DOP: Porto ラモス・ピント ポート・ホワイト N.V.
フォーティファ

イド
エノテカ株式会社 https://www.enoteca.co.jp/item/detail/517090372

DOP: Porto ラモス・ピント ポート・トウニー N.V.
フォーティファ

イド
エノテカ株式会社 https://www.enoteca.co.jp/item/detail/517090381

DOP: Porto ラモス・ピント ポート・ルビー N.V.
フォーティファ

イド
エノテカ株式会社 https://www.enoteca.co.jp/item/detail/517090391

DOP: Setúbal カーザ・エルメリンダ・フレイタス ドナ・エルメリンダ・ティント 2017 赤 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=149947835

DOP: Setúbal カーザ・エルメリンダ・フレイタス モスカテル N.V.
フォーティファ

イド
荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=150014514

DOP: Setúbal カーザ・エルメリンダ・フレイタス モスカテル・ロッショ・デ・セトゥーバル・スーペリオール 2010
フォーティファ

イド
荒井商事株式会社

DOP: Setúbal ジョゼ・マリア　ダ　フォンセカ アランブル・モスカテル・デ・セトゥーバル N.V. 甘口 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=929&w=71

DOP: Setúbal ジョゼ・マリア　ダ　フォンセカ アランブル・モスカテル・デ・セトゥーバル 20年 N.V. 甘口 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=434&w=71

DOP: Setúbal ジョゼ・マリア　ダ　フォンセカ
ドミンゴス・ソアーレス・フランコ モスカテル・ロッショ・デ・セ

トゥーバ
2006 甘口 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=433&w=71

DOP: Setúbal バカリョア モスカテル・デ・セトゥーバル 2016
フォーティファ

イド
有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246695

DOP: Távora-

Varosa
ムルガニェイラ ヴェーリャ レゼルバ ブリュット 2010

スパークリン

グ
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=188&w=61

DOP: Távora-

Varosa
ムルガニェイラ トゥリガ・ナショナル ブリュット 2009

スパークリン

グ
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=189&w=61

DOP: Távora-

Varosa
ムルガニェイラ レゼルバ・ブリュット 2014

スパークリン

グ
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=773&w=61

DOP: Vinho

Verde
A&ワインズ　キンタ・ダ・サンタ・テレサ A&D　リヴ　ヴィーニョ・ヴェルデ（白） 2018 白 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip420.html

DOP: Vinho

Verde
アヴェレーダ グリナルダ N.V. 白 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246776

DOP: Vinho

Verde
アヴェレーダ プライア N.V. 白 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246781

DOP: Vinho

Verde
アデガ・コーペラティヴァ・デ・ギマラインス プラサ・デ・サンティアーゴ・ヴィーニョ・ヴェルデ 2018 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/acg-01.html

DOP: Vinho

Verde
アデガ・コーペラティヴァ・デ・ギマラインス プラサ・デ・サンティアーゴ・エスパデイロ・ロゼ 2018 ロゼ 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/acg-02.html

DOP: Vinho

Verde
アデガ・デ・モンサオン アデガ・デ・モンサオン　エスコーリャ 2018 白 株式会社スマイル http://www.smilecorp.co.jp/wine/detail.php?wineId=727

DOP: Vinho

Verde
アデガ・デ・モンサオン アルヴァリーニョ・デウ・ラ・デウ 2017 白 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246790

DOP: Vinho

Verde
アデガ・デ・モンサオン ムラーリャス・デ・モンサオン 2018 白 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246783

DOP: Vinho

Verde
アデガ・デ・モンサオン ムラーリャス・デ・モンサオン 2017 ロゼ 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246782

DOP: Vinho

Verde
アデガ・ポンテ・デ・リマ ボルハス・ドス・ロボス・ヴィーニョ・ヴェルデ 2018

スパークリン

グ
株式会社ローヤルオブジャパン
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DOP: Vinho

Verde
アフロス・ワイン アフロス　ヴィーニャオン　（赤） 2015 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip109html

DOP: Vinho

Verde
アフロス・ワイン

アフロス　エスプマンテ　ローレイロ　レゼルヴァ　ブリュット

（白・発泡）
2015

スパークリン

グ
株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip302.html

DOP: Vinho

Verde
アフロス・ワイン アフロス　シレヌス　（赤） 2010 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip108.html

DOP: Vinho

Verde
アフロス・ワイン アフロス　ダフネ　（白） 2017 白 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip301.html

DOP: Vinho

Verde
アフロス・ワイン アフロス　テン　ヴィーニョ・ヴェルデ（白） 2018 白 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip106.html

DOP: Vinho

Verde
アフロス・ワイン

アフロス　ヤッコス　エスプマンテ　グラン・レゼルヴァ　ブルット

（赤・発泡）
2006

スパークリン

グ
株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip304.html

DOP: Vinho

Verde
アフロス・ワイン アフロス　ローレイロ　（白） 2018 白 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip107.html

DOP: Vinho

Verde
アンセルモ　メンデス クルチメンタ アルヴァリ－ニョ 2016 白 株式会社ファインズ

https://www.e-

fwines.com/hp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3/%E3%82%AF%E3%

83%AB%E3%83%81%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF-

%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AA%E3%83

%BC%E3%83%8B%E3%83%A7-

%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%A2-

%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%B9/p/PLVD16;jsessionid=

B420396F1C43A13B4BC0D419F0378483

DOP: Vinho

Verde
アンセルモ　メンデス パルドゥスコ 2015 赤 株式会社ファインズ

https://www.e-

fwines.com/hp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3/%E3%83%91%E3%

83%AB%E3%83%89%E3%82%A5%E3%82%B9%E3%82%B3-

%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%A2-

%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%B9/p/PLVE15;jsessionid=

B420396F1C43A13B4BC0D419F0378483

DOP: Vinho

Verde
アンセルモ　メンデス ムロス アンティゴス アルヴァリ－ニョ 2018 白 株式会社ファインズ

https://www.e-

fwines.com/hp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3/%E3%83%A0%E3%

83%AD%E3%82%B9-

%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B4%E3%82

%B9-

%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AA%E3%83

%BC%E3%83%8B%E3%83%A7-

%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%A2-

%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%B9/p/PLVC18;jsessionid=

B420396F1C43A13B4BC0D419F0378483
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DOP: Vinho

Verde
アンセルモ　メンデス ムロス アンティゴス エスコリャ 2018 白 株式会社ファインズ

https://www.e-

fwines.com/hp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3/%E3%83%A0%E3%

83%AD%E3%82%B9-

%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B4%E3%82

%B9-%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%83%A3-

%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%A2-

%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%B9/p/PLVA18;jsessionid=

B420396F1C43A13B4BC0D419F0378483

DOP: Vinho

Verde
アンセルモ　メンデス ムロス アンティゴス ロウレイロ 2018 白 株式会社ファインズ

https://www.e-

fwines.com/hp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3/%E3%83%A0%E3%

83%AD%E3%82%B9-

%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B4%E3%82

%B9-%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AD-

%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%A2-

%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%B9/p/PLVB18;jsessionid=

B420396F1C43A13B4BC0D419F0378483

DOP: Vinho

Verde
ヴィーニョス・ノルテ ノルテ・白ヴィーニョ・ヴェルデ N.V. 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/mng-01.html

DOP: Vinho

Verde
ヴィーニョス・ノルテ モンジェス・赤ヴィーニョ・ヴェルデ・ヴィニャオン 2018 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/mng-03.html

DOP: Vinho

Verde
ヴィーニョス・ノルテ モンジェス・アリント・ヴィーニョ・ヴェルデ 2018 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/mng-13.html

DOP: Vinho

Verde
ヴィーニョス・ノルテ モンジェス・エスパデイロ・ロゼ・ヴィーニョ・ヴェルデ 2018 ロゼ 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/mng-12.html

DOP: Vinho

Verde
ヴィーニョス・ノルテ モンジェス・白ヴィーニョ・ヴェルデ 2018 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/mng-02.html

DOP: Vinho

Verde
ヴィーニョス・ノルテ モンジェス・ロウレイロ・ヴィーニョ・ヴェルデ 2018 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/mng-10.html

DOP: Vinho

Verde
ヴィニョス　ボルゲス ガタオ ヴィーニョ・ヴェルデ N.V. 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1139&w=58

DOP: Vinho

Verde
ヴィニョス　ボルゲス ガタオ ヴィーニョ・ヴェルデ フラゴンボトル N.V. 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=416&w=58

DOP: Vinho

Verde
ヴィ二ヴェルデ アルト・リマ・・ドライ 2019 白 株式会社正光社 http://www.sunseikowines.com/product/altolimadry2018/

DOP: Vinho

Verde
ヴィ二ヴェルデ アルト・リマ・ロウレイロ 2019 白 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83

%88%e3%83%bb%e3%83%aa%e3%83%9e%e3%83%bb%e3%83%ad%e3

%82%a6%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%ad%e3%80%802019/

DOP: Vinho

Verde
ヴィ二ヴェルデ アルト・リマ・ロゼ 2019 ロゼ 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83

%88%e3%83%bb%e3%83%aa%e3%83%9e%e3%83%bb%e3%83%ad%e3

%82%bc%e3%80%802019/

DOP: Vinho

Verde
ヴィ二ヴェルデ アンドリーニャ・レぜルバ 2017 白 株式会社正光社 http://www.sunseikowines.com/product/andrinhareserva2017/

DOP: Vinho

Verde
ヴェルクーペ ヴィア・ラティーナ・ヴィーニョ・ヴェルデ 2018 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/vcp-01.html

DOP: Vinho

Verde
ヴェルクーペ ヴィア・ラティーナ・スパークリング・ヴィーニョ・ヴェルデ[NV] N.V.

スパークリン

グ
株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/vcp-04.html

DOP: Vinho

Verde
ヴェルクーペ ヴェルデガール・ブランコ N.V. 白 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=149947830
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DOP: Vinho

Verde
エスチ ヴィーニョヴェルデ 2018 白 株式会社田地商店

DOP: Vinho

Verde
エスチ ヴィーニョヴェルデ　ロゼ 2018 ロゼ 株式会社田地商店

DOP: Vinho

Verde
カーサ・ヴィラ・ヴェルデ プルマ ｳﾞｨｰﾆｮ・ヴェルデ 2018 白 株式会社オーバーシーズ https://overseas-inc.jp/wine/detail/11786

DOP: Vinho

Verde
カーザ・エルメリンダ・フレイタス フガース・クラシコ 2019 白 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=149947942

DOP: Vinho

Verde
カーザ・エルメリンダ・フレイタス ポルタ・ノヴァ・ロウレイロ 2018 白 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=149947961

DOP: Vinho

Verde
カサ　サントス　リマ ガロドーロ　ヴィーニョ・ヴェルデ　DOC ブランコ 2018 白 富士貿易株式会社

DOP: Vinho

Verde
カサ　サントス　リマ ガロドーロ　ヴィーニョ・ヴェルデ　DOC ロゼ 2018 ロゼ 富士貿易株式会社

DOP: Vinho

Verde
カサ・デ・モウラス アントニオ・ロペス・リベイロ　ヴィーニョ ヴェルデ　（白） 2016 白 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip120.html

DOP: Vinho

Verde
カサ・デ・モウラス モウラス　alr　ブランコ　（白） 2017 白 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip113.html

DOP: Vinho

Verde
カザス・アルタス キンタ・バレー・ド・ルイヴォ　オールドヴィンヤード 2017 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/31

DOP: Vinho

Verde
キンタ　ダ　リッシャ テラス　ド　ミーニョ　ヴィーニョ　ヴェルデ 2019 白 株式会社飯田 https://www.iidawine.com/asp/dtl_wine2.asp?Mcd=2805

DOP: Vinho

Verde
キンタ　ダ　リッシャ テラス　ド　ミーニョ　ヴィーニョ　ヴェルデ ロゼ 2019 ロゼ 株式会社飯田

DOP: Vinho

Verde
キンタ・ダ・リシャ アンジョス・デ・ポルトガル・ヴィーニョ・ヴェルデ N.V. 白 ワインキュレーション株式会社 https://item.rakuten.co.jp/kbwine/eva1695/#eva1695

DOP: Vinho

Verde
キンタ・ダ・リシャ アンジョス・デ・ポルトガル・ヴィーニョ・ヴェルデ・ロゼ N.V. ロゼ ワインキュレーション株式会社 https://item.rakuten.co.jp/kbwine/eva2608/#eva2608

DOP: Vinho

Verde
キンタ・ダ・リシャ キンタ・ダ・リシャ・ヴィーニョ・ヴェルデ 2018 白 ワインキュレーション株式会社 https://item.rakuten.co.jp/kbwine/eva2820/#eva2820

DOP: Vinho

Verde
キンタ・ダ・リッシャ コンプロミッソ　ロウレイロ 2018 白 株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/425902/

DOP: Vinho

Verde
キンタ・デ・クルヴォス アフェクテュス・ロウレイロ 2019 白 エノテカ株式会社 https://www.enoteca.co.jp/item/detail/120740012

DOP: Vinho

Verde
キンタ・デ・クルヴォス アフェクテュス・アーリー・ハーヴェスト 2019 白 エノテカ株式会社 https://www.enoteca.co.jp/item/detail/120740010

DOP: Vinho

Verde
キンタ・デ・クルヴォス クルヴォス　スペリオール 2018 白

株式会社KOBEインターナショナ

ル

https://kobeinternational.co.jp/shopping/shopping.html?3#CurvosSuperior201

8
DOP: Vinho

Verde
キンタ・デ・クルヴォス クルヴォス　ローレイロ 2018 白

株式会社KOBEインターナショナ

ル
https://kobeinternational.co.jp/shopping/shopping.html?3#CurvosLoureiro2018

DOP: Vinho

Verde
キンタ・デ・パッソス ヴィーニョ・ヴェルデ・ノヴォ・ロウレイロ 2019 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/pas-05.html

DOP: Vinho

Verde
キンタ・デ・パッソス カーザ・デ・パッソス・ロウレイロ＆アリント 2018 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/pas-06.html

DOP: Vinho

Verde
キンタ・デ・パッソス カーザ・デ・パッソス・ロゼ 2018 ロゼ 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/pas-08.html

DOP: Vinho

Verde
キンタ・デ・パッソス カーザ・ド・カピタン・モール・アルヴァリーニョ 2018 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/pas-02.html

DOP: Vinho

Verde
キンタ・ド・エルミジウ カンポ・ド・ポラル 2018 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/29

DOP: Vinho

Verde
キンタス・デ・メルガッソ QMアルヴァリーニョ 2019 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/mgs-01.html

DOP: Vinho

Verde
キンタス・デ・メルガッソ トーレ・デ・メナージェン・ヴィーニョ・ヴェルデ 2018 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/mgs-02.html

DOP: Vinho

Verde
キンタス・ド・オーメン ヴァレ・ド・オーメン　ブランコ 2018 白 株式会社スマイル http://www.smilecorp.co.jp/wine/detail.php?wineId=726
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DOP: Vinho

Verde
キンタス・ド・オーメン ヴァレ・ド・オーメン　ロゼ 2016 ロゼ 株式会社スマイル http://www.smilecorp.co.jp/wine/detail.php?wineId=728

DOP: Vinho

Verde
ジョゼ・マリア　ダ　フォンセカ Ｖ　ヴィーニョ・ヴェルデ N.V. 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=782&w=71

DOP: Vinho

Verde
ジョゼ・マリア　ダ　フォンセカ ツイン・ヴァインズ　ヴィーニョ・ヴェルデ N.V. 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=774&w=71

DOP: Vinho

Verde
ソアリェイロ ソアリェイロ 2018 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=868&w=73

DOP: Vinho

Verde
ソアリェイロ ソアリェイロ プリメイラス　ヴィーニャス 2017 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=859&w=73

DOP: Vinho

Verde
ソアリェイロ ソアリェイロ ブリュット アルヴァリーニョ 2018

スパークリン

グ
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=794&w=73

DOP: Vinho

Verde
ソアリェイロ ソアリェイロ レゼルバ 2015 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=226&w=73

DOP: Vinho

Verde
プロヴァン ヴァランダ・ド・コンデ 2017 白 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=154609511

DOP: Vinho

Verde
プロヴァン コト－・デ・マモエラス 2017 白 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=154612412

DOP: Vinho

Verde
レゲンゴ・デ・メルガッソ レゲンゴ・デ・メルガッソ・アルヴァリーニョ 2018 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/rdm-01.html

DOP: Vinho

Verde
レゲンゴ・デ・メルガッソ

レゲンゴ・デ・メルガッソ・アルヴァリーニョ・レゼルヴァ・ブリュッ

ト
2016

スパークリン

グ
株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/rdm-02.html

DOP: Vinho

Verde
ワインウィズスピリット シーフード＆カンパニー 2017 白 株式会社selesta

IGP: Alentejano アデガ・ダス・モウラス・デ・アライオロス ヴィーニャ・ダス・モウラス 2018 赤
株式会社KOBEインターナショナ

ル

http://kobeinternational.co.jp/shopping/shopping.html?3#VinhadasMouras201

8

IGP: Alentejano アモレイラ・ダ・トーレ ゼブロ・ビオワイン・ティント 2018 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/fdm-02.html

IGP: Alentejano アモレイラ・ダ・トーレ ゼブロ・ビオワイン・ブラン・ド・ノワール 2018 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/fdm-03.html

IGP: Alentejano エスポラン エスポラン　ヴェルデーリョ 2017 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=795&w=68

IGP: Alentejano エスポラン エスポラン　コリェイタ　レッド 2017 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=860&w=68

IGP: Alentejano エスポラン エスポラン プライベートセレクション ホワイト 2015 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=707&w=68

IGP: Alentejano エスポラン モンテ・ヴェーリョ ホワイト 2017 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=767&w=68

IGP: Alentejano エスポラン モンテ・ヴェーリョ レッド 2018 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1119&w=68

IGP: Alentejano エルダーデ・ド・アレピアード・ヴェーリョ アレピアード・コレクション・レゼルヴァ・ティント 2016 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/arp-01.html

IGP: Alentejano エルダーデ・ド・アレピアード・ヴェーリョ アレピアード・コレクションレゼルヴァ・ブランコ 2017 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/arp-02.html

IGP: Alentejano エルダーデ・ド・アレピアード・ヴェーリョ アレピアード・トラディション・レゼルヴァ 2016 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/arp-05.html

IGP: Alentejano エルダーデ・ド・ロシン ロシン　アリカンテ・ブーシェ　（赤） 2016 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip406.html

IGP: Alentejano エルダーデ・ド・ロシン ロシン　アルヴァリーニョ　ブランコ　（白） 2016 白 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip405.html
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IGP: Alentejano エルダーデ・ド・ロシン ロシン　マリアナ　ヴィーニョ・ティント　（赤） 2017 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip402.html

IGP: Alentejano エルダーデ・ド・ロシン ロシン　マリアナ　ヴィーニョ・ブランコ　（白） 2018 白 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip401.html

IGP: Alentejano エルダーデ・ドス・グロウシュ グロウシュ　ティント　（赤） 2014 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip200.html

IGP: Alentejano エルダーデ・ドス・グロウシュ グロウシュ　ティント　リゼルヴァ　（赤） 2009 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip205.html

IGP: Alentejano エルダーデ・ドス・グロウシュ グロウシュ　ブランコ　（白） 2015 白 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip201.html

IGP: Alentejano エルダーデ・ドス・グロウシュ グロウシュ　ムーン　ハーヴェステッド　（赤） 2014
フォーティファ

イド
株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip204.html

IGP: Alentejano カーザ・サントス・リマ フォルティッシモ・ティント 2018 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/csl-31.html

IGP: Alentejano カザ・レウウ゛ァス アート・テッラ　オーガニック 2016 赤 株式会社モトックス http://www.mottox.co.jp/search/detail.php?id=651684

IGP: Alentejano カザ・レウウ゛ァス アート・テッラ　クルティメンタ 2019 白 株式会社モトックス http://www.mottox.co.jp/search/detail.php?id=613698

IGP: Alentejano カザ・レウウ゛ァス アトランティコ 2017 赤 株式会社モトックス http://www.mottox.co.jp/search/detail.php?id=641382

IGP: Alentejano カザ・レウウ゛ァス アトランティコ　レゼルウ゛ァ　赤 2017 赤 株式会社モトックス http://www.mottox.co.jp/search/detail.php?id=647268

IGP: Alentejano カザ・レウウ゛ァス アトランティコ　レゼルウ゛ァ　白 2018 白 株式会社モトックス http://www.mottox.co.jp/search/detail.php?id=612809

IGP: Alentejano ソラール・ドス・ロボス ソラール・ドス・ロボス・ティント 2017 赤 株式会社ローヤルオブジャパン

IGP: Alentejano ソラール・ドス・ロボス ソラール・ドス・ロボス・ブランコ 2018 白 株式会社ローヤルオブジャパン

IGP: Alentejano モンテ・ダ・ラヴァスケイラ ヴィーニャ・ダス・ホマンス 2014 赤 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%83

%bc%e3%83%8b%e3%83%a3%e3%83%bb%e3%83%80%e3%82%b9%e3

%83%bb%e3%83%9b%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%80%802

014/

IGP: Alentejano モンテ・ダ・ラヴァスケイラ フォンテ・ダ・セラーナ・ホワイト 2016 白 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83

%b3%e3%83%86%e3%83%bb%e3%83%80%e3%83%bb%e3%82%bb%e3

%83%a9%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bb%e3%83%9b%e3%83%af%

e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%802016/

IGP: Alentejano モンテ・ダ・ラヴァスケイラ フォンテ・ダ・セラーナ・レッド 2018 赤 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83

%b3%e3%83%86%e3%83%bb%e3%83%80%e3%83%bb%e3%82%bb%e3

%83%a9%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bb%e3%83%ac%e3%83%83%

e3%83%89%e3%80%802017/
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IGP: Alentejano モンテ・ダ・ラヴァスケイラ モンテ・ダ・ラヴァスケイラ・セレクション・ホワイト 2017 白 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83

%86%e3%83%bb%e3%83%80%e3%83%bb%e3%83%a9%e3%83%b4%e3

%82%a1%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%83%bb

%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88-2016/

IGP: Alentejano モンテ・ダ・ラヴァスケイラ モンテ・ダ・ラヴァスケイラ・セレクション・レッド 2017 赤 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83

%86%e3%83%bb%e3%83%80%e3%83%bb%e3%83%a9%e3%83%b4%e3

%82%a1%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%83%bb

%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e3%80%802016/

IGP: Alentejano モンテ・ダ・ラヴァスケイラ モンテ・ダ・ラヴァスケイラ・セレクション・ロゼ 2017 ロゼ 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83

%86%e3%83%bb%e3%83%80%e3%83%bb%e3%83%a9%e3%83%b4%e3

%82%a1%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%83%bb

%e3%82%bb%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%

b3%e3%83%bb%e3%83%ad/

IGP: Alentejano モンテ・ダ・ラヴァスケイラ モンテ・ダ・ラヴァスケイラ・セレクション・ロゼ 2018 ロゼ 株式会社正光社

IGP: Alentejano モンテ・ダ・ラヴァスケイラ モンテ・ダ・ラヴァスケイラ・ファミリア・レゼルヴァ・ホワイト 2018 白 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83

%86%e3%83%bb%e3%83%80%e3%83%bb%e3%83%a9%e3%83%b4%e3

%82%a1%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%83%bb

%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%9f%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%

bb%e3%83%ac%e3%82%bc/

IGP: Alentejano モンテ・ダ・ラヴァスケイラ モンテ・ダ・ラヴァスケイラ・ファミリア・レゼルヴァ・レッド 2015 赤 株式会社正光社

http://www.sunseikowines.com/product/%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83

%86%e3%83%bb%e3%83%80%e3%83%bb%e3%83%a9%e3%83%b4%e3

%82%a1%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%83%bb

%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%9f%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%

bb%e3%83%ac%e3%82%bc-2/

IGP: Alentejano ユージニオ・デ・アルメイダ財団 イーエー 2017 赤 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246762

IGP: Alentejano ユージニオ・デ・アルメイダ財団 イーエー 2017 白 有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246761

IGP: Alentejano ルイス・ドゥアルテ・ウ゛ィーニョス ラパリーガ・ダ・キンタ　ティント 2017 赤 株式会社モトックス http://www.mottox.co.jp/search/detail.php?id=612622

IGP: Alentejano ルイス・ドゥアルテ・ウ゛ィーニョス ラパリーガ・ダ・キンタ　ティント　レゼルウ゛ァ 2017 赤 株式会社モトックス http://www.mottox.co.jp/search/detail.php?id=612308

IGP: Alentejano ルイス・ドゥアルテ・ウ゛ィーニョス ラパリーガ・ダ・キンタ　ブランコ 2018 白 株式会社モトックス http://www.mottox.co.jp/search/detail.php?id=612623

IGP: Alentejano ルイス・パト・レグインガ インテンサス 2017 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=900&w=70

IGP: Alentejano ルイス・パト・レグインガ キンタ・デ・ヴァレ・ヴェアドス 2016 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=932&w=70

IGP: Alentejano ルイス・パト・レグインガ テレヌス ホワイト 2012 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=671&w=70
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IGP: Alentejano ルイス・パト・レグインガ テレヌス レッド 2013 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=754&w=70

IGP: Alentejano ワインウィズスピリット カルペ　ノクテム　ヴォイヤー 2015 赤 株式会社selesta

IGP: Alentejano ワインウィズスピリット フェイジョアーダ＆カンパニー 2012 赤 株式会社selesta

IGP: Bairrada Atl

ãntico
コンパニーア・ダス・キンタス ボルリード　ブリュット N.V.

スパークリン

グ
株式会社モトックス http://www.mottox.co.jp/search/detail.php?id=641379

IGP: Bairrada Atl

ãntico
マルケス・デ・マリアルヴァ バガ　ブラン・ド・ノワール N.V.

スパークリン

グ
株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/425604/

IGP: Bairrada Atl

ãntico
マルケス・デ・マリアルヴァ バガ　ロゼ N.V.

スパークリン

グ
株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/425602/

IGP: Bairrada Atl

ãntico
マルケス・デ・マリアルヴァ ブラン・ド・ブラン　ドーチェ N.V.

スパークリン

グ
株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/425604/

IGP: Bairrada Atl

ãntico
マルケス・デ・マリアルヴァ ブラン・ド・ブラン　ブリュット N.V.

スパークリン

グ
株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/425601/

IGP: Bairrada Atl

ãntico
ルイス・パト ヴィーニャ・ヴェーリャス ホワイト 2016 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=761&w=62

IGP: Bairrada Atl

ãntico
ルイス・パト ヴィーニャ・ヴェーリャス レッド 2015 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=755&w=62

IGP: Bairrada Atl

ãntico
ルイス・パト ヴィーニャ・バローサ 2013 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=88&w=62

IGP: Bairrada Atl

ãntico
ルイス・パト キンタ・ド・リベイリーニョ ペ・フランコ 2011 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=676&w=62

IGP: Bairrada Atl

ãntico
ルイス・パト スパークリング バガ ロゼ N.V.

スパークリン

グ
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=310&w=62

IGP: Bairrada Atl

ãntico
ルイス・パト スパークリング マリアゴメス N.V.

スパークリン

グ
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=738&w=62

IGP: Bairrada Atl

ãntico
ルイス・パト バガ & トゥリガ・ナショナル レッド 2015 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=829&w=62

IGP: Bairrada Atl

ãntico
ルイス・パト マリアゴメス ホワイト 2016 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=89&w=62

IGP: Bairrada Atl

ãntico
ルイス・パト レベル 2017 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=737&w=62

IGP: Lisboa アデガマイン ヴィオジ－ニョ 2016 白 株式会社ファインズ

https://www.e-

fwines.com/hp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3/%E3%83%B4%E3%

82%A3%E3%82%AA%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%A7-

%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%AC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83

%B3/p/PLMB16
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IGP: Lisboa アデガマイン トウリガ ナショナル 2017 赤 株式会社ファインズ

https://www.e-

fwines.com/hp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3/%E3%83%88%E3%

82%A6%E3%83%AA%E3%82%AC-

%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB-

%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%AC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83

%B3/p/PLMA17

IGP: Lisboa アデガマイン ドリ－ ブランコ 2017 白 株式会社ファインズ

https://www.e-

fwines.com/hp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3/%E3%83%89%E3%

83%AA%E3%83%BC-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B3-

%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%AC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83

%B3/p/PLDB17

IGP: Lisboa アデガマイン ドリ－ レゼルヴァ ティント 2016 赤 株式会社ファインズ

https://www.e-

fwines.com/hp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3/%E3%83%89%E3%

83%AA%E3%83%BC-

%E3%83%AC%E3%82%BC%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%82%A1-

%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%88-

%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%AC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83

%B3/p/PLRA16

IGP: Lisboa アデガマイン ドリ－ レゼルヴァ ブランコ 2018 白 株式会社ファインズ

https://www.e-

fwines.com/hp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3/%E3%83%89%E3%

83%AA%E3%83%BC-

%E3%83%AC%E3%82%BC%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%82%A1-

%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B3-

%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%AC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83

%B3/p/PLRB18

IGP: Lisboa アデガマイン ドリ－ティントアデガマイン 2017 赤 株式会社ファインズ

https://www.e-

fwines.com/hp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3/%E3%83%89%E3%

83%AA%E3%83%BC-%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%88-

%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%AC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83

%B3/p/PLDA17

IGP: Lisboa アデガマイン ピンタ ネグラ ティント 2018 赤 株式会社ファインズ

https://www.e-

fwines.com/hp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3/%E3%83%94%E3%

83%B3%E3%82%BF-%E3%83%8D%E3%82%B0%E3%83%A9-

%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%88%EF%BC%88%E3%82

%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%EF%BC%89-

%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%AC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83

%B3/p/PLPA18
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IGP: Lisboa アデガマイン ピンタ ネグラ ブランコ 2018 白 株式会社ファインズ

https://www.e-

fwines.com/hp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3/%E3%83%94%E3%

83%B3%E3%82%BF-%E3%83%8D%E3%82%B0%E3%83%A9-

%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B3%EF%BC%88%E3%82

%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%EF%BC%89-

%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%AC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83

%B3/p/PLPB18

IGP: Lisboa 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 2017 白 株式会社スマイル http://www.smilecorp.co.jp/wine/detail.php?wineId=856

IGP: Lisboa 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 2017 赤 株式会社スマイル http://www.smilecorp.co.jp/wine/detail.php?wineId=447

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ アズレージョ 2018 赤 株式会社都光

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ アズレージョ　ホワイト 2018 白 株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/423067/

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ アズレージョ　ロゼ 2017 ロゼ 株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/423068/

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ アルバリーニョ 2018 白 株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/422434/

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ オーエムジー 2016 赤 株式会社オーバーシーズ https://overseas-inc.jp/wine/detail/14911

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ キンタ・デ・ボンス・べントス 2016 赤 株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/411326/#411326

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ キンタ・デ・ボンス・べントス　アリント　ブランコ 2017 白 株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/424533/#424533

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ キンタ・ビスタ 2015 白 株式会社オーバーシーズ https://overseas-inc.jp/wine/detail/14913

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ シャルドネ 2018 白 株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/422436/

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ バリカス 2018 赤 株式会社オーバーシーズ

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ バリカス　ホワイト 2018 白 株式会社オーバーシーズ

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ ピノ・ノワール 2016 赤 株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/422430/

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ ポルトゥーガ　ティント 2018 赤 株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/425671/

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ ポルトゥーガ　ティント 2018 赤 株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/425775/

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ ポルトゥーガ　ブランコ 2018 白 株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/425673/

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ ポルトゥーガ　ブランコ 2018 白 株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/425776/

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ メルロー 2016 赤 株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/425832/

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ ラボ・デ・ガロ 2016 赤 株式会社オーバーシーズ https://overseas-inc.jp/wine/detail/14912

IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ レセルバ　ティント 2014 赤 株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/425831/
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IGP: Lisboa カーサ・サントス・リマ レセルバ　ブランコ 2015 白 株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/425830/

IGP: Lisboa カーザ・サントス・リマ ≪箱ワイン≫キンタ・ダ・エスピーガ・ティント 2018 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/csl-04bib.html

IGP: Lisboa カーザ・サントス・リマ ≪箱ワイン≫キンタ・ダ・エスピーガ・ブランコ 2018 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/csl-03bib.html

IGP: Lisboa カーザ・サントス・リマ ≪箱ワイン≫ラブラドール・ティント 2018 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/csl-26.html

IGP: Lisboa カーザ・サントス・リマ アズレージョ・ティント 2016 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/csl-17.html

IGP: Lisboa カーザ・サントス・リマ ラブラドール・ティント 2016 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/csl-22.html

IGP: Lisboa カーザ・サントス・リマ ラブラドール・ティント・レゼルヴァ 2016 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/csl-25.html

IGP: Lisboa カーザ・サントス・リマ ラブラドール・ブランコ 2018 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/csl-23.html

IGP: Lisboa カーザ・サントス・リマ ラブラドール・ブランコ・レゼルヴァ 2017 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/csl-29.html

IGP: Lisboa カサ　サントス　リマ ガロドーロ　ティント 2017 赤 富士貿易株式会社

IGP: Lisboa カサ　サントス　リマ ガロドーロ　ブランコ 2018 白 富士貿易株式会社

IGP: Lisboa カサ　サントス　リマ ガロドーロ　レゼルヴァ　10　バリカス 2017 赤 富士貿易株式会社

IGP: Lisboa カンパニア・アグリクラ・ド・サンギニャル セレジェイラス 2017 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/88

IGP: Lisboa カンパニア・アグリクラ・ド・サンギニャル セレジェイラス 2017 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/87

IGP: Lisboa キンタ・ド・カルネイル パクタス・ピノグリージョ 2017 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/82

IGP: Lisboa キンタ・ド・モンタルト
ヴィーニャ・ダ・マリャーダ　エスプマンテ　ブリュット スーパー・

リゼルヴァ　ブランコ　（白・発泡）
2012

スパークリン

グ
株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip192.html

IGP: Lisboa キンタ・ド・モンタルト ヴィーニャ・ダ・マリャーダ　ティント　（赤） 2017 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip181.html

IGP: Lisboa キンタ・ド・モンタルト ヴィーニャ・ダ・マリャーダ　ティント・レゼルヴァ　（赤） 2017 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip187.html

IGP: Lisboa キンタ・ド・モンタルト ヴィーニャ・ダ・マリャーダ　ブランコ　（白） 白 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip180.html

IGP: Lisboa キンタ・ド・モンタルト セパ・プーラ　ティント トウリガ・ナシオナル　（赤） 2015 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip185.html

IGP: Lisboa キンタ・ド・モンタルト セパ・プーラ　バガ　（赤） 2017 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip193.html

IGP: Lisboa キンタ・ド・モンタルト セパ・プーラ　ブランコ　フェルナンピレス　（白） 2016 白 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip183.html

IGP: Lisboa キンタ・ド・ランジェル ダンディ 2017 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/68

IGP: Lisboa キンタ・ド・ランジェル ピンタロラ 2018 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/23

IGP: Lisboa キンタ・ド・ランジェル ピンタロラ 2016 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/72
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IGP: Lisboa キンタ・ド・ランジェル ピンタロラ 2017 ロゼ ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/67

IGP: Lisboa コンパニーア・アグリコラ・ド・サンギニャル カザベル・ティント 2018 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/sgn-01.html

IGP: Lisboa コンパニーア・アグリコラ・ド・サンギニャル ソッタル・ライト 2017 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/sgn-04.html

IGP: Lisboa チョカパーリャ マール・デ・リスボア　白 2018 白 株式会社モトックス http://www.mottox.co.jp/search/detail.php?id=651353

IGP: Lisboa マンズワイン エクストラブリュット・レゼルバ 2016
スパークリン

グ
株式会社コートーコーポレーション http://www.manzwine.com/espumante-manz-reserva-100--jampal.html

IGP: Lisboa マンズワイン ドナ・ファティマ 2015 白 株式会社コートーコーポレーション http://www.manzwine.com/dona-fatima.html

IGP: Lisboa マンズワイン プラトニコ 2015 赤 株式会社コートーコーポレーション http://www.manzwine.com/platonico.html

IGP: Lisboa マンズワイン ポマール・ド・エスプリト・サント 2016 赤 株式会社コートーコーポレーション http://www.manzwine.com/pomar-esp-santo.html

IGP: Lisboa マンズワイン リスボア 2015 赤 株式会社コートーコーポレーション http://www.manzwine.com/lisboa.html

IGP: Minho ヴィーニョス・ノルテ ヴァルジア・ド・ミーニョ・トゥーリガナショナル・レゼルヴァ 2011 赤 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/mng-09.html

IGP: Minho キンタ・ダ・リシャ ポウコ・コムン・ヴィーニョ・ヴェルデ・アルバリーニョ 2018 白 ワインキュレーション株式会社 https://item.rakuten.co.jp/kbwine/eva3060/#eva3060

IGP: Minho キンタ・デ・クルヴォス クルヴォス　アルバリーニョ 2018 白
株式会社KOBEインターナショナ

ル

https://kobeinternational.co.jp/shopping/shopping.html?3#CurvosAlvarinho201

8

IGP: Minho キンタ・デ・パッソス カーザ・デ・パッソス・アリント・レゼルヴァ 2018 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/pas-07.html

IGP: Minho キンタ・デ・パッソス カーザ・デ・パッソス・フェルナン・ピレス 2019 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/pas-01.html

IGP: Minho キンタ・ド・エルミジウ ヴィニャ・ダ・ボウサ 2017 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/32

IGP: Minho キンタ・ド・エルミジウ ヴィニャ・ド・クク 2017 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/31

IGP: Minho キンタス・デ・カイズ エスコスタス・デ・カイズ　アルウ゛ァリーニョ 2018 白 株式会社モトックス http://www.mottox.co.jp/search/detail.php?id=612820

IGP: Minho ソアリェイロ アロ 2018 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=820&w=73

IGP: Minho ソジェウ゛ィヌス・ファイン・ワインズ テッラ・ノッサ　ウ゛ィーニョ・ウ゛ェルデ N.V. 白 株式会社モトックス http://www.mottox.co.jp/search/detail.php?id=643870

IGP: Península de

Setúbal
アバディア・デ・サボレス コップ 2017 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/86

IGP: Península de

Setúbal
エルダデ・ド・セボラル エルダデ・ド・セボラル 2017 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/117

IGP: Península de

Setúbal
エルダデ・ド・セボラル エルダデ・ド・セボラル　カルカリウ 2014 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/115

IGP: Península de

Setúbal
エルダデ・ド・セボラル エルダデ・ド・セボラル　シシュト 2014 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/116

IGP: Península de

Setúbal
エルダデ・ド・ポルトカッロ エルダデ・ド・ポルトカッロ 2015 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/91
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IGP: Península de

Setúbal
エルダデ・ド・ポルトカッロ カヴァル・マルコ 2013 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/90

IGP: Península de

Setúbal
エルダデ・ド・ポルトカッロ ジェロニモ 2017 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/92

IGP: Península de

Setúbal
カーザ・エルメリンダ・フレイタス アルヴァリーニョ 2018 白 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=149947839

IGP: Península de

Setúbal
カーザ・エルメリンダ・フレイタス ヴァレンティーナ・プレミアム 2018 赤 荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=149947837

IGP: Península de

Setúbal
シヴィパ サディーノ 2018 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/101

IGP: Península de

Setúbal
シヴィパ サディーノ 2018 ロゼ ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/100

IGP: Península de

Setúbal
シヴィパ テラス・ド・サド 2018 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/103

IGP: Península de

Setúbal
シヴィパ テラス・ド・サド 2018 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/106

IGP: Península de

Setúbal
シヴィパ テラス・ド・サド 2016 ロゼ ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/102

IGP: Península de

Setúbal
シヴィパ テラス・ド・サド　レゼルヴァ 2017 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/99

IGP: Península de

Setúbal
ジョゼ・マリア　ダ　フォンセカ JMF　ホワイト 2017 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=436&w=71

IGP: Península de

Setúbal
ジョゼ・マリア　ダ　フォンセカ JMF　レッド 2017 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=435&w=71

IGP: Península de

Setúbal
ジョゼ・マリア　ダ　フォンセカ ペリキータ オリジナル 2016 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=529&w=71

IGP: Península de

Setúbal
ジョゼ・マリア　ダ　フォンセカ ペリキータ ホワイト 2017 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=527&w=71

IGP: Península de

Setúbal
ジョゼ・マリア　ダ　フォンセカ ペリキータ レゼルバ 2016 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=792&w=71

IGP: Península de

Setúbal
ジョゼ・マリア　ダ　フォンセカ ペリキータ ロゼ 2017 ロゼ 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=981&w=71

IGP: Península de

Setúbal
バラン・デ・ヴィラル

プロエーザ　カベルネ・ソーヴィニヨン　トウリガ・ナショナル　シ

ラー
2017 赤

株式会社KOBEインターナショナ

ル

http://kobeinternational.co.jp/shopping/shopping.html?3#CabernetSauvignon-

TourigaNational-Sylah2017

IGP: Península de

Setúbal
マロ・ワインズ マロ・バブリング　セミスウィート N.V.

スパークリン

グ
ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/83

IGP: Península de

Setúbal
マロ・ワインズ マロ・バブリング　ドライ N.V.

スパークリン

グ
ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/109

IGP: Península de

Setúbal
マンズワイン コンタドール・エストリアス 2017 赤 株式会社コートーコーポレーション http://www.manzwine.com/contador-estorias.html

IGP: Tejo カザル・ダ・コエリェイラ カザル・ダ・コエリェイラ 2016 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/25

IGP: Tejo カザル・ダ・コエリェイラ カザル・ダ・コエリェイラ　レゼルヴァ 2017 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/24

IGP: Tejo カザル・ダ・コエリェイラ テラソス・ド・テージョ 2018 白 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/products/detail/98
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IGP: Tejo カザル・ダ・コエリェイラ テラソス・ド・テージョ 2017 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/26

IGP: Tejo カザル・ダ・コエリェイラ ミソス 2017 赤 ポルトガル・トレード株式会社 https://portugaltrade.co.jp/index.php/products/detail/80

IGP: Tejo ワインウィズスピリット 1143　ホワイト 2018 白 株式会社selesta

IGP: Tejo ワインウィズスピリット 1143　レッド 2016 赤 株式会社selesta

IGP: Tejo ワインウィズスピリット ブレッド＆チーズ　赤 2013 赤 株式会社selesta

IGP: Tejo ワインウィズスピリット ブレッド＆チーズ　白 2015 白 株式会社selesta

IGP: Tejo ワインウィズスピリット ミート＆ミート 2016 赤 株式会社selesta

VINHO J.S.マノ（ディヴィニス） オ・ガジョ・ティント・ポルトガル N.V. 赤 ワインキュレーション株式会社 https://item.rakuten.co.jp/kbwine/eva2549/#eva2549

VINHO アフロス・ワイン ファウヌス　アンフォラ　ヴィニャオン　（赤） 2017 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip308.html

VINHO アフロス・ワイン ファウヌス　アンフォラ　パァレェチ　（ロゼ） 2016 ロゼ 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip305.html

VINHO アフロス・ワイン ファウヌス　アンフォラ　ローレイロ　（白） 2016 白 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip306.html

VINHO アフロス・ワイン ファウヌス　ペット・ナット　（白・発泡） 2016
スパークリン

グ
株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip307..html

VINHO ヴィディガルワイン テラス・ド・リトラル スパークリング N.V.
スパークリン

グ
株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/426607/

VINHO ヴィディガルワイン テラス・ド・リトラル ティント N.V. 赤 株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/418608/

VINHO ヴィディガルワイン テラス・ド・リトラル ブランコ N.V. 白 株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/420524/

VINHO ヴィニョス　ボルゲス ガタオ レッド N.V. 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=414&w=58

VINHO ヴィニョス　ボルゲス ガタオ ロゼ N.V. ロゼ 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=68&w=58

VINHO ヴィニョス　ボルゲス ガタオ ロゼ フラゴンボトル N.V. ロゼ 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=69&w=58

VINHO エスポラン ペ ティント 2018 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1016&w=68

VINHO エスポラン ペ ブランコ 2018 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=1135&w=68

VINHO カーザ・エルメリンダ・フレイタス エスプマンテ・ブルト N.V.
スパークリン

グ
荒井商事株式会社 https://araimart.com/?pid=149947838

VINHO カヴェス・アルコス・ド・レイ ヴァスコ・ダ・ガマ・ブリュット N.V.
スパークリン

グ
有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246798

VINHO カサ・デ・モウラス アントニオ・ロペス・リベイロ　ヴィーニョ　ティント　（赤） 2016 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip122.html
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VINHO カサ・デ・モウラス カサ・デ・モウラス　プラネット　シブー（赤） 2018 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip123.html

VINHO カザル・ドス・ジョルドス ガルディアン　ヴィーニョ　ティント　（赤） 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip132.html

VINHO キンタ・デ・エンコントロ エンコントロ ブリュット N.V.
スパークリン

グ
株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/425600/#425600

VINHO キンタ・デ・エンコントロ エンコントロ ロゼ ブリュット N.V.
スパークリン

グ
株式会社都光 https://item.rakuten.co.jp/cellar/417103/#417103

VINHO キンタ・デ・パッソス コトヴィーア・モスカテル 2018 白 株式会社メルカード・ポルトガル https://www.m-portugal.jp/items/pas-09.html

VINHO キンタ・ド・モンタルト フィラス　ティント　3000ml 箱入り　（赤） 赤 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip191.html

VINHO キンタ・ド・モンタルト フィラス　ブランコ　3000ml 箱入り　（白） 白 株式会社岸本 https://www.eurovin.co.jp/details/kip190.html

VINHO ジョゼ・マリア　ダ　フォンセカ ランサーズ　ロゼ N.V. ロゼ 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=423&w=71

VINHO ソグラペ社 ガゼラ N.V. 白 サントリーワインインターナショナル

VINHO ソグラペ社 マテウスロゼ N.V. ロゼ サントリーワインインターナショナル

VINHO ソグラペ社 マテウスロゼ N.V. ロゼ サントリーワインインターナショナル

VINHO ニーポート ナット・クール　ホワイト 2017 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=783&p=1&w=60

VINHO バカリョア アリアンサ・レゼルバ N.V.
スパークリン

グ
有限会社播磨屋 https://www.w-harimaya.co.jp/?pid=139246788

VINHO パッラス エストリア　ホワイト N.V. 白 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=422&w=65

VINHO パッラス エストリア　レッド N.V. 赤 木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=421&w=65

VINHO ワインウィズスピリット バスタ！ N.V.
スパークリン

グ
株式会社selesta

OTHERS ヴィニョス　ボルゲス ガタオ スパークリングワイン レゼルバ ミディアム-ドライ N.V.
スパークリン

グ
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=70&w=58

OTHERS ヴィニョス　ボルゲス フィタ アズール アティチュード レゼルバ ブリュット N.V.
スパークリン

グ
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=650&w=58

OTHERS ヴィニョス　ボルゲス フィタ アズール ウーマン レゼルバ ドース N.V.
スパークリン

グ
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=649&w=58

OTHERS ヴィニョス　ボルゲス フィタ アズール セレブレーション レゼルバ セッコ N.V.
スパークリン

グ
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=647&w=58

OTHERS ヴィニョス　ボルゲス フィタ アズール セレブレーション レゼルバ ドース N.V.
スパークリン

グ
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=648&w=58

OTHERS ピコ島協同組合 ラジド 2003
フォーティファ

イド
木下インターナショナル株式会社 https://www.pontovinho.jp/products/detail.html?id=561&free_all=ラジド
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