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COFFEE 
コーヒー
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 "CAFÉ MALÚ"
カフェ・マル

Ground roasted coffee 
グランド・ローストコーヒー

 
250g & 500g 250g & 500g

 CODE - コード
 310 / 311

Café MALÚ It´s a Mexican Coffee, produced in 
The Sierra Sur of Oaxaca, Mexico 100% Arabica.

Cultivated in a privileged region, under the shadows of avocado trees and cacao at an 
altitude of 1,300 m above sea level, is an exquisite coffee; with aromas of toasted almonds 

and caramel, with main expression of vanilla, dark chocolate and roasted peanuts.
It is a medium roast that potentiates their natural flavors. 

「カフェ・マル」はメキシコの南に位置するオアハカ州、プルマ・イダルゴ地方の標高１3００mにあるアボカド
とカカオの下という恵まれた土壌で育てられたコーヒーです。

トーストされたアーモンドとキャラメル、ダークチョコレートとローストピーナッツに、全体にバニラが広がる上
品で洗練された香りが特徴です。
酸味はなく、ミディアムボディー。

DATE OF EXPIRY - 賞味期限 
12 MONTHS  - 12 ヵ 月

 
UNITS PER BOX - ユニット

12 / 24

CERTIFICATION & MEDALS - 認定証 - メダル
JAS (In process) 

"CAFÉ MALÚ"
カフェ・マル

Roasted coffee beans
ローストコーヒー（豆）

 

 CODE - コード
312 / 313



WINE
ワイン
葡萄酒 
VINO
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 CODE - コード
401

Produced in Dolores Hidalgo, Mexico; 100% 
Semillon, is a young, unoaked, stainless-steel 
slow fermented white. Can be tasted with 
shellfish and soft cheeses.

[トレ・デ・ティエラ]メキシコ独立の地で、16世紀からの
歴史あるワイナリーがお届けするメキシコの逸品。グア
ナファト州ドローレス・イダルゴをで丁寧に作られてい
ます。

この白ワインのフレッシュでバランスの取れた酸味は、ク
リームチーズや鮮魚のマリネとグッドマリアージュ。

CERTIFICATION & MEDALS
認定証 - メダル

Silver medal in Bacchus Spain.

NO EXPIRATION DATE 
賞味期限なし

UNITS PER BOX - ユニット
12

NO EXPIRATION DATE 
賞味期限なし

UNITS PER BOX - ユニット
12

NO EXPIRATION DATE 
賞味期限なし

UNITS PER BOX - ユニット
12

"TORRE DE TIERRA" 
トレ・デ・ティエラ

Tempranillo – Cabernet 
Sauvigon 

テンプラニージョ、カベルネ・ソ
ーヴィニヨン

ALCOHOL CONTENT
アルコール分: 13.5%

750ml

"TACUCHE" 
タクーチェ

Cabernet Sauvignon – 
Merlot – Malbec – Syrah 
カベルネ・ソーヴィニヨン、 メ
ルロー、マルベック、シラー

ALCOHOL CONTENT
アルコール分: 14 %

750ml

 CODE - コード
402

 CODE - コード
403

Tempranillo – Cabernet Sauvignon blend. Pre-
fermentative and carbonic maceration, aged 
from 3 to 6 months in American, French and 
Hungarian white oak barrels

［トレ・デ・ティエラ］は、メキシコ独立の地で、16世紀か
らの歴史あるワイナリーがお届けするメキシコの逸品。
グアナファト州ドローレス・イダルゴで丁寧に作られてい
ます。 味のバランスがよく、力強い余韻が続く赤ワイン。
グリルやロー ストしたお肉にぴったりです。

CERTIFICATION & MEDALS 
認定証 - メダル

Silver Medal - CINVE Spain 
(Ribera del Duero)
Silver Medal -Concours Mondial Bruxelles 
(Hungary) 
Bronze Medal –DecanterWorld Wine
Awards (England)

Tacuche is produced in Dolores Hidalgo 
Guanajuato is an ensemble of 4 of our best 
grapes.

In view has notes to Black plum; Is clean and 
bright. Fresh acidity with well rounded tannins 
and notes of red fruits

［タクーチェ］は、メキシコ独立の地で、16世紀からの
歴史あるワイ ナリーがお届けするメキシコの逸品。グア
ナファト州ドローレス・イダルゴをで丁寧に作られていま
す。タクーチェとは、スペイン語で、ちょっとお洒落してパ
ーティーへ 出掛ける時の様なエレガントな気分を意味
します。そんな楽しい時間の為に作られた、とっておきの
赤ワインです。

"TORRE DE TIERRA
SEMILLON"

トレ・デ・ティエラ・セミヨン

ALCOHOL CONTENT
アルコール分: 13%

750ml

 



BEER  
ビール 
啤酒  
CERVEZA
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"TEMPUS 
DORADA"

 テンプス・ドラーダ

 

 210  211  214  212  213

CERTIFICATION - MEDALS
認定証 - メダル 

Gold Medal in 2012 
Cerveza Mexico

2012年メキシコ優秀ビール金賞受賞

It´s a Mexican Craft Beer, 
style Golden Ale and fermen-
tation Ale with 4.3% alcoho-
lic content. Light and refres-
hing beer. It has honey tones 
and touch citrus and flowers.
Recommended marinade 
with raw foods like salads, 
seafood and carpaccio.

「テンプス・ドラーダ」はアルコー
ル４．３度のメキシコ産のクラフ
トビールです。蜂蜜、柑橘類や花
などのトーンを持つため、軽く爽
やかななビールになっています。
そのため、サラダ、シーフードやカ
ルパッチョなどといった生の食
品といただくのがおすすめです。

CODE コード CODE コード CODE コード CODE コード CODE コード

"TEMPUS 
CLASICA" 

テンプス・ALT・クラシカ

 

"TEMPUS DOBLE 
MALTA" 

テンプス・ドブレ・マルタ

 

"JABALÍ  BOCK"
ハバリ・ボック

 

CERTIFICATION - MEDALS
認定証 - メダル 

Bronze in Australian International 
Beer Awards 2012

2012年オーストラリア国際ビール審
査会銅賞受賞

CERTIFICATION - MEDALS
認定証 - メダル 

Bronze in Australian International 
Beer Awards 2012

2012年オーストラリア国際ビール審
査会銅賞受賞

Silver in Australian International 
Beer Awards 2010

2010年オーストラリア国際ビール審
査会銀賞受賞

CERTIFICATION - MEDALS
認定証 - メダル 

Bronze in Mexico
International Beer Awards 2015

2015年メキシコ国際ビールアワード
銅賞受賞

It´s a Mexican Craft Beer, 
style Altbier and fermenta-
tion Ale with 5.2% alcoholic 
content. Beer created to 
smooth to your palate. Tas-
tes like wood, dry dirt and it 
has a little astringency. This 
beer exalts the spicy flavors.

「テンプス・ALT・クラシカ」は
アルルコール度数5.2％のメキ
シコ産クラフトビールです。こ
のビールはスパイシーな風味
と木材や乾いた土のような味
を持ち、少し渋みがあるため、
味覚を滑らかにしてくれます。

It´s a Mexican Craft Beer, 
style Imperial Altbier and 
fermentation Ale with 7% 
alcoholic content. Perfect-
ly balanced with a high al-
cohol content and toasted 
caramel flavor. This beer 
recommended marinade 
with spicy and sweet flavors. 

アルコール度数7％のメキシコ産
クラフトビールです。トーストされ
たようなカラメル色で、甘みと苦
みを同時に持ち合わせ、塩気の
ある料理や甘味のある料理にぴ
ったりです。受賞数が多いという
こともありますが、大衆からもそ
のおいしさは認められています。

It´s a Mexican Craft Beer, 
style Hellesbock with 8.1% 
alcoholic content. Clear 
color with a sweet malty 
aroma. Its bitternes lingers 
and gives it a strong cha-
racter. It hides some flo-
ral, citric and spices tones.
It is a strongly flavored beer 
with high alcohol content to 
accompany very spicy foods.

「テンプス・ハバリHELLES -
BOCK」はアルコール8.1％のメ
キシコ産クラフトビールです。甘
い麦芽の香りを持ち、その苦みで
強いイメージを持たれます。いく
つかの花やクエン酸のスパイスト
ーンも香ります。このビールはアル
コール度が高く、強い風味を持つ
ので辛い食べ物とよく合います。

It´s a Mexican Craft Beer, 
style Bock with 6.3% al-
coholic content. Dark co-
lor with red tones with a 
strong toasted malts aro-
ma and a heavy sensation. 
The bitterness from the 
hops balances the toasted 
flavors from the malt and 
gives it some sweetness.

アルコール度 数 6 . 3％のメキ
シコ産クラフトビールです。ラ
ガービールよりも強めの味で、
色 は 濃 い 赤 、風 味 は 強く、ボ
ディーもしっかりしています。
ホ ッ プ の 苦 み と 麦 芽 を
ト ー ス ト し た 風 味 が 軽
い 甘 味 を も た ら し ま す 。

"TEMPUS JABALI 
HELLESBOCK"

ハバリー・ハルスボック 

 355 ML  355 ML  355 ML  330 ML 330 ML

DATE OF EXPIRY
賞味期限

18 MONTHS / 18 ヵ月

UNITS PER BOX - ユニット
24

DATE OF EXPIRY
賞味期限

18 MONTHS / 18 ヵ月

UNITS PER BOX - ユニット
24

DATE OF EXPIRY
賞味期限

18 MONTHS / 18 ヵ月

UNITS PER BOX - ユニット
24

DATE OF EXPIRY
賞味期限

18 MONTHS / 18 ヵ月

UNITS PER BOX - ユニット
24

DATE OF EXPIRY
賞味期限

18 MONTHS / 18 ヵ月

UNITS PER BOX - ユニット
24



MEZCAL   
メスカル
龙舌兰
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 "MEZCAL 
AGUAFUERTE"  
アグア・フエルテ

750 ML

 

 CODE - コード
111

"MEZCAL JOVEN 
NEGRA SOLEDAD"

750 ML

 CODE - コード
114

It´s a young mezcal produced in 
Guerrero, Mexico 100% made of 
Cupreata wild agave with a 43% 
alcoholic content. On the palate it’s 
a taste that remains, confirming his 
body, bitter chocolate, butter and a 
slight smokiness.

In light golden and soft green tones. 
It shows a strong body with good 
smoothness on the glass.

「アグア・フエルテ」はアルコール４３度の
若いメスカルです。口の中にビターチョコ
レート、バターとスモーキーな風味が残り
ます。
光の下ではゴールド、影では薄緑色と、若
いメスカルの特徴的な色をしています。

It is a mezcal produced in Oaxaca, 
Mexico.  100% made of Agave An-
gustifolia (Espadin) with an Alcoho-
lic content of 45%, for those who 
know the good Mezcal.

Has aromas of cooked agave herbal 
and slightly fruity, with a high pre-
sence of alcohol in the olfactory im-
pact without being annoying 

High  impact of alcohol in mouth 
good balanced with medium acidity 
and astringency. 

メキシコ、オアハカ州産100％アガベのメ
スカル。アルコール度数45％。名の通った
メスカルです。
軽い果実の香りとアガベの香りがし、
バランスの取れた酸味と渋みのインパクト
があるメスカルです。

NO EXPIRATION DATE 
賞味期限なし

UNITS PER BOX - ユニット
6

NO EXPIRATION DATE 
賞味期限なし

UNITS PER BOX - ユニット
12

NO EXPIRATION DATE 
賞味期限なし

UNITS PER BOX - ユニット
6

"MEZCAL 618"

750 ML 

 CODE - コード
112

It´s a young mezcal produced in 
Durango, Mexico 100% made of 
Durangesis wildagave with a 38% 
alcoholic content. 

In light has a crystalline color cha-
racteristic of a good mezcal, with 
notes on the palate with floral and 
vanilla flavors. It is the best option 
to star in the way of mezcal.  

618 のメスカルはアルコール３８％の若
いメスカルです。良いメスカルの特徴であ
るクリスタルな色をしています。
花やバニラの風味を持ち、メスカルを飲
み始める方におすすめです。

"MEZCAL EL PENEQUE 
CON GUSANITO"
エル・ペネケ メスカル

（芋虫入り）
750 ML

 CODE - コード
113

It´s a abocado mezcal produced 
in Oaxaca, Mexico 100% made of 
Angustifolia wild agave with a 37% 
alcoholic content. 

It contains a maguey worm that ge-
nerates a subtle presence of alcohol 
that fills the palate fully with notes 
of honey and fruit, balanced acidity 
and moderate astringency. Remains 
in the mouth, releasing sweet tones 
until the end

メキシコ、オアハカ州産のアボガドのメスカ
ルで、アルコール度数37％。

中に入っているリュウゼツランの芋虫が、蜜
と果実、バランスのとれた酸味と適度な渋
みをもたらします。最後まで口の中に甘味
が残ります。

NO EXPIRATION DATE 
賞味期限なし

UNITS PER BOX - ユニット
6



NOPAL
サボテン 
仙人掌
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The "nopal" is a cactus plant native to Mexico, grown in the  driest and arid areas of Mexico.

Nopal is rich in calcium, potassium, and phosphorus, sodium, and also contains, in various proportions, different carbohydrates 
or carbohydrates and nitrogenous components. The nopal is rich in fibers, vitamins (A, B, B2, C and K), riboflavin, vitamin 
B6, chlorophyll and proteins. Nopales are tender and freshly cut, harvested in the first hours of the day to be processed 

and packaged at dusk, cambray nopalitos in brine VILLA ALTA guarantee its freshness. The VILLA ALTA nopalitos maintain 
unmatched quality, being young nopales, that generate a unique value for its flavor not as acid and pleasant mouthfeel They can 

be used to eat in salads, soups or snacks.

「Nopal（ノパル）」はメキシコ原産のサボテンで、乾燥地帯で栽培されています。
ノパルには、カルシウム、カリウム、リン、ナトリウムが豊富で、糖質、炭水化物、窒素等も含まれています。また、食物繊維、ビタミン（A、B、B2、C、K）、リボフ

ラビン、ビタミンB6、クロロフィル、たんぱく質なども豊富です。
このノパルは青く、新鮮で、収穫は早朝にされ、その日の午後にはパックされるので、お客様は新鮮なものをお召し上がりいただけます。

ビジャ・アルタのノパルは、青いノパル独特の酸味を抑え、食べやすくしており、品質には自信を持っております。
サラダやスープに入れたり、おつまみにしたりと、おいしく召し上がりいただけます。

"VILLA ALTA"
Nopal Cambray en Salmuera

ビジャ・アルタ
塩漬け ウチワサボテン

 
 1Kg

 501
CODE - コード

DATE OF EXPIRY 
賞味期限

18 MONTHS 18 ヵ月

UNITS PER BOX
ユニット

12

"VILLA ALTA"
Nopal Cambray en Salmuera

ビジャ・アルタ
塩漬け ウチワサボテン

 
 500g

 502

DATE OF EXPIRY 
賞味期限

18 MONTHS 18 ヵ月

UNITS PER BOX
ユニット

24

"VILLA ALTA"
Nopal cortado

en tiras
ビジャ・アルタ

カット ウチワサボテン 
 

 1Kg

 503

DATE OF EXPIRY 
賞味期限

18 MONTHS 18 ヵ月

UNITS PER BOX
ユニット

12

CODE - コード CODE - コード



我が社
Comercializadora MARCOLUNA は広い範囲でグローバルな商業活動を約束します。

Comercializadora MARCOLUNA は強固な事業基盤で、整合性、グローバルネットワーク、で構成され、知的資本では営業開発、インテリジェンス、情報収
集、解決策、物流活動で構成されています。

我が社のコアコンピタンスは、他社との協力しあうことです。他社と事業を統合することで、既存のフレームワークを超え、変化を先取することで、戦略的かつ有機
的にお客様のニーズを満たすことをを可能にすることができます。

Comercializadora MARCOLUNAでは各従業員が国際市場で継続的な改善に取り組むため、経験豊富で誰よりも製品について知識を持ち、資格を取ったス
タッフで構成されています。

そして社会に貢献し、利益をだすことが私たちのDNAに刻まれている、先人たちから受け継いできた熱意です。
我々は事業活動を通じて、将来的に社会への取り組みの継続を試みています。

我々は日本を中心としたアジア市場を主な輸出先としており、弊社製品に興味がおありの場合は、東京にいるスタッフがお客様へのサポートをいたします。

ABOUT US
The Comercializadora MARCOLUNA is a company committed to business activities in a wide range of industries on a global scale.

Comercializadora MARCOLUNA possesses a strong business foundation, which is comprised of integrity, global network, global 
relations, and intellectual capital, as well as diverse, functions made up of business development, market intelligence & information 
gathering, analysis and logistics solutions.

Our core competence, the joint effort, enables us to strategically and organically integrate this business foundation with diverse 
functions to meet the needs of our customers, while creating new value by anticipating change and transcending existing frameworks.

The Comercializadora MARCOLUNA regards this Integrated of experienced and qualified staff who knows better than anyone the 
international markets as its core competence and every employee is committed to continuous enhancement of this strength.

Our enthusiasm for benefiting and contributing to society is in our DNA that has been inherited from our predecessors. Through our 
business activities, we will strive to continue our commitment to society far into the future.


