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「ワインで世界の国巡り

世界のワイン 葡萄屋」ワインのご案内マガジン
http://www.budouya.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母の日のプレゼントは決まりましたか？
毎年何を送ろうか･･･悩みますね。
お花だけでは・・・とお考えの方に、
葡萄屋から、素敵なハートの陶器に入った薔薇のブリザードフラワーとワインのセットを
ご紹介させていただきます。
メッセージご希望の場合は、ご注文時「備考欄」にメッセージを記入ください
「母の日カード」に記入をしまして商品と一緒にお届け致します
５月３日(月)までの予約受付商品です。お早めにご注文ください。
５月８日(土)又は「母の日」の５月９日(日)に配送を致します。
どちらかご希望の日時を「備考欄」にご記入ください
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=254
●◎●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
薔薇の香りのワインと薔薇のセット
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
◎●
●ルーマニア産甘口ワインとハートの陶器入薔薇 セット
販売価格(税込)： 3,500 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=768
【セット内容】赤いやや甘口デザートワイン×1 本、ハート陶器入りの薔薇×1 本
ルーマニア産のデザートワイン(やや甘口です)バラーダ ブスヨアカ・デ・ボホティン
は、バラの香りとやわらかなハチミツの味わいです。
「天の恵み」と言われる、ブスヨアカ・デ・ボホティンで作られています。
繊細な上品さで優雅な香りを放つ葡萄品種です。
プリザーブドフラワー(ハート陶器入りの薔薇)をセットにしてお届け致します
●◎●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

珍しい赤のスパークリングワインと薔薇のセット
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
◎●
●南アの赤いスパークリングとハート陶器入の薔薇セット
販売価格(税込)： 3,000 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=770
セット内容】スパークリングワイン(赤・甘口)×1 本、ハート陶器入りの薔薇×1 本
南アフリカ産の大変珍しいルビー色をしたスパークリングワイン(やや甘口です)
J.C.ルルー シャンソンは、アルコールはやや低めで、後味のやさしい甘さが印象的です。
プリザーブドフラワー(ハート陶器入りの薔薇)をセットにしてお届け致します
●◎●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ドンペリに勝ったスペインのカヴァロゼと薔薇のセット
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
◎●
●ロジャー・グラート ロゼとハートの陶器入の薔薇 セット
販売価格(税込)： 3,500 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=769
【セット内容】発泡ロゼワイン(辛口)×1 本、ハート陶器入りの薔薇×1 本
人気のロジャー・グラート カバ・ロゼ(スペインの発泡ロゼワイン)は美しい色合いのロゼ。
キメ細やかな泡とボリューム豊かな口当たりが楽しめます。
ブリュッセル国際コンクール 2008 銀賞を受賞しております。
テレビ番組でドンペリロゼに勝ったワインとしても話題になりました。
プリザーブドフラワー(ハート陶器入りの薔薇)をセットにしてお届け致します
●◎●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
春に美味しいシャブリと薔薇のセット
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
◎●
●シャブリとハートの陶器入の薔薇 セット
販売価格(税込)： 3,200 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=764
【セット内容】辛口白ワイン×1 本、ハート陶器入りの薔薇×1 本
フランス・ブルゴーニュの名醸白ワイン「シャブリ」はエレガントな香りと豊かな果実味
で、楽しませてくれる白ワインです。贅沢なひとときを演出できるシャブリです。
プリザーブドフラワー(ハート陶器入りの薔薇)をセットにしてお届け致します。
●◎●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

激旨ワインに選ばれたフランスボルドーワインと薔薇のセット
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
◎●
●名醸ボルドー赤ワインとハートの陶器入の薔薇 セット
販売価格(税込)： 2,800 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=763
【セット内容】辛口赤ワイン×1 本、ハート陶器入りの薔薇×1 本
フランス・ボルドーの名醸赤ワインのシャトー・ヴァランタン
熟したベリーやカシスなど果実の香りの奥にクローブや胡椒、干し肉のようなスパイシー
な香りが感じられます。しっかりした酸と豊富なタンニン、余韻は長く、この価格帯の
ワインとしては大変お値打ちのボルドーです。
「雑誌 一個人 2008 年至福の激旨ワイン Best200」
「フランス 赤ワイン部門 3 位」を獲
得。
プリザーブドフラワー(ハート陶器入りの薔薇)をセットにしてお届け致します。
●◎●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
華やかなロゼと薔薇のセット
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
◎●
●フランス名醸ロゼとハートの陶器入の薔薇 セット
販売価格(税込)： 2,800 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=765
【セット内容】ロゼワイン(やや甘口)×1 本、ハート陶器入りの薔薇×1 本
フランスの名醸ロゼワイン(やや甘口です)ドメーヌ・デ・オート・ウーシュ ロゼ・ダンジ
ュ
は、美しいサーモンピンク、フレッシュな果実味が口の中一杯に広がります。
やや甘口(残糖 25g)で、生き生きとした軽やかなワインです。
大変珍しい生産者元詰めのロゼ・ダンジュ。
プリザーブドフラワー(ハート陶器入りの薔薇)をセットにしてお届け致します
●◎●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
他のお好みのワインと薔薇のセットも可能です♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
◎●
●セット用 ハートの陶器入りの薔薇
販売価格(税込)： 1,300 円

http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=767
ワインと組み合わせてお好みの薔薇セット商品を作ります。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
メッセージご希望の場合は、ご注文時「備考欄」にメッセージを記入ください
「母の日カード」に記入をしまして商品と一緒にお届け致します
※５月３日(月)までの予約受付商品です。
５月８日(土)又は「母の日」の５月９日(日)に配送を致します。
どちらかご希望の日時を「備考欄」にご記入ください
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=254
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新入荷！ハイドンを育てたエスターハージー公爵家のオーストリアワイン！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●
数世紀にわたり、パノニア地方でエスターハージー侯爵家は文化的な功績を収めています。
豪華な建築物を建てただけでなく、芸術家の為の寛大な支援者でもあり、情熱的な芸術
収集家でもありました。
遺された文化財産は、エスターハージー家の権力と名誉、そして領主としての証です。
エスターハージー侯爵家の豪華な宮廷の生活は最も有名でありました。
マリア・テレジアはエスターハージーのワインを高く評価していました。
このワインはマイルドな気候の中で豊かに育ったブドウからエスターハージーのワイン
セラーで醸造された高級ワインです。
醸造技術や設備も同じくモダンなものです。タンクや樽熟成庫は温度変化が少ない地下
７メートルにあり、ポンプは使わず、重力を利用して醸造ステップを進めています。
ステンレスタンク中に酸素を送り込む方法を導入し、香りをよりフルーティーにしていま
す。
●エスターハージー オマージュ・ハイドン【ESTERHAZY】販売価格(税込)： 2,730 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=773
輝きのある濃いガーネット色。力強いブラックベリーとプラムの香り。
フルボディの、ジューシーで柔らか、豊かなフルーツの果実味と熟成したタンニンの味わ
い。
長く強く続く後味と胡椒風味の余韻が特徴です。

※ヨーゼフ・ハイドンはこのエスターハージ家に住み、給料の一部をワインで支払いを
受けていました。
音楽好きなお母様へのプレゼントにも最適です♪

●エスターハージー ピノ・ノワール クラシック販売価格(税込)： 2,625 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=772
軽やかできめの細かいベリーフルーツの味、滑らかなテクスチャー、エレガントなタンニ
ン、
強く長い味わいの余韻を楽しめます。
●エスターハージー ブランド・ノワール【ESTERHAZY】販売価格(税込)： 2,835 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=771
エレガントで繊細なニュアンスのアロマ。口中で魅惑的なフレッシュな味わいとかすかに
リンゴとシトラスのフレーバーを感じ、リッチな触感と調和のとれた余韻が続きます。
ピノ・ノアール 100%から造られた瓶内二次発酵方式のスパークリングワイン。
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
葡萄屋ランキング１位！世界の国際大会を受賞したワインセットが人気爆発！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●
世界 30 ヶ国のワインを紹介している葡萄屋ならではの、世界大会で受賞した特別
なワインセットです。葡萄屋の世界のワインを堪能ください。
★世界の国際大会受賞ワイン 6 本セット
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=684
通常価格 13,468 円→販売価格 11,800 円 ※もちろん送料無料です。
【セット内容】 赤・辛口×3 本 白・辛口×1 本 ロゼ泡・辛口×1 本
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
サッカー大会の最高峰！2010FIFA ワールドカップ南アフリカ大会はもうすぐ！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2010 年 FIFA ワールドカップは 6 月 11 日～7 月 11 日まで南アフリカで開催されます！
近年ますます注目が集まる南アフリカワイン。
南アフリカワインの中で国際コンクールで受賞、ワイン専門誌で高い評価を得たワインだ
け

を集めた南アフリカワインのセットの決定版。
赤、白、スパークリングでこれは飲んでほしい!というワインだけを集めました。
これを飲んでおけば南アフリカはすべてオッケー!
抜群の味わいをお楽しみいただける 6 本セットをお得な価格でお届けします！
南アフリカワインの決定版！
●南アフリカ受賞ワイン特選 6 本セット
通常価格(税込)： 11,739 円 →販売価格(税込)： 9,980 円 ※もちろん送料無料！
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=718
【商品内容】 赤・辛口×3 本 白・辛口×2 本 泡×1 本
↓南アフリカ特集はこちら↓
http://www.budouya.jp/user_data/south_africa/
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ボルドー・ブルゴーニュのヴィンテージ、イタリアのスーパータスカンやバローロ、
カリフォルニアのオーパスワンなど、世界の名醸ワインはこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=130
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
今回も最後までメルマガを読んでいただいて、ありがとうございました。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□
ワインで世界の国巡り 世界のワイン 葡萄屋 大山愛子
〒２３０－００４８ 神奈川県横浜市鶴見区本町通４－１７７－１０－１０１
（TEL／FAX）０４５－５１１－３０６７
（ホームページ）http://www.budouya.jp/
（メール） oyama@budouya.jp
(葡萄屋店長ブログ） http://blog.goo.ne.jp/grass2108
(葡萄屋ソムリエブログ） http://maymei.seesaa.net/
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□
※◇葡萄屋 info を停止させたい場合◇
本メールの返信をお願いします。
その際、件名に「配信停止」と記載していただけると幸いです。

