メルマガ30（100625)
件名：【葡萄屋倶楽部】ブラジル祭り！お中元はオーガニック！カリフォルニア新入荷！
{name} 様
━[ 葡萄屋info vol.30] ━━━━━━━━━━━━━━━━[2010/6/25]━━━━━━━
「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/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
夏が近づいてまいりました！いかがお過ごしですが？
ＦＩＡＩワールドカップ！盛り上がってますね～！！！！！
世界各国の試合が面白くて寝不足気味です。
昨日はデンマークとの試合！興奮しました♪
日本チームのフリーキックはまさに圧巻！後半の１点もチーム力を感じる一点で快勝でした。
南アフリカワインを飲みながら、現地の気分でサッカー観戦に燃えましょう！
http://www.budouya.jp/user_data/south_africa/
優勝候補のブラジルの試合は本日！ポルトガルとの対戦です！
楽しみです。
ブラジルといえば、やっぱりサッカーですよね！
そして、アマゾンの熱帯樹林、イグアスの滝、リオのカーニバル♪
でも、6月のブラジルは『ボイ・ブンバ』なのです♪
ブラジルのアマゾン河に浮かぶ島の上に、パリンチンスという小さな町があります。
この町では年に一度『ボイ・ブンバ・フォルクローレ・フェスティバル』と呼ばれるお
祭りが開催されます。
ボイはポルトガル語で雄牛、ブンバは太鼓の音や大騒ぎの意味をします。
６月末の３日間、"アマゾンの奇祭" 、 "世界最大のオペラ" とも呼ばれるこの祭りを
目当てに、ブラジルはもとより世界中の人々がこの町に集まってきます。
白い雄牛と赤いハートをシンボルとする赤組 "ガランチード"
黒い雄牛と青い星をシンボルとする青組 "カプリショーゾ"
この二つのチームが３夜、それぞれ約２時間半におよぶパフォーマンスを交互に行いそ
の優劣を競います。祭りの舞台となるのは、赤と青に塗り分けられた円形スタジアム。
ここで、雄牛にまつわる民話劇を中心に、インディオの伝統やアマゾンの大自然などを
テーマにして、山車や歌曲、ダンスからなるパフォーマンスを繰り広げます。
最大の特徴とも言える巨大な山車、400人からなるドラミングオーケストラ、高らかに
唄い上げられる歌にのって踊る総勢3000人にもなるダンサーたち、とにかく迫力満点！
ボイ･ブンバの踊りの醍醐味は、曲ごとに振り付けが決まっていて、全員が同じ踊りを
踊ることにあります。応援する観客も一緒になって踊ってチームを盛り上げます♪
あぁ来年こそは参加したい！！！
ブラジルには白い砂漠があるのを知っていますか？
ブラジルのレンソイス・マラニャンセス国立公園には、まさに奇跡としか言いようのな
い光景が目の前に広がります。
一面真っ白の砂丘には雨季の間に降った雨でたまったエメラルドグリーンの水たまりが
広がり、そのコントラストが非常に美しい景色を作り、4WDに乗ってどこまでも続く白
い大地を走り抜く瞬間は自然が作り出したこの奇跡への感動がやみません。
ポルトガル語で「マラニャン州の」、Lencoisとは「 シーツ 」という意味ですが、そ
の名の通り真っ白なシーツを広げたような景色が広がるのがレンソイス国立公園です。
アフリカのサハラ砂漠とも、中国のタクラマカン砂漠とも違ったこの白砂漠が
15万5000haの大地を覆っています。
砂丘の砂の成分はほぼ100パーセント 石英でできており、それが太陽光に反射して白
く輝いて見えるのです。 ブラジルの大自然の代表です。
↓奇跡の白砂漠の画像を満喫ください！ユーラシア旅行社のページはこちら↓
http://www.eurasia.co.jp/nittei/latin-america/vb_rensoice/index.html
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★夏にゼッタイお勧め★ブラジルの常識？ブラジル人に大人気♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
夏に赤ワインはちょっと・・・と思う？
夏にはビールでしょ！と思う？
このワインは夏の暑さを吹き飛ばす、ブラジル人御用達！赤ワインです♪
とにかく飲んだらビックリ！
もちろん！私は夏はこのワインに決めました！
バーベキューにはゼッタイ！持って行きます♪
さすが牛肉消費量世界３位の国ブラジルには、肉がモリモリ食べられるワインがあるん
ですね♪もちろんブラジル料理のシェラスコにぴったりです。
是非一度はお試しください♪
●アウロラ

サンゲ・デ・ボイ

スアーヴェ【ブラジル】販売価格(税込)： 890 円
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http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=263
イザベル、コンコード、セイベルの3種類の葡萄品種をブレンドした、飲みやすくまろ
やかな口当たりの赤ワインです。飲み口がやわらかいので、ワインがすいすい進みます。
フルーティーでセミスイート！冷やして美味しい赤ワイン♪
お酒にあまり強くない女性の方にも人気です。氷を入れてサングリア風にも楽しめます。
ブラジルの代表的な赤ワインです。
みんなでワイワイ♪楽しめるお得なケース販売も行っております。
↓もちろん１０％ＯＦＦ！サンバを聴きながら楽しんでください♪↓
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=766
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ブラジルから新商品のフルボディ『ミオーロ』入荷しました！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
ブラジルのミオーロ家は、ジュゼッペ・ミオーロがイタリアから移住した1897年に始ま
ります。70年代になって、ミオーロ家は良質なブドウ栽培の先駆者となり、高品質な
ブドウの地域で有名になりました。
美しいブドウ畑の風景に加えて、最高水準の技術を誇る処理装置を装備しています。
今日では、ブラジルを代表するワイナリーとして世界にワインを発信しています
●ミオーロ メルロー・レゼルバ【ブラジル】販売価格(税込)： 2,400 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=828
動物香やエピセ、ハーブの複雑な香りが漂う。口に含むと、どっしりとしたタンニンに
心地よい果実味、適度な酸味が心地よく、大変バランスのとれた骨格とボディが素晴ら
しい。飲みごたえとバランスに優れたフルボディの赤ワインです。
ボルドー右岸の優れた作り手を思わせる香りと味わいを持つ出来です。
●ミオーロ カベルネ・ソーヴィニヨン レゼルバ【ブラジル】販売価格(税込)： 2,400 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=827
チェリー、キャラメル、コーヒーの香り。しっかりとしたタンニンが口の中に広がる。
奥行きの深い味わいを楽しむことができるフルボディの赤ワインです。
↓ブラジルの美味しいワインは他にもございます↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=123
◎●◎●◎●◎●◎●葡萄屋ソムリエＳＡＴＳＵＫＩのお料理レシピ◎●◎●◎●◎●◎●
世界各国の料理が楽しめるページにリニューアルしました！
簡単で美味しいソムリエレシピをワインと共にお楽しみください♪
http://www.budouya.jp/user_data/recipe2/r12.html
<<ブラジル風ステーキ ビッフィ >>
ブラジルの個性派のワインとも良く合う、ブラジル風のステーキをご紹介します。
ブラジルではとても一般的な作り方です。
＜材料＞ 2人分
牛肉の厚めの薄切り（8～10mmくらい)
玉ねぎ 1個
にんにく 1かけ
酢 大さじ１
塩 こしょう サラダ油

5～8枚

＜作り方＞
１、玉ねぎは1cm程度の厚みの輪切りにする。にんにくをすり鉢で潰し、塩小さじ1程度を
混ぜる。
２、肉を包丁の背や肉叩きでたたき、筋を切る。１のにんにく塩をしっかり揉み込み、
10分程度置く。
３、フライパンを強火で温め、サラダ油大さじ1弱を入れ、牛肉の片面をしっかり焼く。
軽くこしょうを振り、裏返して、さっと焼き肉を取り出す。
４、同じフライパンに玉ねぎを入れ、軽く塩を振り、酢を加えて炒める。玉ねぎが炒まった
ら、出来上がり。
※お酢の酸味でサッパリいただけます。
ソムリエレシピ
http://www.budouya.jp/user_data/recipe2/index.html
◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お中元に葡萄屋ならではの個性あるギフトはいかがですか？
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
お中元に喜ばれるものといえば！ワイン！私はいつもワインを贈ります。
ワイン好きの方に驚きと感動を与えるギフトをご用意致しました！
葡萄屋ギフトを大切な方への贈物として是非ご活用ください。
お中元に喜ばれるものといえば！ワイン！
ワイン好きの方に驚きと感動を与えるギフトをご用意致しました！
是非葡萄屋ギフトを大切な方へ
http://www.budouya.jp/user_data/summergift/
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************************************************************************
【地球に優しい】オーガニック特選南米紅白2本セット
ギフトBOX入り
販売価格 3,500円（税込）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=798
・赤ワイン／辛口×1本 白ワイン／辛口×1本 贈答用化粧箱×1
◆ドメーヌ・ジャンブスケ マルベック（赤）
◆タマヤ シャルドネ・リゼルバ（白）
チリとアルゼンチンの名門の作り手が造る多くのワインの中から、特に味わいの
良い優れた品質の赤と白を選びました。有機ワインとしても定評のある南米名門
の紅白ワインです。
************************************************************************
【音楽好きな方へ】オーストリア特選ワイン2本セット ギフトBOX入り
販売価格 4,900円（税込）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=799
・赤ワイン／辛口×1本 白ワイン／辛口×1本 贈答用化粧箱×1
◆エスターハージー オマージュ・ハイドン（赤）
◆エスターハージー ブランド・ノワール（スパークリング）
オーストリアの名門エスターハージーで造った赤ワインとスパークリングワイン
のセットです。飲んでいると、音楽の国オーストリアから奏でられる管弦曲が自
然と聞こえてくるよう。高級ワイン2本のセットを化粧箱にいれてお届けします
************************************************************************
【フランス好きな方へ】特選ボルドーワイン赤白2本セット ギフトBOX入り
販売価格 3,980円（税込）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=367
・赤ワイン／辛口×1本 白ワイン／辛口×1本 贈答用化粧箱×1
◆シャトー・ヴァランタン（赤）
◆シャトー・ラフォン・フルカ（白）
ボルドー産の飲みごたえのある味わいの赤白ワインの2本セット。ボルドーの名門
ワイナリーのワインを大切な方への贈り物にされてみてはいかがでしょうか。
★赤ワインは「雑誌 一個人 2008年至福の激旨ワイン Best200」
国別「2,000円以下」極旨ワイングランプリにて「フランス 赤ワイン部門3位」
を獲得した赤ワインです。
↓葡萄屋ならではのお中元ギフトページはこちら↓
http://www.budouya.jp/user_data/summergift/
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最高のワインがここにある！カリフォルニア新商品入荷！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
★☆ワイナリー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた名醸地ナパ・ヴァレーの絶品ワイン☆★
●アクウェイナス ナパ・ヴァレー シャルドネ【Aquinas】販売価格(税込)： 2,895 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=811
麦わら色で、マンゴやパパイヤのアロマとかすかなヴァニラの香りがします。
口に含むとパイナップルや赤いデリシャス種のりんごのフレーヴァーが感じられ、その
後、幾層にも重なったクリーム・ブリュレやさくらんぼ、レモン、オレンジの花の香り
が感じられます。
●アクウェイナス ナパヴァレー カベルネソーヴィニヨン 販売価格(税込)： 2,895 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=812
プラムのような色合いにハックルベリーや甘い凝縮したさくらんぼの香り。
凝縮したベリーのフレーヴァーにオーク樽やヴァニラ、シナモンの香りが続く複雑さの
ある味わい。クランベリーやダークチェリー、凝縮したカシスなどの黒いフルーツのフ
レーヴァーにオーク樽やヴァニラ、シナモンの香りが後味へと続きます。
わずかにブレンドされているプティ・シラーが色に深みを、味わいを複雑味を与えてい
ます。
===============================================================================
★☆世界的に注目されているカリフォルニアの凄腕『ハーン・エステーツ』☆★
●ハーン・エステイツ カベルネ・ソーヴィニヨン【Hahn】
販売価格(税込)： 2,527 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=815
濃く若さあふれ、タンニンはがっちりとして舞っているのに、不思議とトガったところ
が無く、育ちの良さとテクニックの高さがこのヴィンテージでもやはり光っています。
強いのですが魅惑的な果実味、そして樽からの旨みあふれる甘み、そこに鮮度と勢いが
乗っかり、うまく味わいの調和を取っています。
チョコやコーヒーのフレーヴァーも感じる典型的なパワフル系。
ニューワールド好きにはたまらないどっしりした味わいです。
※ヒューストン・ロデオ・ワイン・コンペ【Gold Medal】
※オレンジ・カウンティ・フェア【Gold Medal】
※ウェストコースト・ワインコンペ【Gold Medal】
※「ハーン カベルネ・ソーヴィニヨン」がリアルワインガイド2008年秋号「旨安ワイン
大賞」で127本中たった6本の大賞も取った実力派の中の実力派です!
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●ハーン・エステイツ シャルドネ・モントレー【Hahn】
販売価格(税込)： 2,527 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=814
たっぷりとした果実の味わいに樽の風味が華やかに漂い、舌触りはクリーミー&厚みのある
味わい中に芯が感じ取れ、しっかりした骨格があります。シトラスやマンダリン、あるい
は熟れ過ぎないパインやナッティーなどがあり、また若い白桃にある素朴な甘みと真綿に
包まれたようなソフトな酸味が心地よく響きます。
ややスモーキーなところやアーモンドの香りも漂い、このふたつがノーブルさ(=高級感)を
感じさせる要因となっています。
＜ハーンの自由と幸福の賞賛を象徴したシリーズ＞
●サイクルズ・グラディエーター ピノ・ノワール
販売価格(税込)： 2,205 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=809
完熟したトマトやササフラスにかすかなペパーミント等の非常に官能的な香が感じられます。
一方でかすかな甘さを感じさせる樹木やトリュフの香も感じられます。
口あたりはベルベットのように滑らかで、バランスの取れた素晴しいワインです。
●サイクルズ・グラディエーター カベルネソーヴィニヨン
販売価格(税込)： 1,890 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=810
開放槽にて発酵。新旧フレンチオーク樽で熟成。ラズベリーやミント、モカなどの愛らしい
アロマを持ち、細かいタンニンに包まれた幾層にもなる黒い果実のフレーヴァーが感じられ
ます。口に含んだ最初から最後までみずみずしさが口に広がり、骨格をサポートするのに十
分でシャープ過ぎない酸味があります。
===============================================================================
★☆極旨グランプリ第１位を獲得したスパークリングワイン☆★
●グローヴ・ストリート スパークリング【Grove Street】
販売価格(税込)： 1,985 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=816
洋ナシやパイナップルのニュアンスにきりっとした青りんごのフレーヴァーが際立っています。
口当たりはほんのり甘めで、香ばしいココナッツのフレーヴァーが後味を豊かにします。
※雑誌「一個人」(09年12月号)の「極旨ワイングランプリ!スパークリングワイン部門」で
第１位を獲得したワインです。
===============================================================================
★☆キツネのラベル（グレイフォックス）が凛々しい夏にお勧めの白ワイン☆★
グレイ・フォックス・ヴィンヤード シャルドネ
販売価格(税込)： 1,204 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=813
ストロー・ゴールド色。微かなシトラスとオークの香り、そしてクリスピーで長いフィニッシュ。
グラスワインとして、パスタ、マイルドな熟したチーズおよび貝類などと非常に良く合います。
スクリューキャップ栓を使用しています。
↓美味しいカリフォルニアワインはこちらにも↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=173
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
南アフリカワインで乾杯！スパークリングワイン新入荷！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
南アフリカで盛り上がるＦＩＦＡワールドカップ！乾杯の準備に♪
美味しいスパークリングワインを入荷しました！
★☆オーガニックスパークリング葡萄屋ＮＯ．１☆★
ステラー・オーガニック・スパークリング【Stellar】
販売価格(税込)： 1,680 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=806
青リンゴや洋ナシなどの爽やかな香り。フレッシュで爽やかな泡がスッキリとさせます。
優しい酸味と柔らかい口あたりで、スイスイ飲めてしまいます。
★☆南ア最大のワイナリーの金賞スパークリング☆★
パピヨン・ブリュット・スパークリング【Papillon】
販売価格(税込)： 1,890 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=807
蝶のラベルが可愛らしいです。
ライムなどの柑橘類や桃の香りと爽やかで豊かな酸味があります。優しい泡による柔らか
な口当たり。フィニッシュはドライでさっぱりとしています。
※第27回アニュアル・イースタン・ワインコンペティション2003で銀賞。
※ヴィノ・チャレンジ・アトランタ2003でグランド・トロフィ&金賞を受賞し、
アジア・南半球部門でベスト・スパークリングに選ばれる。
※ワイナリーは2004年ワインマガジン(南ア)でベストバリュー・セラー10に選ばれました。
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
再度追加入荷しました！人気NO.1南アフリカが満喫できる受賞ワインセット大好評
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メルマガ30（100625)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
2010年FIFAワールドカップの盛り上がり、南アフリカのワインが注目されるようになり
ました！美味しくて！リーズナブル！南アフリカワイン人気が急上昇！
南アフリカのトップを飾る受賞ワインをスペシャルなセットにしました。
このセットで南アフリカの魅力を満喫できること間違いありません！
人気が高く、急遽再度追加で入荷しました！この機会に是非お試しください♪
★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（下記掲載商品各1本）
↓ＦＩＦＡワールドカップが行われている南アフリカ特集はこちら↓
http://www.budouya.jp/user_data/south_africa/
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
入手困難なグレート・ヴィンテージと呼び声高いシャトーパルメ2003ポイント１０倍！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
５大シャトーにつぐ秀逸シャトーとして、まず名前が上がるのがこのシャトーパルメ。
ここ１０年さらに評価が上昇し、時として５大シャトーを凌ぐ出来となります。
『典型的なマルゴーらしいワイン』として人気のワインです。
パルメのワインのスタイルは、センセーショナルな芳香とブーケによって特徴づけられて
います。
●シャトー・パルメ2003【フランス・ボルドー・マルゴー】
販売価格(税込)： 21,500 円 ポイント10倍：2150pt
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=509
濃い青紫色でアカシアの花、木炭、クレーム・ド・カシスの香りがあります。
2003年は、過去150年間でこれだけの猛暑を記録したのは初めての年です。
少ない収穫量で分厚い果皮の小粒の葡萄、1989年に続く最も早摘みの年でした。
その為、芳醇な果実味と成熟した美味しさが楽しめる濃厚なワインに仕上がりました。
2003年は日本での流通が少なく、希少価値の高い商品です。
飲み頃予想：2012～2030年
☆2003年にご結婚、ご出産された方へのプレゼントとしても喜ばれるでしょう。
ボルドー、ブルゴーニュ、イタリアのスーパータスカン等世界の名醸ワインはこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=130
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
ケースでご購入いただくとなんと１０％ＯＦＦ！お得な商品が勢揃い！もちろん送料無料！
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=150
★☆チリ白ワインの極旨定番☆★
●バルディビエソ シャルドネ 12本セット<チリ>
通常価格(税込)： 13,236 円 →【10%OFF】販売価格(税込)： 11,912 円（１本：約993円）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=748
熟した柑橘類やオレンジの皮のアロマを持ち、クリスピーな酸が特徴。コクのある白ワイン
でオーク香をかすかに感じます。研ぎ澄まされたアロマとクリスピーな味わいです。
★☆ボルドーで驚きの価格☆★
●シャトー・ヴァランタン12本セット<フランス・ボルドー>
通常価格(税込)： 18,276 円 →【10%OFF】販売価格(税込)： 16,448 円（1本：約1,371円）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=629
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」
★国別「2,000円以下」極旨ワイングランプリ にて
見事「フランス 赤ワイン部門3位」 を獲得したワインです。
※「このワインを12本買うから10％OFFにして～」のリクエストがございましたら、
お気軽に下記までお問合せください。 info@budouya.jp
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
６月のプレゼントワイン
イタリア最高峰！極旨キャンティ・デル・バローネ・リカーゾリを
★今月は１０名様にプレゼント★
イタリアのワイン誌で最高のトビッキエリを１４回受賞したキャンティの最高峰！
エレガントなスミレの香り。ベルベットのように滑らかで官能的な舌触りと味わい。
http://www.budouya.jp/user_data/present/
★葡萄屋倶楽部の会員の方から抽選で毎月ワインをプレゼント！！！！！
月末抽選を行います。結果は、７月１日メールにて当選者の方へお知らせいたします。
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*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
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。
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