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━[ 葡萄屋info vol.31] ━━━━━━━━━━━━━━━━[2010/7/9]━━━━━━━
「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/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いよいよ夏の到来を迎え、いかがお過ごしですが？
ＦＩＡＩワールドカップ！アルゼンチン残念でしたね！私は優勝する！って宣言してたの
ですが・・・。なんといってもマラドーナ監督には本当に楽しませていただきました！
なんと本日7月9日はアルゼンチンの独立記念日です。
6世紀にスペイン人が入り植民地としましたが1816年7月9日にスペインから独立しました。
アルゼンチンではこの日、国民は国旗のバッチを付け、街では国歌が流れるそうです。
アルゼンチンには７月９日にまつわるものが色々あるんです！
独立記念日の日の名が付いた「7月9日大通り」はブエノスアイレスの中心を南北に貫く
世界一！広い通りで、なんと幅が140m程！１回で横断はさすがに難しい！
そして７月９日その名のとおり「９de Julio」は有名なタンゴの曲！
アルゼンチンの首都ブエノスアイレスは死ぬまでに一度は行きたいところ！
フランス人の友人に、世界で一番お勧めの街は？と聞いたらブエノスアイレス！！
とのこと。それ以来気になってしょうがない街です。
アルゼンチンは地球の裏側！？今は冬！もしかしたら雪が降ってるかも♪
南米のパリと言われるブエノスアイレスは、とにかくカフェがいっぱい！
そして美しいヨーロッパを思わせる町並み。アルゼンチンタンゴ発祥の地『カミニート』。
アルゼンチンには大自然のイグアスの滝やパタゴニア、ワインの里として知られるメンド
ーサやサン・ファン、保養地のコルドバ！
マドンナ主演映画『エビータ』の舞台でもあります。
そんなアルゼンチンで堪能したい食といえば、ステーキです。牛肉の消費量が年間1人あた
り60kg！！まさに主食が牛肉なのです。
そんなアルゼンチンには牛肉に欠かせない美味しいワインがいっぱい！
是非アルゼンチンのワインとステーキでお楽しみください。
↓アルゼンチンの大自然！パタゴニアの魅力満載！ユーラシア旅行社のページはこちら↓
http://www.eurasia.co.jp/nittei/latin-america/va-spring/index.html
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
夏にパワー全開！牛肉に一番合う大地のパワーが詰まった金賞シラー！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
アルゼンチンは世界第５位のワイン産出国です。ワイン消費量世界第６位！
アルゼンチンの食文化にとって、ワインが非常に重要だということがわかります。
実際アルゼンチンは、ワインを良く飲みます。どんなお店でも必ず、たくさんの銘柄
のアルゼンチンワインが並んでいるのを見ることが出来ます。
アルゼンチンのワインは、１６世紀にスペイン人とともに入ったブドウで生産が始まり
ました。ワイン作りはメンドーサ州や、サン・フアン州などのアンデス山脈東側の地
域で集中して行われています。
アンゼルチン第二の栽培面積を誇るサン・ファンの最も重要な産地のひとつトルゥム・
ヴァレー。標高630ｍ以上、シラーズの銘産地として知られる大地のポテンシャルを
最大限に活かし、アルゼンチン最高品質のシラーズを造るべく2003年にスタートした
ブランドです。自社畑のシラーズ100％を手摘みで行っています。
シラー･デュ･モンドで金賞を受賞！世界中のシラーで１０位を獲得しました！
醸造家はイタリアワイン界の重鎮「テスタマッタ」アルベルト・アントニーニ氏。
最高のシラーの味わいを是非満喫してください！
●カリア アルタ マグナ・シラーズ【アルゼンチン・赤】販売価格(税込)： 1,428 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=668
イキイキとしたジューシーな赤系果実とミネラル、スパイス香が見事に混じり合い、
深みと旨みが溢れる味わい。ベルベッティな口当たりが特徴。飲み応え抜群。
※シラー・デュ・モンド08 金賞(世界10位)
↓アルゼンチンのオーガニックワイン等美味しいワインが勢揃い↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=149
◎●◎●◎●◎●◎●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/r11.html
<< マタンブレ >>
アルゼンチンの牛肉にゆで卵や野菜を巻いて作る定番料理です。
アルゼンチンではおもてなし料理として用いられています。
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【材料】
・牛肉肩ロース肉の薄切り 200g
・にんじん 3cm
・セロリ 10cm
・玉ねぎ 小1/4個
・ゆで卵 1個
・バター10g
・チリペッパー（カイエンヌペッパー）
・ナツメグ
・塩 こしょう レモン セロリの葉などの青み
【作り方】
1.野菜は全て細かいみじん切りにし、塩を軽く振る。5分ほどしたら、ゆで卵のみじん
切りを加えて混ぜる。
2.牛肉は一枚ずつ広げ、塩・こしょう・チリペッパーを振る。 1.を肉の手前に置き、
端から巻く。
3.フライパンを弱火で温めバターを溶かし、 の巻き終わりを下にして並べ、蓋をし
じっくり蒸し焼きにする。
たまに、バターを肉の上にまわしかける。肉は動かさないようにする。
4.肉に火が通ったら、レモンや青みと盛り付ける。フライパンに残ったバターをかけ
て出来上がり。
※チリペッパーはお好みで調節してください。
※面倒ですが、みじん切りは出来るだけ細かくしてください。舌触りが全く違います。
◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お待たせいたしました！６カ国の極旨オーガニックワインのセットです
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
葡萄屋では、只今９カ国４０アイテムのオーガニックワインを取り扱っております。
世界6カ国の有機ワイン造りを実践する6つの生産者を代表する銘柄を選びました。
美味しい有機ワインの特選6本セットをお楽しみください。
●特選オーガニックワイン6本セット
通常価格(税込)： 10,545 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=830
【商品内容】 赤・辛口×2本 白・辛口×2本 ロゼ泡×1本 やや甘口×1本
（下記商品各１本）
◆ステラー・オーガニック・スパークリング【南アフリカ・泡】
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が心地よい。
※ステラー社はオーガニックワインの生産者(SKALオランダの認証)でかつ、フェアトレ
ードの認証をとった世界初のワイナリー。初ヴィンテージから国際大会でメダルを受賞。
◆ユルツィガー ヴェルツガルテン シュペートレーゼ トロッケン【ドイツ・白】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=785
クリーンで完璧な繊細さとミネラルを持ち備え、クリーミーでかすかにさわやかな果実
の甘さも感じられます。
※2007年はファルツ政府主催「ベスト・オブ・リースリング」11参加国の中で銀賞受賞!
※ビオロジック(有機栽培)で造った辛口白ワインです(イネ科の植物、家畜の糞を使用)
※葡萄屋主催オーガニックワインの試飲会でＮＯ．１を獲得したワインです。
◆マインクラング ブルゲンランド 白【オーストリア・白】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=784
さわやかな柑橘系と若草やハーブの香り、しっかりとした酸味とふくよかな果実味がバ
ランスのよいワインです。スパイシーなグリューナーフェルトリーナー、チャーミング
なヴェルシュリースリング、ふくよかなミュスカ、この3種の織り成すハーモニーをお
楽しみください。
※Austlia Bio Garantie、DEMETER 認証
◆ディ・マーヨ・ノランテ カベルネ【イタリア・赤】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=249
輝きのあるルビーレッド、口に含むとチョコレートのリッチなアロマとブラックベリー
の香りが広がり、長く印象的な余韻が残ります。
※ノランテは現在およそ120haの自家葡萄園を化学肥料等の人工的なものを一切使わず
に耕作し、最新の技術と熱い情熱によってワインが造られています。
◆ドメーヌ・ジャンブスケ マルベック【アルゼンチン・赤】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=617
ほとんど黒に近い透けて通らない濃い紫色は、最高品質のアルゼンチンのマルベックの
特徴です。若いチェリーやブラックベリーのフルーティーなアロマで丸みのあるボディ
です。ソフトで複雑さのある味わいで、非常に骨格が良くバランスのとれたワインです。
※07年ヴィンテージが、「ワインアドヴォケイト184」で87点、
※「ワインスペクテイター2008.11.15」で86点。
◆タマヤ カルムネール・リゼルバ【チリ・赤】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=671
自社畑・手摘収穫に拘るチリ北部リマリヴァレーの生産者。ベリー系のジューシーなア
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ロマとスパイス香。ボリューム感とエレガントさを兼ね備えた一本。
※ビオロジックワイン
※カルムネール・アル・ムンド08 金賞、ジャパン・ワイン・チャレンジ07 金賞
↓葡萄屋ソムリエ厳選！９カ国の美味しいオーガニックワインはこちら↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=126
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
サマーセール第一弾！夏だ！★☆★南米サマーセール★☆★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
サマーセールの季節がやってきました！！！
夏に美味しい南米ワインを大特価でお届けします！！！
7月22日迄の限定大特価の南米12アイテム！！お見逃し無く！！！
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=267
★☆オーガニック売上ＮＯ．１☆★
●クマ”オーガニック”カベルネ・ソーヴィニヨン【アルゼンチン・赤】
販売価格(税込)： 1,150 円 →
限定大特価（税込）：978円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=64
クマとは、アルゼンチンのインディアン「アイマラ」の言葉で「クリーンでピュア」とい
う意味。アルゼンチンの有機認証機関「アルゼンサート」認定の有機栽培葡萄を100%使用
したオーガニックワイン。ピュアな果実味が絶品！
★☆夏にゼッタイお勧めソーヴィニヨンブラン☆★
●アロモ ソーヴィニョンブラン【チリ・白】
販売価格(税込)： 1,100 円 →
限定大特価（税込）：935円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=477
生き生きとしたイエロー色に少しグリーン色を帯びています。柑橘系のフルーツのアロマ、
白桃をイメージさせる香りなどトロピカルテイストが感じられます。
新鮮な酸味は大変バランスが良く、傑出した辛口白ワインです。
★☆ウルグアイ最大のワイナリーが誇る絶品メルロ☆★
●トラベルサ・メルロー【ウルグアイ・赤】
販売価格(税込)： 1,155 円 →
限定大特価（税込）：982円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=733
ほんのりオレンジ色を帯びた明るいガーネット。
チェリーやプラムなどの赤い果実やピーマン、スパイスなどの香り。ほんのり甘みを感じ
させる上品な果実味、柔らかいタンニンが心地よく感じられます。
★☆濃厚フルボディー☆★
アウロラ カベルネ・ソーヴィニヨン【AURORA】
販売価格(税込)： 1,680 円 →
限定大特価（税込）：1,428円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=262
カカオやバラ、枯れ葉やキノコの香りがボリューム感をもって感じられます。濃厚な果実
味とコーヒー豆をかんだような苦味が加わったフルボディ。ボルドーワインが好きな方に
ぜひお薦めしたい、ブラジルらしい個性の感じられるカベルネ・ソーヴィニヨン。
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お中元に葡萄屋ならではの個性ある世界の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。
http://www.budouya.jp/user_data/summergift/
************************************************************************
【金賞受賞】 金賞カリフォルニア紅白2本セット ギフトBOX入り
販売価格(税込)： 3,300 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=796
・赤ワイン/フルボディ×１本 白ワイン/辛口×１本 贈答用化粧箱×１
◆アイアンストーン ジンファンデル(赤)
※ビバレージ・テースティング・インスティチュート ワールド・ワインチャンピ
オンシップアワード2009 金賞&93点
◆タラス シャルドネ(白)
※【Indy International Wine Competition】金賞(2006年ヴィンテージ)
カリフォルニアらしい果実味とコクを存分に楽しめる世界的な大会で金賞を受賞
した上質なカリフォルニアワインの紅白2本セットです
************************************************************************
【個性的な方にお勧め】プレミアチュニジアワイン紅白2本セット ギフトBOX入り
販売価格 3,200円（税込）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=600
・赤ワイン／辛口×1本 スパークリングワイン／辛口×1本 贈答用化粧箱×1
◆カリタージュ メルロー（赤）
◆ドメーヌ・クリペア・シャルドネ（白）
地中海に面した北アフリカのチュニジア。ラベルが華やかでチャーミング！
香り高い絶品ワインの赤白２本セットです。
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************************************************************************
【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。
************************************************************************
↓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/
↓まだまだあります！インド、タイ、ルーマニア等世界各国のギフトセット↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=10
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
マンガリッツァのフルコースと世界10カ国のスパークリングワインの試飲会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
「世界のワイン 葡萄屋」と「ヨーロピアンダイニング Bitte」とのコラボ企画第１２弾！
http://www.budouya.jp/user_data/event1.php
暑い日が続きますね。こんなときは、ぱっとスパークリングで爽快に楽しみましょう！
ということで、今回のワインイベントは、「世界１０カ国のスパークリングワイン」と
マンガリッツァのフルコースのマリアージュの会を開催致します。
昨年１０月と１１月に行って、大好評だった世界のスパークリングワインの会。
今年はシャンパーニュと入れて、世界のスパークリングと飲み比べていただきます。
スパークリングワインは、カリフォルニア、イタリア、オーストリア、南アフリカ、
ルーマニア、インド（以上すべて予定）など、各国を代表するスパークリングワインを
試飲いただきます。
このスパークリングワインと合わせて楽しんでいただく料理が、
「ハンガリーの食べる国宝」と呼ばれるマンガリッツァ豚。
このマンガリッツァ豚の３つの部位（ロース、肩ロース、バラ）を使った、
Bitte特性のマンガリッツァフルコースをお召し上がりいただこうと思います。
＜開催概要＞
日時 ：２０１０年７月２４日（土）１４：３０～１６:３０
場所 ：ヨーロピアンダイニング「Bitte」
東京都千代田区永田町2-9-6十全ビル1F
東京メトロ銀座線・南北線 溜池山王駅 5番出口 徒歩2分
参加費：お一人様4,900円
内容 ：葡萄屋が厳選した世界１０カ国のスパークリングワインをフリーティスティング形
式でお楽しみいただきます。またビッテ日見シェフ特性のマンガリッツァ豚のフル
コースをお召し上がりいただきます。
定員 ：大変申し訳ございませんが、先着３０名様とさせていただきます。
申し込み方法：メールで受付いたします。参加者のお名前とお電話番号（できれば携帯）
を明記し、参加の申し込みをお願いします。
申し込みメール送付先：info@budouya.jp
※先着順となりますのでお早めにお申し込みください
http://www.budouya.jp/user_data/event1.php
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
６月開催シャルドネワイン試飲会のアンケート結果発表！！！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
ホワイトアスパラガスとシャルドネワインの試飲会で、１０カ国のシャルドネワインの
アンケートにご協力いただきました！シャルドネは深い！このようなランキングになる
とは！！！今回もかなり票が割れました。話題賞はインド！美味しさに驚かれた方が多
かったです。夏に美味しいシャルドネを是非ご家庭でお楽しみください。
１位：タラス シャルドネ【カリフォルニア】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=695
１位：ヤルデン シャルドネ【イスラエル】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=228
１位：アルファ・ゼータ ’Ｃ’シャルドネ【イタリア】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=248
４位：バルディビエソ シャルドネ レゼルバ【チリ】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=546
５位；ドメーヌ・クリペア・シャルドネ【チュニジア】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=274
５位：ミスト・オブ・サフヤドリ シャルドネ【インド】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=819
５位：アマニ シャルドネ・リザーヴ【南アフリカ】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=801
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５位：ジルベールピク シャブリ・ヴィエユ・ヴィニーユ・キューブ【フランス】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=54
↓世界のシャルドネが４３アイテム！シャルドネを満喫したい方はこちら↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=30
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
スペインのスパースター！フロール・ド・ピングス2006！なんとポイント１０倍！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
スペインの超レアなワイン！スーパースパニッシュ！！！
ロバートパーカー氏が５つ星生産者に挙げる大絶賛ワイン！
パーカーポイント100点満点獲得したピングスのセカンド！
もはや当たり前のように高得点を獲得してしまうワインを造る、天才醸造家ピーター・
シセック氏の熱意と手腕には、脱帽としか言いようがありません。
●フロール・ド・ピングス06
販売価格(税込)： 11,550 円 【ポイント１０倍： 1,155 Pt】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=414
フロール・デ・ピングスはピングスに比べよりエレガントさを感じさせるタイプ。
プラムやチェリー、バニラの豊かな香り、まろやかな心地よい果実味。
フルボディーでパワフルですが、とてもエレガント。
テンプラニーリョ100％！新樽100％14ヶ月熟成！ノンフィル！ノンファイニング！
400ケース程しか生産されない希少価値の高いワインです。
この機会をお見逃し無く！！！
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
★☆イタリアの芳醇な果実味を満喫☆★
●ポッジョ・レ・ヴォルピ プリミティーヴォ12本セット<イタリア・プーリア州>
通常価格(税込)： 18,900 円 →【10％OFF】販売価格(税込)： 17,010 円（１本：約1,418円）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=662
艶のある美しいルビー色で、ベリー系の香りが広がり、芳醇な果実味に感激します。
しっかりとしたタンニンが程よく、滑らかな口当たりで清涼感あるクリーンな仕上がりは
プリミティーヴォの力強さがよく表現された上質な味わいです。
プーリアの土着品種、プリミティーヴォ100%の上質な辛口赤ワインです。
★☆カリフォルニアを代表する華やかなシャルドネ☆★
●デ・ジャブ シャルドネ 12本セット
通常価格(税込)： 18,900 円 →【10%OFF】販売価格(税込)： 17,010 円（１本：約1,418円）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=747
冷涼な産地で生み出される上質シャルドネ。ピーチやパイナップルのアロマに柔らかなトースト
香やスパイス香を持ち、引き締まった産、美しい余韻が特徴です。
※「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
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
７月のプレゼントワイン
金賞オーガニック！チリワイン『タマヤ シャルドネ・リゼルバ』
コンクルソ・ビノス・イーマス・デ・リデール 08金賞受賞。
バナナや洋ナシ、柑橘類のアロマがチャーミングなコク。ふくよかで程よいバニラ香と
奥行きのある本格派ワイン。チリワイン新時代を象徴する「世界のTOP100ワイナリー」
に選ばれました。自社畑・手摘収穫に拘るビオロジックワインです。
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、８月１日メールにて当選者の方へお知らせいたします。
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
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/
」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
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◇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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