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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/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年の夏は暑いですね。いかがお過ごしですか？
今月はなんと葡萄屋の創業月です！8月27日に創業し、２年になります。
いつもご愛顧頂きありがとうございます。感謝することばかりです。
これからも葡萄屋をどうか宜しくお願いいたします。
創業記念ではないのですが、明日辰巳さんのワイン番組で葡萄屋のワインが登場します！
無類のワイン通、辰巳琢郎さんが様々なゲストを招き、「こだわりのワイン」と
「こだわりの料理」を味わいながら、大人の会話を深く楽しむ美味しい番組です。
●女性ゲスト：筒井ともみさんがメインの会
8/7（土）・8（日）・21日（土）・22日（日）
●男子ゲスト：片岡鶴太郎さんがメインの会
8/14（土）・15日（日）・28日（土）・29（日）
BSフジ
土曜日：22：00～22：30
日曜日：16：00～16：30
http://www.bsfuji.tv/tatsumi/
私も大好きな番組です。是非ご覧下さい。
それにしても暑いですね。
暑い時にはパワーのでる辛いものが食べたくなります。
ちなみに私は週一回の割合でカレーを食べるようになりました！
カレーといえば・・・インド♪
8月15日は、日本では終戦記念日だけど インドでは独立記念日です。
1947年8月15日にイギリス領から独立しました。
インドでは、インド政府が主催する大規模な行事が朝から開催されます。仕事は休みで、
公共機関や店もレストランもお休み。すごく静かな一日です。
インドの国旗見たことありますか？
サフラン色はヒンドゥー教を、緑色はイスラム教を、そして白は平和を意味しています。
中央にあるのは仏教のシンボルでもある”チャクラ＝法輪”。水色のチャクラは、空と
海を表しています。インドの国旗は、多宗教、多民族が共に平和に暮らせる国であるこ
とを表現しているそうです。
5000年の歴史を誇るインド。
『聖と俗 美と醜 すべてを呑み込むインドの光景に人生観が変わるという』
『一つの国でありながら多様なる宇宙が広がるインドには旅人にとって非日常が日常に
展開される』
驚異のヒンドゥー建築や、珠玉の仏教遺跡、白い大理石でつくられたタージマハル、
ムガール帝国の遺跡、聖なるガンジス、インダス文明、はしる世界遺産！ダージリン・
ヒマラヤ鉄道など見所がいっぱい。
なんといっても辛くて香り高く美味しいインド料理は欠かせません！
もちろん大好きな甘くてスパーシーなチャイも♪
インドの魅力に嵌りたい！人生に一度は訪れるべき場所だと思ってます。
↓【インド特集】その悠久・深遠・多彩なきらめきのユーラシア旅行社の画像はこちら↓
http://www.eurasia.co.jp/nittei/in_np_sl/various_india/index.html
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
インドの衝撃！世界で愛される濃厚ディンドリ・リザーブ・シラーズ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
スタンフォード大学を卒業後、サンフランシスコの大手ソフトウェア会社オラクル
で若手財務マネージャーとしてキャリアのピークにいたサマント氏は、故郷のインドで葡
萄栽培とワインの生産をしたいと会社を辞め、1997年にインドでスラ･ヴィンヤーズを始め
ました。
スラ・ヴィンヤーズはインド西部の都市ムンバイ(ボンベイ)から180キロ北東に離れた町
ナシクに存在する。海抜610Mの高地にあるため、スペインやカリフォルニアに似た気候
を享受し、葡萄栽培に適した土壌が広がる。地質調査で、そのことに気づいたサマント氏
は、ソノマの著名なワイン醸造家のケリー・ダムスキー氏をワイナリーの総コウサンルタ
ントに招へいしました。
同年ソーヴィニヨン・ブランを植樹し、2000年最初のワインが誕生した。
「ワインは畑から」の哲学を持つダムスキー氏の指導のもと、環境保全型農業、堆肥の使
用など有機的なアプローチで栽培されています。
そして現在、スラ・ヴィンヤーズのワインは、フランス、イタリア、イギリス、アメリカ、
カナダといった古くからのワイン消費国にセンセーションを巻き起こしている。
たとえばフランスでは、アラン・デュカスの三ツ星レストラン<ルイ・キャーンズ>にオン・
リストされていたり、アメリカ・サンフランシスコでは、ロバート・デ・ニーロやロビン・
ウィリアムスが共同経営するレストラン<ルビコン>でもサービスされている。
スラ・ヴィンヤーズのワインは、世界に通用するアジアのワインとして、世界各国のワイン
通を楽しませている。
●ディンドリ・リザーヴ・シラーズ【インド・赤・フルボディ】
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販売価格(税込)： 2,783 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=663
豪奢なベリーな味わいと絹のようなタンニンが絡み合い,エレガントで香り豊か。
濃厚でとろりとしたフルボディ。
スパイシーな料理にぴったりです。
「インドのコート・ロティ」と呼べる衝撃の味わい。
インドワインへの先入観を根底から覆すスラ・ヴィンヤーズの旗艦キュヴェ。
◎ワインスペクテーター誌が5ページに亘り大特集
◎パリのカリスマ的ワインショップ「ラヴィニア」でも大反響。
◎アラン・デュカスの三ツ星レストラン「ルイ・キャーンズ」オンリスト
◎NHKスペシャル「インドの衝撃」の番組中にも登場
*********************************************************************************
スラ・ヴィンヤーズのワインは他にもございます。
●スラ・ヴィンヤーズ レッド・ジンファンデル【インド・赤・フルボディ】
販売価格(税込)： 1,658 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=130
ブラックベリーやシナモン、プラムの香りに溢れ、ジャムのような味わい。
バランス良く生き生きとしてスパイシーでまろやか。スタンフォード大学を卒業したリッジ
・ヴィニャーズの天才醸造家ポール・トレーバーを敬愛するラジーヴ・サマント氏の情熱が
生み出した赤。
●スラ・ヴィンヤーズ ソーヴィニヨン・ブラン【インド・白】
販売価格(税込)： 1,932 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=132
世界が認めたキレある白ワイン
ハーブの香り豊かで、ストレートに白ブドウの果実味を楽しめる1本。
レモンをかじったようなキレのある酸味、微かな苦みがあり、果実味だけでない厚みのある
ソーヴィニヨンブラン。フィニッシュにはスパイスが感じられる。
◎ラヴィニア、ガイアなどが最も注目し、自国に輸入する決めてとなったキュベ。
↓美味しいインドワインは他にも沢山ございます。↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=71
◎●◎●◎●◎●◎●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が好評！
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/index.html
＜＜スパイシータンドリーチキンとベジタブルカリー＞＞
夏バテ気味？なんて方にもピッタリのスパイシーな味わいをご紹介します。
ディンドリ・リザーヴ・シラーズと一緒に是非お楽しみください。
＜材料＞ 2人分
鶏もも肉 2枚
Ａ．プレーンヨーグルト 150g
カレー粉 大さじ1
塩 小さじ1/2
にんにく 大さじ1/2(すりおろし)
ショウガ 大さじ1/2(すりおろし) レモン汁 小さじ2
パプリカ 小さじ2
クミン・ターメリック 各小さじ1
辛いものが好きな方は カイエンヌペッパー 小さじ1/2
【カレー】
にんにく 小さじ1(みじん切り)
玉ネギ 大1コ(みじん切り)
セロリ 1本（みじん切り）
オリーブオイル 大さじ３～４
塩 小さじ1/2
顆粒コンソメ 小さじ1
月桂樹の葉 1枚

しょうが 10g(みじん切り)
にんじん 1本(すりおろし)
トマトジュース 1カップ
クミンシード 小さじ1
カレー粉 大さじ2
水 2カップ

＜作り方＞
１、鶏もも肉の厚みを整え、しっかり目に塩･こしょうをする。
２、Ａの材料を合わせ、１の鶏肉を1～半日漬け込む。
＝＝＝＝＝食べる前に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３、２の漬け汁を取り、グリルで焦げ目をつけながら焼く。
４、カレーを作る。
オリーブオイルを鍋に熱し、クミンシードを入れる。
クミンシードがはじけてきたら、にんにく、しょうが、玉ねぎを入れて、
透き通るまで炒める。
５、にんじん、セロリを加え全体に油が回って、馴染んできたら、カレー粉を入れる。
香りが立ってきたら、２の漬け汁を加える。ざっと混ぜ合わせ、水、トマトジュース、
顆粒コンソメ、月桂樹の葉を加え、中火で20分煮込む。
６、塩で味を整えて、出来上がり
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※辛口がお好みの方は、チリやカイエンヌペッパーなどで調整してください。
※ガラムマサラがある方は最後に少し加えて、香りよく仕上げてください。
http://www.budouya.jp/user_data/recipe/recipe/index.html
◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
６カ国の絶品スパークリングワインが勢揃いのスペシャルセットが登場！！！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
先日10カ国のスパークリングワインの試飲会を開催しました！
「葡萄の品種によってこんなに味が違うのね！」「泡最高！」「毎日飲みたくなる！」
「ロゼ最高！」「いくらでも飲めちゃう！」「泡って幸せですね～！」
など皆様からご意見をいただきました！
今回も一番美味しかったスパークリングワインのランキングを発表します！
１位 ケード・クルビス ロゼ（チュニジア産）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=406
２位 カバデル・プリンシペ・ドライ（スペイン産）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=93
３位 グローヴ・ストリート スパークリング（アメリカ・カリフォルニア産）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=816
３位 クローヌ・ボレアリス ブリュット（南アフリカ産）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=315
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
そして！スパークリングワインをご家庭で楽しめる6カ国のワインセットを作りました！
試飲会でも人気の高かった特選セットです。
●世界の特選スパークリング6本セット
通常価格11,258円 → 販売価格 9,700円（税込）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=831
【商品内容：スパークリングワイン6本】
▼シャルドネ・サンティ・ブリュット・スプマンテ<イタリア>
▼カバデル・プリンシペ・ドライ <スペイン>
▼ト゛ン・クリストハ゛ル1492 エクストラ・ブリュット<アルゼンチン>
▼ケード・クルビス・ロゼ <チュニジア>
▼マークイズ・ポンパドール <インド>
▼グローヴ・ストリート スパークリング <カリフォルニア>
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
↓世界のスパークリングワインはこちら↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=14
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
創業祭第１弾！旨い☆オーガニックワイン９ヶ国☆ポイント５倍！！！！！！！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
創業祭第一弾！なんと、オーガニックワインがポイント５倍！プレゼントします。
９カ国のオーガニックワインをこの機会に是非お楽しみください！
8月19日迄の限定企画！お見逃し無く！！！
通常ポイントは購入金額100円に1ポイント付きます。今回はなんと100円に5ポイント！
ポイントは購入時にいつでもご使用できます♪
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=267
★☆夏の最高のワインはやっぱりサンセール☆★
●ドメーヌ・ミッシェル・トマ サンセール・シレックス<フランス／ロワール・白>
販売価格(税込)： 3,150 円【ポイント５倍：158ポイント】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=678
サンセールで自然を尊重した栽培と醸造を行う家族経営の生産者の限定生産ワイン。
アプリコットを想わせるフルーティーなアロマが香り立ち、ミネラル感がしっかりした
ワインです。
生牡蠣にはシャブリ派が多いけど、ゼッタイ！サンセールがお勧めです!
★☆イタリア・シチリア島の自然派ワイン☆★
●ヴィニエティ・ザブ シラー<イタリア／シチリア・赤>
販売価格(税込)： 1,575 円【ポイント５倍：79ポイント】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=786
畑はシチリア・ディ・サンブーカのアランチョ湖に囲まれており、標高は300～500mです。
畑には化学肥料は使いません。収穫はいずれも手で行い、その際に選別を行い、収穫量は
40hl/haに抑えます。濃いルビー色、スミレの香りがあります。適度なタンニン、たっぷ
りとして長く続くアロマがあります。
★☆葡萄屋オーガニック試飲会ＮＯ．１☆★
●ユルツィガー シュペートレーゼ トロッケン＜ドイツ／モーゼル・白＞
販売価格(税込)： 2,625 円【ポイント５倍：131ポイント】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=785
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!
2007年のモーゼルは最高の年。モーゼル典型的なリースリングの白桃の香り、雑味のない
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。
酸もとてもやわらか。のどごしにはいつまでも長く心地よい余韻が続きます。
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↓他にも美味しいオーガニックワインが勢揃い！創業祭はこちら↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=267
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ポルトガルから新商品入荷！人気の２つのワイナリーから届きました！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
ヨーロッパ大陸最西端！日本とも繋がりが深い歴史を持つポルトガル。
広大な海岸線を持つポルトガルでは、魚介類が料理の中で主要な役割を果たしており、
日本と似ています。ポートワインが有名ですが、ポルトガル全域で素晴らしいワインを
生産しています。ワイン生産地の景観にうっとりする程です。
《歴史ある伝統的製法でつくる土着ワイン》
●キンタ・ドス アヴィダゴス ドウロ【ポルトガル・赤】
販売価格(税込)： 1,680 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=841
非常に濃い赤色、新鮮な赤い果実を思わせる濃厚で複雑な香り。
タンニンはやわらかく、ソフトでなめらかな口当たりのミディアムボディ。
《『神々の飲む生命の酒が作られる伝説の地』世界遺産ドウロのワイン》
●カテテロ・ダルバ レゼルヴァ・ドウロ・ティント【ポルトガル／ドウロ・赤】
販売価格(税込)： 1,890 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=840
ワイルドベリーやスパイス、スミレの花のフレッシュでエレガントなアロマが複雑に混
ざり合っています。凝縮された果実味と、骨格のしっかりとしたリッチなフルボディ。
フレンチオーク、アメリカンオークで12ヵ月熟成しています。
●カステロ・ダルバ ドウロ・ブランコ【ポルトガル／ドウロ・白】
販売価格(税込)： 1,418 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=839
フレッシュでミネラル豊富なアロマ、標高の高いドウロに典型的な、花や柑橘系の果物
を思わせる香りがあります。非常にフルーティーな味わいです。
ラビガドという酸の高い品種や、その他古樹の葡萄のブレンドで造られています。
高齢樹の葡萄は収穫量が少ないですが、より果実のフレーバーと酸のバランスがとれた
出来になっています
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ボルドーのリーズナブルなフルボディのクリュ・ブルジョアが新入荷！！！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
フランス、ボルドー地方の、サンジュリアン村とマルゴー村の中間に位置するリュサック
村にあり、両者の中間的な味わいを表した、しなやかなスタイルのワインを造ります。
クリュ・ブリュジョワを代表する作り手のひとつです。
●シャトー・ボーモン【フランス／ボルドー・赤】
販売価格(税込)： 2,310 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=838
柔らかく、シルキーな口あたりが特徴です。タンニンも優しく、全体的に丸味のある
フルボディ。クリュ・ブルジョワを代表するシャトーのひとつです。
14ヵ月樽熟成(1/3を新樽使用)。
↓その他お得なボルドーワインはこちら↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=169
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
夏に最高！トロピカル！オーストラリアワイン名産地から大特価で新入荷！！！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
南オーストラリアのバロッサバレーは、オーストラリア全土でも有数のワイン産地です。
低地の気温は温暖、高知は比較的冷涼で、昼夜の気温差が激しく、最高気温は高め。
日照時間は長く、降雨量が少なく、湿度が低くなっています。
これらの気候条件によって、まろやかでふくよかな構造の白ワインが出来上がります
●バロッサバレー クラウデッドアワー・シャルドネ
【オーストラリア／バロッサバレー・白】
通常価格(税込)： 1,365 円
→ 販売価格(税込)： 1,033 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=837
緑がかった淡いレモンイエロー。パイナップルやマンゴーなどのトロピカルフルーツの
香り。酸味と甘味のバランスが良く、まろやかでコクのあるフルーティーな仕上がりを
楽しめます。
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
世界１０カ国・１０品種の白ワインの会の試飲会！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
「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１３弾！
暑い日が続きますね。こんなときはよく冷えた白ワイン！
さらに、いろいろな種類を飲みたい！
そんな皆さんの声を答えた企画、「世界１０カ国・１０品種の白ワインの会」を開催します。
白ブドウだけでも、世界には様々な品種があります。
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種と皮を入れて醸造する赤ワインに比べて、葡萄の実だけで醸造して作る白ワインは、
実の出来や種類によって、味わいに大きく違ってきます。
今回はその白ワインのブドウ品種別の違いを、
世界１０カ国のワインで味わっていただこうと思います。
＜開催概要＞
日時 ：２０１０年８月２８日（土）１５：００～１７:００
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３，９００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
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お待たせいたしました！オーパスワン2004がなんと！ポイント１０倍！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
いつもご注文が殺到して、ご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございません。
今回も、お早めにご注文いただくことをお勧めします♪
あのカリフォルニアワインの父と呼ばれる、“ロバート・モンダヴィ”と
シャトー・ムートンの“バロン・フィリップ・ロートシルト”
の2大巨匠が奏でる『オーパス・ワン』。こちらの04年を大特価でお届けいたします。
しかもポイント１０倍！
２００４年にご結婚された方、ご出産された方！入社された方！
大変希少価値の高い商品ですので、今購入しておくことをお勧めいたします♪
●オーパスワン04【Opus One】カリフォルニア・赤
販売価格(税込)： 24,900 円 ★ポイント１０倍★ 2490 Pt
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=294
カリフォルニア・ナパの2004年のブドウの出来は最高で、収穫量を例年より少し少なく
したため、その分非常に良く熟し、よりクオリティーの高いブドウを収穫することがで
きました。
<91+点:インターナショナルワインセラー(May/Jun 2007)より抜粋>
非常に美しいルビー色。ロースト・ブラックラズベリー、ブラックベリー、スパイスケ
ーキ、リコリス、ミネラル、ナッティーなオークの香り。2005年より濃く、凝縮してい
るが、軽やかな仕上がりになっている。
黒果実の上品な甘さとリコリスのフレーヴァー。フィニッシュはビッグだが、甘いタン
ニンと長く続くミネラリティーが感じられる。
2005年と比べると少しドライな印象がある。
<90点:ワインスペクテイター(Nov 2007)より抜粋>
ボルドーのような骨格とバランスがあり、ヒマラヤ杉、ベリー類、ドライカラントやミ
ネラルの香りとハーブやセージのヒントがある。フレーヴァーは、フィニッシュで安定
している。リッチで濃厚だが重いわけではない。
デキャンタージュが必要。飲み頃:2009-2015年。
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
★☆チュニジア絶品ワイン☆★
●カリタージュ ピノノワール<チュニジア・赤>
通常価格： 15,120 円 →【10％OFF】販売価格(税込)： 13,608 円（１本：約1,134円）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=832
可憐なベリーを思わせるふくよかでやわらかいフレーバーに、シナモンや動物香が漂う
厚みのある香り。味わいもエレガントな果実味に、こなれたタンニン分、しなやかな酸
味を感じ絶妙なバランス。古代カルタゴ時代から受け継いだ葡萄とワイン醸造の技術が
見事にピノノワール種の特徴を引き出した見事な1本です。
★☆夏に家に常備したいトロピカルシャルドネ☆★
デ・ジャブ シャルドネ 12本セット
通常価格： 18,900 円 →【10%OFF】販売価格(税込)： 17,010 円（１本：約1,418円）
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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
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
８月のプレゼントワイン
極旨グランプリ！第１位！カリフォルニアスパークリング！
グローヴ・ストリート スパークリング【Grove Street】
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
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。
ソノマのヒールズバーグにあるグローブ・ストリートに佇むワイナリーです。
ラベルにはグローブ(森)を思わせる枝葉が金色に輝いています。
フレンチ・コロンバートを中心としたブレンドのワインで、カリフォルニアの海岸線沿い
のブドウ産地から毎年品質の安定したブドウを使用しています。
お祝い事や記念日、ウエディングにぴったりのスパークリングワインです。
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、９月１日メールにて当選者の方へお知らせいたします。
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
※夏季はクール便での配送をお勧めします。
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/
」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
※◇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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