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━[ 葡萄屋info vol.36] ━━━━━━━━━━━━━━━━[2010/8/27]━━━━━━━
「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/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まだまだ暑い日が続きますが、いかがお過ごしですか？
葡萄屋をご愛顧頂き誠にありがとうございます。
本日8月27日は葡萄屋の創業日です。
今年で2周年。これからも葡萄屋を宜しくお願いします。
感謝の気持ちを込めて、本日8月27日、明日8月28日の2日間限定で全品送料無料で配送
致します。8月28日23時59分ご注文分までを締切とさせていただきます。
年に一度の特別企画です。
この機会に是非、気になっていたあのワイン♪美味しかったあのワインをもう一度！
などご購入いただければ嬉しく思います。
上半期のワインランキングを発表させていただきます！
私も驚きのランキング！多分驚かれることと思います！是非お楽しみください。
これからも葡萄屋を宜しくお願いいたします。
★★★★★★★★★★★★★★★
上半期の葡萄屋ワインランキング
★★★★★★★★★★★★★★★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上半期ワインセットランキング
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
１位 南アフリカ受賞ワイン特選６本セット 販売価格：9,980円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=718
==============================================================================
２位 世界の国際大会受賞ワイン６本セット 販売価格：11,800円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=684
==============================================================================
３位 葡萄屋デイリー赤ワイン 特選セレクト６ 販売価格：7,980円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=278
==============================================================================
４位 世界のフルボディ赤ワイン６本セット
販売価格：9,800円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=628
==============================================================================
５位 世界の特選スパークリング６本セット
販売価格：9,700円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=831
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上半期品種別ワインセットランキング
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
１位 葡萄屋品種シリーズ４・世界のピノノワール６本セット 販売価格：9,980円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=177
==============================================================================
２位 葡萄屋品種シリーズ１・世界のシャルドネ６本セット 販売価格：7,980円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=280
==============================================================================
３位 葡萄屋品種シリーズ６・世界のシラー６本セット 販売価格：9,980円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=235
==============================================================================
４位 品種シリーズ３・世界のカベルネソーヴィニヨン６本セット 販売価格：9,300円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=257
==============================================================================
５位 品種シリーズ２・世界のソーヴィニヨンブラン４本セット 販売価格：6,800円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=157
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上半期 白ワインランキング
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
１位 ヤルデン・シャルドネ【イスラエル・白・辛口】
販売価格：2,692円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=228
※圧倒的なボリューム感と果実味、エレガンスでリッチな味わい。
イスラエル航空のファーストクラスのワイン。
==============================================================================
２位 ムーンライト・オーガニックス シュナンブラン＆SB
【南アフリカ・白・辛口・オーガニックワイン】 販売価格：1,050円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=682
※柑橘系の香りに爽やかな酸味のフルーティ！イギリスのオーガニック市場で大人気！
==============================================================================
３位 ケープヘイブン・シャルドネ【南アフリカ・白・辛口】
販売価格：1,260円
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http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=319
※「安いのに旨すぎる」「この価格は信じられない！」ソムリエも驚きの極旨白！
==============================================================================
４位 ドメーヌ・ヴァッハウ グリューナー・フェルトリナー
【オーストリア・白・辛口】
販売価格：1,995円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=779
※香りは黄色いりんごや、洋梨のアロマ。グレープフルーツのような果実味、生き生き
とした酸味がはつらつとした最高品質の優雅なワイン。
==============================================================================
５位 ミュスカ・セック・ド・ケリビア【チュニジア・白・辛口】
販売価格：1,260円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=83
※醸造家も納得の出来!金賞受賞の辛口白ワイン
※地中海の太陽の恵みを実感できるアレキサンドリア・マスカットでつくったワイン！
==============================================================================
６位 アロモ シャルドネ【チリ・白・辛口】 販売価格：1,100円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=564
※柑橘系のアロマとトロピカルフルーツ香の調和。果実味溢れる個性豊かなワイン！
==============================================================================
７位 タラス シャルドネ【カリフォルニア・白・辛口】
販売価格：1,323円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=695
※燦々と輝く陽光を浴びた健全なフルーツを思わせる白ワイン
※Indy International Wine Competition 金賞
==============================================================================
８位 ビザンツィオ トレッピアーノ・ダブルッツォ【イタリア・白・辛口】
販売価格：1,050円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=260
※アブルッツォ州の代表！さわやかな香りが料理を美味しくしてくれる辛口！
==============================================================================
９位 ポールクルーバー・シャルドネ【南アフリカ・白・辛口】
販売価格：2,250円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=320
※ジャンシス・ロビンソンに世界で最も美しい白ワインと言わしめた超人気ワイン！
※ジョン・プラッター・ワインガイド(南アフリカ)で4.5星。
※デカンター・ワールド・ワインアワード2008で10ポンド以下でインターナショナル
・トロフィ
※インターナショナル・ワインチャレンジ2008で銀賞
==============================================================================
１０位 マインクラング ブルゲンランド 白
【オーストリア・白・オーガニック・辛口】
販売価格：1,620円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=784
※柑橘系と若草やハーブの香り、酸味とふくよかな果実味がバランスがよい。
※ビオディナミ農法。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上半期 スパークリングワインランキング
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
１位 ブリュット・メトッド・シャンプノワーズNV SULA
【インド・辛口・スパークリング】
販売価格：1,518円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=164
※インド人絶賛!インドスパークリング界の王様。
※「インドのドン・ペリニョン」と呼ばれるスパークリングワインです。
==============================================================================
２位 クローヌ・ボレアリス・ブリュット【南アフリカ・辛口・スパークリング】
販売価格：2,690円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=315
※愛する妻のためにつくった酸化防止剤無添加の最高峰スパークリング
※南アフリカ・ダイナースクラブ最優秀ワイン醸造家
※エアー・フランス・クラシック・トロフィ大会 スパークリング部門 金賞
==============================================================================
３位 ガムラ・ブリュット【イスラエル・辛口・スパークリング】
販売価格：3,190円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=331
※世界各地でトロフィー、金賞連発の凄腕生産者が送る極上スパーク!!
==============================================================================
４位 ミレスチミーチ モルドバ デラックス
【モルドバ・赤・中甘口・スパークリング】 販売価格：6,090円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=211
※神秘的な赤い泡、甘い香り。一口で甘美の渦に巻き込まれます・・・
※英国王室ご用達の国営のワインメーカー。
==============================================================================
５位 サンテロ・ピノ シャルドネ・スプマンテ【イタリア・辛口・スパークリング】
販売価格：1,260円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=548
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※蜂蜜のような華やかな香りがほのかに感じる辛口スパークリング。
※ワイン王国「3000円以下で買える極上スパークリングワイン」で見事3つ星を獲得!
※人気漫画『神の雫』にも登場し、「旨みもあるし、泡もキレイ!」と好評
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上半期 赤ワインランキング
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
１位 デヴォール・ピノタージュ【南アフリカ・赤・フルボディ】
販売価格：2,625円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=323
※世界最古のピノタージュ。史上最初にピノタージュを生産した「元祖ピノタージュ」。
※ダイナーズクラブで最優秀ワイン醸造家
※「南アフリカABSAトップテン・ピノタージュ」に5回選らばれる最多記録保持
==============================================================================
２位 ロバートソン・シラーズ【南アフリカ・赤・フルボディ】
販売価格：1,260円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=352
※ジョン・プラッター・ワインマガジン2007で3.5星&グッドバリュー評価。
※ワイン・エンスージアスト(Wine Enthusiast)で87点で推薦賞。
※ヴェリタス・アワード(南アフリカ)で銀賞
==============================================================================
３位 スラ レッドジンファンデル【インド・赤・フルボディ】
販売価格：1,658円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=130
※スタンフォード大学を卒業した天才醸造家への情熱が生み出した赤。
※ブラックベリーやシナモン、ジャムのような味わい。スパイシーでまろやか。
==============================================================================
４位 ヤルデン・カベルネソーヴィニヨン【イスラエル・赤・フルボディ】
販売価格：3,450円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=349
※凝縮感あふれる極うまフルボディ!ボルドー・ワインコンクール銀賞受賞。
==============================================================================
５位 カッパドキア レッド【トルコ・赤・ミディアムボディ】
販売価格：1,302円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=341
※世界で最も古いワイン製造の歴史を持つ地であるカッパドキアのワイン
※ベリーの果実味溢れるアロマとしっかりしたタンニンのあるワインです!!
==============================================================================
６位 マン・カベルネ セラーセレクト【南アフリカ・赤・フルボディ】
販売価格：1,260円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=335
※素晴らしい果実感。やわらかいタンニンが心地よい!!イギリスで大ヒット！
==============================================================================
７位 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・フルボディ・オーガニック】 販売価格：1,150円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=64
※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
==============================================================================
８位 アラミス・ヴィンヤーズ ブラック・ラベル・シラーズ
【オーストラリア・赤・フルボディ】
販売価格：2,415円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=618
※たっぷりと熟した果実味は、チェリーやチョコレートを思わせる濃厚なワイン！
==============================================================================
９位 マゴンAOC1級【チュニジア・赤・フルボディ】
販売価格：1,680円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=87
※熟したプラム、カカオの香り、バランスのよい果実味としっかりとした骨格。
チュニジアらしい味わいを楽しめる赤ワインです
==============================================================================
１０位 シャトーサントマ【レバノン・赤・フルボディ】
販売価格：4,410円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=22
※世界を唸らせた特別な日に開けたいパワフルな赤ワイン!レバノン最高峰！
※カシスなど黒い果実、黒こしょう、アニス、クミンなどのスパイシーな香りが中心。
タンニンがしっかりとしていて、どっしりした厚みのあるフルボディ。
※ブリュッセルワインコンクール2008金賞受賞
※シタデール トロフィー2008年受賞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★☆★☆★☆★☆★送料無料は8月28日23:59まで！お見逃し無く♪★☆★☆★☆★☆★
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
８月のプレゼントワイン
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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。
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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