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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/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも葡萄屋をご愛顧いただき、ありがとうございます。
このところ急に春めいてまいりましたが、いかがお過ごしですか？
日本も桜の季節、春祭りシーズンが近づいてきました！
今年はどんな花見にしようかと今から計画を練ってます。
３月半ばからハンガリーでは、２週間にわたってブダペストと８つの地方都市で、
民族舞踊や音楽祭で町中を埋め尽くす「春祭り」が盛大に行われます。
3 月 15 日の革命記念日には、国会議事堂前でのパレード、ブタペスト市内の劇場や
記念碑の前で催し物も行われました。至る所でハンガリーの国旗が揚げられ、胸に
3 色旗のリボンのコサージュをつけて誇らしげにこの記念日を祝いました。
ハンガリーワインは、
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=67
ハンガリーは、ヨーロッパでも指折りの「音楽の王国」です。
首都ブダペストでは、連日のようにコンサートやオペラが上演され、音楽好きの
市民を堪能させています。
ハンガリーと言えば「ピアノの魔術師」と呼ばれるフランツ・リストは有名ですね。
ところで、ハンガリーには数多くの温泉が湧き出ているのを知ってますか？
美しい街並みから「ドナウの真珠」とも呼ばれるブダペストには、１００を超す源泉
と約５０の浴場があります。ハンガリー西部、バラトン湖のそばにあるヘーヴィーズ湖は、
世界で唯一の自然温泉湖で知られる一大温泉地です。なんと 2000 年の歴史があります。
↓へーヴィーズの倶楽部ユーラシアの情報はこちらです↓
http://eurasia-blog.cocolog-nifty.com/eurasia/2008/03/post_e8bc.html
アルプスのふもとにあるバルフは、ローマ時代から温泉地として知られています。
★「エゲル・ビカヴェール（雄牛の血）
」
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=347
という有名な赤ワインの産地、エゲルには手術後の治療に効果がある温泉があることで
有名です。
温泉好きの私としては、歴史あるハンガリーの温泉に入ってみたい！

ハンガリーでは復活祭に男の子が女の子に香水をかけ、女の子はそのお返しに卵や
卵型のお菓子などをプレゼントするという風習があります。
本来は香水ではなく水を掛ける水掛祭りが、復活祭の行事であり春の祝い方でした。
この伝統的な復活祭を今でも楽しむことができるのが、ブダペスト北東の山岳地帯に
あるホローケー村です。
世界で初めて、生きた村として世界遺産に登録されたのがこのホローケー村で、石造
りが多いヨーロッパ家屋の中では珍しく木材と土でできあがった文化保護財に指令さ
れる民家の数々が並ぶ、素朴でのどかな小さな村落です。
ハンガリーの特集を、世界 130 カ国を旅するユーラシア旅行社の下記特集ページでご覧頂
けます
http://www.eurasia.co.jp/nittei/e_europe/hungary/index.html
↓ホローケー村にも訪ねられるユーラシア旅行社のハンガリーのツアーはこちらです↓
http://www.eurasia.co.jp/nittei/e_europe/ehh1/index.html
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
華やかな酸と芳醇な果実の香りに魅了される！ハンガリーのピノグリ！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
内陸の国ハンガリーで『ハンガリーの海』と呼ばれる中欧最大の湖、バラトン湖。
東西 77Km に渡って細長く伸びる湖は東京 23 区ほどの大きさを誇ります。
青空の広がる日に少し離れたところからバラトン湖を眺めると、湖面が水色と碧の
中間、翡翠のような色をたたえている。そのまったりとした色は美しく、時を忘れ
て眺めてしまうほど･･･。夏になるとビーチは湖水浴を楽しむ人で賑わい、厳寒期
には氷に覆われ、普段とは違う表情を見せます。
このバラトン湖の北側は、葡萄栽培に最適な土地！美味しい白ワインが作られます。
今回は、フランスやイタリアなどのコンクールでも数々の賞を取っている話題の
セレムレイ・フバのワインをご紹介いたします。
【生産者 セレムレイ・フバ Szeremley Huba】
ローマ時代よりワインが生産され続けてきたパダチョニ地区で 1990 年から先祖のワイ
ナリーを再稼働させたセレムレイ氏。
パダチョニ、テイハニ両地区の国立公園指定地区内に 96 ヘクタールの葡萄畑を所有し、
厳しい収量制限と丁寧な有機農法により管理しています。
セレムレイ氏はワインを国の宝とし、現代的な酒造技術を伝統的な方法と組み合わせる

ことによって、独特なハーモニーを醸し出すワインを作りだしています。
セレムレイ氏は、「陰陽」の話もよくお話しされて、東洋の文化をとても信奉されている方
です。
★パダチョニ・スルケバラード・ピノグリ【Badacsony】販売価格(税込)： 2,625 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=122
スルケヴバラードとは、
「灰色の修道僧」と呼ばれるピノ・グリ(Pino Gris)のこと。
果皮がグレイがかった色合いからグレイのピノ種という意味でこう呼ばれています。
粘土石灰質の土壌で育てられることで、スケール感が加わり、ハチミツのようなアロマを
持つようになります。
華やかな酸と際立つ果実味がお見事!
華やかなだけではない、円熟した果実味が魅力。
じっくりと舌で楽しみたい果実味です。
◎●◎●◎●◎●◎葡萄屋ソムリエＳＡＴＳＵＫＩのお料理レシピ◎●◎●◎●◎●◎
ハンガリーワインにぴったりの簡単で美味しい料理レシピを紹介いたします。
http://www.budouya.jp/user_data/recipe/recipe/index.html
ハンガリーといえばパプリカ！
ハンガリーはパプリカの産地として特に有名であり、料理の多くにもパプリカが
ふんだんに使われています。
ということで今回はパプリカのマリネをお楽しみください。
＜＜パプリカのマリネ＞＞
◎材料
パプリカ 赤･黄 各 1 個
（あれば）種抜きオリーブ

4～5 個(スライスして）

[マリネ液]
オリーブオイル 大さじ 3

白ワインビネガー 大さじ 1/2

アンチョビペースト（またはフィレのみじん切り）

小さじ 1/2

にんにくのみじん切り 小さじ 1/2
塩

小さじ 1/3

黒こしょう 少々

◎作り方
1.パプリカを縦に半分に切り、へたと種の部分を取り除く。魚焼きグリルで

皮の表面が黒焦げになるまで焼く。焼けたら、冷水に取り、皮をむく。
2.マリネ液の材料を全て混ぜ合わせておく
3.1 のパプリカを細切りにしオリーブとあわせのマリネ液に漬け込む。
☆味がしっかり付いているので、漬け込む時間は短くても大丈夫！
☆やや酢がキツイなと感じたら、オリーブオイルを大さじ 1 位加えてください。
☆ざく切りにしたシブレットや万能ねぎ、パセリを散らして彩りよく♪
☆バゲットにのせて、召し上がれ～～
パプリカは熱を通すことで、ぐっと甘みが増します。
黒焦げになるまでしっかり焼くことで、皮も剥きやすくなるし、味もよくなりますよ。
http://www.budouya.jp/user_data/recipe/recipe/index.html
◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
春のイベントには欠かせないパーティーセットはいかがですか？
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
葡萄屋ならではの、春に美味しいパーティーワインセットをご紹介致します。
桜を見ながら･･･♪ピクニックに･･･♪家族が集まった時に♪プレゼントに♪
葡萄屋パーティーワインセットと世界のロゼワインセットはいかがですか？
**************************************************************************
★葡萄屋パーティーワイン 6 本セット『ソムリエナイフ付きです』販売価格 9,980 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=698
※もちろん送料無料です。
＜セット内容＞
◆アンリ・ド・ブルソー ブルゴーニュ シャルドネ【フランス】白
やや緑色かかった、きれいな黄金の色合いを持ち、黄色いりんごを想わせる香り
や洋なしのキャンディのような香りとともに充分なミネラル感があります。
◆ポッジョ・レ・ヴォルピ

プリミティーヴォ【イタリア】赤

艶のある美しいルビー色で、口に含むとベリー系の香りが広がり、滑らかに入っ
ていきます。滑らかな口当たりで力強さがよく表現された上質な味わいです。
◆モニストロル カバ・レゼルバ・ロゼ・ブルット

【スペイン】ロゼスパークリング

色合いは輝きのある美しい桜色。香りは葡萄の生き生きとした甘みや風味が感じら
れます。クリーミーな舌触り、力強くしなやなか酸、繊細な余韻が長く続きます。

◆バラーダ ブスヨアカ・デ・ボホティン【ルーマニア】甘口ロゼ
バラの香りとやわらかなハチミツの味わい。
「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。
◆プリウレ・クサラ 06【レバノン】赤
サクラではなく、クラサ♪熟成感漂う香りに、コクと厚みのある味わい。
カベルネの本格的な味わいに、サンソー、ムールヴェードルなどの品種を組み合わせ
で、風味とニュアンスに幅が広がっています。
◆スローワイン・シュナンブラン・ソーヴィニヨンブラン【南アフリカ】白
熟成したトロピカルフルーツの香り。メロンやパイナップルのような生き生きとした
果実味に爽やかな酸味とと適度なコク、バランスの良い上品な仕上がりで余韻も長い。
**************************************************************************
★世界のロゼワイン 5 本セット

販売価格(税込)： 7,800 円

http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=268
キプロス、レバノン、チュニジアの世界のロゼ 3 種に、人気のロジャー・グラート
のカバ・ロゼとロワールのロゼ・ダンジュを加えた 5 本セットです。
＜セット内容＞
◆ピンクレディー【キプロス】
美しい色調のカラーと熟したジャムのような香り。やさしい甘さとその一方でキレ
がある甘口ロゼワインです。
◆クロ・サン・トマ レ・グルメ・ロゼ 05【レバノン産】
すっきりとした柑橘の香りに、キレの良い酸、エレガントな飲み口。クロ・サントマ
のロゼとして注文を浴び、都内のワインバーで秘かな人気を博しているロゼ。
◆グリ・ダマ・メット【チュニジア】
セージやタイプなどのハーブの香りと、キリッと背筋が伸びたような酸が特徴的な
辛口ロゼ。チュニジアのバカンスには欠かせない一本!
◆ロジャーグラート カヴァ・ロゼ・ブリュット【スペイン】
ガルナッチャ、モナストレルで造られた 美しい色合いのロゼ。12 ヶ月～18 ヶ月熟成
させたこだわりの逸品です。ブリュッセル国際コンクール 2008 銀賞受賞
◆ドメーヌ・デ・オート・ウーシュ ロゼ・ダンジュ【フランス・ロワール】
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
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。
**************************************************************************
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大人気！英国王室ご用達！神秘的な赤い泡と甘い香り
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●

『ミレスチ・ミーチ社』は英国王室ご用達の国営のワインメーカー。
古くからモルドバワインの製法を守り、その伝統を今日まで受け継いでいます。
英国王室でもパーティーなどの乾杯の時に飲まれている逸品。
他のスパークリングワインでは真似のできない深く、上質な味わいを楽しむことが
できます。
★ミレスチミーチ モルドバ・デラックス 販売価格(税込)：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。
色合いは濃厚で甘美な色合いの中に、細かい泡が立ち昇ります。
一口飲むと、口の中にブドウの風味が広がります。まったく新しい感覚。
スパークリングワインの発泡と、セミスイートの甘みがバランス良く混成した傑作。
非常に珍しい黒ブドウを使った赤のスパークリングワイン!
驚くべきおいしさです!!
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
受賞したスペシャルなワインセットが人気爆発！！！究極のワインセット
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
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
【セット内容】 赤・辛口×3 本 白・辛口×1 本 ロゼ泡・辛口×1 本
※もちろん送料無料です。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
イタリア 6 つの州を周遊できる 6 本セット。さらにワインか生産者がコンクール
受賞の優秀なワインを 6 本集めました。
★イタリア周遊 コンクール受賞 6 本セット
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=661
通常価格(税込)： 11,655 円 →販売価格(税込)： 9,980 円
【セット内容】赤・辛口×5 本 泡・辛口×1 本
※もちろん送料無料です。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
国際コンクールで受賞した品質の高い珍しい国のワインセット。

新しいワインの感動を呼び起こしてくれるワインセットです。
★国際コンクール受賞 3 本プレミアセット
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=90
通常価格(税込)： 8,610 円 →販売価格(税込)： 8,100 円
【セット内容】赤・辛口×2 本 泡・辛口×1 本
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
世界 10 カ国のピノノワールを飲み干す会！結果報告！！！！！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
3 月 13 日にビッテで開催しました試飲会のアンケート結果をご報告いたします！
参加された皆様に一番美味しかったピノノワールワインは？
との質問に答えていただきました。
１位：デ・ジャヴ ピノノワール【カリフォルニア】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=567
２位：ピノノア・スペシャル・リザーブ 【ルーマニア】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=139
３位：マインクラング・ピノノワール 【オーストリア】
３位：モモ・ピノノワール

【ニュージーランド】

３位：バルディビエソ ピノノワール・レゼルバ 【チリ】
３位：タンディ・ピノノワール 【南アフリカ】
10 種類のピノノワールを試飲していただいたのですが、ピノノワールは
かなり好みが分かれる結果となりました。多数ご意見も頂き、感謝して
おります。今後参考にさせていただきます。
繊細なピノノワールの味わいは個性が溢れており、それぞれが魅力的で
私もピノノワールの虜になってしまいました。
次回の試飲会は、旬のホワイトアスパラガスと春に美味しい白ワインのマリアージュ
をお楽しみいただける企画を計画中です！お楽しみに♪
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お得なケース買い！！！なんと１０％ＯＦＦでお楽しみいただけます！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
南アフリカ【10%OFF】ブラハム ピノタージュ 12 本セット
通常価格(税込)： 25,200 円 →販売価格(税込)： 22,680 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=632
豊かな果実味。ワインは濃いが、しっかりした酸、滑らかな上質感を持っている。

ジョン・プラッター・ワインマガジン(南アフリカ)で 4 ツ星。
フランスボルドー【10%OFF】シャトー・ヴァランタン 12 本セット
通常価格(税込)： 18,276 円 →販売価格(税込)： 16,448 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、ようなスパイシーな香り。
しっかりとした酸と豊富なタンニン、余韻は長い、お値打ちのボルドーです。
「一個人 至福の激旨ワイン」極旨ワイングランプリにて赤ワイン部門 3 位 を獲得。
チリ【10%OFF】ペレス・クルス カベルネ・ソーヴィニヨン 12 本セット
通常価格(税込)： 21,420 円 →販売価格(税込)： 19,278 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=631
深いルビーレッドで熟れたレッドベリーとスパイスの香りがあり、その香りはワイン
自体が感じさせてくれるドライフルーツやバニラの風味をより一層引き立てています。
力強いタンニンがありますが、後味はスムーズで、大変良く構成されたワインです。
↓他にも 10%OFF のケース買い商品が多数ございます。↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=150
●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●葡萄屋倶楽部の特典●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●
会員登録していただいてる会員の皆様へ
毎月 1 本、話題のワインを抽選でプレゼント！！！！！
お勧めの世界のワイン情報と世界の料理をメールマガジンでお届けします。
見逃せないタイムセールを実施します。
（不定期です）
ポイントは今まで通り、100 円につき、1Point お付けします。
葡萄屋主催の試飲会をご案内します。（不定期です）
ご友人、ご家族も会員登録していただければ、チャンスもアップ！
葡萄屋倶楽部をどうぞ宜しくお願いいたします。
●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
今月のプレゼントワイン
オーガニックワイン金賞！ドメーヌ・ジャンブスケ

シャルドネ＜白＞

世界最大級のナチュラル・オーガニック商品の展示会
「Bio Fach(ビオファ)2006」のインターナショナル・ワインアワードに、
出品された世界中のオーガニックワイン 777 本の中から金賞に選ばれました。
ドメーヌ・ジャンブスケ シャルドネ【Jean Bousquet】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=616
グリーンがかった明るい黄色、トロピカルフルーツのリッチなアロマ、
柑橘系の果物の香りや花の香りが感じられます。凝縮されたリンゴ、
洋梨のフレイヴァーに、樽からくるヴァニラや甘いスパイスの香りが
混ざり合っています。フレッシュできりりとした酸味があります。
★葡萄屋倶楽部の会員の方から抽選で毎月 1 本、プレゼント！！！！！
毎月末抽選を行います。
抽選の結果は、４月１日メールにて当選者の方へお知らせいたします。
毎月どんなワインがプレゼントになるか、楽しみにしてくださいね♪
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
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。

