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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/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
暑くなったり、寒くなったり不順な天候がつづいておりますが、いかが過ごしですか？
楽しいゴールデンウィークに突入しました！
日本でもバーベキューが楽しい季節になりましたね。
先週の4月20日イスラエルでは独立記念日の祝典がありました。
オバマ米大統領からも祝賀メッセージが届きました。
1948年5月14日の深夜に独立宣言が読み上げられ、今年で６２回目の独立記念日！
前日の4月19日は戦没者記念日で午前11時に黙祷、その後日没と共に祝典が始まります。
街中のあらゆる場所で音楽が奏でられ、公園で人々が踊り、バーベキューを楽しみます。
そう！イスラエルの独立記念日は、「家族でバーベキューをする日」のようです。
日本のお花見同様、朝早くから公園の場所の取り合いで大変！
なぜ、独立記念日が、バーベキューの日なのか？
①中東では肉を屠る祝い方が一般的だから
②聖書に書かれている燔祭の由来から
③バーベキューは男性が焼き、女性が楽をできるから
実際のところは不明ですが・・・
とにかく、イスラエルでは独立記念日＝バーベキューなのです！
街中が煙に包まれます。
そして夜には、華やかな花火が夜空を彩ります。
イスラエルは魅力的な国です。
聖書の舞台となったユダヤ教、キリスト教、イスラム教それぞれが聖地としている
エルサレムは、市場でのショッピングや食事、美しい歴史深い町並み巡りや巡礼にと、
旅行にことかかない魅惑的な街です。
又、世界的に有名な死海は見逃せません！世界１ミネラルと塩分比率が高く、観光客
が無理なく海水に浮くことができます。スパ施設も沢山あり心癒されることでしょう。
テルアビブは商業、文化、ナイトライフ、そして砂浜のビーチなど活気に満ちた賑や
かな街です。活気溢れるカーメルマーケットは観光名所になっています。
地中海沿岸のローマ遺跡、春の花が一斉に咲くゴラン高原は華やかで美しい場所です。
是非行ってみたい国ですね。
イスラエルを満喫できるユーラシア旅行社のツアーはこちら
http://www.eurasia.co.jp/search/feature/israel/index.html
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対美味しいシャルドネはこれ！イスラエル航空ファーストクラスワイン！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
イスラエルの美しいゴラン高原にある小さな街カツリンに1983年誕生したゴラン・ハイツ
・ワイナリー。
比較的新しいワイナリーですが、最先端を行く科学技術と伝統的な醸造法を組み合わせる
ことにより高品質なワインを数々生み出し、数々の賞を受賞するなど国際的に高い評価を
受けている、今注目のワイナリーです。
ゴラン高原は主に火山灰が降り積もった土壌で水はけにとても優れています。
葡萄はガリラヤ湖に近いところからヘルモン山の麓まで広がる農場で栽培されています。
熟成は最高級フレンチオーク樽のみが使われ、コルク、ラベル、瓶なども品質にこだわっ
た高級品を使用しています。
また畑ごとに個別の樽で熟成され、それぞれのワインの様子を見ながら最終的にブレンド
し再度熟成されるため、ブレンド比率は毎年異なります。
こういった徹底した管理とこだわりが、新興ワイナリーでありながら国際的な高い評価を
受ける理由なのです。
絶対美味しい葡萄屋お勧めのシャルドネです！！！
★ヤルデン・シャルドネ【YARDEN】白ワイン
通常価格(税込)： 2,916 円 →販売価格(税込)： 2,692 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=228
イスラエルが誇る自慢のシャルドネ!
ファーストクラスの味わいをお楽しみください!!
アロマ溢れるこのワインは、トロピカルフルーツ、新鮮な洋ナシ、ピリッとする柑橘類、
うっとりさせられる花など複雑な香りがたっぷり!
グラスをまわせば、リッチなオーク樽由来の香りとミネラルのニュアンスが層になり、
バランスよく溢れます。
口に含むと圧倒的なボリューム感のある白桃のような果実味とシャープな酸など、強さと
複雑さ、エレガンスのバランスがよくとれています。余韻も長く、リッチな味わいを楽し
める一本です。
※「ワインスペクテイター」誌では、96年ヴィンテージがイスラエルの白ワイン第一位(86点)
として紹介されました。
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※イスラエル航空のファーストクラスでも愛飲されています
ヤルデンシリーズを取り揃えました♪
★ヤルデン人気シリーズ4本セット販売価格(税込)： 9,600 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=333
本格的なワイン作りで定評のあるイスラエルのヤルデンから人気の赤白4本をセレクトした
セットです。
【セット内容】 750ml×赤１本・白３本
他にも美味しいイスラエルワインが勢揃い！！
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=58
◎●◎●◎●◎●◎葡萄屋ソムリエＳＡＴＳＵＫＩのお料理レシピ◎●◎●◎●◎●◎
イスラエルワインにぴったりの簡単料理で美味しいレシピを紹介いたします。
http://www.budouya.jp/user_data/recipe/recipe/index.html
<<ソラマメのペースト(サンダリソルタン)>>
＜材料＞
そら豆 100g（外皮をむいて）
オリーブオイル 大さじ1/2
◎粗挽き黒コショウ 少々
◎ターメリック ひとつまみ
◎カイエンヌペッパー 適量（お好みで）
◎塩 ふたつまみ
◎オリーブオイル 大さじ1/2
◎にんにくのすりおろし 少々
☆レモン汁

小さじ1/2

粗挽き黒コショウ

少々

＜作り方＞
１、鍋にお湯をたっぷり沸かし、塩をひとつまみ加え、柔らかくなるまで3～4分ゆでる。
冷水に取り、皮を剥き、すり鉢ですりつぶす。
２、鍋に水30ccと１のそら豆、◎を入れ、ペースト状になるまで煮詰める。
３、皿に移し、☆と熱したオリーブオイルをまわしかけて出来上がり。
※ 薄く切ったバゲットやナン、ピタパンなどにつけて召し上がれ。
レモン汁がさっぱりさせてくれます。
パーティなどおもてなしにもどうぞ～～
冷えた白ワインによく合います♪
◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎
他にも美味しいイスラエルワインが勢揃い！！
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=58
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ゴールデンウィーク突入！本日からポイント５倍！1,000円台ワインが大集合！！！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
ゴールデンウィークがやってきました！
葡萄屋では本日から世界の美味しい1,000円台ワインをなんとポイント５倍★★★★★
1200円のワインを購入すると、60円分のポイントが付いてくる！
ポイントはお好きな時にいつでも使えます♪
★ポイント５倍★は本日から５月５日までの期間限定企画です！！！
http://
ご家族やお友達と集まるゴールデンウィークにワインを楽しんではいかがでしょうか？
バーベキューやパーティーにも活躍します！
是非この機会に毎日飲みたいリーズナブルで美味しい1,000円台のワインをお楽しみください！
チリNO.1スパークリング！
★バルディビエソ ブリュット【チリ】販売価格(税込)： 1,260 円★ポイント５倍★
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=542
青りんごや白い花のアロマに香ばしいアーモンド香を持つ。
フレッシュでイキイキとした酸と細やかな泡が特徴のスパークリングワインです。
★赤ワインといえば！
ベリーニ キャンティ【イタリア】販売価格(税込)： 1,050 円★ポイント５倍★
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=60
若々しいベリー系の香り、フレッシュな酸とキャンティらしいコクのある味わい。
気軽に飲める、イタリア料理に欠かせないワインです。
濃厚なフルボディでこの価格？
★オーカ・ピノタージュ【南アフリカ】販売価格(税込)： 1,150 円★ポイント５倍★
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=547
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深みとコクのある香り、凝縮感と溶け込んだタンニン、抜群の酸とのバランス、どれを
とっても素晴らしい赤ワインです。大変飲みごたえのあるフルボディの赤ワインです。
甘い白ワイン欲しかった！
★カレラ マスカット・オブ・パトラス【ギリシャ】販売価格(税込)： 1,260 円★ポイント５倍★
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=703
収穫したブドウをそのまま天日で乾燥させ、糖分を高めてからワインを造り上げました。
蜂蜜の芳香が強くフルーティー、酸味と甘味の心地よいバランスをもったデザートワインです。
オーガニックがこんなに美味しい！
★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】販売価格(税込)： 1,150 円★ポイント５倍★
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。ピュアな果実味が楽しめるカベルネソーヴィニヨンです。
やっぱりカリフォルニア！
★タラス シャルドネ【Talus Chardonnay】販売価格(税込)： 1,323 円★ポイント５倍★
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=695
芳醇であり、バランスのとれた酸とく鮮度の好い果実味を楽しめます。
アロマには、厚みを演出する洋梨、トロピカルフルーツ、熟したメロン、ベーグドアップル
の他、レモンなどの柑橘類やりんごの爽やかなフルーツも感じさせます。
アメリカン航空の機内ワインにも採用されたワインエンスージアスト誌選“Best Buy”です。
【San Diego National wine Competition】銀賞(2003年ヴィンテージ)
【Wine Enthusiast誌】84点ベスト・バイ(2004年ヴィンテージ)
【New World Interenatinal Competition】 銅賞(2005年ヴィンテージ)
【Indy International Wine Competition】金賞(2006年ヴィンテージ)
【ワイン・スペクテーター誌】87点ベスト・バイ(2006年ヴィンテージ)
まだまだ1,000円台の美味しいワインが大集合★ポイント５倍商品★是非ご覧下さい！
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母の日のプレゼントに・・・『薔薇とワイン』５月３日迄ご予約承ります！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
お花だけでは・・・とお考えの方に、
葡萄屋から、素敵なハートの陶器に入った薔薇のブリザードフラワーとワインのセット
をご紹介させていただきます。
メッセージご希望の場合は、ご注文時「備考欄」にメッセージを記入ください
「母の日カード」に記入をしまして商品と一緒にお届け致します
５月３日(月)までの予約受付商品です。
お早めにご注文ください。
５月８日(土)又は「母の日」の５月９日(日)に配送を致します。
どちらかご希望の日時を「備考欄」にご記入ください
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=254
◎薔薇の香りのワインと薔薇のセット◎
●ルーマニア産甘口ワインとハートの陶器入薔薇 セット
販売価格(税込)： 3,500 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=768
【セット内容】赤いやや甘口デザートワイン×1本、ハート陶器入りの薔薇×1本
◎珍しい赤のスパークリングワインと薔薇のセット◎
●南アの赤いスパークリングとハート陶器入の薔薇セット
販売価格(税込)： 3,000 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=770
【セット内容】スパークリングワイン(赤・甘口)×1本、ハート陶器入りの薔薇×1本
◎激旨ワインに選ばれたフランスボルドーワインと薔薇のセット◎
●名醸ボルドー赤ワインとハートの陶器入の薔薇 セット
販売価格(税込)： 2,800 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=763
【セット内容】辛口赤ワイン×1本、ハート陶器入りの薔薇×1本
他にも素敵なセットを取り揃えております！
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=254
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
４大貴腐ワインのひとつクラッハー世界トップクラスの極上貴腐ワインが新入荷！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
ぶどう栽培の歴史短いですが、フランスの『シャトー・ディケム』、ドイツの『エゴン・
ミュラー』、トカイの『イシュトヴァーン』と並び、天然甘口ワインの造り手として極め
て高い評価を得ているオーストリアの『クラッハー』。
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ロバート・パーカーはバイヤーズガイドで「アロイス・クラッハーは、数年前、平和な
昼寝を覚ます空襲警報のように、突然私の目の前に現れた」と評しています。
クラッハーは、ブルゲンラント州のセーヴィンケルに25ha所有しています。
この地は、国定公園ノイジードラー湖や大小の点在する池から発生する蒸気や霧、湿気の多
く暖かい気候がボトリチス菌にとって理想的な条件を充たします。ワインはとびきりリッチ
でみずみずしく、複雑で凝縮感があります。また素晴らしい酸がワインに極上のフレッシュ
さを与えます。
★クラッハー アウスレーゼ キュヴェ ハーフ【375ml】販売価格(税込)： 2,310 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=774
はちみつを思わせる上品な甘さとスパイシーな香り。繊細で完熟の桃を思わせるアロマが口
に広がります。フレッシュな洋梨のエレガントな味わいを楽しめます。
★クラッハー トロッケンベーレンアウスレーゼ【187ml】販売価格(税込)： 2,520 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=775
貴腐ワインは、10年、20年もの熟成で初めて最高の飲み頃を迎えるといわれますが、
「本物の熟成の味わい」の前に飲んでしまうことがほとんどです。
そこで、フレッシュさ・凝縮感・上品さを追求するために、様々なヴィンテージをブレンド
したノンヴィンテージが誕生しました。ノンヴィンテージのワインは今すぐ飲んでいただけ
るワインです。このワインは「リリースされた時が飲み頃」の貴腐ワインです。
クラッハーが初めて作った1/4サイズの本格トロッケンベーレンアウスレーゼです
※母の日のプレゼントにもお勧めのワインです。
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
白ワイン愛好家の皆様！お待たせいたしました！ピヒラー入荷しました！！！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
F.X. ピヒラーは、1900年頃、初代フランツ ピヒラーにより創業(現在は5世代目)になり
ました。オーストリア最大のワイン生産州、ニーダーエスターライヒ州のヴァッハウ地区
に約11ha所有の畑を所有しています。 ヴァッハウ地区は、オーストリア屈指の銘醸地で、
ドナウ河に面するヴァッハウ渓谷は風光明媚な谷として世界遺産にも登録されるほどです。
葡萄畑は険しい急な斜面にあるため長い日照時間とドナウ河からの反射を受け、気温も上
昇、葡萄は高い糖度まで成熟します。夜は谷に吹き込む冷たい風により気温が下がり、葡
萄は酸を蓄えることができるという理想的な条件を備えています。
ピヒラーは、自然との対話に優れた栽培家として有名です。
ピヒラーは、繊細な感覚と鋭い目を持ち、畑に出れば土を見て果実を見て、どういうもの
を引き出せるかが即座に分かるという才能でメキメキと頭角を表し、白ワインの生産者と
してオーストリアそして世界のトップメーカーと呼ばれるまでになりました。
★ピヒラー ウルゲシュタイン・テラッセン リースリング 販売価格(税込)： 4,620 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=778
香りはスモーキーで白い桃やミネラルのパワフルながらハーモニーがあるノート。
オーストリア独特のペッパリー、綺麗なミネラル、透き通った酸味。
造り手の力が反映された出来映えです。
★ピヒラー グリューナー・フェルトリナー【Pichiler】販売価格(税込)： 3,990 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=777
柑橘系の香りに洋なしやパイナップル、アップルのようなフルーツの香りと、グリューナー
・フェルトリナー特有の白胡椒のようなシャープな香り、そしてタバコのような複雑な香り
が混じる。味わいはフェダーシュピールクラスとしては例外的なほどしっかりとしたコクが
あり、豊かな余韻をともなった辛口。なおかつ少しも重く感じさせないバランスが秀逸です。
『Falstaff Weinguide』2007/2008で91点獲得
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
シラーの魅力は絶大！濃厚フルボディは葡萄屋におまかせください！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
濃厚！パワフル！スパイシー！濃厚な色調！複雑味のあるシラーは魅力がいっぱいです！
土壌の力で違いが出てくるのは当然ですが、奥深い不思議な魅力に圧倒されます。
●濃厚フルボディシラー６本セット
通常価格11,095円→特別販売価格9,980円 ※もちろん送料無料です！
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=235
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
葡萄屋ランキング１位！世界の国際大会を受賞したワインセットが人気爆発！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
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 ※もちろん送料無料です。
【セット内容】 赤・辛口×3本 白・辛口×1本 ロゼ泡・辛口×1本
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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メルマガ25（100423)
サッカー大会の最高峰！2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会はもうすぐ！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
2010年FIFAワールドカップは6月11日～7月11日まで南アフリカで開催されます！
近年ますます注目が集まる南アフリカワイン。
南アフリカワインの中で国際コンクールで受賞、ワイン専門誌で高い評価を得たワインだけ
を集めた南アフリカワインのセットの決定版。
これを飲んでおけば南アフリカはすべてオッケー!
抜群の味わいをお楽しみいただける6本セットをお得な価格でお届けします！
●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
↓南アフリカ特集はこちら↓
http://www.budouya.jp/user_data/south_africa/
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ボルドー・ブルゴーニュのヴィンテージ、イタリアのスーパータスカンやバローロ、
カリフォルニアのオーパスワンなど、世界の名醸ワインはこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=130
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
今月のプレゼントワイン
極旨！シャブリ！
ジルベール・ピク シャブリVVキューヴ06【Chablis】
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=54
ハチミツとスモモ、焦がしバター、ミネラルなどのシャブリとしては最高の香りの
ニュアンス。美しく輝く色、りんごのヴァニラの風味も合わさって、最高のフィネスを
もった、アロマティックな仕上がり。
シャブリの認識をはるかにこえる、別格の高品質で一度は味わっていただきたいシャブリ。
★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、５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/
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
※◇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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