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━[ 葡萄屋info vol.29] ━━━━━━━━━━━━━━━━[2010/6/11]━━━━━━━
「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/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
初夏の候、いかがお過ごしですが？
ＦＩＡＩワールドカップが本日開催しました！
開会式には、私の大好きなアリシア・キーズも登場！
本日の夜２３時～南アフリカｖｓメキシコ！
２７時３０分からウルグアイｖｓフランス！眠れない夜になりそうです！
南アフリカワインを飲みながら、現地の気分でサッカー観戦に燃えましょう！
http://www.budouya.jp/user_data/south_africa/
今年もトルコのイスタンブール国際音楽祭が開催されます。
イスタンブールの美しい会場を舞台にオーケストラやダンス、バレエ等６月から７月にか
けて多彩なパフォーマンスが繰り広げられます。
なんと今年の目玉はウィーンフィル！約160年の歴史でイスタンブールで初めて演奏され
るのです！しかもマエストロ・ムーティの指揮で！行きたい！！！
私は、以前トルコの魅力に取り付かれ、２週間バスでトルコ一周の旅をしました。
中でも、私が住みたいと思い、嵌った場所は、『イスタンブール』！
トルコはヨーロッパとアジアの交わるところに位置します。イスタンブールはヨーロッパ
とアジアの十字路であり、多様な文化が感じられる魅惑的な場所です。
イスタンブールの魅力を紹介させて頂くと・・・
イスタンブールと言えば、まず最初に訪れて頂きたいのがトプカプ宮殿。
トプカプ宮殿の宝物殿には、宝石が贅沢に散りばめられた剣や椅子、アクセサリー、なか
でも86カラットもある「スプーンのダイヤモンド」には圧倒されます。
そしてハーレムは最大の見所！天井や壁の装飾の美しさにため息がでます。
ブルーモスクはイスラム寺院です。とにかく圧巻されます。内部に装飾されたブルーのタイ
ルがあまりにも美しく、床にはトルコ絨毯が敷き詰められ、太陽光が差し込むステンドグラ
スの光に心が洗われます。いつまでもここに居たい！と思わせる。心が落ち着く場所です。
お買い物には、グランドバザール！金銀キラキラ、トルコ絨毯にスパイス、革製品や衣料品
なんでも揃う興奮してしまう場所です。おみやげを選びながら、チャイのサービスを楽しみ
お店の人と会話も楽しめます♪
世界３大料理の一つと言われているトルコ料理も魅力！香辛料をふんだんに使い、中近東
と地中海料理が交わった複雑な料理なのですが、本当に美味しい！
ボスポラス海峡で採れた魚介の料理は最高！そして名物の羊肉の角切りを串にさして焼いた
ケバブは毎日食べても飽きません！デザートはもちろん♪のび～るアイスのドンドルマ！
トルコに行きたくなってきたでしょ？
↓イスタンブールの魅力を満喫できるユーラシア旅行社のページはこちらからどうぞ↓
http://www.eurasia.co.jp/search/feature/turkey/index.html
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
トルコの世界遺産★カッパドギア★で生まれた冷やして美味しい赤ワイン
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
カッパドギアとは「美しい馬の地」を意味するペルシア語から由来した地名です。
火山の噴火が繰り返されることによって自然と生み出されたニョキニョキときのこの様
に奇岩が連なる光景は・・・どこの星に来たのかしら？と思わされるほど不思議な場所。
迫害を受けたキリスト教徒が外から見られないように、岩窟に教会を作り、地下数十メ
ートルも彫り下げられた謎だらけの地下都市に驚かせれます。
なかでも、夕暮れ時にバラ色へ大地が染まるローズバレーはとても現実のものとは思え
ない程素晴らしい光景で、私は思わず涙が出ました！
1943年、H.トゥラサンによって設立されたトゥラサンワイナリーは、カッパドキアで最
も深い歴史と伝統を持つワイナリーです。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・トゥラサンのワインは、ワインの歴史を感じさせてくれるでしょう。
●カッパドキア レッド【Kappadocia】販売価格(税込)： 1,302 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=341
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。
冷やすと香りが華やかになり、タンニンもまろやかになります。
↓トルコの美味しいワインはこちらにもあります【面白い奇岩ボトルも！】↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=129
◎●◎●◎●◎●◎●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/index.html
<<

ダル コレシュ（ペルシャ風レンズ豆のカレー）>>
トルコワインにぴったりのレシピです。
ページ(1)
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＜材料＞
レンズ豆 100gを水煮にしたもの
トマトの水煮缶 1/2缶
☆にんにくのみじん切り 1～2片分
☆クミンシード 小さじ1/2
☆粒マスタード 小さじ1/2
★ターメリック 小さじ1/2
★カイエンヌペッパー 小さじ1/2
塩

オリーブオイル

＜作り方＞
１、鍋にオリーブオイル大さじ1と☆ を入れて弱火で炒める。
香りが立ってきたら ★→トマトの順に入れて、しっかり炒める。
２、トマトと油が分離してきたら、レンズ豆を煮汁ごと加えて煮る。
時々かき混ぜて30分くらい煮て、塩小さじ1/2を入れる。
仕上げにオリーブオイル大さじ1を加えて出来あがり。
※ナンにつけて召し上がれ～
※カイエンヌペッパーはお好みに応じて調節してくださいね
草壁五月のワインに合う「簡単ソムリエレシピ」
http://www.budouya.jp/user_data/recipe2/index.html
◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お中元に【今話題の美味しいオーガニックワイン】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。
●金賞カリフォルニア赤白２本セット 販売価格：3,300円
http://
国際大会で金賞を受賞した豪華なワインセットです。ご贈答箱にてお届けします。
▼アイアンストーン ジンファンデル【アメリカ・カリフォルニア】
濃い色調で、オーク樽によるヴァニラ香にラズベリーやブラックペッパーのスパイシーな
複雑味をもつ個性的なタイプ。
※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09 金賞&93点
▼タラス シャルドネ【アメリカ・カリフォルニア】
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。
※Indy International Wine Competition金賞
↓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/
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
父の日に「これは旨い！」と唸らせる絶品の一本を贈りましょう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
今年の父の日は６月２０日！『父の日』のプレゼント何を贈ったらいいのか悩みますね。
せっかく贈るなら、絶対「旨い！」と唸らせたい！
そんな贈り物にお勧めのワインをご案内します。
生産国の「最高級」の１本を葡萄屋が選びました。
↓「特別な１本」父の日お勧めワインはこちら↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=267
メッセージをご希望の場合は、ご注文時「備考欄」にメッセージを記入ください。
「父の日カード」に記入をしまして商品と一緒にお届け致します。
★*☆*★辛口白ワインならリッチな味わいの極旨シャブリを★*☆*★
●ジルベール・ピク シャブリVVキューヴ06【フランス】販売価格(税込)： 3,570 円
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。樹齢50年以上の葡萄を使い、ステンレスタンクで熟成。
認可されている収穫量は60hl/haですが、45hl/haに抑えています。
わずかな数量しか生産されない貴重なワインです。
※インターナショナルワインセラー129 90点
※メイユール・ヴァン・ド・フランス 15点
★*☆*★果実味たっぷりのフルボディをお好みなら★*☆*★
●ポールクルーバー カベルネソーヴィニヨン【南アフリカ】
販売価格(税込)： 2,415 円
ページ(2)
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http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=715
ベリーやプラムのような果実味豊かな香りに、わずかにモカの風味も感じる。引き締ま
った骨格とクラシックなスタイル。なめらかでスムーズなタンニン。長い余韻でエレガ
ントに仕上がっています。
※Grape Magazin(グレープマガジン)で南アのトップ20ワインに選ばれるなど受賞多数。
ワイナリーとしても、最も急速に伸びているワイナリーのトップ10、ベストバリュー・
ワイナリーのトップ10に選ばれています。(Wine Report 2007 by Tom Stevenson)
★*☆*★今話題の神秘的な赤い泡をお好みなら★*☆*★
ミレスチミーチ モルドバデラックス【モルドバ】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。
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!!
※『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。
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。
・°∵☆,・°∵☆,・°∵☆,・°∵☆,・°∵☆,・°∵☆,・°∵☆,・°∵☆,・°
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
「父の日カード」に記入をしまして商品と一緒にお届け致します
ご希望の日時を「備考欄」にご記入ください
６月２０日(日)のご予約も承ります。
↓他にも「これは旨い！」父の日お勧めワインはこちら↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=267
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
オランダ産極太ホワイトアスパラガスと１０カ国のシャルドネの試飲会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
前回火山の噴火によりご用意できなかった、オランダ産極太アスパラガスの準備が
できました！ホワイトアスパラガスファンの皆様大変お待たせいたしました。
「大地からの贈り物」ホワイトアスパラガスのフルコースと、葡萄屋が厳選した
「世界10カ国のシャルドネ」のマリアージュの会を開催します。
日光にあたらないよう、土の中で大切に育てられるホワイトアスパラガスは、まさに
「大地からの贈り物」。
"ほのかな苦みと甘味"が堪らない、今度こそオランダ産ホワイトアスパラガスをたっぷり
と使った日見シェフオリジナルの料理の数々をコースでお楽しみいただきます。
そして、ホワイトアスパラガスとマリアージュする今回のワインのテーマは「シャルドネ」
です。シャルドネ種を使った世界１０カ国の厳選した白ワインを用意致します。
初夏のこの時期、キリリと冷えた１０種のシャルドネとホワイトアスパラガスの贅沢な
フルコースを存分にお楽しみ下さい。
～verspeise～
ドイツハムとチーズの盛合わせ
冷製アスパラのスモークサーモン添え
グリーンアスパラと白アスパラのパスタ
～fleish～
白アスパラのボイル オランデソース ローストポーク添え
～nachtisch～
本日のデザート
＜開催概要＞
日時 ：２０１０年６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5,900円
内容 ：葡萄屋が厳選した１０カ国のシャルドネをフリーティスティング形式でお楽しみ
いただきます。ホワイトアスパラガスのフルコースをビュッフェ形式でお召し上
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
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ありがとうございました！南アフリカワインの試飲会アンケート結果報告！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
先日行われた南アフリカワイン試飲会のアンケート結果をお知らせいたします。
南アフリカワインに大変興味を持っていただき、「こんなに美味しいとは知らなかった！」
ページ(3)
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「それぞれ個性があって大好きです！」「南アフリカの白ワインって美味しい！！」
等、沢山のご意見を頂きありがとうございました。
ではランキングの発表です！
１位：アマニ メルロー ６票
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=802
２位：クローヌ・ボレアリス・ブリュット ５票
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=315
２位：アマニ・シャルドネ・リザーヴ ５票
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=801
４位：ムーンライト・オーガニックス シュナンブラン・ソーヴィニヨンブラン ３票
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=682
４位：ポールクルーバー シャルドネ ３票
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=320
４位：スローワイン メルロー ３票
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=324
↓「南アフリカ試飲会レポート」はこちら（店長ブログです）↓
http://blog.goo.ne.jp/grass2108/d/20100605
↓人気の南アフリカ特集はこちら↓
http://www.budouya.jp/user_data/south_africa/
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
再度追加入荷しました！人気NO.1南アフリカが満喫できる受賞ワインセット大好評
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
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！
葡萄屋では、現地で吟味し、美味しい南アフリカワインを見つけてきました♪
本当にリーズナブルで美味しいワインがいっぱいあるんです！！！
これを飲めば！南アフリカが満喫できるスペシャルなセットをご用意しました。
サッカー観戦を楽しみながら、美味しい南アワインを味わって現地の気分をご家庭で
楽しめます♪なんと！すべて受賞ワインです！
★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（下記掲載商品各1本）
↓ＦＩＦＡワールドカップが行われている南アフリカ特集はこちら↓
http://www.budouya.jp/user_data/south_africa/
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
入手困難なマルゴーのセカンドがなんと！ポイント１０倍！！！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
「女王の中の女王」と呼ばれて有名なシャトー・マルゴー。そのセカンドが１万円台
で購入できるスペシャル企画です！
●パヴィヨン・ルージュ・デュ・シャトー・マルゴー04【フランス・ボルドー・マルゴー】
販売価格(税込)： 14,520 円
★ポイント： 1450 Pt★
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=441
シャトーマルゴーのセカンドワイン。品質の安定したセカンドワインとして人気のある1本
です。。ブドウの収穫を極めて遅く摘むシャトーのためセカンドといえど水準が非常に高く、
マルゴー特有の堂々たる骨格が現れています。
濃厚な果実味、エレガントで柔らかな風味と上品な余韻はマルゴーそのもの。
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
●オート・ウーシュ ロゼ・ダンジュ12本セット<フランス・ロワール>
通常価格(税込)： 17,016 円 →【10%OFF】販売価格(税込)： 15,314 円（１本：約1277円）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=737
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。
パリ農産物コンクールで金賞受賞の甘旨ロゼ！
●エリザベッタ アウロ・ロッソ12本セット＜イタリア・トスカーナ＞
通常価格(税込)： 23,400 円→【10%OFF】販売価格(税込)： 21,060 円（１本：約1755円）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=630
パワフルでエレガント。熟成感たっぷりの甘みとスパイスに、深みのあるフルボディ。
2000円以下でこれだけのイタリアワインは巡り合えません。
※「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
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
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*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
６月のプレゼントワイン
イタリア最高峰！極旨キャンティ・デル・バローネ・リカーゾリを
★今月は１０名様にプレゼント★
イタリアのワイン誌で最高のトビッキエリを１４回受賞したキャンティの最高峰！
エレガントなスミレの香り。ベルベットのように滑らかで官能的な舌触りと味わい。
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、７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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