メルマガ33（100723)
━[ 葡萄屋info vol.33] ━━━━━━━━━━━━━━━━[2010/7/23]━━━━━━━
「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/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
花火の音が聞こえる季節となりました。いかがお過ごしですか？
夏祭りや花火大会など日本の夏はイベントがいっぱいで楽しいですね。
オーストリアではザルツブルグ音楽祭が７月２５日から始まります！
モーツァルトを記念した音楽祭で、ウィーン・フィルを始めとした世界の有名オーケスト
ラや指揮者、ソリストや歌劇団がザルツブルグに集い非常にハイレベルな公演を行う世界
的に有名な音楽祭です。
雄大なアルプスを背に壮麗な街並みが続くザルツブルグは、映画『サウンド・オブ・ミュ
ージック』の舞台であり、モーツァルトが1756年に生まれた生家や住居が博物館として公
開されており 観光客が絶えないオーストリアの首都です。
昼は美しい町並みの観光や、ザルツカンマーグートでリゾート気分も味わいつつ、夜はオペ
ラ鑑賞もできるという、まさに世界のセレブ達をも魅了してやまない音楽祭なのです。
↓ザルツブルグ音楽祭のユーラシア旅行社現地レポートはこちら↓
http://eurasia-blog.cocolog-nifty.com/blog/2006/09/post_7423.html
↓ザルツブルグ音楽祭を鑑賞するユーラシア旅行社のツアーはこちら↓
http://www.eurasia.co.jp/nittei/e_europe/xesp/index.html
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
オーストリア音楽家『ヨーゼフ・ハイドン』を育てたエスターハージ伯爵家のワイン
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
ヨーゼフ・ハイドンは1732年、ハンガリー国境にちかい、ウィーン南東のローラウ村に生
まれました。
美声を買われ、ウィーンのシュテファン大聖堂の少年聖歌隊員として音楽教育を受けるよ
うになます。ハイドンは聖歌隊の中でも花形で、マリア・テレジアの寵愛も受けたほどで
した。しかし、17歳で変声期を迎えたハイドンの扱いは一気に低下し、他の少年の髪の毛
をハサミで切る、という奇天烈な行動に出て、聖歌隊をクビになってしまいました。
10年ほどはフリーの音楽家だったハイドンでしただが、その間に18世紀を代表するオペラ
脚本家、メタスタージョの家の屋根裏部屋に住み、彼の娘の音楽教師をしたり、ポルポラ
の内弟子になったりと、次第に貴族社会との接点が増えました。
そして、1761年音楽愛好家のエスターハージ伯爵家の楽団の楽長に就任。
エスターハージー侯爵家は文化的な功績を収めています。
豪華な建築物を建てただけでなく、芸術家の為の寛大な支援者でもあり、情熱的な芸術収
集家でもありました。ハイドンは３０年近くもの間エスターハージ家で働き、数多くの作
品を作曲しました。パウル・アントン・エスターハージ侯のために、オペラ、室内楽曲、
交響曲、協奏曲、ミサなどほぼ全ジャンルにわたって、しかも大量の作品を書くことにな
ります。給料の一部をワインで支払いを受けていました。
さらに自作品を出版業者に売り、代金をうけとる自由を認められたために、ハイドンの名
声は一気に高まります。19世紀初頭のナポレオン戦争時はウィーンの皇帝のための賛歌を
書き、これがオーストリア国歌になったのは有名です。
ハイドンはモーツァルトと弦楽四重奏を一緒に演奏する等交流を深くしていました。
後に、モーツァルトの遺児（カール・トーマス・モーツァルト）の進学（音楽留学）の
世話までしてます。
晩年に有名なカンタータ「天地創造」と「四季」を残し、1809年5月31日大音楽家として
ウィーンで死去。かざらない、ユーモアを理解する人柄で、世の敬愛の情を得ていました。
エスターハージー侯爵家の豪華な宮廷の生活は最も有名でありました。マリア・テレジア
はエスターハージーのワインを高く評価していました。このワインはマイルドな気候の中
で豊かに育ったブドウからエスターハージーのワインセラーで醸造された高級ワインです。
贅沢に慣れた枢密顧問官のゲーテはエスターハージーのコレクションの印象的な財宝を見
て、今でも名言として伝えられている『エスターハージーの妖精の国』と表しています。
ワインの場合にも古くからの伝統があります。17世紀からエスターハージー家はブルンゲ
ルランド州でブドウ栽培とワイン醸造に携わっていました。1663 年から1672年パウル1世
はアイゼンシュタットのお城を初期のバロックの宮殿にイタリア人の建築家カルレオーネ
により建て替えました。それ以来、地下室には侯爵家のワインが貯蔵されています。
↓エスターハージ城とザルツブルグも訪れるオーストリア満喫の旅はこちら↓↓
http://www.eurasia.co.jp/nittei/w_europe/wa13/index.html
オーストリアの偉大な音楽家ヨーゼフハイドンをオマージュしたワインをご紹介します。
●エスターハージー オマージュ・ハイドン【オーストリア・赤】販売価格(税込)： 2,730 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=773
輝きのある濃いガーネット色。力強いブラックベリーとプラムの香り。
フルボディの、ジューシーで柔らか、豊かなフルーツの果実味と熟成したタンニンの味わい。
長く強く続く後味と胡椒風味の余韻が特徴です。
※ヨーゼフ・ハイドンはこのエスターハージ家に住み、給料の一部をワインで支払いを受けて
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いました。
エスターハージ公爵家のワインは他にもございます。
●エスターハージー ピノ・ノワール クラシック【オーストリア・赤】
販売価格(税込)： 2,625 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=772
軽やかできめの細かいベリーフルーツの味、滑らかなテクスチャー、エレガントなタンニン、
強く長い味わいの余韻を楽しめます。
●エスターハージー ブランド・ノワール【オーストリア・スパークリング】
販売価格(税込)： 2,835 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=771
エレガントで繊細なニュアンスのアロマ。口中で魅惑的なフレッシュな味わいとかすかにリ
ンゴとシトラスのフレーバーを感じ、リッチな触感と調和のとれた余韻が続きます。
ピノ・ノアール100%から造られた瓶内二次発酵方式のスパークリングワイン。
↓美味しいオーストリアワインは他にも沢山ございます。↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=118
◎●◎●◎●◎●◎●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/r12.html
《

ウィンナーシュニッツェル風 豚のカツレツ 》
オーストリアの定番！
http://www.budouya.jp/user_data/recipe2/r13.html
仔牛肉は中々手に入らないので、豚ロースや牛もも肉などで作ってもいいでしょう。
ソース代わりにトマトとバジルをオリーブオイルで和えたサラダなどをのせて、
さっぱりいただくのもいいですね。
【材料】１人分
・豚ロース肉（とんかつ用）１枚
・パン粉 卵 小麦粉
・パルミジャーノ・レッジャーノ
・塩
・こしょう
・バター
・サラダ油
・付け合せ

レモン

レタスなど

【作り方】
1.大きめに広げたラップの上に、豚肉をのせ、さらにラップをのせる。
シャンパンボトルや肉叩きなどで、厚さ７mm程度になるまで、肉を叩き広げる。
塩・こしょうをする。
2.パン粉をミキサーなどにかけ、粒子を細かくする。塩･こしょう・パルミジャーノを適宜加え、
混ぜ合わせる。
3.小麦粉⇒卵⇒2のパン粉の順に衣をつける。
4.フライパン全体に油がいきわたるくらい入れ、バター２０gを加え弱めの中火にかけ溶かす。
バターが溶け、油が温まったら3の肉を加え、両面にこんがり焼き目がつくまで揚げ焼きにす
る。
5.油を切り、付けあわせと共に盛り付ける。レモンをかけていただく。
※パン粉は細かいものを使用することで、さくっと仕上がります。
※付け合せには現地では、粉ふき芋もよく使われています。レモンは必須！
熱いうちに、ぎゅっと絞ってお召し上がりください！
◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
６カ国の極旨オーガニックワインのセットです！再入荷しました！！！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
葡萄屋では、只今９カ国４０アイテムのオーガニックワインを取り扱っております。
世界6カ国の有機ワイン造りを実践する6つの生産者を代表する銘柄を選びました。
美味しい有機ワインの特選6本セットをお楽しみください。
●特選オーガニックワイン6本セット
通常価格(税込)： 10,545 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=830
【商品内容】 赤・辛口×2本 白・辛口×2本 ロゼ泡×1本 やや甘口×1本
（下記商品各１本）
◆ステラー・オーガニック・スパークリング【南アフリカ・泡】
◆ユルツィガー ヴェルツガルテン シュペートレーゼ トロッケン【ドイツ・白】
◆マインクラング ブルゲンランド 白【オーストリア・白】
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◆ディ・マーヨ・ノランテ カベルネ【イタリア・赤】
◆ドメーヌ・ジャンブスケ マルベック【アルゼンチン・赤】
◆タマヤ カルムネール・リゼルバ【チリ・赤】
↓葡萄屋ソムリエ厳選！９カ国の美味しいオーガニックワインはこちら↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=126
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
サマーセール第二弾！夏にお勧め☆厳然白ワイン１２ヶ国サマーセール☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
サマーセールの季節がやってきました！！！なんと第二弾！！！
葡萄屋厳選の夏にお勧めの白ワインを大特価でお届けします！！！
8月5日迄の限定大特価の極旨☆厳選１２カ国の白ワイン！！お見逃し無く！！！
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=267
★☆一流レストランで愛される濃厚果実味の白☆★
●ティンポット・ハット マールボロ・ピノ・グリ【ニュージーランド・白】
販売価格(税込)： 1,995 円 →
限定大特価（税込）：1,696円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=672
洋ナシや種子のある果実味がグッと押し上げ、ブリオッシュや春先の花のブーケを想わせる
香りがヒントとなって現れます。果実やスパイス香が舌の上でふくらむミディアムボディの
口当りはリフレッシュ感を与えます。
※国内外で多くのゴールドメダルや高い評価を獲得し新星のごとくワイン界の表舞台に登場。
ロンドンソムリエワインアワードでの高い評価もあり、ロンドンをはじめ一流のレストラン
でオンリストされるNZワインとして注目のブランドです。
★☆夏に欠かせない！爽快リースリング☆★
●テュルクハイム葡萄栽培組合 アルザス・リースリング【フランス／アルザス・白】
販売価格(税込)： 2,100 円 →
限定大特価（税込）：1,785円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=51
さわやかでしまった、キレの良いワイン。バランスのとれた飲み飽きない魅力があります。
※この生産者のワインは、フランスの最も有名な小売店のフォション、ニコラや、著名な
レストランで扱われています。
★☆イタリア白ワインの夏の定番☆★
●アルファゼータ"S"ソアーヴェ【イタリア／ヴェネト・白】
販売価格(税込)： 1,470 円 →
限定大特価（税込）：1,250円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=58
明るく輝きのあるイエロー、アーモンドの花の香が感じられるフレッシュでクリーンな
アロマ。さわやかなレモンやライム、ぴりっとしたリンゴの風味が感じられます。
口あたりはやわらなく丸みがあります。
★☆これぞマスカット！天然の甘みに感激！☆★
●マスカット【キプロス・白・甘口】
販売価格(税込)： 1,407 円 →
限定大特価（税込）：1,196円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=30
やさしい甘みがトロリ・・・ワインを飲みなれない方への贈り物にもどうぞ!
マスカット独特のやさしい香りとなめらかな口当り。
デザートワインに最適な天然の甘味ワインです。
★☆天才女性弁護士のワイン！芳醇でフルーティ！夏に最高の白☆★
●ブラハム・シュナンブラン【南アフリカ・白】
販売価格(税込)： 1,647 円 →
限定大特価（税込）：1,400円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=318
しっかりとした酸味と爽やかさ、適度なコクもあって、余韻も長く、とてもエレガント。
「これがシュナンブラン種を使った白ワインか!」と葡萄屋店長も試飲会で唸った1本。
↓他にも美味しい白ワインが勢揃い！サマーセールはこちら↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=267
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ワシントン、オレゴン、オーストラリア、そして南アフリカワインの試飲会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
この４つの国や地域を専門にするインポーターが厳選するワインの試飲会のご案内です。
オーストラリア専門のkp orchardさん、オレゴン州専門のKobe Internationalさん、
ワシントン州専門のWTIさん、南アフリカ専門のマスダさん。
この４社が選りすぐりの同国・同地域のワインを堪能することができます。
葡萄屋の草壁も参加して試飲会を行っていますので、ご興味のある方はご参加ください。
試飲会で予定しているワインは以下のワインです。
《

ワシントン州 》～インポーター：“ＷＴＩさん”
１、白 ミルブランド ワイナリー ウィスパリング・ツリー
２、白 コーダレーン セラーズ
シャルドネ ０８
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３、ロゼ トゥーマウンテン ワイナリー チョークアート ロゼ ０８
４、赤 カナ・ワイナリー テンプラリーニョ ０６
５、赤 コロンビア・ワイナリー メルロー ０６
６、赤 ウォルター・デーコン ワインズ シラーベル ０６
《

オレゴン州 》 ～ インポーター：Ｋｏｂｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌさん
１、白 エヴァーグリーン ヴィンヤード スプルース・グース ピノ・グリ ０７
２、白 エヴァーグリーン ヴィンヤード スプルース・グース リースリング ０７
３、白 エヴァーグリーン ヴィンヤード スプルース・グース シャルドネ ０７
４、白 エレメンタル・セラーズ ピノ・グリ ０８
５、赤 エヴァーグリーン ヴィンヤード スプルース・グース ピノ・ノワール ０６
６、赤 ウィットネス・ツリー ヴィンヤード ピノノワール ０６

《

南アフリカ 》 ～ インポーター：マスダさん
１、泡 トウェ・ヤンガ・ゲゼレン クローヌ・ボレアリス・ブリュット ９７
２、泡 トウェ・ヤンガ・ゲセレン クローヌ・ロゼ・キュヴェ・ブリュット ０２
３、白 アマニ アマニ・カミリ ０８ （シャルドネ６０％、ヴィオニエ４０％）
４、赤 ポールクルーバー ポールクルーバー・ピノノワール ０８
５、赤 ドメイン・ブラハム ブラハム・ピノタージュ ０７
６、赤 ドメイン・ブラハム ブラハム・シラーズ ０５

《

オーストラリア 》 ～ インポーター：ｋｐ ｏｒｃｈａｒｄ
１、泡 トレンサム エステート マーフィーズロー ブリュット リザーヴ ＮＶ
２、泡 ギブソン バロッサヴェール スパークリング メルロー ＮＶ
３、白 ホドリスクリーク エステート ウィッカムロード ギップスランド シャルドネ
４、白 リリアン ワインズ マルサンヌ ルーサンヌ ０７
５、赤 ホドルスクリーク エステート ヤラヴァレー ピノ・ノワール ０８
６、赤 ヘンリーズドライブ ピラーボックス レッド ０７

＜開催概要＞
日時 ：２０１０年８月７日（土）１４：００～（受付は１３：４０～）
場所 ：Villa Due
東京都千代田区鍛冶町１－９－１１ 石川ＣＯビルＢ１
ＪＲ神田駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線・半蔵門線 三越前駅 徒歩5分
参加費：お一人様5,500円（ワイン代、お食事代などすべて込み）
定員

：大変申し訳ございませんが、先着６０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：ike-don@r3.dion.ne.jp
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
偉大な名門ワイナリー！『アンティノリ』スーパートスカーナ！ポイント１０倍！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
イタリア、トスカーナ州の１２世紀より歴史を誇る名門『アンティノリ』
スーパートスカーナの先駆者としてワイン史に功績を残すフィレンツェの名門です。
葡萄の出来が良い年にしか生産されない貴重なワインです。
１９８２年は偉大なヴィンテージとして大変手に入りにくい逸品です。
１９８２年生れの方！ご結婚された方！
この機会に是非記念年のワインとしていかがでしょうか？
●アンティノリ ティニャネッロ1982【イタリア／トスカーナ・赤】
販売価格(税込)： 24,640 円
☆ポイント１０倍： 2,464 Pt☆
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=558
名門アンティノリが手がけるキャンティ地区で生まれた、スーパートスカーナの一つ。
スタイルは比較的優しさが感じられるものでフィネスの良さが伺えます。
絶妙なバランス、カシスなどのベリー系の香りがあり、華やかな一面もあります。
豊かな果実味と凝縮感、構築美と長い余韻に、質の高さが感じられます。
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
★☆ＦＩＦＡ大活躍！ウルグアイの絶品カベルネ☆★
●トラヴェルサ カベルネソーヴィニヨン 12本セット<ウルグアイ・赤>
通常価格(税込)： 13,860 円 →【10％OFF】販売価格(税込)： 12,474 円（１本：約1,040円）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=753
香りはクロスグリ、シナモンなどの上品で落ち着きがあります。果実味溢れる味わい。
きめ細かく柔らかいタンニンと酸味のバランスも良く、まろやかな味わい。
ボディも程良くコクもありバランスのよい上質なワイン。心地よい余韻が楽しめます。
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★☆果実味華やかスパークリング！夏の買い置きにゼッタイお勧め☆★
●バロン・ド・ブルバン ブリュット12本セット<フランス／プロヴァンス・スパークリング>
通常価格(税込)： 15,756 円 →【10％OFF】販売価格(税込)： 14,180 円（1本：約1,182円）
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=736
やや粗いですが、とても活発な泡立ちと、柑橘系のパワフルな香りが印象的です。
少しオレンジの香りのニュアンスも。凝縮した果実味が心地よい酸味とともに、バランス
よい飲み口として楽しめます。爽やかな中に複雑性を感じさせるお値打ちの1本です。
※「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
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
７月のプレゼントワイン
金賞オーガニック！チリワイン『タマヤ シャルドネ・リゼルバ』
コンクルソ・ビノス・イーマス・デ・リデール 08金賞受賞。
バナナや洋ナシ、柑橘類のアロマがチャーミングなコク。ふくよかで程よいバニラ香と
奥行きのある本格派ワイン。チリワイン新時代を象徴する「世界のTOP100ワイナリー」
に選ばれました。自社畑・手摘収穫に拘るビオロジックワインです。
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、８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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