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━[ 葡萄屋info vol.41] ━━━━━━━━━━━━━━━━[2010/10/10]━━━━━━
「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/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
めっきり涼しくなってまいりましたが、いかがお過ごしですか？
お弁当に悩んだ・・・子供の運動会が無事終わり、ホッと一息ついたところです。
イタリアワイン１０％OFFセールも残り５日です！
10月14日23時59分の締切なので、お早めにご注文ください♪
ポリフェノールのニュースご覧になりましたか？
認知症予防効果で話題になっているポリフェノール！
葡萄屋では濃厚な赤ワインもお勧めですが、なんと、ポリフェノールがワインより多く
含まれるジュースがあるのをご存知ですか？
ローター・トラウベンモスト＜オーストリア産・赤葡萄ジュース＞
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=781
ところで、１０月５日発売の「ワイン王国」ご覧になりましたか？
『ワイン王国』ブラインド・テイスティング～１０００円台のピノ・ノワール～
で、葡萄屋のトレンサム クラシック ピノノワールが４ツ星を獲得しました！
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=913
トレンサム エステートは、1988年設立。
ワインメーカー兼オーナーは、アンソニー・マーフィー。
ミルジュラ(VIC州)近郊で造られるトレンサムのワインは全てのヴィンテー
ジにおいて特筆すべき品質で、素晴らしいワインを産出してます。
●トレンサム エステート ピノ・ノワール
【オーストラリア/ニュー・サウス・ウェールズ州・赤・ミディアムボディ】
販売価格(税込)： 1,575 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=913
完熟プラムのゴージャスでグラマラスな香りに薔薇の漂いがあり、シルキーでベルベット
な舌触りを持つ果実味に、ヴァニラの樽香や熟れた白桃、ダークチェリーなど華やかで
官能的な味わいを楽しむことができます。
※2009Sydney Royal Wine Show
銀賞受賞
※「ワイン王国」ブラインド・テイスティング～１０００円台のピノ・ノワール～
にて４ツ星を獲得。
人気が高くなりすぎて、手に入らなくなる前に！
早めのご注文お待ちしております♪
↓葡萄屋には美味しいピノノワールが勢揃いしています↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=29/?ml=0041-1
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
秋に美味しい！人気のイタリアワイン１０％ＯＦＦセール！あと５日！！！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
秋に美味しいイタリアワインが大特価！
イタリアワインは秋の食材にぴったりのものが沢山あります。
キノコに、モンテプルチャーノや、キャンティ！栗に、アスティ！
秋刀魚に、ピノグリージョを是非お試しください♪
イタリアは、お祭り一色！
トスカーナ州では、サラセン祭り(馬に乗った騎士が人形を射抜く)
ナポリでは、サン・ジェンナーロ祭り（守護聖人ジェンナーロの祭り）
アルバの白トリュフ市も始まります。
ラツィオ州では葡萄祭りや栗祭り！
イタリア秋祭りは、10月14日までの期間限定１０％OFFセールです。
厳選されたイタリアワインをぜひお楽しみください。
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=267/?ml=0041-2
★☆★トビッキエリに14回選ばれたイタリア最高のキャンティ★☆★
●キャンティ・デル・バローネ・リカーゾリ
＜イタリア・トスカーナ州・赤・ミディアムボディ＞
販売価格(税込)： 1,551 円 → 【10%OFF】1,396円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=620
濃いルビー色。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。タンニンもそれほどきつくなく、柔らかさと酸のバランスがちょうど良く、
時間が経つにつれ、バランスがよくなってきます。まさにパーフェクト！
※バローネ・リカーソリは、ガンベロロッソ2009年版で、このワインガイドにおける最
高の賞であるトレビッキエリ受賞回数がトータルで14回に数えられます。
★☆★シチリア島の絶品オーガニックワインが新入荷★☆★
●ヴィニエティ・ザブ シラー
＜イタリア・シチリア州・赤・ミディアムボディ・オーガニック＞
販売価格(税込)： 1,470 円 → 【10%OFF】1,323円
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http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=786
濃いルビー色、スミレの香りがあります。適度なタンニン、芳醇でたっぷりとして長く
続くアロマがあります。シラー100%。
畑には化学肥料は使いません。収穫はいずれも手で行い、その際に選別を行い、収穫
量は40hl/haに抑えます。シチリアは気温が高いので、収穫は気温の低い時に行います。
★☆★果実味濃厚！プーリア州の芳醇で濃厚なプリミティーヴォ★☆★
●ポッジョ・レ・ヴォルピ プリミティーヴォ
＜イタリア・プーリア州・赤・フルボディ＞
販売価格(税込)： 1,575 円 → 【10%OFF】1,418円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=621
艶のある美しいルビー色で、口に含むとベリー系の果実の香りが広がり、滑らかに入
っていきます。しっかりとしたタンニンが程よく、滑らかな口当たりでプリミティー
ヴォの力強さがよく表現された濃厚で上質な味わいです。
プーリア州の土着品種、プリミティーヴォ100%の上質なフルボディ。
※2008年旨安ワイン大賞受賞
「リアルワインガイド誌23号(2008/秋号)」で、見事“旨安ワイン大賞”受賞
★☆★バイイングガイドで３ツ星獲得！魅力的な樽熟ワイン★☆★
●ルイジ・リゲッティ ヴァルポリッチェラクラッシコSPR
＜イタリア・ベネト州・赤・ミディアムボディ＞
販売価格(税込)： 2,100 円 → 【10%OFF】1,890円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=112
すみれの花や甘いプルーンのような香りがあります。味わいは、樽熟成による複雑さと
フレッシュな果実味が雑ざり合い、魅力的で心地よい余韻が長く続きます。
★☆★葡萄屋ソムリエイチオシ！サルディーニャ島の極旨白★☆★
●ナエリ ヴェルメンティーノ【Vermentino di sardegna】
＜イタリア・サルディーニャ島・白・辛口＞
販売価格(税込)： 1,523 円 → 【10%OFF】1,371円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=243
サルディーニャ伝統のワイン造りで定評あるドリアノーヴァの芳醇な白ワイン!
うすく緑色がかった麦藁色で、青リンゴやパイナップルなどの新鮮でフルーティーな香
りを感じます。味わいは、豊かで柔らかい口当りの辛口。
きれいな酸味があり、かすかにビターなニュアンスを感じます。
※葡萄屋ソムリエイチオシです!!
★☆★世界で人気のファルネーゼお勧めの絶品★☆★
●ファルネーゼ ピノ・グリージョ
＜イタリア・アブルッツォ州・白・辛口＞
販売価格(税込)： 1,418 円 → 【10%OFF】1,276円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=56
金色の麦わら色、果実やハーブの複雑なアロマとオーク、ヴァニラ、ナツメグのニュア
ンス。フルーティな果実やグレープフルーツ、レモンライム、ミネラルのフレーヴァー
があります。穏やかな酸と適度なボリュームがあり、ファルネーゼの白ワインとしては、
最もおすすめできる1本。
★☆★「ワイン王国」大好評！甘口スパークリングなら絶対アスティ★☆★
●アスティ・スプマンテNV
＜イタリア・ピエモンテ州・白・スパークリング＞
販売価格(税込)： 1,365 円 → 【10%OFF】1,229円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=196
イタリア産甘口スパークリングワインの定番。
マスカット、リンゴ、洋梨、ミネラルなどの新鮮で優美な香り。程良い甘さがあり、
後味はとても爽やか。甘み、酸味、泡立ちのバランスが非常にバランスが良く、心地よ
い味わい。
★☆★パーカーポイント90点獲得！ボリューム感溢れる
●リオンド・エクストラ・ドライ
＜イタリア/ベネト州・白・スパークリング・辛口＞
通常価格(税込)： 2,390 円 →【10%OFF】 2,151 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=334
パーカーポイント 90点 eRobertParker.comより
熟れたリンゴ、新鮮な洋ナシ、ハニーサックルのアロマが香る。味わいは蜂蜜をかけた
ような、柑橘類のニュアンスが感じられる。フリツァンテにはリンゴやスパイスの豊か
な風味が溢れるが、スプマンテはより芳醇なスタイルで凝縮感がある風味となっている。
やや重みがあり、ほとんど気づかないような残糖分とワインの切れの良さが良いバラン
スをなしている。フリツァンテよりも小さく快活な泡が絶え間なく表れ、さらなる活力
といきいきとした新鮮さを与えている。ミディアムから長めのフィニッシュ。
★☆★高級マスカットで作られた最高のグラッパは葡萄デザインボトル★☆★
●ノバルビエ グラッパ
販売価格(税込)： 3,872 円 → 【10%OFF】3,485円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=655
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高級マスカットから造られたグラッパ。
マスカットの甘くフルーティーな香りときりっとしたおいしさがたまりません。
おしゃれな葡萄デザインの美しいボトルで登場。
↓イタリア秋祭り１０％OFFセールはまだまだこちらにございます↓
http://www.budouya.jp/products/list.php?category_id=267/?ml=0041-2
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
脅威のご注文に圧巻！急遽追加で入荷しました！地中海フルボディ赤ワインセット
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
沢山のご注文ありがとうございます。ご好評頂き、感謝いたします。
急遽追加で入荷し、無事セットし終えました。
秋にお勧めの濃厚なフルボディ赤ワインを是非お楽しみください。
地中海沿岸の葡萄屋ならではの濃厚なフルボディワイン！
地中海の沿岸は夏に乾燥、冬に湿潤となり、地中海性気候と呼ばれます。この気候のため、
乾燥に強いオリーブや、ブドウなどの果物、柑橘類などの栽培が盛んです。
又、夏の強い日差しや冬季の温和な気候を求めて多くの観光客がバカンスに訪れます。
********************************************************************************
●地中海フルボディ赤ワイン5本セット
販売価格（税込）：10,939円
→ 特別価格：9,800円（送料無料！！！）
（下記商品各1本 合計5本）
********************************************************************************
◆シャトー・クサラ レゼルブ・デュ・クヴァン＜レバノン・赤・フルボディ＞
黒系果実の優雅な香りと、コクと深みのある味わい。
フレンチオークで12ヶ月間熟成させているので樽熟成によるバニラ香も豊かなフルボディ。
◆クロ・サン・トマ レ・グルメ・ルージュ＜レバノン・赤・フルボディ＞
渋みはあるけれども、甘さがやってくる。そしてそのあと酸味がその甘さを引き締める。
素晴らしいバランスのフルボディ。
◆アンティック レッド＜トルコ・赤・フルボディ＞
伝統的な方法でフレンチオーク樽にて熟成させ、華やかなで豊かな香りとまろやかでし
っかりしたボディーの気品あるワインです。
◆ヤルデン・メルロー＜イスラエル・赤・フルボディ＞
熟したベリーやプラムの香りがオークやバニラ香と層を成し、またオレンジ、クローブ、
チョコレート、さわやかなハーブなどの香りを持ち、フレンチオークで14ヶ月熟成された
フルボディです。
◆マゴン・マジェス＜チュニジア・赤・フルボディ＞
酸味、渋み、果実味が見事なバランスで凝縮し、豊かなコクを実現しています。
フレンチオーク樽で12ヶ月熟成したフルボディ。
◆ネミオス・イノス＜ギリシャ・ネメア・赤・フルボディ＞
アギヨルディコの特徴でもある深い赤の色調。赤い果実の豊富なアロマと、心地よいタン
ニン、長い余韻を楽しめるギリシアでも人気のフルボディです。
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大変お待たせいたしました！世界の金賞受賞6本ワインセットが完成しました！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
世界各国の金賞受賞ワイン6本を集めました。辛口の赤3本、白3本のお得なセットです。
新世界ワインの金賞受賞の実力をお楽しみください。
********************************************************************************
世界の金賞受賞ワイン6本セット
通常価格(税込)： 8,411 円
→ 販売価格(税込)： 7,980 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=954
（下記商品 赤・辛口×3本 白・辛口×3本）
********************************************************************************
◆ステラー・オーガニック・メルロー＜南アフリカ・赤＞
オークの風味で果実の熟成感たっぷりの骨格あるフルボディ。オーガニックでも毎年ワー
ルドレベルの受賞をおり、2004年が2005年のドイツのオーガニック&食品の大会で金賞受賞
◆タマヤ カルムネール・リゼルバ＜チリ・赤＞
自社畑・手摘収穫に拘るチリ北部リマリヴァレーの生産者。ベリー系のジューシーなアロマ
とスパイス香。ボリューム感とエレガントさを兼ね備えた一本
※ジャパン・ワイン・チャレンジ07 金賞
◆カリア アルタ シラーズ・マルベック＜アルゼンチン・赤＞
標高630m、アンデスの尾根で産まれるグットバリューなアルゼンチンブレンド。赤系の干し
ブドウやチェリーのノーズに甘くソフトなタンニン。ふくよかで凝縮感ある納得の1本です
※ムウンダスヴィニ・インターナショナル・ワイン・アワード07金賞
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◆ドメーヌ・ジャンブスケ シャルドネ＜アルゼンチン・白・辛口＞
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。
※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(05ヴィンテージ)
◆タラス シャルドネ＜アメリカ/カリフォルニア・白・辛口＞
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。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。
※Indy International Wine Competition 金賞(06年ヴィンテージ)
◆ミュスカ・セック・ド・ケリビア＜チュニジア・白・辛口
洋ナシやカリン、ジャスミンの香りが上品に漂ってきます。また日本酒のような吟醸香も。
果実味、酸味のバランスがよく、すっきりと飲みやすい白ワイン。審査員にフランス国内
外の醸造家を優先して起用している、
※醸造家のプロのコンクール=ヴィナリーインターナショナル2007で金賞に輝いた逸品です
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今話題のポリフェノールたっぷり！オーストリア産濃厚ジュース！注文殺到！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
赤ワインの認知症予防効果で話題のポリフェノール！お早めにご注文ください。
赤ワインだけでなく、ジュースでもポリフェノールたっぷりのジュースがオーストラリ
アから入荷しました！甘味・酸味など全ての味わいが濃く、美味しいだけではなく体に
有用な栄養素がいろいろ含まれています。
カリウム、マグネシウム、カルシウム、鉄、銅、亜鉛、セレニウムなどのミネラルや、
ビタミンB類、ビタミンCを多く含み、ワインよりポリフェノールなど動脈硬化を防ぐ
も のを多く含まれているとも言われています。
●ローター・トラウベンモスト 赤ぶどうジュース
<オーストリア ニーダーエスタライヒ州・赤葡萄ジュース>
販売価格(税込)： 1,490 円
http://www.budouya.jp/products/detail.php?product_id=781
ワイン醸造用のぶどうを搾っただけの果汁100%ジュースです。
通常のぶどうジュースとは異なり、無添加、無加水で、 酵母を加えれば発酵して
ワインになるような果汁です。濃くて美味しいポリフェノールたっぷりの葡萄ジュース
です！認知症予防効果で話題のポリフェノールがワインより入っています！
※日本屈指のパティシエ「トシ・ヨロイヅカ」で提供されているブドウジュースはこの
トラウベンモストです。
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
世界１０カ国のシラーワインと自家製ハム・ソーセージのマリアージュの会！募集中
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
「世界のワイン 葡萄屋」と「ヨーロピアンダイニング Bitte」とのコラボ企画第１５弾！
秋の季節に最適な赤ワインのブドウ品種として今回取り上げるのが、シラー（シラーズ）。
フランス・コート・デュ・ローヌのシラー、ニューワールドではオーストラリアのシラー
ズが有名ですが、今回は世界１０カ国のシラー（シラーズ）を飲み比べて頂きます。
http://www.budouya.jp/user_data/wine_event/?ml=0041-3
「南ア」の受賞数々の仏樽熟成16ヵ月のシラー、
定番「豪州」のチョコレート香濃厚シラーズ、
ローヌ巨匠が「モロッコ」の地で作り上げたエレガントなシラー、
「イタリア」の珍しいオーガニックシラー、
「タイ」のシラー100％で造ったパーカーポイント85点のロゼ、
などなど、世界１０カ国の厳選シラー（シラーズ）を取り揃える予定です。
また、今回のマリアージュする料理は、Bitte日見シェフの自家製ハムとソーセージ。
ドイツ料理専門店のハム、ソーセージ尽くしとシラーの饗宴をお楽しみください。
■世界１０カ国のシラー（シラーズ）ワインと自家製ハム・ソーセージ料理のマリアージュ
の会
〈開催概要〉
日 時：2010年10月30日（土）
時 間：15:00～17:00
場 所：東京・永田町の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4,200円
内 容：葡萄屋が厳選した世界１０カ国のシラー（シラーズ）種の赤ワインをフリーティス
ティング形式でお楽しみいただきます。
またビッテ日見シェフ特性のハムとソーセージ料理を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。
申込方法：試飲会のご参加には事前予約が必要となります。
メールで受付いたします。参加者のお名前と人数、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。
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メルマガ41（101010)
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/wine_event/?ml=0041-3
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
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/?ml=0041-4
★★「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
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
※夏季はクール便での配送をお勧めします。
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
１０月のプレゼントワイン
極旨グランプリ第１位！
ペタヴェル レイトハーベストリースリング
雑誌『一個人』12月号の『決定!国別2000円以下の極旨ワイングランプリ～6カ国から集
まった298本のデイリーワインをトップソムリエ6人がブラインドテイスティングで厳正
審査!～』という企画にて堂々の1位を獲得しました。
シトラスなどの柑橘系の果実の香り、ハチミツの香り、花の香りがエレガント。
豊かなな甘みと繊細な酸味で、上品なデザートワインに仕上がっています。
葡萄は夏の終わりから秋の始まりに完熟期を迎えるます。葡萄はリッチな金色になり、
糖分のレベルは少しずつ上がり続ける。寒く、しかし日差しのある暖かな気候のもとで
糖分のレベルは凝縮され、エレガントでフロ―ラルなアロマと典型的なリースリングの
フレーヴァーを獲得しました。
http://www.budouya.jp/user_data/present/?ml=0041-5
★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、11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/?ml=0041-6
（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。

ページ(5)

