
■　イタリア現地ガイド高評価濃厚赤ワイン入り !! 泡白赤 3本5,000円セット
イタリア　ヴェネト州

CASA DEFRA

PROSECCO BRUT NV ・D.O.C. PROSECCO

カーザ　デフラ

プロセッコ・ブリュット

＜泡・白＞

希望小売価格：¥1,600

・I.G.T. PUGLIA 希望小売価格：¥1,800

葡萄品種： グレラ100％
醸　　造： ステンレスタンクにて熟成。シャルマ方式。
淡い黄色の外観。柑橘系果実やリンゴなどフレッシュな果実香に白い花などのフローラルな香り。口中では心地の良い細かい泡が広がり、
綺麗な酸味とミネラル感が感じられるエレガントな味わいです。

■　インポーター厳選 !! リピート間違いなしの大人気ワイン 6本7,000円セット
スペイン

DOMINIO DE EGUREN

ESTRATEGO REAL BLANCO NV ･VINO DE MESA

ドミニオ・デ・エグレン

エストラテゴ・レアル・ブランコ

＜白＞

希望小売価格：¥1,580
葡萄品種： アイレン50%、マカベオ50%( マンチュエラ産 )
醸　　造： 8時間の低温浸漬後ステンレスタンクにて発酵、同容器内熟成。
ロバート・パーカーが『低価格で上質な素晴らしいお買い得品』等、再三に渡り絶賛。果物のふくよかで華やかなアロマ。ふくらみのあ
る果実味と爽やかで柔らかい酸味。この価格の味わいとは思えない程の説得力のある味わいに仕上がっております。

イタリア　プーリア州

MAESTRO

GRAN MAESTRO ROSSO 2017 

マエストロ

グラン・マエストロ・ロッソ

＜赤＞

葡萄品種： サンジョヴェーゼ85％　プリミティーヴォ15％
醸　　造： サンジョヴェーゼの一部（20%）をアパッシメント。ステンレスタンク発酵、500L樽にて6ヶ月熟成。
通常よりも1ヶ月近く収穫を遅らせ、糖度と凝縮感を高めた葡萄を使用。褐色がかった濃いルビー。完熟感の有る黒色果実の甘い香りに
甘草やスパイスのニュアンス。口中ではまろやかな酸味や滑らかなタンニンとともに濃厚なベリー系の果実味が感じられ、余韻に長く残り
ます。
ルカ・マローニ…96点（2017）

・VINHO REGIONAL TERRAS DO SADO 希望小売価格：¥1,940

ポルトガル　セトゥバル半島

SANTO ISIDRO DE PEGOES ADEGA

ADEGA DE PEGOES COLHEITA SELECCIONADA BRANCO 2018

サント イシドロ デ ペゴエス アデカ

アデガデ・ペゴエス・コルエイタ・セレクシオナーダ・ブランコ

＜白＞

葡萄品種： アンタン・ヴァズ30%　ヴェルデーリョ30%　シャルドネ20%　アリント20%
醸　　造： アメリカン・オークにてバトナージュを行いながら4ヶ月間シュール・リー熟成。
数々の国際的なコンクールでも高い評価を獲得。コストパフォーマンスに優れ、香りには様々な花やリンゴやナッツ等が感じられフレッ
シュでアロマチック。口の中でもフレッシュな風味が広がり、柔らかくボリュームのある酸とバランスがとれまとまりのある味わいとな
っております。
2003～ 2007年セトゥバル半島のベスト白ワイン賞獲得　デキャンタ・ワールドワインアワード…銅賞 (2016）
インターナショナル・ワイン・チャレンジ…銅賞 (2016) ムンドゥス・ヴィニ…金賞 (2016)

ブルガリア　パザルジク

BESSA VALLEY WINERY

PETIT ENIRA 2016 ･P.G.I. THARACIAN LOWLANDS

ベッサ・ヴァレー・ワイナリー

プティ・エニーラ

＜白＞

希望小売価格：¥2,040
葡萄品種： メルロー55％　シラー12％　プティ・ヴェルド20％　カベルネ・ソーヴィニヨン13％
醸　　造： フレンチオークバリック（2年樽50%、3年樽50%）にて10～12ヶ月間熟成。
｢高品質でありながら簡単に飲めるお求めやすいワイン｣というコンセプトのもとに作られたワインです。軽やかで赤系果実の香り高いフ
レッシュさだけでなく、カカオやコーヒーなどのリッチなアロマも感じられる複雑な香り。ストラクチャーも程よく、嫌味な部分がない、
まさに万人受けスタイルのバランス良い味わいに仕上がっております。
WA…87点 (2015)

ESTRATEGO REAL ROSADO NV ･VINO DE MESA
エストラテゴ・レアル・ロサード

＜ロゼ＞

希望小売価格：¥1,580
葡萄品種： ボバル50%　テンプラニーリョ50%( マンチュエラ産 )
醸　　造： ステンレスタンクにてスキンコンタクト後、発酵。同容器内熟成。
鮮やかなサーモンピンク。イチゴやチェリー、フランボワーズなどの赤い果実やバラの華やかな香り。口中でもふくよかな果実味が広が
り、程よい酸と共に心地良く続きます。気軽にいろいろな食事と合わせて飲めるロゼです。

ESTRATEGO REAL TINTO NV ･VINO DE MESA
エストラテゴ・レアル・ティント

＜赤＞

希望小売価格：¥1,580
葡萄品種： テンプラニーリョ100%( マンチュエラ産 )
醸　　造： 低温浸漬後ステンレスタンク発酵。同容器内9ヶ月熟成後、旧アメリカンオークバリック3ヶ月熟成。
ロバート・パーカーが『WOW!（中略）絶対にケース買いすべきだ！』等、再三に渡り絶賛。良く熟した黒いベリー系の香りやチョコレ
ートに木苺のアロマ、黒胡椒や八角等もほのかに感じられます。リッチな果実味と滑らかな酸の絶妙なバランス。ピュアで綺麗なバラン
スを保ったまま美味しいフルーツの風味が余韻にまで続きます。

おすすめセット



■　果実味豊でまろやかな味わい !! 世界の濃厚赤ワイン 6本10,000円セット
イタリア　プーリア州

MAESTRO

GRAN MAESTRO PRIMITIVO DI MANDURIA 2017 
・D.O.C. PRIMITIVO DI MANDURIA

マエストロ

グラン・マエストロ・プリミティーヴォ・ディ・マンドゥーリア

＜赤＞

希望小売価格：¥2,360
葡萄品種： プリミティーヴォ100％
醸　　造： ステンレスタンク発酵、500L樽にて6ヶ月熟成。
黒スグリやプラムジャムのフルーティーな香りにココアやバニラ、タバコなどのスパイシーな香り。柔らかく甘みを持つタンニンととも
に芳醇な赤系の果実味が広がり、余韻にはスパイスやコーヒーのニュアンスも感じられます。
ルカ・マローニ…98点 (2016)

アメリカ　カリフォルニア

ADULATION

ADULATION CHARDONNAY 2018 ・CARIFORNIA

アデュレーション

アデュレーション・シャルドネ

＜白＞

希望小売価格：¥1,960
葡萄品種： シャルドネ100%
醸　　造： ステンレスタンクにて発酵。同容器内にフレンチオーク板を入れ、シュール・リーにて6ヶ月熟成。
鮮やかなイエローゴールドの外観。ふくよかな柑橘系の果実香にトーストやバニラなどオーク由来の香り。口中でも完熟感のある豊かな
果実味と、まろやかな酸味がバランスよく広がります。
リアルワインガイド…旨安ワイン掲載 (2016)

アメリカ　カリフォルニア

ADULATION

ADULATION PINOT NOIR  2016 ・CARIFORNIA

アデュレーション

アデュレーション・ピノ・ノワール

＜赤＞

希望小売価格：¥1,960
葡萄品種： ピノ・ノワール100%
醸　　造： ステンレスタンクにて発酵。旧アメリカンオークバリックにて8ヶ月熟成。
紫がかったルビー色の外観。ブラックベリーやラズベリーなど芳醇なベリー系果実の香りに土やスパイスなどの繊細な香り。綺麗な酸が
口中に広がり、シルキーなタンニンとともに長く余韻に残ります。

ADULATION CABERET SAUVIGNON  2017 ・CARIFORNIA
アデュレーション・カベルネ・ソーヴィニヨン

＜赤＞

希望小売価格：¥1,960
葡萄品種： カベルネ・ソーヴィニヨン100%
醸　　造： ステンレスタンクにて発酵。同容器内にフレンチ、アメリカンオーク板を入れ、シュール・リーにて6ヶ月熟成。
紫がかった深いルビーの外観。プラムやチェリーなどの果実香に、バニラやなめし革、タバコの香り。タンニンは滑らかで円やかな酸、
ふくよかな果実味がゆったりと口中に広がります。

イタリア　トスカーナ州

POGGIO AL SOLE

TRE SOLI 2016 ・I.G.T. TOSCANA ROSSO

ポッジョ・アル・ソレ

トレ・ソーリ

＜赤＞

葡萄品種： サンジョヴェーゼ50% メルロー35%　カベルネ・ソーヴィニヨン15%
醸　　造： ステンレスタンクにて発酵、使用バリック17ヶ月熟成。
お手頃な価格ながらも、アル・ソレのキャンティ・クラッシコにも共通する、「完熟葡萄の果実味、サンジョヴェーゼらしい強く美しい
酸、そしてミネラルが上手く調和したスタイル」を上手く表現した味わいとなっております。

フランス　ローヌ地方

FERRATON PERE ET FILS

COTES DU RHONE VILLAGE PLAN DE DIEU 2018
・A.O.C. COTES DU RHONE VILLAGE

フェラトン・ペール・エ・フィス

コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ　プラン・ド・デュー

＜赤＞

希望小売価格：¥2,840

希望小売価格：¥2,500

葡萄品種： グルナッシュ80%　シラー、ムールヴェードル、カリニャン併せて20%
醸　　造： ステンレス・タンクで約12ヶ月熟成。
2005年よりコート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ+村名が名乗れるようになったシャトーヌフ・デュ・パプの北東に位置するプラン・
ド・デュー。赤いベリーや白胡椒などのスパイスのアロマが広がり、グルナッシュの可愛らしさが全面にでたキャラクターです。タンニ
ンは柔らかく、飲みやすさと満足感が両立したコストパフォーマンス抜群の出来に仕上がっており、グルナッシュ好きにはたまらない味
わいです。 
WA…90点 (2007)　89点 (2012)　87-89点 (2014)

フランス　カオール

CHATEAU QUATTRE

CHATEAU QUATTRE 2012 ・A.O.C. CAHORS

シャトー・キャトル

シャトー・キャトル

＜赤＞

希望小売価格：¥2,160
葡萄品種： マルベック85% メルロー10% タナ 5% （平均樹齢30年）
醸　　造： ステンレスタンク発酵、旧バリック熟成。
オレンジがかったルビーの外観。しっとりとした黒色果実の香りに西洋杉、鉄、ハーブの香り。タンニンは熟れており滑らかな質感。果
実味、酸、ミネラルのバランスが良く、価格以上に構成がしっかりしており、コストパフォーマンスの高い味わいです。
ジルベール・エ・ガイヤール…金賞　　ギドアシェット…2つ星

ブルガリア　パザルジク

BESSA VALLEY WINERY

ENIRA 2015 ･P.G.I. THARACIAN LOWLANDS

ベッサ・ヴァレー・ワイナリー

エニーラ

＜赤＞

希望小売価格：¥2,780
葡萄品種： メルロー52%　シラー26%　カベルネ・ソーヴィニヨン8%　プティ・ヴェルド14%
醸　　造： コンクリート・タンクにて低温浸漬後発酵、MLF。フレンチオークバリックにて12ヶ月熟成。（1年落ち60%、2年落ち40%）
丁寧に収穫を行なったことが窺い知れる完璧に熟した質感のタンニン。果実味・酸味・タンニンのバランスが高いレベルで調和しており、
この価格とは思えないほど洗練された味わいでありながら、同時に近づきやすい味わいに仕上がっております。機械に頼っては造り得な
い丁寧な味わいは、ブルガリアだから可能な人件費の安さの賜物です。
WA…89点（2010）、88点（2011）、87点（2009,2015）  日本で飲もう最高のワイン…ベストワイン（2007）
愛好家・専門家部門プラチナメダル（2007，2009）



■　Blue Camel　7周年記念セット　　11,770円

■　フランス＆イタリアバラエティ 6本 12,000円セット

１：<ドライ白>ソーヴィニヨン・ブラン Ｓ’１７
２：<フルーティー白>シャルドネ Ｓ’１７
３：<辛口ロゼ>ピノ・ノワール・ロゼ Ｓ’１７
４：<ミディアム赤>ピノ・ノワール Ｓ’１７
５：<フルボディ赤>カベルネ・ソーヴィニヨン Ｓ’１６

イタリア　　ヴェネト州

TAMELLINI

SOAVE 2018 ・D.O.C. SOAVE

タメリーニ

ソアヴェ

＜白＞

葡萄品種： ガルガネガ100%
醸　　造： ステンレス・タンク4～5ヵ月、瓶熟1ヵ月。
濃い麦わら色。柑橘系の爽やかな香りやリンゴの香り。厚みのある果実味に加え穏やかで綺麗な酸。エキス分が凝縮しており、余韻に
も優しい甘みとコクを感じられます。
ガンベロ・ロッソ…2ビッキエーリ（お買い得マーク付き）(2017,2018)
ジェームス・サックリング .com…92点　「お買い得ソアヴェ」選出 (2018)

希望小売価格：¥2,540

フランス　アルザス地方

DOMAINE CHARLES FREY

RIESLING GRANIT 2018 ・A.O.C. ALSACE

ドメーヌ・シャルル・フレイ

リースリング・グラニ

＜白＞

希望小売価格：¥3,040
葡萄品種： リースリング100%
醸　　造： 使用樽にて野性酵母を使い4週間発酵。ステンレスタンクにて6ヶ月シュール・リー熟成。
光沢のある緑がかったイエロー。柑橘系の果実や白い花、ほのかにスモーキーなニュアンスも。口中ではフレッシュなりんごや洋なしな
どの果実味が広がり、綺麗な酸と硬質なミネラルが支えます。

フランス　ブルゴーニュ地方

CAVE DES VIGNERONS DE BUXY

BOURGOGNE COTE CHALONNAISE BUISSONIER CHARDONNAY 2018
・Ａ.O.C. BOURGOGNE COTE CHALONNAISE

カーヴ・デ・ヴィニュロン・ド・ビュクシー

ブルゴーニュ・コート・シャロネーズ・ビュイソニエ・シャルドネ

＜白＞

希望小売価格：¥2,480
葡萄品種： シャルドネ100％ 
醸　　造： 除梗後ステンレスタンク発酵、ステンレスタンク熟成。最後の数ヶ月フレンチオークで熟成。
淡い黄金色の外観、グレープフルーツやレモン等の柑橘類、フルーティーな香りスイカズラの花やサンザシのニュアンスが感じられます。
クリーンでフレッシュな味わいで、果実味のふくらみも良く余韻にはアニスの様な風味が感じられます。

BOURGOGNE COTE CHALONNAISE BUISSONIER PINOT NOIR 2018
・Ａ.O.C. BOURGOGNE COTE CHALONNAISE

ブルゴーニュ・コート・シャロネーズ・ビュイソニエ・ピノ・ノワール

＜赤＞

希望小売価格：¥2,840
葡萄品種： ピノ・ノワール100％ 
醸　　造： ステンレスタンク発酵、ステンレスタンク熟成。最後の数ヶ月フレンチオークで熟成。
明るいルビー色の外観。ラズベリーやイチゴ、サクランボの香りにピノ・ノワールらしい煙や腐植土も感じます。複雑でストラクチャー
もしっかりとしておりタンニンが柔らかくエレガントに仕上がっております。非常にバランスが良く、飲み心地よく仕上がっております。
サクラアワード2020…金賞（2018)

フランス　ボルドー地方

CHATEAU LA CAUSSADE

CHATEAU LA CAUSSADE 2015・A.O.C. CADILLAC COTES DE BORDEAUX

シャトー・ラ・コサード

ブルゴーニュ・コート・シャロネーズ・ビュイソニエ・シャルドネ

＜赤＞

希望小売価格：¥3,100
葡萄品種： メルロー100％
醸　　造： ステンレスタンク発酵、フレンチオークバリック (1/3新樽、残りは1-2年使用樽 )にて14ヶ月熟成。
カシスやブルーベリー等の豊かな完熟果実に程よい樽のニュアンスが感じられるリッチなアロマ。滑らかで口あたりが良く、タンニンも
完熟しており程よいビター感が心地よく価格以上の満足感のある味わいに仕上がっております。
ギド・アシェット2018…1つ星 (2015)



■　お祝いや特別な日の為に !! 感動間違いなしの最高品質 2本20,000円セット
イタリア　マルケ州

OASI DEGLI ANGELI

KURNI 2017 ・I.G.T. MARCHE ROSSO

アジ　デリ　アンジェリ

クルニ
希望小売価格：¥18,140

葡萄品種： モンテプルチアーノ100%
醸　　造： 新バリック60％、ステンレスタンク40％にてアルコール発酵。新バリック熟成10～11ヶ月×2回。
１本の樹から出来る葡萄の房を極端に少なくし凝縮した味を出すべく15hl/ha まで収量制限をしている為、並の葡萄では耐えられない新
樽を260％掛けないとバランスが取れない程葡萄自体のポテンシャルが高いと言えます。ただ樽の効いた濃いワインというだけではなく、
旨味、滑らかさ、バランス等、想像を超える要素の大きさが「別次元の味わい」と言われる所以です。深く紫がかったルビー。濃密かつ
妖艶な、凝縮感のある黒色果実の香りに、チョコレートやバニラ、カカオなどの甘い香りやスパイス、ミネラルのニュアンスも感じられ
ます。アタックはビロードのように滑らかであり、クリーミーな細かいタンニンが広がります。力強い果実味を綺麗な酸味やミネラルが
包み込み、濃厚ながらも絶妙なバランスです。
ガンベロ・ロッソ…トレ・ビッキエーリ（97,98,00-04,07-10）
ビベンダ…18ヴィンテージ連続最高評価5グラッポリ（99-16）
ヴェロネッリ…12ヴィンテージ連続最高評価スーペル・トレ・ステッレ（00-11,13-16）内、
　　　　　　　TOP25に値するイル・ソーレ2回獲得（00,06）
イタリア赤ワインTop100…2ヴィンテージ連続総合1位（06,07）、3位（08）、4位（10,14）、5位（03,04,09）

イタリア　ウンブリア州

POGGIO BERTAIO

STUCCHIO 2017 ・I.G.T. UMBRIA

ポッジョ・ベルタイオ

ストゥッキオ

＜赤＞

＜赤＞

希望小売価格：¥2,900
葡萄品種： サンジョヴェーゼ100%
醸　　造： 旧フレンチバリック12ヶ月熟成。
濃く深みのある色調で可愛らしいベリー系のアロマと共に麦の様なニュアンスの香ばしさ。
柔らかく、リッチな甘味を伴う滑らかな口当たり。〝ポッジョ・ベルタイオらしさ〟を感じられる味わいに仕上がっております。

イタリア　プーリア州

GIANFRANCO FINO

ES 2017 ・I.G.T. SALENTO

ジャンフランコ・フィノ

エス
希望小売価格：¥11,100

葡萄品種： プリミティーヴォ100%　
醸　　造： ステンレスタンクにて発酵、フレンチオークバリック (新樽率50%) にて9ヶ月熟成。瓶熟9ヶ月。
粘性の高い紫がかった濃いルビー。黒色果実やレーズン等の豊富な果実香に加え、スミレの花や鉄系のミネラル香などが複雑に香ります。
乾燥したハーブや紅茶、インクなどのニュアンスも。熟度の高い柔らかいタンニン。滑らかかつ厚みのある優雅なストラクチャー。豊かな
果実味だけでなく、まろやかな酸や綺麗なミネラルが全体の輪郭を造るバランスの良い味わいです。
GR…最高評価トレ・ビッキエーリ（2006-2012）, 赤 2ビッキエーリ (2017)
ヴェロネッリ…最高評価スーペル・トレ・ステッレ（2005-2016）　 ビベンダ…最高評価5グラッポリ (2013,2017)
ヴィタエ…最高評価4ヴィティ (2013,2017)　オスカー・デル・ヴィーノ…最優秀赤ワイン（2009）
MF Gentlemen 「イタリアワインTop100」…総合第1位（2009-2011、2013）

＜赤＞

ご注文書
お届け先

ご注文セット

お届け希望日・時間帯

お届け希望日と時間帯は場合により
ご希望に応じられないことがあります。

月　　　日
午前中住　　所

〒

氏　　名

×　　セット

T E L
14時～16時 16時～18時
18時～20時 19時～21時

泡白赤 3本5,000円セット ×　　セット6本7,000円セット
×　　セット世界の濃厚赤ワイン 6本10,000円セット

×　　セットBlue Camel　7周年記念セット
×　　セットバラエティ 6本 12,000円セット
×　　セット最高品質 2本20,000円セット

・宅急便でのお届けになります。（送料込み。クール便をご希望の場合、別途500円いただきます。）
・複数セットご注文（同一お届け先）の場合、まとめての梱包になる場合があります。

※掲載されている商品はご注文の状況により、年号（ヴィンテージ）が変わることがございます。ご了承ください。

ご注文＆お問合せ Wine Shop Blue Camel
〒890-0053 鹿児島市中央町5-15
Tel：099-225-7157 ( 担当 宮原 ) E-mail：bluecamel.wineshop@gmail.com
 （＊ご入金確認後の発送手配となります。ご了承ください。）

銀行口座　鹿児島銀行中央支店　普通　3083522　ブルーキャメル
　　　　　南日本銀行鴨池支店　普通　1175379　ブルーキャメル　ダイヒョウ　ミヤハラサトシ


