
¥13,200

発泡白

白辛 ﾁﾘ､ｻﾝ･ｱﾝﾄﾆｵ･ｳﾞｧﾚｰ

赤辛 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾏｰﾃｨﾝﾎﾞﾛｰ

赤辛 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ｾﾝﾄﾗﾙ･ｳﾞｨｸﾄﾘｱ

赤辛 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ｳﾞｨｸﾄﾘｱ州

白極甘 南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ･ﾋﾙｽﾞ

¥8,000

白辛 南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ･ﾋﾙｽﾞ

白辛 南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ･ﾋﾙｽﾞ

赤辛 南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ･ﾋﾙｽﾞ

赤辛 南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ･ﾋﾙｽﾞ

¥5,670

白辛 南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州

白辛 南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州ﾏｸﾗｰﾚﾝ･ｳﾞｪｲﾙ

赤辛 南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州ﾏｸﾗｰﾚﾝ･ｳﾞｪｲﾙ

¥9,800

発泡白 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ｳﾞｨｸﾄﾘｱ州ｷﾝｸﾞ･ｳﾞｧﾚｰ

発泡白 ｻｳｽ･ｲｰｽﾀﾝ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

発泡ﾛｾﾞﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾎｰｸｽ・ﾍﾞｲ

発泡赤 ｻｳｽ･ｲｰｽﾀﾝ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

〈1〉 ハーフボトル（375ml）バラエティ６本セット 期間限定特別価格
（送料込＆税込）

お客様の声から生まれた魅力のハーフセット。シャンパーニュから貴腐ワインまで､夢のような６本です。 ［通常定価（送料込＆税込）\13,728］

＃10871 ドゥ･ヴノージュ･コルドン･ブルー･ブリュット NV セットワインにシャンパーニュ！なんて優雅！
［ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ50%/ﾋﾟﾉ･ﾑﾆｴ25%/ｼｬﾙﾄﾞﾈ25%］ﾌﾗﾝｽ､ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭAOC

＃11163 マテティック･コラリージョ･ソーヴィニヨン･ブラン 2018 辛口で爽快感溢れるおいしさ！
［ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100%］

＃11012 アタ･ランギ･クリムゾン･ピノ･ノワール 2017 エレガントでソフトな口当たり､チャーミングな
ワイン。［ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ］

＃11292 アンガス･ザ･ブル･カベルネ･ソーヴィニヨン 2017 アンガス牛を意識した造りでお肉にぴったり。
［ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ92%/ﾒﾙﾛ6%/ﾏﾙﾍﾞｯｸ2%］

＃10795 マウント･ランギ･ギラン･ビリビリ･シラーズ 2015 しっかりとコクがあって､程よいボリューム感が
楽しめます。［ｼﾗｰｽﾞ］

＃11297 ダーレンベルグ･貴腐･リンクルド･リースリング 2018 濃厚で蜂蜜のような甘さ。貴腐ファンも
虜に。。。［ﾘｰｽﾘﾝｸﾞ100%］

〈2〉 100％ヴァラエタル ONLY！ ４本セット 期間限定特別価格
（送料込＆税込）

すべてのワインが単一品種100％で造られています。それぞれのブドウの個性を楽しむことが出来ます。 ［通常定価（送料込＆税込）\8,690］

＃10897 マイク･プレス･ソーヴィニヨン･ブラン 2018 [ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100%]

＃10820 マイク･プレス･シャルドネ 2017 [ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%]

＃10823 マイク･プレス･ピノ･ノワール 2017 [ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ100%]

＃10932 マイク･プレス･シラーズ 2016 [ｼﾗｰｽﾞ100%]

〈3〉 超お買い得オーストラリアワイン３本セット 期間限定特別価格
（送料込＆税込）

¥5,670（コロナゼロ）のお買い得！ リモートワークで目が疲れていますか？ラベルは検眼表にもなっていますよ。 ［通常定価（送料込＆税込）\6,050］

＃11250 ダーレンベルグ･ザ･スタンプジャンプ･ソーヴィニヨン･ブラン 2019 [ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ･ﾌﾞﾗﾝ100%]

＃10969 ダーレンベルグ･ザ･スタンプジャンプ･ライトリー･ウディッド･シャルドネ 2018 [ｼｬﾙﾄﾞﾈ100%]

＃10971 ダーレンベルグ･ザ･スタンプジャンプ･シラーズ 2017 [ｼﾗｰｽﾞ100%]

〈4〉 売れ筋 大人気スパークリング ４本セット 期間限定特別価格
（送料込＆税込）

人気のスパークリングだけで売れ筋ワインをセレクト。日系航空会社ラウンジ採用アイテムも！ ［通常定価（送料込＆税込）\10,351］

＃11330 ピッツィーニ･グレラ （王冠） NV 有名航空会社のラウンジで何と２度採用された実
力派！［ｸﾞﾚﾗ100%］

＃10763 クイーン･アデレード･ブリュット NV 飲み易さ抜群。優しい口当たりのヤヤ辛口。
［ｼｬﾙﾄﾞﾈ84.87%/ｾﾐﾖﾝ12.58% 他］

＃8990 ミミ･ピンク･スパークリング NV ボトルがかわいい､色がかわいい､味わいもカワイ
イ♡［ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ/ｼｬﾙﾄﾞﾈ/ﾋﾟﾉ･ﾑﾆｴ］

＃3148 ドリームタイム･パス･スパークリング･レッド（シラーズ） NV しっかり冷やしておいしい､
赤い泡！［ｼﾗｰｽﾞ］

375ml



〈５〉 ¥15,000

〈６〉 ¥10,000

赤辛 南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州ﾊﾞﾛｯｻ

赤辛 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ｾﾝﾄﾗﾙ･ｳﾞｨｸﾄﾘｱ

赤辛 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾜｲﾗﾗﾊﾟ

赤辛 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ｳﾞｨｸﾄﾘｱ州ｱｯﾊﾟｰ･ｺﾞﾙﾊﾞｰﾝ

〈７〉 ¥20,000

赤辛 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾏｰﾃｨﾝﾎﾞﾛｰ

赤辛 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州ﾅﾊﾟ･ｳﾞｧﾚｰ

赤辛 南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州ﾏｸﾗｰﾚﾝ･ｳﾞｪｲﾙ

赤辛 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｻﾙﾀ州ｳﾞｧﾚ･ｶﾙﾁｬｷ

〈８〉 ¥8,800

テイクアウトをもっとおいしく楽しむ！  期間限定 特別価格  おすすめ“家飲みワイン” セット
すべて送料無料＆税込！（〜 2020年5月31日まで）

 シャンパーニュ〈ドゥ･ヴノージュ〉 2本セット 期間限定特別価格
（送料込＆税込）

ご自宅で至福のひと時を､シャンパーニュと共に。名門メゾン ドゥ･ヴノージュからエレガントな味わいをお届け。 ［通常定価（送料込＆税込）\17,490］

＃10870 ドゥ･ヴノージュ･コルドン･ブルー･ブリュット NV きめ細やかな泡が､非常にエレガントで品
のよいシャンパーニュ。［ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰ
ﾙ34%/ｼｬﾙﾄﾞﾈ33%/ﾋﾟﾉ･ﾑﾆｴ33%］

発泡
白辛

ﾌﾗﾝｽ､ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭAOC

＃10876 ドゥ･ヴノージュ･コルドン･ブルー･ブリュット･ロゼ NV フルーティさとまろやかさを同時に楽し
めるバランスの取れた味わい。［ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰ
ﾙ60%/ﾋﾟﾉ･ﾑﾆｴ20%/ｼｬﾙﾄﾞﾈ20%］

発泡
ﾛｾﾞ辛

ﾌﾗﾝｽ､ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭAOC

 カベルネ ＆ピノ･ノワール じっくり飲み比べ ４本セット 期間限定特別価格
（送料込＆税込）

あなたはどっち派？！いま一度､カベルネとピノの味わいをゆっくり飲み比べてみてはいかがですか。 ［通常定価（送料込＆税込）\12,045］

＃10775 トイスナー･ジェントルマン･カベルネ･ソーヴィニヨン 2017 特に男性ワインファンに人気の
味わい。ガツン系！[ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ]

＃11291 アンガス･ザ･ブル･カベルネ･ソーヴィニヨン 2017 アンガス牛を意識した造り。
赤身肉とともにどうぞ。[ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ92%/ﾒﾙﾛ6%/ﾏﾙﾍﾞｯｸ2%]

＃11209 マタヒウィ･エステート･マウント･ヘクター･ピノ･ノワール 2018 チャーミングな果実の味わいが
楽しめます。[ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ]

＃10972 デラタイト･ハイ･グラウンド･ピノ･ノワール 2018 穏やかな口当たりとしなやかで
優雅な雰囲気のピノ。[ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ]

 WOW！渾身のプレミアム赤ワイン４本セット 期間限定特別価格
（送料込＆税込）

飲み過ぎにご注意…！選りすぐりの赤４本は､プレミアム感満載。極上のワインをご自宅で堪能できます。 ［通常定価（送料込＆税込）\22,000］

＃11243 パリサー･エステート･マーティンボロー･ピノ･ノワール 2018 NZの名門蔵元。果実とエレガ
ントさが融合。[ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙ]

＃10986 マディソンズ･ランチ･リザーヴ･カベルネ･ソーヴィニヨン 2017 がっちり､こってり
[ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ100%]

＃10818 ヤンガラ･エステート･ヴィンヤード･オールド･ヴァイン･グルナッシュ 2016 古木ならではの円熟
味[ｸﾞﾙﾅｯｼｭ100%]

＃10779 ボデガ･コロメ･アウテンティコ･マルベック 2017 畑は標高3,000m! 味わいも最高
！[ﾏﾙﾍﾞｯｸ100%]

 輸⼊元代表者が太⿎判 〈カンガルーラベル〉 ６本セット 期間限定特別価格
（送料込＆税込）

インポーターのオーナーさん絶賛。泡､白､赤､なんでも楽しめてしまう！ ［通常定価（送料込＆税込）\.9,955］

＃9874 ドリームタイム･パス･カンガルーラベル･スパークリング･ホワイト NV



ご注文用紙

NO. セット名 ご注文数

1 ¥13,200
2 ¥8,000
3 超お買い得オーストラリアワイン３本セット ¥5,670
4 売れ筋 大人気スパークリング ４本セット ¥9,800
5 ¥15,000
6 カベルネ ＆ピノ･ノワール じっくり飲み比べ ４本セット ¥10,000
7 ¥20,000
8 輸⼊元代表者が太⿎判 〈カンガルーラベル〉 ６本セット ¥8,800

ご注文合計 セット

※

お届け先 お届け希望日

住所

〒 月 日

ご希望時間帯

TEL

氏名

・宅急便でのお届けになります。
・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。

ご注文＆お問合せ

輸⼊元： ヴィレッジ･セラーズ株式会社 ［出荷日：平日のみ］

テイクアウトをもっとおいしく楽しむ！  期間限定 特別価格  おすすめ“家飲みワイン” セット
すべて送料無料＆税込！（〜 2020年5月31日まで）

期間限定特別価格
（送料込＆税込）

ハーフボトル（375ml）バラエティ６本セット

100％ヴァラエタル ONLY！ ４本セット

シャンパーニュ〈ドゥ･ヴノージュ〉 2本セット

WOW！渾身のプレミアム赤ワイン４本セット

「アルゴン･ワインセーヴ･プロ」１本 プレゼント
（ご注文合計で3セット以上を1か所にお届けの場合）

該当する場合 ܂を
⼊れてください →

□ 午前中
□ 14時-16時
□ 16時-18時
□ 18時-20時
□ 19時-21時

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。

〒890-0053 鹿児島市中央町5-15-801
Wine Shop Blue Camel
Tel：099-225-7157 (担当 宮原)
E-mail：bluecamel.wineshop@gmail.com

富山県氷見市上田上野6-5
TEL: 0766-72-8680 Email: wine@village-cellars.co.jp

   建物名
（アパート/マンション名）


