株式会社ilovecalwine 販売中ワイン価格表

2022年6⽉

トリム ワインズ
トリム シャルドネ カリフォルニア2017

2,900円(税別)

トリム カベルネソーヴィニヨン カリフォルニア2018

2,900円(税別)

エッジ ワインズ
4,800円(税別)

エッジ カベルネソーヴィニヨン アレキサンダーヴァレー2018

シニョレロエステート
9,000円(税別)

エス カベルネソーヴィニヨン ナパヴァレー2019
シニョレロエステート パドロネ カベルネソーヴィニヨン ナパヴァレー2018

New!

24,000円(税別)

ルリ ワインズ
4,200円(税別)

ルリ アロヨセコ ソーヴィニヨンブラン 2019
ルリ サンタルシアハイランズ シャルドネ 2017

WA90点

4,200円(税別)
4,800円(税別)

ルリ サンタルシアハイランズ ピノノワール 2019

カーボニスト
カリフォルニア ブリュット

5,000円(税別)

マリン ブリュット ロゼ

5,800円(税別)

ペットナット ピノグリージオ 2020

4,400円(税別)

ロストアンドファウンド ワインズ
ロストアンドファウンド オールドヴァイン カリニャン/サンソー/ムールヴェドル 2017 4,800円(税別)
ロストアンドファウンド ”ザ・ナインス" シャルドネ 2017

6,800円(税別)

ロストアンドファウンド ソノママウンテン ピノノワール 2018

6,200円(税別)

ロストアンドファウンド ルシアンリバーヴァレーピノノワール2015

9,000円(税別)

オーガストウエストワインズ
オーガストウエスト サンタルシアハイランズ ピノノワール 2018

5,000円(税別)

オーガストウエスト ルシアンリバーヴァレー ピノノワール 2018

5,000円(税別)

オーガストウエスト シエラマー ヴィンヤード シャルドネ 2014

7,000円(税別)

サンドラー ワイン カンパニー
サンドラー サンタルシアハイランズ シャルドネ 2016

5,200円(税別)

サンドラー ハインツ ランチ ルシアンリバーヴァレー シャルドネ 2017

7,000円(税別)

サンドラー ルシアンリバーヴァレー ピノノワール キュベ マーシー 2018

7,000円(税別)

イーサー ワイン カンパニー
イーサー シエラマドレ ヴィンヤード シャルドネ 2017

5,800円(税別)

イーサー サンタバーバラカウンティ ピノノワール 2017

5,800円(税別)

ピゾーニ ヴィンヤード アンド ワイナリー
4,000円(税別）

ルーシー ロゼ オブ ピノノワール 2020
ルーシーピコブランコ2021

4,800円(税別）

New!

ルシア サンタルシアハイ シャルドネ 2018

ルシア サンタルシアハイランズ ピノノワール 2019
ルシア ソベラネス ヴィンヤード シャルドネ 2019
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8,000円(税別)

JD94
JD93
JD95

9,400円(税別)
11,000円(税別)

ルシア ソベラネス ヴィンヤード ピノノワール 2019 JD96点

13,000円(税別)

ルシア ゲーリーズ ヴィンヤード ピノノワール 2018

11,000円(税別)

contact@ilovecalwine.jp

ロア ワインズ
ロア サンタルシアハイランズ シャルドネ 2019

在庫希少

7,000円(税別)

コブ ワインズ
コブ ハウ・クロップ ヴィンヤード シャルドネ 2018

8,600円(税別)

コブ ドックス・ランチ シャルドネ 2018

11,000円(税別)

コブ エマライン・アン ヴィンヤード ピノノワール 2017 WA94

12,000円(税別)

ジョージ ワイン カンパニー
ジョージ セレモニアル ヴィンヤード ピノノワール 2018

10,000円(税別)

ポール・ラトー ワインズ
ポールラトー "マチネ" シャルドネ 2019

7,600円(税別)

ポールラトー "マチネ" ピノノワール 2019

8,200円(税別)

ポールラトー ゾトヴィッチ ヴィンヤード ”シービスケット" ピノノワール 2018 WA95 12,000円(税別)
ポールラトー シエラマドレ ヴィンヤード "レ・スーヴェニール" シャルドネ 2017
WA97 JD98

13,000円(税別)

ポールラトー ソロモンヒルズ ヴィンヤード "スエルテ" ピノノワール 2017 JD94+

14,500円(税別)

ポールラトー ピゾーニ ヴィンヤード "イーストオブエデン" シャルドネ 2019 JD98

16,000円(税別）

New!
ポールラトー ハイド ヴィンヤード "ゴールドベルグ ヴァリエーション" No.2 シャルド
ネ 2019 New!

16,000円(税別）

ポールラトー ハイド ヴィンヤード "マジックモーメンツ" ピノノワール 2020 New!

16,000円(税別）

ポールラトー ゾトヴィッチ ヴィンヤード ”シービスケット" ピノノワール 2019 New! 13,000円(税別)
ポールラトー ゴールドコースト ヴィンヤード ”デュエンデ" ピノノワール 2020 New! 13,000円(税別)

WA=Wine Advocateいわゆるパーカーポイント JD=元Wine Advocate評価担当Jeb Dunnuckによる評価
Paul Latoバックヴィンテージ在庫についてはお問い合わせください。
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contact@ilovecalwine.jp

