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出展ワイン

ワイナリー名 ワイン名 品種 ヴィンテージ AVA ¥ ⼩売価格（税込）

1 スリー・シーヴズ スリー・シーヴズ ピノ・グリージョ カリフォルニア
ピノ・グリージョ 78% ／ フレンチ・コロンバール 14% ／ リースリング 4%
ホワイト・ブレンド 4%

2020 カリフォルニア 2,200

2 シーグラス シーグラス リースリング セントラル・コースト リースリング 100% 2020 セントラル・コースト 2,640

3 ジョエル・ゴット ジョエル・ゴット ソーヴィニヨン・ブラン カリフォルニア ソーヴィニヨン・ブラン 100% 2021 カリフォルニア 2,750

4 キャッスル・ロック キャッスル・ロック シャルドネ セントラル・コースト シャルドネ 100% 2019 セントラル・コースト 2,200

5 フープラ  フープラ  シャルドネ ヨントヴィル ナパ・ヴァレー シャルドネ 100% 2019 ヨントヴィル 3,850

6 ジョエル・ゴット ジョエル・ゴット シャルドネ バレル・エイジド カリフォルニア シャルドネ 100% 2019 カリフォルニア 4,180

7 スリー・シーヴズ スリー・シーヴズ ピノ・ノワール カリフォルニア ピノ・ノワール 78% ／ シラー 17% ／ プティ・ヴェルド 4% 2020 カリフォルニア 2,200

8 キャッスル・ロック キャッスル・ロック  ピノ・ノワール ウィラメット・ヴァレー ピノ・ノワール 100% 2020 ウィラメット・ヴァレー 3,300

9 ジョエル・ゴット ジョエル・ゴット カベルネ・ソーヴィニヨン 815 カリフォルニア カベルネ・ソーヴィニヨン 100% 2019 カリフォルニア 3,630

10 キャッスル・ロック キャッスル・ロック カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン 95% ／ プティ・ヴェルド 3% ／ カベルネ・フラン 2% 2017 ナパ・ヴァレー 5,720

11 テイクン テイクン レッド ナパ・ヴァレー
カベルネ・ソーヴィニヨン 65% ／ ジンファンデル 15% ／ メルロー 11%
マルベック 7% ／ プティット・シラー 2%

2018 ナパ・ヴァレー 6,600

12 ジョエル・ゴット ジョエル・ゴット ジンファンデル  カリフォルニア ジンファンデル 97% ／ プティット・シラー 3% 2019 カリフォルニア 3,080

13 ファーディナンド ファーディナンド ガルナッチャ ブランカ ガルナッチャ ブランカ 100% 2020 ローダイ 4,180

14 グラン・クリュ グラン・クリュ シャルドネ カリフォルニア シャルドネ 75% ／ ピノ・グリージョ11% ／ ヴィオニエ 6% ／ 他 8% NV カリフォルニア 1,430

15 ガーネット ガーネット シャルドネ モントレー・カウンティ シャルドネ 100% 2016 モントレー 2,750

16 グラン・クリュ グラン・クリュ ピノ・ノワール カリフォルニア ピノ・ノワール 81% ／ 他 19% NV カリフォルニア 1,430

17 ジョエル・ゴット ジョエル・ゴット ピノ・ノワール サンタバーバラ・カウンティ ピノ・ノワール 100% 2020 サンタバーバラ・カウンティ 4,510

18 グラン・クリュ グラン・クリュ メルロー カリフォルニア メルロー 82% ／ 他 18% NV カリフォルニア 1,430

19 グラン・クリュ グラン・クリュ カベルネ・ソーヴィニヨン カリフォルニア カベルネ・ソーヴィニヨン 76% ／ メルロー 7% ／ 他 17% NV カリフォルニア 1,430

20 キャッスル・ロック キャッスル・ロック カベルネ・ソーヴィニヨン パソ・ロブルス カベルネ・ソーヴィニヨン 100% 2017 パソ・ロブルス 2,750

21 ジョエル・ゴット ジョエル・ゴット カベルネ・ソーヴィニヨン "ゴット" ナパ・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン 98% ／ メルロー 1% ／ マルベック 1% 2017 ナパ・ヴァレー 8,250

22 ジョーダン ジョーダン カベルネ・ソーヴィニヨン アレキサンダー・ヴァレー 
カベルネ・ソーヴィニヨン 80% ／ メルロー 10% ／ プティ・ヴェルド 8%
マルベック 2%

2017 アレキサンダー・ヴァレー 12,650

23 クライン クライン シラー ソノマ・カウンティ シラー シラー 100% 2019 ソノマ・コースト 2,530

24 ファーディナンド ファーディナンド レゼルヴァ テンプラニーリョ Vテンプラニーリョ 95% ／ グラシアーノ 5% NV アマドール・カウンティ 5,500


