
 
  オーガニック・リムノス・ホワイト 

(PDO-リムノス島) 

Bio Limnos White (PDO - Limnos Island) 
 

リムノス島で最も有名な葡萄種、「マスカット・オブ・アレキサンド
リア」から造られたオーガニックワイン。こちらの辛口な白ワインは
薄い黄緑色で、葡萄種の特徴的なフローラルな香りが凝縮されていま
す。優雅な味わいが特徴的であり、スムーズで長い後口を強みとして
います。 

このワインについて 

生産国 Greece (ギリシャ) 

地方 北ギリシャ (PDO - リムノス島) 

アペレーション Limnos Organic Wines 

ワイナリー サヴォグルー/ツィヴォラスワイナリー 

ヴィンテージ 2018 

色 白 

品種 
ムスカット・オブ・アレクサンドリア

100％ 

栓 コルク 

容量 750ml 

アルコール度数 ~12.5% 
 

 
生産情報 
テイスティングコメント  
強いフルーツの香りと華やかな味が楽しめる、フレッシュで辛口の白ワインで
す。ライトボディで滑らかな味わいです。 

タイプ - ドライ・ライトボディ, オーガニック,  適温 - 08°C〜10°C,  

おすすめの料理  
焼き鳥、ポークチョップ、脂っこい白ソース 

 

 

 

  

香り

深み

酸度

タンニンフルーツ

バランス

後味



 
  オーガニック・リムノス・レッド 

(PDO-リムノス島) 

Bio Limnos Red (PDO - Limnos Island) 
 
ギリシャ神話の神・ヘパイストスに好きなワインがあるとすれば間違
いなくリムニオです。リムニオは世界最古の葡萄として記録されてい
て、世界ではじめて PDO（保護原産地呼称）として認知された種類で
す。このユニークな葡萄種は「リムニア・アンペロス」（同種類の古
代からの名前）に由来していて、リムノスの火山性土に古代から現在
まで栽培されています。古代ギリシャで最も有名な詩人であるホメロ
スの「オデュッセイア」にまで記された最古のワインです。古代ギリ
シャの有名人を更に加えるとしたら、古代ギリシャの哲学者であり科
学者であるアリストテレスが最も好きなワインだったそうです。ルビ
ーの色合いと、フレッシュな赤い果実味、強いアルコール、上品でソ
フトなタンニン、さわやかな後口が特徴。16 度まで冷やして、どのよ
うな軽食、パイ料理、黄色いチーズともお楽しみいただけます。 

このワインについて 

生産国 Greece (ギリシャ) 

地方 北ギリシャ (PDO - リムノス島) 

アペレーション Limnos Organic Wines 

ワイナリー サヴォグルー/ツィヴォラスワイナリー 

ヴィンテージ 2018 

色 赤 

品種 リムニオ 100％ 

栓 コルク 

容量 750ml 

アルコール度数 ~13% 
 

 
生産情報 
テイスティングコメント  
アロマと新鮮な赤のフルーツの味を楽しめる、親しみやすく繊細な赤
ワインです。ミディアムボディで強いタンニンを感じさせるミディア
ムルビーのような色をしています。とてもフルーティな香りが鼻を抜
けるとともに、ベリーやスパイスと少量のキンカンの味わいが口いっ
ぱいに広がり、長い余韻を残します。 
タイプ - ドライ・ミディアムボディ, オーガニック,  適温 - 15°C〜17°C 

おすすめの料理  
黄色のチーズ、ローストビーフ、しゃぶしゃぶ 

香り

深み

酸度

タンニンフルーツ

バランス

後味



 
  イリオス・ケ・ターラサ 

(PDO-リムノス島) 
Ilios ke Thalassa (Sea and Sun)  

(PDO - Limnos Island) 
イリオス・ケ・タラーサは「太陽と海」を意味するギリシャ語で、ギ
リシャ人にとって食事、人、ワインと同じくらい非常に大切な存在で
す。リムノス島はエーゲ海のミネラル豊富な火山性土壌から高貴な葡
萄種であるマスカット・オブ・アレキサンドリアを生みだしました。
オーガニック栽培されたブドウからはバランスの良い、芳醇な香りの
ほんのりと甘いセミ・スパークリングワインを誕生させました。 

このワインについて 

生産国 Greece (ギリシャ) 

地方 北ギリシャ (PDO - リムノス島) 

アペレーション Limnos Organic Wines 

ワイナリー サヴォグルー/ツィヴォラスワイナリー 

ヴィンテージ 2017 

色 白 

品種 
ムスカット・オブ・アレクサンドリア

100％ 

栓 コルク 

容量 750ml 

アルコール度数 ~12.5% 
 

生産情報 
テイスティングコメント  
色調は中位の金色で、若々しいワインの特徴の黄緑色のエッジを見る
ことができます。香りはマスカットの魅力的な香りに、ミネラル、柑
橘類など爽やかな印象です。味わいはやや甘口で、ほどよい酸味があ
ります。アルコール度は中位で、強めのミディアムボディです。口に
含んで感じるフレーバーはオレンジやマスカットのあふれる果実味が
あります。しっかりとしたマスカット風味の余韻で、いいワインを飲
んだ充実感があります。 

タイプ - セミドライ, オーガニック,  適温 - 08°C〜10°C 

おすすめの料理  
暑い日差しの中でキンキンに冷やしてワインだけでも楽しめます。ま
たほんのりとした甘みは寿司飯との相性も良く、マグロやエビ、貝類
などのネタがおすすめです。まさに太陽と海を楽しむために作られた
ワインですよ〜  

香り

深み

酸度

タンニンフルーツ

バランス

後味



  
  ロードン (PDO-リムノス島) 

Rodon (PDO - Limnos Island) 

リムノス・オーガニック・ワインのワイン生産者は、ボルドーオーガ
ニックワインコンクール 2018 年ベスト・オーガニック・ロゼワイン
を受賞したロゼワインを大変誇りに思っています。こちらはリムノス
島で最も人気のある古代葡萄種である「リムニオ」と「マスカット・
オブ・アレキサンドリア」を使用して造られているワインです。こち
らの中辛口ワインはフルーティーかつエネルギッシュでクール。アペ
リティフとしてもお楽しみいただけますし、様々な料理やフルーツと
も合います。 

このワインについて 

生産国 Greece (ギリシャ) 

地方 北ギリシャ (PDO - リムノス島) 

アペレーション Limnos Organic Wines 

ワイナリー サヴォグルー/ツィヴォラスワイナリー 

ヴィンテージ 2018 

色 ロゼ 

品種 
ムスカット・オブ・アレクサンドリア 

85%、リムニオ 15% 

栓 コルク 

容量 750ml 

アルコール度数 ~12.5% 
 

 
生産情報 
テイスティングコメント  
鮮やかなサーモンピンクのワインです。葡萄やバラ、イチゴや月桂樹
の葉とキャラメルのアクセントがマイルドで夏の香りを感じさせま
す。最初に少し甘さを感じられるオフドライで味わい豊かなワインで
す。メロン、タンジェリン、チェリーの味が口を満たします。酸味が
強く、地元色を濃く出していて、とても美味しいワインです。 

 タイプ - セミドライ, 適温 - 08°C〜10°C 

おすすめの料理   
食前酒、メロン、スイカ、サラダ、リゾート、ピザ 

 

 

 

香り

深み

酸度

タンニンフルーツ

バランス

後味



 

 
  トワース (PDO-リムノス島) 

Thoas (PDO - Limnos Island) 

ギリシャ神話のヘパイストスの島である、リムノスから造られた古代のレアな赤
葡萄の一種、「フォキアーノ」を使って造られたブレンドワイン。リムニオ、フ
ォキアーノ、カベルネ・ソーヴィニヨンのブレンドから造られた中辛口の赤ワイ
ンです。控えめな甘さと上品な味わいで、ワインのソフトなタンニンと穏やかな
個性のバランスを保っています。また、奥には赤い果実花の味わいが隠れていま
す。冷やしてアペリチフとして召し上がって頂くか、肉料理、冷肉の薄切り、パ
イ料理、チーズなどともお楽しみ頂けます。  

このワインについて 

生産国 Greece (ギリシャ) 

地方 北ギリシャ (PDO - リムノス島) 

アペレーション Limnos Organic Wines 

ワイナリー サヴォグルー/ツィヴォラスワイナリー 

ヴィンテージ 2017 

色 赤 

品種 
リムニオ 60%, カベルネ・ソーヴィニヨ

ン 40% 

栓 コルク 

容量 750ml 

アルコール度数 ~12.5% 
 

 
生産情報 
テイスティングコメント  
リムノスとカルベネ・ソーヴィニヨンを混ぜて作られたとても上品で少し甘めの
赤ワインです。新鮮な赤いフルーツをベースにし、タンニンと砂糖のバランスが
良くとれています。 

  タイプ - セミドライ, オーガニック,  適温 - 12°C〜17°C  

おすすめの料理   
フルーツ、ドライフルーツ、ナッツ、軽食のスターター。 

 

 

 

 

 

香り

深み

酸度

タンニンフルーツ

バランス

後味



 
   モスカート・ビアンコ 

(PDO-リムノス島) 
Muscato Bianco (PDO - Limnos Island) 

 

このワインを作るリムノス島では、味わい深く、フローラルな香りと自然でほの
かな甘さのスティルワインが有名です。新世代のワインメーカーが作り出した新
しいスタイルは、ほんのりとした甘口の爽やかなセミスパークリングワインで
す。「ビアンコ」は早摘みされたマスカット・オブ・アレキサンドリアのリッチ
で甘い香りが特徴です。自然な甘味は豊富な太陽を浴びたブドウ本来のもの、泡
もブドウが発酵の際に自然に発生したもので、活き活きとした味わいです。ほど
より酸味とフレッシュな味わい、口当たりの良い甘さと低めのアルコールで思わ
ずおかわりしてしまいます。  

このワインについて 

生産国 Greece (ギリシャ) 

地方 北ギリシャ (PDO - リムノス島) 

アペレーション Limnos Organic Wines 

ワイナリー サヴォグルー/ツィヴォラスワイナリー 

ヴィンテージ 2017 

色 白 

品種 
ムスカット・オブ・アレクサンドリア

100％ 

栓 コルク 

容量 750ml 

アルコール度数 ~11% 
 

 
生産情報 
テイスティングコメント  
フレッシュでフルーティーな少し甘味のあるスパークリングワインです。フレッ
シュな泡と早めに収穫されたマスカットにより、格別な味わいを楽しむことがで
きます。若く、バランスのとれた酸味、砂糖と低いアルコールを含んだこのワイ
ンは最高のひと時をもたらしてくれます。 

 タイプ - セミスパークリング、セミスイート, 適温 - 06°C〜08°C 

おすすめの料理   
フルーツサラダ、ストロベリーケーキ、ホワイトチョコレート 

 

 

 

香り

深み

酸度

タンニンフルーツ

バランス

後味



 
  モスカート・ロザート 

(PDO-リムノス島) 
Muscato Rosatto (PDO - Limnos Island) 

リムノス・オーガニックワインズはクラシワインズ創業者のヤニスのルーツであ
る、エーゲ海に浮かぶリムノス島でワインを作っています。リムノス島は本土と
隔絶され、火山性の土壌のため、作物への病害虫被害がほぼ無く、島全体がオー
ガニックな農法を実践しています。ソムリエ X がご紹介するのは、モスカート・
ロザートです。使われている品種は、高級ブドウとしても知られているマスカッ
ト・オブ・アレクサンドリアとリムノス島の土着品種リムニオです。白ブドウの
マスカットと黒ブドウのリムニオを程よくブレンドし、美しい色調を生み出して
います。 微炭酸のフリッツァンテスタイルで作られており、蒸し暑い日にリフレ
ッシュできる爽やかな味わいです。   

このワインについて 

生産国 Greece (ギリシャ) 

地方 北ギリシャ (PDO - リムノス島) 

アペレーション Limnos Organic Wines 

ワイナリー サヴォグルー/ツィヴォラスワイナリー 

ヴィンテージ 2017 

色 ロゼ 

品種 
ムスカット・オブ・アレクサンドリア 

85%、リムニオ 15% 

栓 コルク 

容量 750ml 

アルコール度数 ~11% 
 

 
生産情報 
テイスティングコメント  
細かで程よい泡立ちです。色調は淡いサーモン色です。香りは中位の強さで、新
鮮な桃や、パン酵母などを感じます。味わいは甘口で、口の中で泡がクリーミー
に広がります。しっかりとした酸味があり、甘さを上品に演出しています。タン
ニンとアルコール度は低く、飲みやすい味わいです。ボディはしっかりしてい
て、料理とも合わせても楽しめます。口に含んで感じるフレーバーは焼きたての
アップルパイを思わせ、余韻も程よくあります。新時代のロゼワインになること
間違いなしです。 

タイプ - セミスパークリング、セミスイート, 適温 - 06°C〜08°C 

おすすめの料理   
 蒸し暑い日本の夏にはまさにピッタリ！ワインだけでも楽しめます。甘味がある
ので日本の家庭料理、例えば肉じゃがなどにもおすすめですが、なんといっても
午後のひとときや、夕食後にスイーツと一緒に味わっていただきたいワインで
す。  

香り

深み

酸度

タンニンフルーツ

バランス

後味



 

 
  レテラー(PDO-リムノス島) 

La Terra (PDO - Limnos Island) 

遅摘みの熟したブドウを原料とした繊細なデザートワインで、色はオールドゴー
ルドです。このワインには、カリスマ的ブドウ品種「マスカット・オブ・アレク
サンドリア」のメインのアロマ全てとぜいたくな味が、独特な形で含まれていま
す   

このワインについて 

生産国 Greece (ギリシャ) 

地方 北ギリシャ (PDO - リムノス島) 

アペレーション Limnos Organic Wines 

ワイナリー サヴォグルー/ツィヴォラスワイナリー 

ヴィンテージ 2017 

色 白 

品種 
ムスカット・オブ・アレクサンドリア 

100％ 

栓 コルク 

容量 500ml 

アルコール度数 ~15% 
 

 
生産情報 
テイスティングコメント  
特徴的なラベルは、果実で肖像画を描く異才ジュゼッペ・アルチンボルドの作品
を使っています。ラベル通りに顔中がフルーツに満たされるように様々な果実の
アロマを感じます。アプリコット、黄桃の種の大きな黄色い果実、オレンジなど
の柑橘系の複雑な香り。濃い黄金色の色調は飲む前から美味しさを期待させてく
れます。口に含むと、濃厚な甘口ですが、酸もしっかりしているので飲み飽きる
ことはありません。 

タイプ - 甘い・デザートワイン, オーガニック,  適温 - 07°C〜09° 

おすすめの料理   
 おすすめ料理は桃のコンポートやアップルパイなどのデザート。また青かび系の
チーズがよく合います。もちろん好きなテレビや映画を見ながらこたつでちびち
び飲むのは最高のひとときです。  

 

 

香り

深み

酸度

タンニンフルーツ

バランス

後味
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