
 
  マラグジア (PGI - エヴィアー島) 

Malagousia (PGI – Evia Island) 

マラグジアには興味深い物語があります。マラグジアの葡萄酒絶滅に
瀕したマラグジアの葡萄種は、テッサロニキ大学の教授の手によって
救済されました。彼はギリシャの山村から葡萄を取集していて、その
時に偶然絶滅に瀕したマラグジアに出会ったのです。その後、三つの
ハルキディキ半島の中心にあるポルト・カラスのブドウ園で実験的に
集めた葡萄を栽培し、マラグジアを育てました。近年マラグジアは熟
成するとよりリッチな味わいをお楽しみいただけるキレの良いワイン
としての認識が広がりつつあります。 

 

このワインについて 

生産国 Greece (ギリシャ) 

地方 中央ギリシャ (エヴィアー島) 

アペレーション Malagousia 

ワイナリー リコスワイナリー 

ヴィンテージ 2019 

色 白 

品種 マラグジア 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  
「ライコス・マラグジア」はシトラス系の明るい緑色のワインで、パイナップ
ル、アプリコットの味わいに加えピーチの微かな香りが特徴。とてもバランスが
取れている反面、複雑な味わいと長い後口が続きます。マラグジアの独特な酸味
は、ロブスターパスタ、焼き魚、カラマリ、刺身などの魚料理と大変良く合いま
す。  

タイプ - ドライ・ミディアムボディ, 適温 - 08°C〜10°C 

おすすめの料理  
ロブスターパスタ、炭火焼き野生鯛、グリルイカ、 野菜リゾット、レモンチキ
ン、ホワイトソース 

  

香り

深み

酸度

タンニンフルーツ

バランス

後味



 
  パヌセリノス・ホワイト 

(PGI - 中央ギリシャ) 
Panselinos White (PGI - Central Greece) 

 
先月に引き続き、ギリシャワイン界の異端児、ギリシャ語で狼と言う
意味のリコス・ファミリーが作るワインをご紹介します。今月はパン
セリノス(満月)の白です。白に使われている品種は、すっきりとした
味わいが特徴のブドウ品種ソーヴィニョン・ブラン 100%です。これ
から暑くなる季節にはキンキンに冷やしてもおいしいですね。では早
速試飲していきましょう。 

 
このワインについて 
生産国 Greece (ギリシャ) 

地方 中央ギリシャ (エヴィアー島) 

アペレーション Panselinos (満月) 

ワイナリー リコスワイナリー 

ヴィンテージ 2017, 2018 

色 白 

品種 ソーヴィニヨンブラン 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  
色調は淡い黄色で、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。香りは柑橘類、オレンジの花に、ミネラルや青草など
のハーブの香りが複雑さを与えます。完熟したブドウを使った証のハ
チミツ香も感じます。味わいは辛口で、しっかりとした酸味がありま
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ソーヴィニョン・ブランの特徴であるグリーン
な香りと、土壌の特性を反映したミネラルがあります。余韻はやや短
めですっきりしているので、もう一口飲みたい気にさせてくれます。 
タイプ - ドライ・ミディアムボディ, 適温 - 08°C〜10°C 

おすすめの料理  
レッドソースパスタ、赤身肉の煮込み、鶏肉のから揚げ、天ぷら料
理、寿司、刺身. 

 

 

香り

深み

酸度

タンニンフルーツ

バランス

後味



 

 
  パヌセリノス・レッド 

(PGI - 中央ギリシャ) 
Panselinos Red (PGI - Central Greece) 

 
「パヌセリノス」はギリシャ語で満月を意味しています。狼（ライコス）が苗字
のとマスコットのワイナリーには、ピッタリのネーミング。しかし、一か月に一
夜だけの満月とは違って、いつでもお楽しみいただけるワインです。スパイス、
森のフルーツ、バニラのアロマが凝縮された、深紅のワイン―リッチなフルボデ
ィーワインで、強めのタンニンと長時間残るみずみずしい余韻が特徴。なんと 5
年から 8 年（60 日〜96 日の満月と言うべきか・・・）も熟成が可能。 

このワインについて 

生産国 Greece (ギリシャ) 

地方 中央ギリシャ (エヴィアー島) 

アペレーション Panselinos (満月) 

ワイナリー リコスワイナリー 

ヴィンテージ 2015, 2016 

色 赤 

品種 
カベルネソーヴィニヨン 80%, メル

ロー20% 

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  
色調は鮮やかなルビー色で、液面との境目は紫がかっていることから、若々しさ
を感じます。香りはカシスなどの赤いベリーやピーマンなどの青っぽい香りに、
スモーキーさを感じます。グラスを揺すると花や熟した果実の香りが出てきま
す。味わいは辛口で、しっかりとした酸味、きめ細かいしっかりとしたタンニン
があります。アルコール度は中位で、フルボディなワインです。口に含んで感じ
るフレーバーは赤系のベリーにバニラを味わうことか出来、余韻が長く続きま
す。 

タイプ - ドライ・フルムボディ, 適温 - 14°C〜16°C 

おすすめの料理  
しっかりとした赤身の肉料理がおすすめです。牛肉のステーキはもちろん、鉄板
焼や猪鍋など、これぞ「肉ワイン」と呼ぶにふさわしい赤ワインです。  

香り

深み

酸度

タンニンフルーツ

バランス

後味



  
  アシルティコ 

Assyrtiko 
「アシルティコ」はギリシャの白葡萄の中でも最も質の高い種類で、地中海を代
表する葡萄の一つです。力強さと幅と酸味が調和している葡萄で、醸造方法にお
いては、最高の葡萄種と一年間の熟成を組み合わせることによってどれほどの効
果があるかを証明しています。その結果生まれたのは、スモーキーかつシトラス
の香りに包まれた明るめの黄緑色のワインで、とても複雑な味わいの長い余韻を
長くお楽しみいただけます。ライム、栗、バニラに加えバランスの取れた酸味が
口の中でうまく混ざり、後味が長い間持続する特別で複雑なワインができます―
これは白葡萄種の中では、大変珍しいケース。 

ギリシャの希少な葡萄種と、最高の職人魂が一つになった素晴らしい例です。 

このワインについて 

生産国 Greece (ギリシャ) 

地方 中央ギリシャ (エヴィアー島) 

アペレーション Lykos 

ワイナリー リコスワイナリー 

ヴィンテージ 2017 

色 白 

品種 アシルティコ 100％ 

栓 コルク 

容量 750ml 

アルコール度数 ~13.5% 
 

 
生産情報 
テイスティングコメント  
レモンの花の香りとともにシトラスを含んだエキゾチックな香りが楽しめるワイ
ンです。フレッシュでバランスのとれたキャラメル、ミネラル、レモン、さらに
はバターの味わいを楽しむことができます。飲んだ後の余韻は滑らかで、長く続
きます。 

 タイプ - ドライ・フルボデ, 適温 - 09°C〜10°C 

おすすめの料理   
グリル茄子、オリーブオイルをかけるパスタ、グリル魚、野生グリーンズ。 

 

 

 

 

 

香り

深み

酸度

タンニンフルーツ

バランス

後味



 
  シャルドネ・オーガニック 

Chardonnay - BIO 
 

特徴的で、豊潤で、楽しみやすいワインです。このワインは、5 か月間新品のオ
ーク樽で熟成することで、独特の個性がもたらされます。色は輝くような金色
で、上品に緑がかった濃淡が加わっています。香りをかぐと、トロピカルフルー
ツのアロマ、ハチミツやバニラのわずかな香りが際立つ目に鮮やかなブーケが感
じられます。口に含むと、豊潤で気品ただよい、オークとバニラのわずかな香り
と後を引く後味が感じられます。   

このワインについて 

生産国 Greece (ギリシャ) 

地方 中央ギリシャ (エヴィアー島) 

アペレーション Lykos 

ワイナリー リコスワイナリー 

ヴィンテージ 2017 

色 白 

品種 シャルドネ 100% 

栓 コルク 

容量 750ml 

アルコール度数 ~13.5% 
 

 
生産情報 
テイスティングコメント  
淡い金色のワインでバニラ、蜂蜜、バター、へゼルナッツ、トースト、タバコ、
シトロン、ベルガモットやピーチを含み、魅力的に香ります。ミディアムからフ
ルボディの間で、リッチな味わいとバランスのとれた酸味とともにバター感も楽
しむことができます。 

 タイプ - ドライ・フルボディ, オーガニック, 適温 - 09°C〜10°C 

おすすめの料理   
豚肉、鶏肉、ホワイトソースパスタ料理、熟成チーズ、マグロ刺身、白身魚。 

 

 

 

 

 

 

香り

深み

酸度

タンニンフルーツ

バランス

後味



 
   ヴィオニエ 

Viognier 
ヴィオニエはとても特別なワイン品種の一つです。アロマティックでオイリー、
そして複雑な味わいであります。とても繊細な葡萄品種で、栽培には非常に手間
がかかり簡単ではないですが、生産者アポストロスリコスはこのヴィオニエの栽
培に挑戦しました。非常に少ない収穫量の少ないヴィオニエは醸造においても常
時気を使い、フレンチオーク樽（エルミタージュバレル）で４ヶ月間の発酵熟成
を行います。その結果大変素晴らしいワインが出来ました。そのワインはとても
豊かで、バターのよう風味、特有の複雑性のある香りが広がり、一口飲んだ途端
に魅了させられます。 

ヴィオニエのワイン生産は年間２０００本となっているため、限定販売となりま
す。 

このワインについて 

生産国 Greece (ギリシャ) 

地方 中央ギリシャ (エヴィアー島) 

アペレーション Lykos 

ワイナリー リコスワイナリー 

ヴィンテージ 2018 

色 白 

品種 ヴィオニエ 

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  
色調は緑がかった中程度のレモン色。その香りはバラやクチナシの花りが魅力的で
あり、ヴィオニエ特有の桃やアプリコットのような大きな種を持つフルーツの香り
も広がります。そして、ベルガモット、ライチ、バニラ、ナッツの香りがアロマテ
ィックなブーケを引き立てます。味わいはミディアムからフルボディ、バランスの
とれた酸味とバターのような口当たりとスパイシーさを伴う余韻があります。 

タイプ - ドライ・ミディアムボディ, 適温 - 09°C〜10°C 

おすすめの料理   
焼いた鶏肉や豚肉（白身の肉）、コンテなどコクのあるチーズ、スパイシーな料
理、また、焼売や餃子などの中華料理。唐揚げや野菜の天ぷらなどの揚げ物とも
相性が良いです。 

 

 

香り

深み

酸度

タンニンフルーツ

バランス

後味



 
  グルナッシュルージュ 

(PGI エヴィアー島) 
Grenache Rouge (PGI - Evia Island) 

リコス・ワイナリーのオーナー アポストロス・リコスは、長年のワイン造りの経
験を通じ、この優雅なロゼワインを生み出しました。このワインはバランスの取
れた果実味が特徴で、アメリカンチェリーや花の香りがバランスよく調和してい
ます。若々しい赤い果実のアロマと柔らかな酸のバランスがとれています。ロゼ
ワインとしてはしっかりとしたボディがあり、長い余韻も楽しむことが出来ま
す。ブラインドテイスティングをしたら、赤ワインと間違うかもしれませんが、
もちろんロゼワインです。いきいきとした赤い果実と、わずかに黒コショウも感
じる香りで、バランスがとれています  

このワインについて 

生産国 Greece (ギリシャ) 

地方 中央ギリシャ (エヴィアー島) 

アペレーション Lykos 

ワイナリー リコスワイナリー 

ヴィンテージ 2017 

色 ロゼ 

品種 グルナッシュルージュ 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  

淡いサーモンのような色をしたワインです。徐々にイチゴやスパイシーなアロ

マ、グレープフルーツやチェリー、ミントや白胡椒の香りがしてきます。また、

ミディアムボディでバランスのとれた酸味と程よい油分も感じられます。一口飲

めば、バター、クリーム、イチゴ、チェリーピンクグレープフルーツ、オレン

ジ、甘い赤ピーマンや胡椒の香りに包まれます。最後にはトフィーのような後味

が残ります。 

 

タイプ - ドライ・ミディアムボデ, 適温 - 10°C〜12°C 

おすすめの料理   
 食前酒、ホワイトソーセージ、すき焼き。 

 

 

 

香り

深み

酸度

タンニンフルーツ

バランス

後味



 
  マルヴァジア 

Malvazia 
マルヴァジア葡萄の多くは古代ギリシャ時代のクレタが起源です。「マルヴァジ
ア」の名は、元々ラコニアの海岸にあった中世のルネサンス・ビザンチン要塞で
あるモネンバシア（イタリア語では「マルヴァジア」）に由来しています。こち
らの港は、東ペロポネソスやキクラデス島の一部などで生産されたワインの貿易
センターとして機能していました。ライコス・マルヴァジアは伝統的なアプロー
チを大事にしながら、現代の科学技術を駆使し絶妙な白ワインを生産していま
す。薄い金色のワインに、魅力的なアロマ―レモンフラワーや、ジャスミンの香
りとパッションフルーツやマンゴーなどのエキゾチックな香りが特徴。味わいは
辛口ではありますが、酸味もあるため冷やしてお楽しみいただくと大変さわやか
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 中央ギリシャ (エヴィアー島) 

アペレーション Lykos 

ワイナリー リコスワイナリー 

ヴィンテージ 2017 

色 白 

品種 マルヴァジア 100％ 

栓 コルク 

容量 750ml 

アルコール度数 ~12% 
 

 
生産情報 
テイスティングコメント  
黄色のワインで、メロンや白桃や花を含んだ香水のような香りがします。辛口で
すが、酸味は無く、ミディアムボディで塩分があります。飲んだ後はピーチとシ
トラスの程よい余韻をお楽しみください。 

タイプ - ドライ・ミディアムボディ, 適温 - 09°C〜10°C 

おすすめの料理   
 魚、刺身、寿司、オムレツ、サラダ。 

 

 

 

 

 

香り

深み

酸度

タンニンフルーツ

バランス

後味



 
 

クラティストス (PDO ネメア） 

Kratistos (PDO Nemea) 
ギリシャ 2 大赤ワインの一つとして知られているのはペロポネソス地方の「ネメ
ア」です。PDO ネメア（原産地呼称）はフルボディの赤ワインで、その品質と特
徴はトップクラスのボルドーワインにもひけを取りません。この地域を代表する
ワインの一つがリコス・ワイナリーが作るクラティストスです。クラティストス
とは古代ギリシャ語で、最も強い者、「男の中の男」を意味しており、その名に
ふさわしいワインです。 

このワインについて 

生産国 Greece (ギリシャ) 

地方 南ギリシャ (PDO - ネメア) 

アペレーション Lykos 

ワイナリー リコスワイナリー 

ヴィンテージ 2015 

色 赤 

品種 アギオルギティコ 100％ 

栓 コルク 

容量 750ml 

アルコール度数 ~13.5% 
 

 
生産情報 
テイスティングコメント  
色調は深いルビー色で、香りにはシナモン、スモークスパイス、熟したフルーツ
の、バニラなどを感じるきわめて複雑な味わいです。口に含むとは豊かでスパイ
シーかつタンニンを感じ、ソフトでバランスが取れた味わいです。大変長い余韻
をお楽しみいただけるワインです。長期間の熟成も可能ですが、待てない方には
もちろん今飲んでも大変おいしいワインです。   

タイプ - ドライ・フルボデ, 適温 - 16°C〜18°C 

おすすめの料理   
グリルしたステーキ、ジビエ、オールドチーズ。 

 

 

 

香り

深み

酸度

タンニンフルーツ

バランス

後味
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