
 
  9・ホワイト 

9 White 

畑とワイナリーがあるのはギリシャ本土の中部、ヘリコン山のふもとに広がるミ
ューズの谷です。 この地はギリシャ神話の女神ミューズが地上に降り立ったとい
う言い伝えがあります。ミューズ文芸を司る 9 人の女神の総称で、それにちなみ
このワインは９（ナイン）と名付けられました。使われている品種は、アシルテ
ィコ、ソーヴィニョンブラン、ソーヴィニヨン・ブランというユニークなブレン
ドです。ギリシャで最も知られている白品種アシルティコはワインにミネラル感
を与え、ソーヴィニョンブランは爽やかな青草やハーブの香り、ヴィオニエはフ
ルーティーかつスパイシーな味わいです。この 3 つをブレンドすることで複雑な
フレーバーを楽しめるワインに仕上がりました。 

 

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 

アペレーション 9 

ワイナリー ムセスエステート 

ヴィンテージ 2017, 2018(L), 2019 

色 白 

品種 
アシルティコ 50%, トレッビアーノ 30%, 

ソーヴィニヨンブラン 20% 

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  
色調は中位のレモンイエローで、若々しいワインの特徴の緑色のエッジを見るこ
とができます。香りは中位の強さで、ミネラル、グレープフルーツ、完熟したブ
ドウから生まれるハチミツ香があり、少しスワールすると青草やさらにミネラル
の香りが開いてきます。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
は青草やミネラル、柑橘系を感じます。余韻はほどよい苦みと柑橘系の香りが長
く続き、この価格帯としては極めてよくできたワインです。 

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  
バラエティに富んだ味わいですので、シャンパンの代わりに乾杯としてもおすす
めです。ミネラル豊富ですので白身魚の刺身。青草の香りにあわせてサラダなど
野菜料理との相性も抜群です。 
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  9・ロゼ 

9 Rose 

上品にバランスの取れたロゼで、原料は、シラー80％、ムータロ 20％
です。独特の明るいロゼの色と、しっかりした骨組みと、目立たない
ブーケとフルーティな余韻が特徴です。クラシワインズの 9 ホワイト
か 9 レッドをいただいた方には、9 ロゼもお気に召すこと間違いあり
ません！ 

 
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 

アペレーション Muhtaro 

ワイナリー ムセスエステート 

ヴィンテージ 2019 

色 ロゼ 

品種 シラー80%, ムータロ 20% 

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  
輝くようなピンク色のロゼです。鼻を近づけるとイチゴやスイカ、ラ
ズベリーの洗練されたエレガントな香りに包まれます。口に含むとラ
ズベリーやクランベリーのバランスのとれた上品な味わいが口に広が
ります。ロゼがお好きな方にはシンプルにフルーツを感じられる親し
みやすいものとなっています。バランスが取れて親しみやすいローズ
を楽しみください。 

タイプ - ドライ・ミディアムボディ, 適温 - 10°C - 12°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. 
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9・レッド 

9 Red 

畑とワイナリーがあるのはギリシャ本土の中部、ヘリコン山のふもとに広がるミ
ューズの谷です。この地はギリシャ神話の女神ミューズが地上に降り立ったとい
う言い伝えがあります。ミューズとは文芸を司る 9 人の女神の総称で、それにち
なんでこのワインは９（ナイン）と名付けられました。フルボディーで豊かな味
わいにもかかわらず、親しみやすい価格帯です。カベルネ・ソーヴィニョン、メ
ルロー、シラーを使用しています。色は鮮やかな深い紫色で、黒スグリ、ブラッ
クベリー、カシス、スパイスに、スモークを感じる優雅な香りが特徴的です。柔
らかく豊かなタンニンと果実味あふれる味わいで、黒胡椒がアクセントになって
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 

アペレーション 9 

ワイナリー ムセスエステート 

ヴィンテージ 2017, 2018 

色 赤 

品種 
カベルネソーヴィニヨン 40%, メル

ロー40%, シラー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  
こちらは深みのある紫の色をしているワインです。クロスグリやブラックベリ
ー、カシス、スパイス、香水を束ねた花束のような香りが魅力的です。口当たり
は滑らかで親しみやすく、黒胡椒が後味のアクセントとしてさらにこのワインを
引き立ててくれます。 

タイプ - ドライ・ミディアムボディ, 適温 - 16°C - 18°C 

おすすめの料理  
ジビエや仔羊などの赤身肉のローストや網焼き、ビーフシチュー、ハードタイプ
のチーズなど。 
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  クリソリトス・ホワイト 

Chrisolithos - White 

クリソリトスとはギリシャ語で金色の石という意味、葡萄が育つ肥沃な土壌がそ
の名の由来です。トロピカルでフルーティーな味わいのシャルドネと優雅でフレ
ッシュな特徴のギリシャのマラグジアをブレンドした鮮やかな淡いゴールド色の
ワインです。桃、メロン、パイナップルの力強い香りが印象的。複雑でバランス
の取れたミネラル感のある味わいです。また、しっかりとしたアルコールは強い
酸味によって支えられ、長い余韻が続きます。魚介類、特にオマール海老やイセ
エビ。鶏肉、豚肉、マイルドな味のヤギのチーズなどとお楽しみいただきたいワ
インです。 

このワインについて 

生産国 Greece (ギリシャ) 

地方 中央ギリシャ 

アペレーション Chrisolithos (金の石) 

ワイナリー ムセスエステート 

ヴィンテージ 2017, 2018(L), 2019 

色 白 

品種 マラグジア 50%, シャルドネ 50% 

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  
明るい麦わらのような色をした白ワインです。桃やメロンやパイナップルを含む
フルーティーアロマのような強い香りがあり、複雑でバランスのとれたミネラル
感のある味わいが特徴です。強い酸味がアルコールを支え、長い余韻を楽しませ
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   
魚介類、特にオマール海老やイセエビ。鶏肉、豚肉、マイルドなヤギのチーズ。 
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  クリソリトス・レッド 

Chrisolithos - Red 
 

クリソリトスとはギリシャ語で金色の石という意味、葡萄が育つ肥沃な土壌がそ
の名の由来です。メルロー１００％から作られた深みのある赤紫色が特徴の単一
品種ワインです。鼻から抜ける強烈なアロマは赤スグリなどの赤いフルーツや洋
梨などから来ています。更に黒系の果実やスパイスのフレーバーで、味わいはな
めらかなタンニンが特徴です。  

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 

アペレーション Chrisolithos (金の石) 

ワイナリー ムセスエステート 

ヴィンテージ 2015 

色 赤 

品種 メルロー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  
幻想的な深い赤紫色のワインです。強烈なフサスグリ、チェリー、洋梨などのフ
レッシュフルーツの香りをと共に、フルーツやスパイスや滑らかタンニンの味わ
いを楽しむことができます。出来が良く皆様に楽しんでいただける本格的なワイ
ンとなっています。フランス式に作られたメルローですが、ギリシャの魂を込め
て作られたものです。 

 タイプ - ドライ・フルボディ, 適温 - 16°C - 18°C 

おすすめの料理   
豚肉、トマトソースのパスタ、大トロの炙りなど。 
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  リスガリ (PGI - ティヴァ) 

Lisgari (PGI – Thiva) 

希少なブドウ品種ムータロを原料にした最上のブレンドです。ブドウ品種ムータ
ロはとても希少な品種で、中央ギリシャヘリコン山のふもとにあるアスクリ地域
のみで生育しています。ミューズエステートは、アタナシオス・ザッカリアスの
努力のおかげで、この品種を復活させた最初のワイナリーです。ブドウ畑は、標
高 450～550m、斜度 3～7％の斜面にあり、この地域特有の微気候の特徴は、冬が
寒く夏が高温となることにあります。ペルミソス川と呼ばれる小さな川もあっ
て、この地域は温暖な大陸性気候であると言えます。容量 225L の 2～3 年使用さ
れたオークの樽で 12 か月熟成し、次いで出荷前にボトルで 6 か月熟成します。長
期、10 年以上の熟成がおススメです。  

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 

アペレーション リスガリ 

ワイナリー ムセスエステート 

ヴィンテージ 2015(L) 

色 赤 

品種 
カベネソーヴィニョン 40％、メルロ

ー40％、ムータロ 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  
色調は深みのあるルビー色で、エッジは熟成の証であるブラウンを少し見ること
ができます。香りはプラムやネクタリンなどの色の濃いスモモ系やサワーチェリ
ーのジャム、黄色いリンゴを感じます。グラスをスワールさせることでヴァニラ
とピーマンの青い香りも感じることができます。味わいは辛口で、しっかりとし
た酸味があります。きめ細かいタンニンがきわめて豊富で、偉大なワインの風格
を感じます。アルコール度は中位で、強めのフルボディです。フレーバーは少し
シャイな印象はあるものの、ブルーベリーと黒コショウがあります。特筆すべき
は余韻で、ベリーやヴァニラに黒コショウの香りが長く続きます。 

タイプ - ドライ・フルボディ, 適温 - 16°C - 18°C 

おすすめの料理   
ローストした牛、仔羊、鴨などの赤身の肉やジビエ。しっかりとした味わいのチ
ーズにおすすめです。  
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  ムータロ (PGI - ティヴァ) 

Muhtaro (PGI – Thiva) 

ブドウ品種ムータロはとても希少な品種で、中央ギリシャヘリコン山のふもとに
あるアスクリ地域のみで生育しています。ミューズエステートは、アタナシオ
ス・ザッカリアスの努力のおかげで、この品種を復活させた最初のワイナリーで
す。ブドウ畑は、標高 450～550m、斜度 3～7％の斜面にあり、この地域特有の微
気候の特徴は、冬が寒く夏が高温となることにあります。ペルミソス川と呼ばれ
る小さな川もあって、この地域は温暖な大陸性気候であると言えます。容量 225L
の 2～3 年使用されたオークの樽で 12 か月熟成し、次いで出荷前にボトルで 6 か
月熟成します。長期、10 年以上の熟成がおススメです。   

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 

アペレーション ムータロ 

ワイナリー ムセスエステート 

ヴィンテージ 2018 

色 赤 

品種 ムータロ 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  
色調は濃いルビー色で、エッジは若いワインと特徴である紫を見ることができま
す。香りはブルーベリー、野趣あふれる大地の香り、スパイス、ラズベリーを主
体に黒コショウのほのかな香りが複雑に絡み合っています。味わいは辛口で中位
の酸を感じます。きめ細かいタンニンは程よい量があり、なめらかです。アルコ
ール度は中位でフルボディです。フレーバーはアメリカンチェリーやヴァニラを
感じることができます。大変長い余韻があり、偉大なワインの風格を表現してい
ます。 

タイプ - ドライ・フルボディ, 適温 - 16°C - 18°C 

おすすめの料理   
ロッシーニソースなどのしっかりとした味わいの肉料理やジビエ。熟成したチー
ズにおすすめです。 
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