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ギリシャの古代から続く土地には、神話、歴史、伝統が沁みわたっています。女神アテネにより授けられ、七千年の伝統が育ん

だオリーブの木が、最高級品質のオリーブオイルを産み出しました。ホメロスがかつて「黄金の液体」と呼んだ、まさしくその源で

す。これがEtesian Goldです。

オリーブから貴重な商品を生み出すこの錬金術は、エテジア（夏の間、エーゲ海一帯に吹く強い北風）によって、数千年かけて

磨かれてきました。ギリシャ一帯を吹きわたるエテジアは、夏の間、高い気温を、オリーブの栽培に適した理想的な温度にまで下

げてくれるのです。エテジアはギリシャのオリーブにとって神の恵みであり、次に、当社がこの恵みをあなたにお届けします。

エテジアが黄金の液体の源に恵みを与える
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The ancient lands of Greece are 
steeped in mythology, history and 
tradition. Olive trees bestowed 
by the goddess Athena, and 7000 
years of time-perfected tradition, 
combine to create premium olive 
oil of unsurpassed quality. This 
is the true source of what Homer 
called “liquid gold”. This is  
Etesian Gold.   

THE ETESIAN WINDS 
bless the source of liquid gold

This alchemy from olive to 
precious commodity has been 
enhanced for millennia by the 
Etesian winds. The winds sweep 
across Greece, cooling hot sum-
mer temperatures to an ideal level 
for cultivating olives. The Etesian 
winds are a blessing  on the olives 
of Greece, and it is this blessing 
that we now share with you.
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a legacy of cultivation 

BUILT ON RESPECT
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a legacy of cultivation 

BUILT ON RESPECT

Our land and our trees are our legacy,  and so we respect and nurture 
them. Our centuries-old Koroneiki olive trees – considered the world’s 
best variety – are given ample space to breathe and grow. Chemicals 
never taint the land, so our soil remains rich and pure. Unlike other 
olive oils, industrial efficiency and maximizing yield are not our goal. 
What we aim for, we have achieved – to produce uncompromising, 
outstanding premium olive oil, traditionally and naturally. 

私たちの土地と木は、私たちの遺産です。私たちはこの土地

と木を敬い育んできました。数世紀前から続く当社のコロネイ

キのオリーブの木は、世界的にも多様性があると見なされてい

て、広大な土地で呼吸し成長しています。化学物質が全く使

用されていない土地の土壌は、豊かで汚れていません。他の

オリーブオイルとは違い、作業の効率性や生産量の最大化が

当社の目標ではありません。当社が目指すところは、妥協を許

さない、伝統的なそして天然の、傑出した最高級オリーブオイ

ルの生産です。

敬意をもって築かれた栽培の遺産
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the artistry of 

A PRECIOUS 
HARVEST

Harvesting olives for oil involves both art and science. Picking the fruit 
gently yet quickly so that the olives can be milled within hours requires 
precision, skill and 
timing. But the art lies in knowing when the fruit is at their perfect ripe-
ness. Harvested too soon, and the olive oil is bitter. Too late, and the oil 
lacks depth of flavour. 

At Etesian Gold, our olives are selected carefully by hand and carried 
in baskets, never touching the soil and never coming in contact with 
anything that could compromise their taste. This ensures that our oil is 
produced only from protected, unblemished fruit at their height of sun-
ripened perfection. 

オイル用のオリーブの収穫には、技術と科学の両面が関係し

ています。オリーブは収穫後、数時間以内に圧搾されるため

に、優しくしかし素早く果実を摘み採らねばならず、正確なスキ

ルとタイミングを必要とします。しかしその技術は、果実が完熟

した最高のタイミングを知ることが土台となっています。収穫が

早すぎると、オリーブオイルは苦みが増します。収穫が遅すぎ

ると、深みある風味を欠いたオイルになります。

Etesian Goldのオリーブは、注意深く手摘みされカゴに入れら

れます。決して土に触れることはなく、風味を落とすものに接触

することもありません。当社のオイルは、太陽の下で果実が完

熟するまで傷つかないように守られた果実からのみ生産されて

います。

大切な収穫の職人技
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traditional 

GR ANITE-MILLED 
OLIVE OIL

We grind the olives with a millstone made of granite, as has been the 
tradition since olive oil was first created. From this crushed fruit we 
can choose to collect the finest olive oil of the crop, the Aristeleon. If 
not making Aristeleon, the olive paste is transferred to baskets, wherein 
it is pressed for its natural oil. It is standard practice in the production 
of olive oil to add water. We do not do this. Nothing is added during 
our processing, not even water, either hot or cold, as we wish to preserve 
the quality of our product. In this way, the oil retains its natural taste 
and purity. Throughout milling, we ensure, wherever possible, that 
only natural elements – stone and wood – touch the olives, so as to 
preserve the purity of our oil. 

The result is a superior, unadulterated golden-green olive oil.

当社では、花崗岩の石臼でオリーブを擦りつぶしていますが、

この方法は、初めてオリーブオイルが生産された時から続く伝

統的な方法です。この擦りつぶした果実から、最高のオリーブ

オイル、Aristeleonを抽出しています。Aristeleonを絞らない

場合、ペースト状のオリーブをカゴに移して圧搾し、天然オイ

ルを取り出します。生産過程で何かを足すことはありません。

一切水を加えず、また熱したり冷やしたりもせず、オイルの品

質を確保しています。このような方法で、オイルは自然な風味

と純度を維持しています。石臼で挽く時は、オイルの純度を守

るために、可能な限り石や木といった自然な素材しか、オリー

ブに触れないようにしています。

こうして、混じりけのない、緑色を帯びた黄金の最高級オリーブ

オイルを作り出しています。

伝統的な花崗岩の石臼挽きによるオイル
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Etesian Gold Pure Aristeleon is collected at the peak of flavour be-
fore even the first pressing. The large drops of oil that gather atop the 
ground olives are taken by hand as the paste rests in a special container 
for a period of 20 days. 

This allows the Aristeleon to hold on to an intense olive flavour that 
is seldom experienced by any but a few traditional Greek olive oil 
producers. Throughout the process, the Aristeleon is maintained at no 
more than 22° C.

Etesian Gold Pure Aristeleonは、一度目の圧搾前

の、風味が最高の時に集められます。地上のオリーブの木

から集められたオイルの大半は手で絞られ、そのペースト

は20日間、専用コンテナで寝かされます。

これにより、Pure Aristeleonは、数少ない伝統的な

ギリシャのオリーブオイル生産者以外はめったに味わう

ことができない、極上のオリーブの風味を保てるので

す。Pure Aristeleonは生産工程を通じて、22度以下に

保たれています。

ETESIAN GOLD 
PURE ARISTELEON

the cream of the olive

ETESIAN GOLD PURE ARISTELEON IS THE RAREST, MOST 

LUXURIOUS  PRODUCT THAT THE OLIVE CAN PRODUCE. ΙT IS THE 
CREAM  OF OUR SUPERIOR  OLIVES.  ΤHIS EXTRAORDINARY CREAM 

OF THE OLIVE IS A PRIVATE RESERVE  WE MAKE AVAILABLE ONLY 

BY SPECIAL ORDER.

オリーブの逸品

ETESIAN GOLD PURE ARISTELEON は非常に希少で、贅沢なオリーブオイルです。 

  最高のオリーブの一番いいところから作られます。                                                

希少価値の高い最高のオリーブは、特別注文にのみ使用するために、完全に分けて確保されています。
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Etesian Gold True Premium is our finest cold-pressed extra virgin 
olive oil. This oil maintains all the health and taste benefits one would 
expect from one of Greece’s 
finest fresh olive oils, far exceeding the global standards for ‘Extra 
Virgin Olive Oil’.

Our olive oil follows the same process for every grade we produce. 
After grinding, if we choose not to produce Aristeleon, the olive paste 
is transferred to traditional fibre baskets, in which it is pressed. Our 
True Premium extra virgin olive oil emerges after separation by gravity 
in the time-honored fashion from traditional sedimentation 
containers. This is a finely balanced non-filtered oil that delivers a 
complex, rich flavour. Our olive oil is maintained at no more than 22° C, meeting 

the highest standards for True Cold Extraction.

Etesian Gold True Premiumは、当社の低温圧搾絞りの最高級エキ

ストラバージン・オリーブオイルです。このオイルは、新鮮なギリシ

ャ産最高級オリーブオイルに望む、衛生面と風味における長所をすべ

て備えており、「エキストラバージン・オリーブオイル」の世界基準

を遥かに超えています。。

当社のオリーブオイルは、各グレードのオイルにおいて同じ工程に従

っています。Pure Aristeleonを生産しない場合、擦りつぶされた

後、ペースト状のオリーブは伝統的な植物繊維のバスケットに移され

て圧搾されます。伝統的な沈殿容器でじっくりと時間をかけて、重

力によって分離した後に、当社のTrue Premiumのエキストラバージ

ン・オリーブオイルが現れます。このようにろ過しない、複雑で豊か

な風味を持つ、バランスのとれた最高級オイルが完成するのです。当

社のオリーブオイルは、22度以下に保たれ、正真正銘の低温抽出で、

最高品質の基準を満たしています。

ETESIAN GOLD 
TRUE PREMIUM

non-filtered fresh extra virgin olive oil

ろ過しない新鮮なエキストラバージ

ン・オリーブオイル
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Etesian Gold Class ic Premiumは、高温で圧搾されていない

ため、ボディと風味がそのまま残る古典的な低温圧搾絞りのエ

キストラバージン・オリーブオイルです。当社の全オイルは、同

様の製法で抽出されるため、世界基準の「エキストラバージン・

オリーブオイル」とは一線を画しています。

当社のClassic Premiumのオイルは、必ず22度以下の低温ろ

過により、細心の注意を払い抽出されているので、なめらかで

独特の風味をお届けできます。

ETESIAN GOLD
CLASSIC PREMIUM

伝統的な低温圧搾のエキス
トラバージン・オリーブオイル

Etesian Gold Classic Premium is also a classic cold-pressed extra virgin 
olive oil which maintains its body and flavour because it never suf-
fers the stress of high temperatures, the same reason all of our oils far 
exceed the global standards for ‘Extra Virgin Olive Oil’.

Our Classic Premium oil delivers a smooth, unique flavor, as it is ex-
tracted with the utmost delicacy through the use of cold filtration, never 
rising above 22° C. 

traditional cold-pressed extra virgin olive oil
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ETESIAN GOLD 
PREFERRED R ANGE
Our Preferred Range is comprised of an exceptional selection of olive oils produced using modern methods, 

while maintaining the highest standards of quality and flavour. These genuine extra virgin olive oils are 
produced in Greece, the traditional home of olive oil, using the finest olives available.

当社の人気の高い商品では、品質と風味は最高水準を維持しつつ、現代的な製法を用いて製造された

厳選のオリーブオイルを取り揃えています。これら本物のエキストラバージン・オリーブオイルは、オリーブ

オイルの伝統的な原産地であるギリシャ産で、極上のオリーブを使用しています。

ETESIAN GOLD ORGANIC

Etesian Gold Organic is pressed from the finest olives grown, nurtured 
and harvested on the island of Crete. This special oil maintains the 
highest standards of organic growing, and offers a rich taste, both of 
which reflect our sense of responsibility for our environment.

Etesian Gold Organicは、クレタ島で育まれ成長し、収穫された最高

のオリーブを圧搾しました。有機栽培の高い水準を達成したこの特

別なオイルは、豊かな味わいをお届けします。厳しい基準を満たし

つつ、同時にこの味わいをお届けできるのは、環境に対する当社の

責任感の証です。

Etesian Gold Sitia Choice is nurtured and milled in Sitia, Crete, and 
enjoys Protected Designation of Origin (PDO) status. This premium 
olive oil has a distinctive flavor and robust aroma for which the ancient 
region of Sitia is known, born of an ideal climate and soil for growing 
olives.

Etesian Gold Sitia Choiceは、クレタ島のシチアで育まれ擦りつぶされ

て、原産地名称保護の認定 (PDO) を受けています。際立った風味と

芳香が特徴の、この最高級のオリーブオイルは、オリーブの成長には

理想的な気候と土地から生まれました。その原産地シチアは、古代か

らオリーブで有名な地域です。

ETESIAN GOLD SITIA CHOICE 

 ETESIAN GOLD NATURAL

 Etesian Gold Natural Olive Oil comes from the island of Crete, where 
we grow and harvest the finest variety of olives to produce top quality 
oil. With its distinctive flavour and pure aroma, this olive oil truly lives 
up to its name with uncompromising quality.

Etesian Gold Naturalのオリーブオイルはクレタ島産で、当社がさまざま

な品種の優れたオリーブを栽培および収穫し、最高品質のオイルを生

産している土地です。格別な風味と混じりけのない香りを持ち、妥協を

許さない品質を誇る、その名にふさわしいオリーブオイルです。

cultivated exclusively with respect to tradition 
伝統に忠実に基づき栽培 

PDO protected designation of origin Sitia, Crete
原産地名称保護 (PDO) クレタ島シチア

 genuine extra virgin olive oil
 正真正銘のエキストラバージン・オリーブオイル
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experience the finest traditional 

GR ANITE-MILLED 
OLIVE OIL 

experience Etesian Gold

The finest olive oil is like fine wine. The weather, the sun, the soil, the 
trees themselves act differently each year, conspiring to produce beau-
tiful, subtle variations 
in taste each growing season. So while you can always expect the same 
refined taste profile from every crop, you also have the joy of discover-
ing distinct undertones each year.

We at Etesian Gold are proud to have produced one of the best olive 
oils from Greece, the true source of traditional premium extra virgin 
olive oil. We are also proud to share Etesian Gold with you. If you are 
interested to learn more about our stringent ecologically friendly op-
erations, or to secure Etesian Gold premium olive oils, please contact 
us at your convenience www.etesiangold.com.

最高級のオリーブオイルは、上質なワインに似ています。天候、太陽の日

差し、土、オリーブの木が、毎年、それぞれ役目を果たし、季節ごとに成長

しながら、美しく繊細な変化を共に作り出しているのです。ですから、毎年

の収穫からいつもと同じ精製された風味を期待することも可能ですが、その

年ごとに微妙に違う特徴を発見する喜びもあるのです。

当社はEtesian Goldにおいて、伝統的な最高級エキストラバージン・オリ

ーブオイルの真の起源である、ギリシャ産の最高のオリーブオイルを生産し

ていることに誇りを持っています。自信を持って、Etesian Goldをあなたに

お届けします。当社の環境に配慮した厳格な製造作業について詳しく知り

たい、あるいはEtesian Goldの最高級オリーブオイルを確実に入手したい

場合は、お気軽にご連絡ください。(www.etesiangold.com)

伝統的な花崗岩の石臼挽き、最高級オリーブオイルを味わ

う。Etesian Goldを味わう。
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ETESIAN GOLD
2-4, Mesogeion Ave., 115 27 Athens, Greece
T. +30 210 7454669, F. +30 210 7454300 M. +30 694 1616769
info@etesiangold.com, www.etesiangold.com


