




ARKÈ はすべての起源です。土地、太陽、伝統への敬意、愛情、そして情熱が ARKÈ です。オリジナリティとこ
の環境が完璧なハーモニーを奏でるこの場所で最高のオイルを求め続けるのが ARKÈ なのです

ARKÈ と自然

Arkè is the beginning, the fundamental element from which everything originates. Arkè is the sun and the soil. 
It is the respect for traditions, it is love and passion. Arkè is continuous research to create a higher quality olive 
oil, where typical flavours perfectly match with the local territory. 





祖父母がセッラディファルコ近くの田園地帯で挑戦を始めて以来、3世代にわたり、オリーブの栽培とオリ
ーブオイルの生産を行っています。
戦後の1945年に購入したこの新しい土地に、祖父母は記念として1本のオリーブの木を植えます。この絆と
受け継がれてきた情熱と共に新たな歴史を築いていくのです。

歴史

Our family has dedicated itself to the olive cultivation and the oil production for three generations. Our
grandparents started their adventure in the lands near Serradifalco, realizing in that moment their vocation and 
the potential of the territory. At their arrival to the new farmlands, bought after the war of the 1945, they planted 
an olive tree as a symbol of their beginning. From this indelible link and the inherited respect, we started to 
write a new story that shares the same values and the same passion as our grandparents. 

当社は、シチリア島の中心部、地中海から数キロ離れた場所にあります。ARKÈ は歴史であり、家族の歩み
です。かけがえのないもので、魅力的です。素晴らしい土地こそが、ARKÈ なのです
“We are located in the heart of Sicily only a few kilometers from the Mediterranean sea. Arkè is its history,
the history of the family. It is values and charm. Arkè means working in an amazing territory.” 

OUR STORY

すべての始まりであるセッラディファルコ近くの土地からスタートし、時間をかけて、周辺地域を調べること
で、再現することのできない素晴らしい特徴を発揮する土壌、品種、日当たり、微気候を発見しました。粘土
質の土壌と砂質および石灰質の土質は、Arkè IGP Sicilia、Arkè、Arkè Bioの 4 種類のエクストラバージンオリ
ーブオイルの生産にいい刺激をもたらしています。

価値、人、そして土地

Starting from the lands near the town of Serradifalco, where everything began, we extended our research to 
the neighbouring areas to discover soils, varieties, exposures and microclimates able to express the characteri-
stic of an unrepeatable uniqueness. Loam soils, sandy soils and chalky soils have been the inspiration for the 
creation of our four extra virgin olive oils: Arkè PGI Sicily, Arkè, Arkè Bio and Kora.  

VALUES, PEOPLE AND TERRITORY



まだ暑いシチリアの夏の日、オリーブの実は今でも手作業で収穫されます。搾油場までは、実を傷めないよ
うに換気の良いケースで運ばれます。オリーブの品種によって収穫時期を決定し、実の選別には注意を払
い、過酷な作業を丁寧にこなすことで、質の高い繊細なオイルができるのです。

ARKÈ のオリジナリティ
UNIQUENESS SEALED BY ARKÈ 

In the long days that prolong the Sicilian summer, we still pick the olives manually and then we put them in low 
and well-ventilated containers in order to avoid them warming up. In this way we make sure the olives arrive 
undamaged and intact to our company mill. The choice of the best time of picking, always respectful of the 
different olive varieties, the attention in the selection of the best fruits and the hard work of men and women 
contribute to the success of the delicate production of our high quality extra virgin olive oil.



オリーブの収穫が行われている時期、搾油場
が止まることはありません。昼夜を問わず、多
くの農家で行われる収穫を管理し、最高のタ
イミングで収穫されたオリーブを回収し、収穫
から12時間以内に搾油と冷間加工が行われ
ます。
オリーブオイルの混じりけのなさを維持でき
る環境の中、スチール製の貯蔵庫の中で自然
に濁りが沈殿するのを待ちます。温度を管理
し (18℃)、光を遮ることで、オイルの変質を防
ぎ、本来の特徴と風味を発揮します。 

ARKÈ では、スタッフがひとつずつ赤の封蝋を
施すことで、本来の価値をそのままボトルに
閉じ込めています。

During the olive harvest, the mill never stops. 
Day and night we supervise the harvest that is 
conducted over several farms. With care and 
attention we manage the picking ensuring the 
olives get processed within 12 hours from the 
harvest operating a continuous cycle cold-mil-
ling. Our extra virgin olive oils are stored in an 
environment able to preserve the natural genui-
neness where the sediments naturally settle 
down at the bottom of our steel silos. Thanks to 
the temperature monitoring (18°C) and the 
absence of light the olive oil remains so unalte-
red that it best expresses the character and the 
passion from which it was produced.

Every "man" of Arkè works in a way that each 
bottle brings the values at the basis of its 
production signed manually by the red Arkè 
seal. 



ARKÈ BIO
単一品種 : モレスカ種 100％
生産地域 : サン・カタルド、ピエトラペルツィーア、バッラフランカ (シチリ
ア中部) 460 m s.l.m..
収穫 : 10月10日から11月15日の間、香り成分と抗酸化成分を最大限に
引き出すため、中熟の状態で手作業による収穫
搾油 : 収穫から12時間以内に冷間圧搾法にて抽出
貯蔵 : 温度管理 (18℃) されたステンレス製貯蔵庫内で自然沈殿
ノート : 完熟トマトやアーティチョーク、ハーブのアロマが強く、しっかり
としてエレガントな香りです。最後に、アーモンドとセージの優しい存在
感をもたらします。 苦みと辛みの最高のバランスを作り出す調和の取れ
た作りで、非常に柔らかい風味が特徴です。最後にフルーツとピスタチオ
に包みこまれるような風味が残ります。
容器 : ボトル入り 0.1 リットル、0.25 リットル、0.5 リットル、0.75 リットル 
/ 缶入り 2 リットル、3 リットル、5 リットル

Monovariety: Moresca 100% from Organic Farm.
Production Area: San Cataldo, Pietraperzia, Barrafranca (central Sicily) 
460 m a.s.l..
Harvest: hand-picking mid-way through the ripening period in order to 
preserve and exalt the antioxidant and aromatic characteristics, from Octo-
ber 10th to November 15th.
Crushing: continuous cycle cold-milling process within 12 hours from the 
harvest.
Storage: natural settling (without filtering) in steel silos in storage room 
with temperature monitoring (18°C).
Organoleptic Notes: Olfactive profile featured by sharp and elegant 
traits presenting evident flavours of ripe tomatoes, artichokes and herbs. In 
the aftertaste it offers delicate smells of almond and sage. When tasted, the 
results are definitely soft, in its harmonious structure which perfectly descri-
bes the bitter piquant balance. In the end of the tasting you are embraced 
by a sensation of fruit and pistachio.
Size: bottle 0,1 l, 0,25 l, 0,5 l, 0,75; can 2 l, 3 l, 5 l 



Arkè Bio は、モレスカ種のオリーブオイルのみで作られた単一品種エクストラバージンオリーブオイルで
す。鉄分豊富な赤みがかった砂質の土地で栽培された同社の主力製品です。この土地では、エレガントな
風味と最高のバランスのオリーブオイルが栽培されます。  

Arkè Bio is a single variety extra virgin olive oil produced from “Moresca” olives and it represents Arkè 
diamond point. It's cultivated in reddish, ferrous, sandy soils. These soils give elegant and excellently balanced 
flavours. 



Arkè の「IGP SICILIA」は、シチリア島の土壌、その伝統と文化の統合を表しています。 
海の青に嵌め込まれた平原、山、丘が連なる色と風景、シチリア島の確固たる価値から生まれるオイルで
す。 

Arkè “PGI SICILIA” represents the synthesis of Sicilian territory, tradition and culture. It grows from the solid 
values of the island, from the landscapes and colors interweaving plains, mountains and hills, nestled in the 
blue sea. 



ARKÈ IGP SICILIA
品種 : チェラスオーラ種 40％、サンタガテーゼ種 40％、ビアンコリッラ種 
20％ (IGP 認証)
品質認証 : IGP シチリア (シチリア地理的表示保護制度) 認証
生産地域 : セッラディファルコ、デーリア、カルタニセッタ (シチリア中部)  
500 m
収穫 : フルーティーさを高め、長期にわたる風味と構造を支えるため、初
期の段階で手作業による収穫10月1日から11月2日まで 
搾油 : 収穫から12時間以内に冷間圧搾法にて抽出 
貯蔵 : 温度管理 (18℃) されたステンレス製貯蔵庫内で窒素を使った自
然沈殿
ノート : リンゴのゴールデンデリシャスとアーモンド、アーティチョークを
感じさせる完熟トマトの柔らかく包み込むようなアロマが広がります。
しっかりとした味わいで、苦みと辛みのバランスが特徴です。あと味は香
りが残り、甘いフルーツをイメージするような心地よさです。
容器 : ボトル入り 0.1 リットル、0.5 リットル / 缶入り 2 リットル、5 リット
ル;

Varieties: Cerasuola 40%, Santagatese 40%, Biancolilla 20% - PGI Sicily 
Certification (Protected Geographical Indication mark of Quality). 
Mark of Quality: PGI Sicily certification - Protected Geographical 
Indication SICILY certified by the Regional Committee.
Production Area:  Serradifalco, Delia, Caltanissetta (central Sicily).
500 m a.s.l. 
Harvest: Early hand-picking to enhance aromas and give a long-lasting 
quality. From October 1st to November 2th.
Crushing: continuous cycle cold-milling process within 12 hours from the 
harvest. 
Storage: natural settling in stainless steel silos topped with nitrogen inert 
gas and stored in temperature controlled rooms (18 °C). 
Organoleptic Notes: Wide olfactory range to the nose: an explosion of 
soft and enveloping aromas. Initial flavours of ripe tomatoes stand out, 
followed by golden apple, almond and delicate artichoke notes. Powerful 
and lively to the taste. A majestic and well-proportioned structure pleases 
the palate with a perfect balance in its bitter and spicy persistence ending 
with a pleasant sweet fruit notes.
Size: bottle 0,1 l, 0,5 l, can 2 l, 5 l



ARKÈ
品種 : トンダイブレア種 40％、ノチェッラーナ・デル・エトナ種 30％、ジャ
ラッファ種 30％ 
生産地域 : サン・カタルド、セッラディファルコ、デーリア、カルタニセッタ 
(シチリア中部) 600 m
収穫 : 10月15日から11月20日の間、香り成分と抗酸化成分を最大限に
引き出すため、中熟の状態で手作業による収穫 
搾油 :  収穫から12時間以内に冷間圧搾法にて抽出 
貯蔵 : 温度管理 (18℃) されたステンレス製貯蔵庫内で自然沈殿
ノート :  しっかりとした香りで、グリーントマトの風味の後に広がる刈り
取られたばかりの緑のニュアンスが特徴です。さらに、茄子とリンゴのゴ
ールデンデリシャスを感じさせるインパクトのあるオイルです。 
口の中でゴージャスに広がり、エレガンスとバランスに優れています。苦
みと辛みのバランスがよく、満足のいく軽い構造を完璧にサポートしてい
ます。あと味は長く、香りが続きます。
容器 : ボトル入り 0.1 リットル、0.25 リットル、0.5 リットル、0.75 リットル 
/ 缶入り 2 リットル、3 リットル、5 リットル

Varieties:  Tonda Iblea 40%, Nocellara dell’Etna 30%, Giarraffa 30%. 
Production Area: San Cataldo, Serradifalco, Delia, Caltanissetta (central 
Sicily) 600 m a.s.l..
Harvest: hand-picking mid-way through the ripening period in order to 
preserve and exalt the antioxidant and aromatic characteristics, from Octo-
ber 15th to November 20th. 
Crushing:  continuous cycle cold-milling process within 12 hours from the 
harvest.
Storage: natural settling (without filtering) in steel silos in storage room 
with temperature monitoring (18°C).
Organoleptic Notes:  The olfactive density is characterized by a definite 
nuance of green tomato accompanied by an intense sensation of freshly cut 
grass; vivid remembrances of aubergine and golden apple follow. At taste, 
it results simply magnificent with its great elegance and equilibrium. Well 
balanced in its bitter and spicy sensations, perfectly calibrated to support an 
agile and satisfying structure. The after taste is harmonious and lingering. 
Size: bottle 0,1 l, 0,25 l, 0,5 l, 0,75; can 2 l, 3 l, 5 l 



私たちのオイルの中で、最初に誕生したのが、Arkè です。その土地に深く結びついており、その個性がはっ
きりしているオイルで、強度と濃さを作り出す中程度の粘土質の土壌で栽培されています。
Arkè is the first born among our oils. It is so genuinely bound to the territory that it becomes an expression of 
its identity. It is produced from mid-mixture loam soils that give intensity and strength. 



Koraは、シチリア南部にある遺跡「神殿の谷」から遠くない場所で栽培されており、その　名前はギリシャ
神話のコレーに由来しています。土壌は丸みと甘さを作り出す石灰質で、非常に繊細な香りが特徴です。

Kora draws inspiration from the Greek myth of Kore which is perfectly linked to the places not far from the 
Valley of the Temples. Calcareous soils give roundness and sweetness as well as an olfactory impact of great 
finesse. 



KORA
品種 : ノチェッラーナ・デル・ベリーチェ種 50％、チェラスオーラ種 30％、
ビアンコリッラ種 20％ 
生産地域 : アグリチェント県 (シチリア南東部) 380 m 
収穫 : 10月1日から11月10日の間、香り成分と抗酸化成分を最大限に引
き出すため、中熟の状態で手作業による収穫 
搾油 : 収穫から12時間以内に冷間圧搾法にて抽出
貯蔵 : 温度管理 (18 ℃) されたステンレス製貯蔵庫内で自然沈殿
ノート : 力強く、エレガントな香りが印象的です。幅広いフローラルとアー
モンドのノートとハーブをイメージさせるしっかりとした印象的なオイル
です。  
表現力に富んだ個性ある味わいです。堂々としたバランスのとれた作り
で、口の中でフルーティーに広がり、しっかりと味わいが持続します。
容器 : ボトル入り 0.1 リットル、0.25 リットル、0.5 リットル、0.75 リットル 
/ 缶入り 2 リットル、3 リットル、5 リットル

Varieties: Nocellara Del Belice 50%, Cerasuola 30%, Biancolilla 20%. 
Production Area: Agrigento area (South-eastern Sicily) 380 m a.s.l..
Harvest: hand-picking mid-way through the ripening period in order to 
preserve and exalt the antioxidant and aromatic characteristics, from Octo-
ber 1st to November 10th. 
Crushing: continuous cycle cold-milling process within 12 hours from the 
harvest.
Storage: natural settling (without filtering) in steel silos in storage room 
with temperature monitoring (18°C). 
Organoleptic Notes: The smell is characterized by energy and elegan-
ce. It contains resolute sensations recalling herbs, accompanied by a wide 
range of flower and almond marks. The taste is unique for its expressive 
power. A majestic and well-proportioned structure pleases the palate with 
fruity sensations that advances in a lingering and delighting persistent taste.
Size: bottle 0,1 l, 0,25 l, 0,5 l, 0,75; can 2 l, 3 l, 5 l 



ARKE’はこれまでの経験の中で、よりシチリアとそのさまざまな姿を楽しませてくれるフレーバーと出会っ
てきました。アロマやスパイス、柑橘果実が、素朴で材料の味わいを楽しむ伝統のお料理にぴったりです。
庭にあるレモンの木の香り、唐辛子のスパイシーな香り、咲き誇るアーモンドの木の香りからロースマリー
の香りまで、幅広く取り揃えました。

フレーバーオイル 

Among the experiences of Arkè there is also the meeting with the more reminiscent flavours of Sicily and its
thousand sides. We have been inspired by traditional Sicilian dishes that are simple but unique for their ingre-
dients and enhanced by flavours, spices and citrus. The story of an experience that ranges from the citrus notes 
of "gardens" of lemons to the spicy hints of hot pepper, from flowering almond trees up to the aromatic sensa-
tions of our rosemary.

THE ARKE’ FLAVOURED OLIVE OILS 

このシリーズから、レモンと唐辛子とローズマリーとオレンジ
とハーモニーのフレーバーオイルができました。Arkè の各種
フレーバーオイルは、当社のエクストラバージンオリーブオイ
ルに天然材料をインフュージョンしています。
容器 : ボトル入り 0.10 リットル、0.20 リットル、0.10 リットル x 
5本セット

The Arkè Flavoured Oils were born out of this trip through Sicily: 
Orange, Lemon, Hot Pepper, Rosmarin, Armònia All the Arkè 
flavoured olive oils are obtained by natural infusion of our 
unique blend of extra virgin olive oil with ingredients able to exalt 
each fragrance.
SIZE : bottle 0,1 l and gift box 5bottles x 0,1 l; bottle 0,20 l 





オイルの色と濁りは、正しい官能検査に影響を与えるも
のではなく、その純度や品質を証明する要素とは見なさ
れていません。実際、公式の官能検査では特殊な青のグ
ラスの使用が規定されており、テイスティング担当者が
視覚による情報に影響されないように配慮されていま
す。広く信じられているのとは異なり、緑の濃いオイルや
濁りの強いオイルだからといって、より濃いオイルや純
度が高いオイルというわけではないのです。

見た目

The colour and the turbidity of an extra virgin olive oil are 
not indicators of the oil’s flavour or of its quality. In fact 
they are not addressed during a sensory assessment. 
According to the International Olive Council (COI), the 
glasses used in a scientific assessments are specific blue 
glasses that obscure the colour of the oil in order to 
prevent the tester from having preconceptions about the 
flavour of the oil before actually smelling or tasting it. 
Contrary to the common belief, a dark green and cloudy 
olive oil doesn’t necessarily mean it is a robust and genui-
ne oil. 

VISUAL PERCEPTION 

“TALÌA”

詳しくはこちら
Get more information

www.olioarke.it/jp/faq



嗅覚検査は、官能検査で最初に行われる項目です。サン
プルを入れたグラスを片手で支えるように持ち、理想的
な 28℃ までオイルを温めることで、アロマ成分が広が
ります。そして、もう一方の手でグラスを覆いアロマの拡
散を抑えます。次に、グラスを鼻に近づけ、香りの強さや
フルーティーさ、さらにより複雑なスパイスのノートや
欠点などを素早く感じ取ります。花の香りか草の香りか、
グリーンオリーブの香りか完熟オリーブの香りか、これら
の情報からは、収穫時期やオリーブが正しく貯蔵されて
いたか、搾油システムやその温度、さらにはオイルが適
切な状態で保管されていたかが分かるのです。

香り

Sensory evaluation starts with the olfactory analysis. The 
assessment begins holding the glass in one palm in order 
to warm the extra virgin olive oil sample until the ideal 
temperature of 28°C. The other hand covers the glass 
while swirling the olive oil to release its aroma. After that, 
uncover the glass and immediately inhale deeply from the 
top of the glass to perceive the olive fruit aroma (fruiti-
ness), the flavour intensity, the other specific positive 
attributes and the possible presence of flavour defects 
(negative characteristics). Flavours described as floral and 
grassy, smell of unripe (green) or ripe olives are indicators 
of proper harvest time, proper handling of olives during 
harvest (fresh fruits), not prolonged storage prior to 
milling, correct milling conditions (sanitary equipment, 
cold temperatures), and proper storage after milling.

OLFACTORY PERCEPTION 

“SCIAURÌA”

次は、少量のオイルを口に含み、口から息を吸い込
み、鼻から息を吐き出す (吸い込む) ことで行われる
テイスティングです。このテクニックでは、鼻で感
じる感覚とフルーティーさをチェックします。さら
に、官能検査の基本要素である苦味や辛さ、オイル
に含まれるポリフェノール (抗酸化物質) 、トコフェ
ロール (ビタミン E)、そしてオレウロペインの有無な
ど、重要な情報と特長を感じ取るのです。一般的に
、酸度を辛みと思い込み、欠陥として誤って認識さ
れることがあります。しかし実際、この酸度が味覚
で認識されることはなく、研究所で決定されます。
むしろ、辛みと苦みの強いオイルは最適な時期に収
穫された健康的なオリーブから作られたもので、そ
の酸度は低い傾向にあります。そして、フルーティ
ーさと苦味に辛みのバランスが取れているほど、オ
イルの官能検査は高くなるのです。

風味

The second step is the tasting of the oil by slurping.  his 
step consists in sipping a small amount of extra virgin olive 
oil into the mouth while “sipping” some air as well. 
Slurping will confirm the fruitiness and the other characteri-
stics perceived first by the nose. This technique will reveal 
additional attributes as bitterness and pungency. These 
are two parameters of quality due to the presence of 
healthy polyphenol content (antioxidants), tocopherol 
(vitamin E) and Oleuropein which are indicators for an 
overall  evaluation  of high quality. Most consumers incor-
rectly associate the pungency with acidity considering 
these characteristics as defects. The acidity can only be 
determined by chemical analysis. Generally, stronger 
pungency and bitterness are related to very low acidity 
because they are proof of an extra virgin olive oil produ-
ced from healthy olives picked at the right time using the 
correct techniques for collecting, milling and storing. 

TASTING

“TASTA”



Arkè は、「環境」こそが、最も大切であり、再現することのできない資源であることを認識しています。だから
こそ、再生可能エネルギー資源を利用して、環境保全と保護に取り組みます。
当社では、2008 年に 20 Kw、2012年には 40 Kw の2つの太陽光電池システムが稼働しており、必要とする
年間エネルギーの 100％ をまかなっています。

環境と ARKÈ
ARKÈ FOR THE ENVIRONMENT

Arkè is aware that the territory is its most important and unique resource. For this reason we preserve and 
protect our territory by drawing on sustainable energy resources. The company has implemented two photovol-
taic installations totally integrated with our facilities and capable of satisfying 100% of the whole production 
cycle’s energy requirements: the first one of 20 Kw installed in 2008; the second one of 40 Kw installed in 
2012. 



1年で大気中に放出される二酸化炭素 36,960 
kg が削減されました

36.960 kg

システムの全寿命を通じて大気中に放出され
る二酸化炭素 739,200 kg が削減されました。

739.200 kg

1年で 15,708 kg に相当する石油の節約を実
現しました。

15.708 kg

システムの全寿命を通じて 314,160 kg に相当
する石油の節約を実現しました。 

314.160 kg

Arkè と自然は、土地と当社製品同様、切っても切り離せない関係なのです。 
“Arkè and Nature is a tie as unbreakable as the one that binds this territory and our products”. 

less Carbon dioxide pollute the environment 
every year.

A total of 739.200 kg of CO2 since the plant 
installation. 

Sustainable energy resources have allowed us to 
avoid using 15.708 kg of oil per year.

of oil saved since the plant installation. 
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