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コート（丘陵地）の魅力――ブライ & ブライ-コート ド ボルドーとコート ド ブール 
シャトー モンデジール ガザンは、1990 年にマルク 

パスケがオーナーとなって以来、30 年にもわたり素晴

らしいワインを生産し続けています。ワイナリーの名前

は畑の２つの区画「モンデジール」と「ガザン」からと

られており、どちらも丘の斜面に位置しています。畑は、

ブライとブライ－コート ド ボルドー、コート ド 

ブールのエリアに位置しており、全て有機栽培で管理さ

れています。ワインのバックラベルには、有機認証の

ユーロリーフと AB マークを表示しています。 

この地域では、ブライ、カスティヨン等のエリアが認知

度を上げるために、一つのエリアとしてコート ド ボ

ルドーという名称を形成しました。ブライでは AOP ブ

ライ－コート ド ボルドーが新しく出来ましたが、赤

の上級クラスとして AOP ブライを残しています。また、

コート ド ブールは、元来知名度が高いエリアであっ

たためこれに属さない方針を取っています。マルク パ

スケはこの２つのエリアのトップ生産者として知られ

ており、ヒュー ジョンソンの『ポケット ワインブッ

ク 2019』では、ブライ コート ド ボルドーのトッ

プとしてモンデジール ガザンが、コート ド ブールのトップとしてオー モンデジールがそれぞれ掲載されています。フラン

スのワインガイド『ベタンヌ＋ドゥソーヴ 2019』では、2 ッ星（オーガニック）として掲載されるなど、常に高く評価され続け

ています。 

 

オーナーのマルク パスケと妻のロランス 

 

ブライ 

ブライ－コート ド ボルドー 

A.C.ボルドー 

コート ド ブール 
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写真家から一転、葡萄栽培とワイン醸造を開始 

オーナー兼醸造家のマルク パスケは、パリで活躍するカメラマン

でしたが、いつかワイン生産者になることを夢見ていました。転機が

訪れたのは 1988 年のこと。彼がまだ 26 歳の時でした。シャトー 

オー マルビュゼで収穫を手伝った最後の日に「ここに居たい！」と

オーナーのアンリ デュボスクに願い出たところ、そのままセラー

に雇われることとなったのです。オー マルビュゼで経験を積みな

がら、いくつものシャトーを見て回っているうちに、「ボルドー 

シュペリュールよりはっきりしたワインを自分で造りたい」と思う

ようになり、1990 年、シャトー モンデジール ガザンの 11ha を

購入することになりました。 
 
 

マルベックへのこだわりと情熱 

マルベックにこだわりを見せるマルクに理由を訊いてみたところ、「私がマルベックを選んだのではなく、土壌がマルベックを選ん

だ」と語ってくれました。マルベックは、ボルドーで古くから植えられていた伝統的な品種でしたが、フィロキセラ禍によって壊

滅的な被害を受けたことにより、栽培面積が激減してしまいました。「マルベックはメルロよりも難しい品種です。メルロは多くの

場所で育ちますが、マルベックは最適な場所を見つけてあげなくてはならないからです」。マルベックは気温が暑い年でも酸をキー

プしてくれるため、温暖化の解決策であり、将来的にとても大切な品種になると考えています。カオールのマルベックと比較する

と、スパイシーなアロマがあり、色も濃く、酸がしっかりとしていますが、アルコールは高くなりすぎない特徴があります。 
 
 

ブライ＆ブライ－コート ド ボルドーの畑 

○バルドン 3ha  

マルク パスケの所有する中で、特に素晴らしい葡萄が収穫出来る畑です。なだらかな斜

面になっているため水はけが良く、収穫前に雨が降っても影響は最小限に抑えられます。

木に囲まれており、鳥が畑の虫を食べてくれます。土壌は粘土石灰質で貝殻の化石も見受

けられます。2000 年に植樹しました（19 年樹齢）。ほとんどマルベックですが、丘の低い

場所にメルロも少し植えています。全ての畝に草をはやしてしまうとバランスが崩れると

考えているため、1 列おきに調整しています。植密度は 7400 本/ha と高く、これにより根

が競争するため葡萄樹 1 本あたりの収量が制限され、凝縮された葡萄が得られます。 
 

○ガザン 5.0ha  

マルク パスケは、「この畑に立てば、20 年前私がこの土地を買った理由が分かるでしょ

う。川に近い南向きの斜面で、潜在力は計り知れません」と語ります。下部の平地の葡萄

は主にスタンダードクラスに使用しています。粘土石灰質土壌で母岩は深く、葡萄の平均

樹齢は 50 年です。栽培されているのは主にメルロで、一部にマルベックも植えられていま

す。地中での根の競争を高めるため、一列ごとに草を生やしており、土の掘り返しを行っ

ています。 
 

○モンデジール 0.70ha  

シャトーのすぐ横に位置する畑です。粘土質石灰岩土壌で、南、南西向きの斜面にありま

す。スタンダードクラスのシャトー モンデジール（FB-172）は、この畑からのメルロを

主体として他の畑のメルロをブレンドしています。このワインは、弊社で輸入しているボ

ルドーワインの中でも、約 20 年もの間多くのお客様からご好評をいただき続けている稀有

な存在です。スタンダードクラスだからといって妥協することなく、一貫して有機栽培で

管理しています。 

 

コート ド ブールの畑 

○シャンタル ウェット（オー モンデジール） 1.8ha  

丘の頂上にある畑で、表土が 30～40cm と薄いため、母岩が地表に近く下層土の石灰岩に

根が触れています。畑は南北を向いており、これらの特徴により出来上がるワインは酸と

ミネラル感のあるものとなります。平均樹齢は 25～30 年で、植樹されている葡萄は 90％

メルロ、10％マルベックです。マルベックは古いもので樹齢 40～50 年のものもあります。

樹と樹の間は１m で、植密度は 5,500 本/ha です。枝は幹に近いものを残し、一つの枝に

2、3 房のみ残します。このエリアはジロンド川から来る風によって葉についた水分を吹き

飛ばすことができ、霜害を防げるといった利点があります。2019 年の 5 月、コート ド 

ブールの 1,000ha もの範囲に霜害による被害が及びましたが、この畑には被害がありませ

んでした。 
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醸造でのこだわり 

発酵タンクは円柱で横に広く、縦が短いものを使用しています。果帽が重なって分厚く

なるのを防ぐことが出来、果帽と果汁が接する面積を大きくとることで、ピジャージュ

の際深くまで沈める必要が無くなります。これにより、過度な抽出を避けることが出来

ます。アルコール発酵は 16℃でスタートさせ、30℃を超えないように注意しています。

酵母は、葡萄についている天然酵母を使用しています。発酵後のワインは、熟成用の樽

に入れますが、樽メーカーの個性や、樽を意識させる造りはしたくないと考えています。

そのため、新樽比率は 1/3 までとしています（トップ キュヴェのバルドンは例外）。

コート ド ボルドーは通常 12 ヶ月間熟成させますが、マルク パスケは、20～22 ヶ月

ほどと長めに熟成させます。「木樽熟成は、10 ヶ月目でトップに差し掛かり、12 ヶ月目

がピークです。樽香はそれ以上にはならず、かえって樽の個性が和らぎ、その後は調和

がとれて来ます。長期熟成によってワインはよりクリアになるため、濾過や清澄作業が

不要になります」とマルクは語っていました。亜硫酸塩はボトリング時のみ使用してい

ますが、いわゆるナチュラルワインがどんな味でも許されるとは考えていません。「あく

まで一番大切にしていることは味わいです」とマルクは語ります。 

サンテミリオンのシャトー ゴンテを売却 

マルクは、1997 年にサンテミリオンのシャトー ゴンテを購入し、2010 年までワイン造りを行っていました。現在、シャトーは

売却し、モンデジール ガザンの仕事に専念しています。サンテミリオンではなく、ブライとコート ド ブールという土地を選

んだマルクの情熱が感じられるエピソードです。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

シャトー モンデジール ガザン 

バルドン 2014 
Château Mondesir-Gazin Bardon 
 

ブライの単一畑「バルドン」のマルベックを

100％使用した、マルク パスケの情熱が感

じられるワインです。収穫した葡萄は 100％

除梗します。発酵はステンレスタンクで 30

度を超えないよう温度コントロールしなが

ら行います。「ボルドーだからピュアで繊細

なマルベックが育つと思った。カオールの、

より強いタンニンに対してバルドンのタン

ニンはしなやかさがある。もしブラインドで

カオールと飲み比べても、これはバルドン

だ、とすぐにわかるはず」と語るマルク パ

スケの表情には、このワインに対する自信が

伺えました。 
 
 赤・フルボディ   

国／地域等：フランス／ボルドー   

葡萄品種：マルベック 100% 

熟成：フレンチオーク（新樽 50％）で

20 ヶ月 

有機認証：ユーロリーフ、AB マーク 

 

 

■品番：FC-111 ■容量：750ml 

■JAN：4935919311113 

¥4,400(本体価格¥4,000) 

シャトー モンデジール ガザン 

ブライ 2012 

Château Mondésir-Gazin Blaye 
 

畑は、シャトー周辺の 1 ヶ所で、粘土質石灰土

壌です。AOP ブライは、AOP ブライ コート 

ド ボルドーに比べ、厳格な密植度や収量の制

限があり、熟成期間も長くしています。また、

最も樹齢の高い葡萄を使用し、集約感があり、

パワフルなスタイルに仕上げています。100％

除梗します。22 ヶ月フレンチオークの樽（1/3

新樽）で熟成させています。色濃く、しっかり

と凝縮しており、飲み応え抜群です。また、熟

成により、渋みも少しずつ柔らかくなりつつあ

りますが、抜栓後は 2～3 日かけてゆっくり飲

むか、デキャンティングするとさらに美味しく

飲んでいただけます。 
 
 赤・フルボディ  

国／地域等：フランス／ボルドー 

葡萄品種：メルロ 65％、マルベック 35％ 

熟成：樽（1/3 新樽）で 22 ヶ月 

有機認証：ユーロリーフ、AB マーク 
 
 
 
■品番：FB-593 ■容量：750ml 

■JAN：4935919215930 

¥3,630(本体価格¥3,300) 

マルベック 100％の挑戦 
単一畑「バルドン」の個性を表現 

格付けシャトーを目指してつくる 
マルク パスケ渾身のワイン 

AOP BLAYE 
MONDÉSIR-GAZIN “BARDON” & MONDÉSIR GAZIN 

AOP ブライ－コート ド ボルドーよりも厳しい基準をもつ上級クラス”AOP ブライ”からのトップ キュヴェ 
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オー モンデジール 2012 
Haut Mondésir 
 

丘の頂上にある畑で、表土は 30～40cm と浅く、その下は石灰

岩です。根が石灰岩まで伸びており、ブライよりミネラルが与

えられ、酸を持ったワインになります。畑は南北を向いていて、

ジロンド川から吹く風が葉についた水分を吹き飛ばすことによ

り、霜害を防ぐことが出来ます。樹と樹の間の土を掘り起こす

ことにより、防虫剤は必要としません。ひとつの枝に 2～3 房の

み残します。収穫は手で行い、収穫量は 40hL/ha に抑えていま

す。葡萄は収穫後、再度選別します。100％除梗します。20 ヶ

月樽（1/3 新樽）で熟成させます。心地良い香り、しっかりとし

てしかも滑らかなタンニンがあり、エレガントな味わいです。 
 
 赤・フルボディ  

国／地域等：フランス／ボルドー 

葡萄品種：メルロ 90％、マルベック 10％ 

熟成：1 年樽で 9～10 ヶ月 有機認証：ユーロリーフ、AB マーク 

品番：FC-204／JAN：4935919312042／容量：750ml 

¥3,080(本体価格¥2,800)   

表土が浅く根が母岩と触れる畑 
ミネラルと酸による骨格のある 1本 

シャトー モンデジール ガザン ブラン 2018 
Château Mondésir-Gazin Blanc 
 

収穫はすべて手摘み。ニューマティックプレス機で 2

時間半かけてゆっくりとプレスを行う。品種ごとにコ

ンクリートタンクにて低温（18 度）で発酵。樽香は過

剰ではなく、果実よりも花のアロマが感じられます。 
 

 白・辛口   

国／地域等：フランス／ボルドー／AOP ボルドー 

葡萄品種：セミヨン 55%、ソーヴィニヨン ブラン 45％ 

熟成：400ℓのフレンチオーク（新樽 15％）で 9ヶ月  

品番：FC-296／容量：750ml 

※価格はお問い合わせください。 

シャトー モンデジール ガザン 2015 
Château Mondésir-Gazin 
AOP ブライ－コート ド ボルドーからのメルロとマルベックをブレンドしたワインです。メルロは 20 年樹

齢、マルベックは 15～30 年樹齢です。栽培エリアは 3 か所で、北部は砂質、中部は粘土石灰質（シャトー周

辺）、東部は砂利（川に近いエリア）土壌となっています。豊かな果実味に程よい樽からのバニラ香、エキス分

が加わり、しっかりとした造りが感じられます。 

「デカンター 2018.6」で 90/100 点、「ル ギド アシェット デ ヴァン 2019」で 2/3 星。 
 

 赤・フルボディ  国／地域等：フランス／ボルドー  

葡萄品種：メルロ 80%、マルベック 20% 

熟成：フレンチオーク（新樽 25%)で 12 ヶ月  有機認証：ユーロリーフ、AB マーク 

品番：FB-697／JAN：4935919216975／容量：750ml      ¥2,970(本体価格¥2,700) 

   

“AOP ブライ－コート ド ボルドー”のファーストラベルとセカンドラベル 

シャトー モンデジール 2015 
Château Mondésir 
マルク パスケがつくるスタンダード キュヴェで、シャトー モンデジール ガザンのセカンドラベルです。

畑はモンデジールで、粘土質石灰岩土壌です。南、南西向きの斜面にあります。若い樹齢の葡萄を使っています。

100％除梗します。発酵はステンレスタンクでおこないます。ゆっくりと長く発酵が進むように、温度コントロー

ルします。発酵終了後（おおよそ 15 日後）、さらに 15 日もしくはそれ以上マセラシオンし、プレスします。き

れいな赤紫色、熟したベリーフルーツの香り、なめらかですがしっかりとしたタンニンが口中に広がります。 
 

 赤・フルボディ  国／地域等：フランス／ボルドー  

葡萄品種：メルロ 100%  熟成：コンクリートタンクで 18 ヶ月 

有機認証：ユーロリーフ、AB マーク 

品番：FB-172／JAN：4935919211727／容量：750ml   ¥2,200(本体価格¥2,000)   

唯一“AOP コート ド ブール”で造る飲み頃ボルドー 

AOP BLAYE-CÔTES DE BORDEAUX 
MONDÉSIR-GAZIN & MONDÉSIR 

AOP CÔTES DE BOURG 
HAUT MONDÉSIR 

待望のボルドー ブランが初リリース！ 

2 月中旬頃 限定 600 本入荷予定 


