
シャトー デ ゼサールの

美しいメルロ。 

常に挑戦を続けるパスカル

は会う度に名言を残す。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「自分では良いワインを造っていると信じていたけれど、 
実際には全く造っていなかった。そうではないと気づいたんだ」 

シャトー デ ゼサールはベルジュラックで 1929 年からワイン造りを行なう生産者です。オー

ナーで醸造家、世界市場への販売担当も兼ねるパスカル キュイセは、ベルジュラックの持つポテ

ンシャルを信じて挑戦し続け、素晴らしいワインの生産者として世界的に知られるようになりまし

た。パスカルは情熱にあふれ、時には豪快な物言いのオープンマインドな人物で、「私の工場は外に

ある！」、「畑に足を踏み入れなくなったときが、私がワイン造りをやめるときだ」、「私たちは、一

つのものに縛られるのではなく、品質の為に良いと思ったものは全て取り入れている」等、「パスカ

ル語録」として親しまれるほど数々の名言を生んできました。シャトー デ ゼサールのワインは

コストパフォーマンスの高さで知られていますが、それは「マイナーな産地だから価格が安い」の

ではなく、「常に品質向上に挑戦し続けている」ためだと言えます。これについてパスカルは、ある

事件がきっかけになっていると言います。「自分では良いワインを造っていると信じていたけれど、

実際には全く造っていなかった。そうではないと気づいたんだ」。 
 

 
 

「畑で食べたメルロは、私のワインの味。そういうワイン造りがしたい」 

1990 年にボルドーのシュヴァル ブランの畑に行った時、そこで葡萄の実を食べて驚いたそうです。

「メルロの果実味にブラックチョコレートの風味……いったいなんだこれは！」と圧倒されてしまっ

た彼は、帰ってきて自分の畑のメルロを食べてみたところ「甘い葡萄だ……」、ただそれだけしか感じ

なかったそうです。しかし、それに気づいたことがすべての始まりでした。こうして、「品質は畑にあ

り」という信念が生まれました。シャトー デ ゼサールでは現在、自社で所有する葡萄畑は約 60ha

となり、毎年のように新たな品種を植えています。近年では新しくマルベックやソーヴィニヨン グ

リ、ピノ ノワールの栽培を始めたそうです。オーガニック認証はあえて取得せず、リュット レゾ

ネで対応しています。「認証を取得すると、ベト病が発生した場合、許可されているボルドー液（銅と

硫黄）しか使用できない。ボルドー液は雨が降ると流されてしまうため、何度も撒く必要がある。し

かし、銅は土の中に浸透して残留してしまう。これは人体や自然環境に影響を及ぼすため良くないと

考えている。私たちは、普段からベト病対策用に、オーガニックの肥料を畑に必要な分だけ撒いてい

る。そうすることで葡萄も健康になるため、病害への耐性がついているんだ」。 

シャトー デ ゼサール 
CHÂTEAU DES EYSSARDS 

パスカル キュイセ（左）と娘のフラヴィ

（右）が中心となり、常に新しい発想と

挑戦心でワイン造りを行なっています。 



「ソーヴィニヨン ブランには壮大な情熱を持っている！」 

シャトー デ ゼサールは、自社畑 60ha の内約 25ha にソーヴィニヨン ブ

ランを植えています。ソーヴィニヨン ブランのアロマは、アスパラや草のよう

なグリーンなもの、ピーチやパイナップルなどのトロピカルなもの、白い花のよ

うな華やかなものなど、熟度によって異なる魅力があり、それが面白いのだと言

います。「ある時、ニュージーランドのクラウディ ベイを飲み、ソーヴィニヨ

ン ブランの素晴らしさに驚いた。彼らは伝統に拘らないオープンで自由な発

想を持っていた。そしてこの出会いが、”世界中のどこにもないソーヴィニヨン 

ブラン”を造りたいという信念となった。クラウディ ベイを真似するのではな

く、独自のソーヴィニヨン ブランだ」。パスカルはその時の技術でソーヴィニ

ヨン ブランのワインを造り上げ、輸出市場で成功を収めました。「私たちの

キュヴェ プレスティージュ（FB237）が、イギリスのワインマガジンに掲載さ

れ、ペサック レオニャンのワインを集めたブラインドテイスティングで No.1

になったことがあるんだ。ペサック レオニャンの特集だったのに、その中に 2

本だけベルジュラックのワインが混ぜられていたんだよ！」。 

 

「スキンコンタクトが味わいの命！ 葡萄の味わいは皮にある」 

シャトー デ ゼサールでは、白ワインだけでなく、赤ワインでも発酵前のスキンコンタクト（マ

セラシオン ペリキュレール）を行っています。「なぜかというと、葡萄の味わいは皮にあるからだ。

皮の成分が、果汁に行き渡る。収穫するタイミングを判断する際、以前は分析表に頼っていたが、

今は頼らない。その時、その時に葡萄を味わって確かめるんだ。自ら畑に出向き、葡萄を味わうこ

とにより、すべてを把握することが出来る」とパスカルは語っています。 

 

←2020 年収穫のソーヴィニヨン ブランのスキンコンタクト。 

 

パスカルとフラヴィの哲学は、 

“常にオープンマインドで偏見を持たない”こと 

パスカルがワイン造りに参加するようになった 80 年代、フランス国内でベル

ジュラックワインの市場は無きに等しい状態でした。若者がバーで飲むのはパ

スティスやビールばかり。そこで輸出市場に目を向け、ニューワールドを始め

世界のワインに触れ、「世界中で素晴らしいワインが造られていることを知り、

偏見を持たず常にオープンマインドでいることが大切だ」と悟りました。オー

プンマインドであることで、革新的なワイン造りが出来たとも言えます。20 年

以上前、ベルジュラックで誰もやっていなかったスキンコンタクトや、葡萄の

酸化を防ぐために夜間に収穫を始めたのが彼らでした。今では近隣の生産者も

やるようになったそうです。パスカルの娘であるフラヴィも父親譲りの性格で「ハードワークが大好き！」というほど。「ガメイに

挑戦したい！このエリアで今、栽培している赤は力強い品種ばかりだから、ガメイのようなフルーティな品種で飲みやすいワイン

を造りたい」、「南アフリカで収穫体験もしてみたいなあ」など、何かに挑戦したいという熱い思いが感じられます。彼女もまた、

オープンマインドでワイン造りに挑戦しています。 

 

 

ボルドーの陰に隠れた不遇の産地ベルジュラック 

ベルジュラックは、ボルドーの中心から 100km ほど東へいった場所

にあります。アペラシオンの面積は、ボルドーの 10 分の 1 ほどです。

14 世紀頃には銘醸地として広く知られていましたが、ボルドーが自

分たちに有利な特権を得て、ベルジュラックを含む上流域のワインを

すぐに出荷出来ないように定めたことから、名声を失うことになりま

す。当時は保管のための技術は発達しておらず、新しいワインほど最

上とされていた時代でした。つまり、出荷が遅れれば遅れるだけ、ワ

インは劣化してしまったのです。 
 

「どんなにありきたりの品質でも、ボルドーワインにはボルドーとし

ての市場があるが、ベルジュラックは良い品質であっても市場は無

かった。だから、ネームバリューで売るのではなく、高品質かつリー

ズナブルな価格のワインということに重点を置くことにしたんだ。ま

た、ベルジュラックの近隣の人とも全く違う、独自のスタイルのものを目指した。そのため隣人たちから、時には（よそ者という

意味で）” オーストラリア人”とも言われたよ」。

ベルジュラック 

A.C.ボルドー 

2016VT からの新商品「マノ ア マノ」はソーヴィ

ニヨン ブラン 100％から造られる。右は 2020 年

収穫のソーヴィニヨン ブラン。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（左）シャトー デ ゼサール ブラン 2019 
Château des Eyssards Blanc 

真夜中に機械で収穫します。ステンレスタンクで澱と攪拌しながら 3 ヶ月熟成させます。フルーティで熟した

洋ナシや白桃のようなはっきりとした甘い香りと、余韻にはローズマリーのようなハーブの香りもあります。

酸味は穏やかで凝縮度の高い目の詰まった味わいです。 

★「コンクール モンディアル デュ ソーヴィニヨン 2020」で金賞 
 

【白・辛口】国／地域等：フランス／南西地方／ベルジュラック  

葡萄品種：ソーヴィニヨン ブラン、セミヨン 

品番：FA-238 JAN：4935919092388 容量：750ml  ¥1,430(本体価格¥1,300) 

品番：FB-493 JAN：4935919214933 容量：375ml  ¥825(本体価格¥750) 

 

 

スタンダードクラスでさえ驚きの品質に到達しています 

（右）シャトー デ ゼサール ルージュ 2017 
Château des Eyssards Rouge 

フルーティでカシスや黒い果実を思わせる風味、甘さをほとんど感じず、切れが良く口の中をぐっと締めるド

ライなタンニン、魅力的な濃縮した味わいがあり、心地よい広がりを感じます。 
 

【赤・ミディアムボディ】国／地域等：フランス／南西地方／ベルジュラック 

葡萄品種：メルロ 70%、カベルネ フラン 30%  

熟成：タンクと樽（一部）で熟成 

品番：FA-236 JAN：4935919092364 容量：750ml  ¥1,430(本体価格¥1,300) 

品番：FB-313 JAN：4935919213134 容量：375ml  ¥825(本体価格¥750) 

（左）シャトー デ ゼサール ブラン キュヴェ プレスティージュ 2018 
Château des Eyssards Blanc Cuvée Prestige 

遅く収穫し、完熟した葡萄を使っているのが特徴です。洋梨のような完熟したフルーツにスモーク、ナッツ、

蜂蜜の風味があります。濃く豊かな個性があり、滑らかで焦がしたオークの風味の後口が感じられます。 

★「コンクール ド ヴァン デュ シュッド ウェスト 2020」で金賞 
 

【白・辛口】国／地域等：フランス／南西地方／ベルジュラック  

葡萄品種：ソーヴィニヨン ブラン、セミヨン 

熟成：オーク樽(新～2 年樽各 1/3)で澱と共に 6～12 ヶ月 

品番：FB-237 JAN：4935919212373 容量：750ml  ¥2,090(本体価格¥1,900) 

 

 

ワンランク上の高級感が楽しめるキュヴェ プレスティージュ 

（右）シャトー デ ゼサール ルージュ キュヴェ プレスティージュ 2016 
Château des Eyssards Rouge Cuvée Prestige 

発酵前に、4～5 日間スキンコンタクトさせています。初めに洗練された甘さのあるバニラのような樽の風味

があり、適度にまろやかな酸味と果実味とのバランスがとれています。凝縮した果実味に由来するほのかな

甘さはありますが、全体的にはタニックで、飲み応えは抜群です。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／南西地方／ベルジュラック 

葡萄品種：メルロ 75%、カベルネ ソーヴィニヨン 15%、カベルネ フラン 10% 

熟成：フレンチオーク樽（新、1 年、2 年各 1/3）で 12 ヶ月、タンクで 5～6 ヶ月 

品番：FA-239 JAN：4935919092395 容量：750ml  ¥2,090(本体価格¥1,900) 

品番：FB-274 JAN：4935919212748 容量：375ml  ¥1,210(本体価格¥1,100) 

ソーヴィニヨン ブランへの情熱を表現した1本！ 

マノ ア マノ ソーヴィニヨン ブラン 2019 
Mano A Mano Sauvignon Blanc 

「マノ ア マノ」は、「手と手」という意味です。ソーヴィニヨン ブランはキュイセ家にとって大切な葡萄な

ので、家族が家族へ手渡していくという意味を込めて名付けました。「これは私の葡萄の味、私が理想とする果実

の味がこのワインに表現されている。飲んでもらえば分かる」とパスカルは話していました。パイナップルやパッ

ションフルーツを思わせるトロピカルフルーツの甘い果実味、酸は穏やかで、ミネラルの要素が感じられます。 
 

【白・辛口】国／地域等：フランス／南西地方／ベルジュラック  

品種：ソーヴィニヨン ブラン 

品番：FC-286 JAN：4935919312868 容量：750ml  ¥1,760(本体価格¥1,600) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（左）アダージョ デ ゼサール ブラン 2018 
L'Adagio des Eyssards Blanc 

パスカルが「俺達のシャブリ！」と言っていた、驚きのシャルドネです。しかしシャブリの真似をするつもりは

なく、パワフルで持続性があり、長期熟成出来るワインを目指しています。葡萄は完熟してから収穫します。シャ

ルドネはタンニンが出てしまうのでスキンコンタクトは行わず、プレスしてすぐに 1 年使用樽へ入れて発酵さ

せ、バトナージュしながら 10 ヶ月熟成させます。気温 15 度以下でバトナージュすると酸化が進むことが分かっ

たため、冬の間はしません。同様に、澱引きも気温 20 度以上で行います。 
 

【白・辛口】国／地域等：フランス／南西地方／ベルジュラック  

葡萄品種：シャルドネ 熟成：1 年樽で 10 ヶ月 

品番：FB-275 JAN：4935919212755 容量：750ml  ¥2,530(本体価格¥2,300) 

 

 

パスカルが自由な発想で造り出した特別なキュヴェ「アダージョ」 

（右）アダージョ デ ゼサール ルージュ 2016 
L'Adagio des Eyssards Rouge 

VT にかかわらずいつも良い果実が実る、丘の上の 2 つの特別な区画の葡萄を使用します。平均樹齢は 20 年で

す。栽植密度が高く、樹同士の水分の奪い合いが激しいため、果皮が厚く小さな実を付けます。さらに試飲して

ベストな樽しか使わず、50～60％をアダージョとして使うと、残りはプレスティージュに入れます。ブラックベ

リー、スパイスの香り。力強いタンニンがあります。圧倒的な迫力を持っています。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／南西地方／ベルジュラック 

葡萄品種：メルロ   熟成：フレンチオーク樽（新 2/3、1 年 1/3）で 14 ヶ月 

品番：FB-238 JAN：4935919212380 容量：750ml  ¥2,640(本体価格¥2,400) 

カベルネ フラン100%で造る濃密なスタイルの赤ワイン 

レ フラン 2017 
Les Francs 

ラベルにデザインされているのはゴロワと呼ばれる雄鶏で、フランスのシンボルです。樹齢 30 年の区画と 25

年の区画があり、標高は 100ｍです。2 ヶ月の長いマセラシオンを行います。ステンレスタンクで熟成させて

います。「カベルネ フランはポムロールの品種で大好きなんだ。温暖化の影響で熟した葡萄が収穫出来るよ

うになり、良い熟しをして、青っぽいニュアンスが抑えられるようになった。フレッシュでミントのテイスト

があるのが特に好みで、それをイメージして造っている」とパスカルは話していました。 
 

【赤・フルボディ】国／地域等：フランス／南西地方／ベルジュラック 

葡萄品種：カベルネ フラン 

品番：FC-203 JAN：4935919312035 容量：750ml  ¥1,980(本体価格¥1,800) 

メッツォ ベルジュラック ルージュ 2017 
Mezzo Bergerac Rouge 
 

発酵前に、4～5 日間スキンコンタクトさせます。28

度に保ちながら、ステンレスタンクで発酵させます。

3 年使用樽 50％、タンク 50％で 10 ヶ月熟成させて

います。瓶詰前にタンクで寝かせます。10～15 年前

はタンニンが強く乾いた味わいでしたが、現在はタ

ンニンの熟しが良いため、スムーズな飲み口となり

ます。メッツォとは、音楽用語で「やや、少し」と

いう意味で、音楽好きで、仲間と演奏を楽しむパス

カルならではの命名です。力強いアダージョの弟的

存在になるように、抽出もソフトに行っています。 
 

【赤・フルボディ】 

国／地域等：フランス／南西地方／ベルジュラック 

葡萄品種：メルロ 80%､カベルネ フラン 20% 

熟成：タンクと樽各 50%で 10 ヶ月熟成 

品番：FB-276 容量：750ml 

JAN：4935919212762 

¥1,760(本体価格¥1,600) 

シャトー デ ゼサール 

キュヴェ フラヴィ 2015 
Château des Eyssards Cuvée Flavie 
 

良い VT にしか造りません。葡萄は、貴腐葡萄（ジャム

のような味）と、樹の上で乾燥し干し葡萄状になったも

の（ドライフルーツの味）を使います。天然酵母を使い、

フレンチオークの樽（新樽 2/3、2～3 年使用樽１/3）

で発酵、12 ヶ月熟成させます。白桃、パイナップルの

風味があり、酸がワインをエレガントにしています。 
 

★「サクラアワード 2020」でゴールド 

★「パリ農産物コンクール」で銀賞 
 

【白・甘口】 

国／地域等：フランス／南西地方／ソーシニャック 

葡萄品種：セミヨン、シュナン ブラン、 

ソーヴィニヨン ブラン、他 

品番：FB-239 容量：500ml 

JAN：4935919212397 

¥2,970(本体価格¥2,700) 

日本市場限定の特別なキュヴェ 過去に弊社の一般消費者向け試飲会で大絶賛され 
低価格帯の赤・白よりも売れた甘口ワイン！ 


