
  

 

「すべてのワインに同じだけの労力をかけ、同じだけの思いを込めています」 

世界が奪い合う驚きのコスティエール ド ニーム 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

マレス家が 2 世紀以上をかけて探し求めた理想の土地 

マス デ ブレサドは、マレス家が代々引き継いできたワイナリーです。

現在のオーナーはシリル マレスで、1996 年、27 歳の時に父から引

き継ぎました。マレス家は、確認できる一番古い文書によると、1240

年代にはラングドックの地に住んでいたという記録が残っており、ワ

イン造りに関しては 1760 年代に造り始めたという記録が残ってい

ます。2 世紀以上ワイン造りを続けてきた家系ですが、ワイン造りの

場所は必ずしも同じではありませんでした。 

 

シリルの高祖父であり、うどん粉病の防除方法を発見し、ルイ パス

ツールとも交流のあった偉大な人物としても知られるアンリは、弟の

ポールとともに、北アフリカがフランスの植民地になったことをきっ

かけに、よりよい葡萄栽培地、新しいテロワールを求めてアルジェリ

アに入植しました。そして１世紀ほど後、北アフリカがフランスから

独立したころに、シリルの祖父アンリと父ロジェがより良いテロワー

ルを求めてボルドーのオー メドックに移住しました。その後、ロジェ

がコスティエール ド 二ームの地へと辿り着きました。 

 

コスティエール ド ニーム 

コスティエール ド ニームは、フランス南部コート デュ ローヌ地方

に属しています。ニームは、フランス最古のローマ都市として知られ

ており、円形闘技場や神殿、水道橋などの遺構が見られます。コート 

デュ ローヌは南北に約 200km と縦長ですが、コスティエール ド 

ニームは地中海に面する、最も南側に位置しています。

マス デ ブレサド 
MAS DES BRESSADES 



  

 

特異なテロワール ‟Galets Roulés（ガレ ルレ）” 

コスティエール ド ニームの特異なテロワールとしては、“ガレ ルレ”と呼

ばれる丸石が葡萄畑を覆っていることが挙げられます。この丸石は第四紀

に、約 30km 離れたアルプスから、ローヌ川によって運ばれて堆積したも

ので、シャトーヌフ デュ パプで知られています。昔は広い面積を覆って

いましたが、何千年もの間に浸食され、現在ではシャトーヌフ デュ パプ、

タヴェル、コスティエール ド ニーム等にしかありません。中でも、コスティ

エール ド ニームは最も広い範囲に残っているため、このテロワールをしっ

かりと表現したワインになります。丸石は手のひらに乗るものもあれば、両

腕で抱えるほどの大きなものもあります。この丸石が太陽熱を蓄え、夜間に

ゆっくりと放熱することで、畑が寒くなりすぎないようにしてくれます。 

 

冷涼感をもたらす「ミストラル」と「地中海からの午後の風」 

ワイナリーの名前である‟Bressades”は、プロヴァンス地方の方言で「揺さぶる」という意味があります。これは、この地域に特有

の「ミストラル」が葡萄樹を揺さぶるように吹くことに由来しています。ミストラルは、北から地中海側へと吹き下ろす冷たく乾

燥した風で、葡萄の水分を飛ばし、カビなどの病害を防いでくれます。フランス南東部に広く吹く風ですが、コスティエール ド 

ニームの場合は、午後になると南の地中海からの涼しい風も吹くため、夏の暑い時期でさえも涼しさがもたらされます。例えば、

2003 年はフランス全土で猛暑の年として知られますが、より北部に位置するブルゴーニュより、コスティエール ド ニームの方

が涼しかったという記録が残っているほどです。ミストラルは、葡萄樹の枝を折ってしまうほどの強い風ですが、これによりもた

らされる冷涼な気候と、‟ガレ ルレ”による蓄熱効果が組み合わさることにより、フレッシュな酸がありながら果実味のあるワイン

が生み出されています。このため、コスティエール ド ニームは、一般的に赤ワインの生産に適しているとされるコート デュ ロー

ヌ南部にありながら、生産量はごく少量ではあるものの、素晴らしい品質の白ワインを造ることが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「すべてのワインに同じだけの労力をかけ、同じだけの思いを込めています」――シリル マレス 

自分が生まれ育った土地で葡萄を育てることに喜びを感じています。このテロワー

ルはまさに私の一部だからです。ワイン造りは喜びであり、私の情熱です。土地が

語りかける声に耳を傾け、葡萄、そしてワインを通してコミュニケーションを取ろ

うと努力しています。テロワールの持つ可能性を損なわないように心を砕いていま

す。私の仕事は、葡萄が持つ可能性を最大限に発揮できるように手助けしてあげる

ことです。また、大切な過程のひとつが、最終的なワインを造るための試飲、そし

てブレンドです。この仕事に情熱をかけています。それは料理に似ています。最高

の素材が必要です。そして時間をかけて、注意深く行う必要があります。それは、

ワインが最高のフレイバーを表現できるようにするためなのです。 
 

その後の私の喜びは、お客様がワインを飲んで喜びを感じて頂けることです。たと

え遠く離れていたとしても、ワインを通じて私の土地、テロワールを感じていただ

けるのです。私たちは本当に小さな家族経営のワイナリーで、10 名以下で作業を

行っています。私が畑の管理、醸造、ブレンド、商品化などを管轄しています。す

べてのワインに同じだけの労力をかけ、同じだけ思いを込めてワインを造っていま

す。ですから、私のワインに優劣はないという事を感じて頂ければ幸いです。



  

 

除草剤、殺虫剤も使わないオーガニック栽培の取り組み 

マス デ ブレサドでは、除草剤や殺虫剤などは使用していません。「畑は丸石で覆われているため、

雑草は生えないのではないかと思われる方もいるかもしれませんが、石と石の間から生えてしまうの

です。毎年、石を掘り返すようにして雑草のケアを行いますが、この作業は農機具へのダメージが大

きいため苦労しています。私は、ガレ ルレの特別なテロワールそのものを表現できるような葡萄造りを続けていきたいと思ってい

ます」とシリルは話してくれました。また害虫対策には、フェロモン カプセルで対応しています。有機栽培自体は父の時代から続

けて来ましたが、認証を取得しても良いだろうと思い、2017 年に正式な申請を出しました。申請後の審査を経て正式に認証を取得

し、一部の銘柄では 2020VT から、AB マークとユーロリーフがバックラベルに表示されています。 
 

機械摘みのメリット： 

最新技術と「昔ながら」の良いところを取り入れる 

収穫はほぼすべてを機械で行っています。機械摘みの一番のメリットは、一度に収

穫することが出来る点です。例えば、ある区画を手摘みで収穫した場合、複数のス

タッフと作業をしたとしても数日かかりますが、機械摘みではシリルだけでも約 4

時間で終えることが出来ます。また、時間を短縮するだけではありません。収穫を

開始する際には、収穫にかかる時間を逆算して作業を開始しなければならず、手摘

みの場合は、例え葡萄が理想の成熟度に達していなかったとしてもスタートせざる

を得ない場合があります。機械摘みであれば「今がベストだ」と判断したその日の

内に終えることが出来ます。 

 

また最新式の収穫機は、収穫の時点で葉や葡萄の果実以外を自動で除けたり、ある

程度の選果をしたり出来る機能がついており、除梗も自動で行ってくれます。最終

的には、葡萄がワイナリーに到着した後、振動式の選果台でさらに人の目で見て不

要なものを除いていきます。写真の奥に見えるチューブには冷却装置がついてお

り、収穫時の外気温が高かった際に、葡萄を冷やしながら次の工程に運べます。こ

のように、最新の技術と昔ながらのやり方、どちらの良いところも採用することで、

少ない人数でも効率の良い作業を目指しています。 

 

赤ワインの醸造では、マセラシオン後にフリーランジュースを得た後、コンクリー

トタンクから果皮などの固形物を取り出す作業、デキュヴァージュを手作業で行い

ます。ここで得られるフリーランジュースは、プレスジュースに比べてよりピュア

な果実味があります。しかし、プレスジュースももちろん大切で、より品質の高い

プレスジュースを得るために、なるべく葡萄を傷めない手作業でのデキュヴァー

ジュを行っています。通常はシリル一人で行う作業ですが、子供たちが「やってみ

たい！」と常々言っていたので週末に手伝って貰ったというのが左の写真です。「体

力的に大変な作業ではありますが、外の世界から隔離され、テレビもなければ電話

もならない、とても静かな空間が生まれるため、実は私はこの作業がとても気に入っ

ています」とシリルは話します。デキュヴァージュでタンクから掻き出された果皮は、空気圧式のプレス機にかけて優しく圧搾し

ます。フリーランジュースにはピュアな果実味がありますが、プレスジュースはよりタンニンが強くなるという異なる特徴があり

ます。テイスティングをしっかりと行い、それぞれのワインに用いるフリーランジュースとプレスジュースの割合をしっかりと見

極めるのも大切な仕事の一つです。また、コンクリートタンクは壁が厚いため内部の温度が安定するという点から、多くのキュヴェ

の発酵タンクに採用しています。 

 

多様な産地からの樽を使用し、支配的な味わいを避ける 

熟成に使用する樽の素材は、基本的にはフランス産ですが、様々な産地、様々な森の

木からの樽をあえて使用しています。「樽材の産地であるそれぞれの森にも独自のテ

ロワールがあります。また、内部のローストの具合によっても樽に個性が生まれます。

一つの味わいが支配的になることを避けるために、様々な産地の樽を使用していま

す」。白ワインの「キュヴェ エクセレンス（F-143）」では、樽熟成を行いますが、こ

れは樽の風味をつけるためではなく、あくまでもボディを与えるためです。実際に、

『ワイン アドヴォケイト』のロバート パーカーがこのワインを試飲した際、「樽を

使っていない」と言ったため、「90～100％使っています」と教えたそうです。



  

 

（左）コスティエール ド ニーム ブラン キュヴェ エクセレンス ２０１９ 
Costières de Nîmes Blanc Cuvée Excellence 
 

収穫は、3 回に分けます。1～2 回目は部分的に収穫し、3

回目はより熟した葡萄を収穫します。収穫時期をずらし、

全てをブレンドすることで、フレッシュかつコクのあるワ

インに仕上げます。破砕せずプレスした後、タンクに入れ

48 時間落ち着かせます。樽（新～2 回使用樽）、2～5％は

バリック型ステンレスタンク、さらに 2％はアンフォラを

使用し発酵させます。発酵が終わった段階でテイスティン

グをし、良い樽だけを選んで 4～5 ヶ月熟成させます。マ 

ロラクティック発酵はさせません。バリック型ステンレスタンクは、バトナージュを効果的に行

え、木の風味が付かず、空気交換もないのでフレッシュさが保てます。華やかな甘いプラムやピー

チのアロマとほんのりとスパイスの風味があります。 
 
 白・辛口  国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 

等級：A.O.C. 葡萄品種：ルーサンヌ 70%、ヴィオニエ 30% 

熟成：樽（ごく一部ステンレスタンクとアンフォラ）で 4～5 ヶ月  

品番:F-143 JAN:4935919041430 容量:750ml  ¥2,750(本体価格¥2,500) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（右）コスティエール ド ニーム ブラン キュヴェ トラディション ２０１９ 
Costières de Nîmes Blanc Cuvée Tradition 
 
シリカを含むローヌの砂利土壌です。夜が明ける直前、一番気温が下がっている時間帯に収穫し

ます。葡萄が冷えているうちに、2～3 時間スキンコンタクトします。破砕せずプレスした後、10

度の低温で 48 時間澱さげして、発酵用ステンレスタンクに移します。それぞれの品種は別々に、

18 度に管理して発酵させます。マロラクティック発酵はさせません。「フレッシュさ」と「飲む

楽しみ」を見出して欲しいと考えています。ルーサンヌはエルミタージュで有名ですが、ここで

も非常に良く育ち、ワインに骨格を与えます。グルナッシュ ブランは、丸さとミネラル感をもた

らします。ヴィオニエは、桃やアプリコットの香りを与えてくれます。 
 
 白・辛口  国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：A.O.C. 

葡萄品種：ルーサンヌ 50%、グルナッシュ ブラン 30%、マルサンヌ 10%、ヴィオニエ 10% 

熟成：タンクで澱と共に 2 ヶ月熟成 

品番:FA-678 JAN:4935919096782 容量:750ml   ¥1,980(本体価格¥1,800) 

「このエリアでいかに素晴らしいワインが出来るかを証明してくれます」 

ルーサンヌを主体に樽香をつけすぎないよう注意して造る味わい深い 1本 

様々な品種をブレンドした「飲む楽しみ」が感じられるワイン 

 

世界中で取り合いになる大人気のロゼワインが今年も入荷しました！ 

（右）コスティエール ド ニーム ロゼ キュヴェ トラディション ２０２０ 
Costières de Nîmes Rosé Cuvée Tradition 
 
エレガントにするために、セニエ法で造っています。セニエは、抽出が早いシラーは 1 時間、

グルナッシュは 24 時間、サンソーは 48 時間行います。そこからブレンドしますが、全てを

必ず使うわけではありません。ステンレスタンクを使い 18 度で発酵させます。マロラクティッ

ク発酵はさせません。グルナッシュがまろやかさを、シラーが色の鮮やかさを、そしてサンソー

が果実と新鮮さを与え、全体で素晴らしいバランスを造り出しています。赤いフルーツ、イチ

ゴや黒スグリの風味があります。フレッシュで、程よい酸も感じられます。サラダ、魚、バー

ベキュー、グリルしたものなど、強い料理以外なら何とでも相性の良いことが特徴です。シリ

ルは父から引き継いだ当初は「ロゼなんてワインじゃないし、つまらない！」と造らずにいま

したが、年を重ね造りたい気持ちになって、復活させました。いざ造ってみるとどんなワイン

を造るよりも、美味しいロゼを造ることが一番難しいということに気が付きました。何故なら、

美しい色合いとアロマのちょうどよいバランスを見極めなければいけないからです。 
 
 ロゼ・辛口  国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 等級：A.O.C. 

葡萄品種：グルナッシュ 50%、シラー30%、サンソー20% 

有機認証：AB マーク、ユーロリーフ 

品番:FA-827 JAN:4935919098274 容量:750ml ¥1,870(本体価格¥1,700) 



  

 

 

 

 

 

 

コスティエール ド ニーム ルージュ 
カンテサンス ２０１５ 
Costières de Nîmes Rouge Quintessence 
 
畑は表土が砂、下層土に丸石を含む土壌で、しっかりとしたタンニンを持つ

葡萄が出来ます。シャトーヌフ デュ パプより涼しい気候です。10 月上旬

に収穫します。収穫量は僅か 15hL/ha です。特別なピラミッド型のコンクリー

ト製オープンタンクで発酵させます。使用するグルナッシュは非常にパワフ

ルなので、伝統的なブルゴーニュのように、足でピジャージュを行います。ろ

過も清澄もしません。熟したベリーやハーブのアロマ、かすかにスパイスの

ニュアンス。やや強めのタンニンがありますが、アルコールはさほど感じま

せん。カンテサンスは、ギリシャ語で「5 つの要素」を意味します：①土（ユ

ニークな土壌ガレ）、②大気（ミストラル）、③火（地中海の太陽）、④水（時

に夏場に激しく降る雨）、⑤それらによってもたらされる産物（ワイン）。アルル村で 17 世紀に見つかったボ

トルを真似て造った美しい形の瓶を使っています。 

★「ワインアドヴォケイト 2017.12.1」で 92 点、「コンクール デ ヴァン ド ニーム 2017」で金メダル。 

 

 赤・フルボディ  国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ  

等級：A.O.C. 葡萄品種：グルナッシュ 90%、ムールヴェードル 5%、シラー5% 

熟成：バリック（4～5 回使用樽）で 12 ヶ月 

品番：FB-450／JAN：4935919214506／容量：750ml      ¥4,180(本体価格¥3,800)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（左）コスティエール ド ニーム ルージュ キュヴェ エクセレンス ２０１６ 
Costières de Nîmes Rouge Cuvée Excellence 
 
3 区画からのシラーを使用します。ラ ジャスは、ミネラル、フローラルで、北部ローヌのシラー

の味わい。ラ カヴォは、凝縮感、リッチで、地中海シラーの特徴。ル プラニョールはタンニン、

力強さがあります。樹齢は 25～55 年です。収穫時期が異なるので、温度管理の下コンクリートタ

ンクで 5 週間の長めの醸しを行います。オークの樽（1～3 回使用樽）で 12 ヶ月熟成させます。

ブレンドせず品種別に樽を使い分けて熟成させます。微かにキャラメルを思わせるミルキーさと

甘さのある香り。たっぷりした複雑な果実味があります。開くのに時間がかかります。 

★「コンクール デ ヴァン ド ニーム 2018」金賞、「ル ギド アシェット デ ヴァン 2019」2 星。 
 
 赤・フルボディ  国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 

等級：A.O.C. 葡萄品種：シラー99%、グルナッシュ 1% 

熟成：オーク樽（1～3 回樽）で 12 ヶ月 

品番:FA-325 JAN:4935919093255 容量:750ml  ¥2,750(本体価格¥2,500) 

 

 

（右）コスティエール ド ニーム ルージュ キュヴェ トラディション ２０１８ 
Costières de Nîmes Rouge Cuvée Tradition 
 
グルナッシュとサンソーはステンレスタンク、シラーはコンクリートタンクで発酵させます。11

～12 月にブレンドし、コンクリートタンクで 6 ヶ月熟成させます。グルナッシュはスパイスの

ニュアンス、シラーは樹齢が若いとカシスのような味わい、古いとフローラルなニュアンス、サ

ンソーは果実味をもたらします。熟したブラックカラントの香り、熟成でガリーグの香りが現れ

ます。丸さがありバランスが良く、集約していますがエレガントです。 

★「ル ギド アシェット デ ヴァン 2021」2 星。 
 
 赤・フルボディ  国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 

等級：A.O.C. 葡萄品種：グルナッシュ 55%、シラー40%、サンソー5% 

熟成：コンクリートタンクで 6 ヶ月  

品番:FA-679 JAN:4935919096799 容量:750ml   ¥1,870(本体価格¥1,700) 

樹齢５０年を超えるグルナッシュの魅力を表現した 

力強さとエレガントさが共存する最高級のキュヴェ 

シラー９９％で造り上げる力強く凝縮感のある味わい 

３つの品種をブレンドしてそれぞれの良さを引き出しました 



  

 

 

 

 

 

 

ペイ デュ ガール 
レ ヴィーニュ ド モン ペール ２０１８ 
Pays du Gard Les Vignes de Mon Père 
 

「私の父の葡萄樹」の名前の通り、1977 年に父ロジェが植樹したカベ

ルネ ソーヴィニヨンを使っています。ロジェはかつて父アンリと共に

オー メドックにシャトー ピュイ カステラを所有していて、移住す

る際にボルドーのパワフルなカベルネの苗を持ってきました。このエリ

アにカベルネはとても相性が良く、よく熟した葡萄を得ることが出来ま

す。シラーはエレガントさを与えています。コスティエール ド ニー

ム A.O.C.のエリアで造られていますが、規定外のカベルネ ソーヴィ

ニヨンを使用しているため、I.G.P.となります。マロラクティック発酵ま

で 5 週間ステンレスタンクで行い、オークの樽で 12 ヶ月熟成させます。カベルネはタンニンとボディがたく

ましいので、新樽と 1 回使用樽を使用。シラーはエレガントなので、2～4 回使用樽を使います。黒に近い赤

色。心地よい樽の香り、しっかりとした飲み応えのある力強さと、果実のまろやかさがバランスよく集中して

います。アフターにカベルネのスパイシーさとタンニンが感じられます。 
 

 赤・フルボディ  国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ  

等級：I.G.P. 葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン 70%、シラー30% 

熟成：オーク樽で 12 ヶ月 

品番：F-141／JAN：4935919041416／容量：750ml      ¥2,640(本体価格¥2,400)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

父が植樹したカベルネ ソーヴィニヨンにシラーをブレンド 

ボルドーとは異なる、この土地ならではの個性を持ったワインです 

マグナムボトルのご案内 
マス デ ブレサドの貴重なワインを数量限定でご紹介いたします。 

（左）コスティエール ド ニーム ルージュ 
キュヴェ エクセレンス ２０１７ 
Costières de Nîmes Rouge Cuvée Excellence 
 
 
 赤・フルボディ  国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 

等級：A.O.C. 葡萄品種：シラー99%、グルナッシュ 1% 

熟成：オーク樽（1～3 回使用樽）で 12 ヶ月 

品番:FC-295 JAN:4935919312950 容量:1500ml 

¥6,600(本体価格¥6,000) 

 

 （右）ペイ デュ ガール レ ヴィーニュ ド モン ペール 
Pays du Gard Les Vignes de Mon Père 
 
 
 赤・フルボディ  国／地域等：フランス／コート デュ ローヌ 

等級：I.G.P.  葡萄品種：カベルネ ソーヴィニヨン 70%、シラー30% 

熟成：オーク樽で 12 ヶ月 

 

【2013VT】品番:FC-064 JAN: 4935919310642 容量:1500ml 

¥6,600(本体価格¥6,000) 

※無くなり次第 2017VT に切り替わります。 

 

【2015VT】品番:FC-065 JAN: 4935919310659 容量:1500ml 

¥6,600(本体価格¥6,000) 

 

 

2013ＶＴ 

2 本限り 


