EUの食品と飲料：伝統と革新が食卓にもたらす最高の美味しさ
日本とEUの食材はパーフェクト・マッチ！

食品や飲料に対する本物の美味しさの追求、品質と安全性への誇り、
高い製造技術と厳しい衛生・安全・栄養基準や食品表示の徹底、
さらに
は国や地域独特の美味に対する情熱まで、
食に関する多くの共通点を
もつ日本と欧州連合(EU)は、
まさに
‘パーフェクトマッチ’
と言えます。
2019年に発効した広範な貿易協定によって、
日本のみなさんはこれ
まで以上にEU発の食品と飲料を入手しやすくなりました。
日EU経済
連携協定(EPA)によってEUの上質なワインのすべてで関税が撤廃
されるとともに、
フランス産チーズ、
ベルギー産チョコレート、
イタリア産
パスタといった、人気の高い多くのEU産食品にかかる関税もやがて
撤廃されます。
またEPAによって、
さらに多様な食材や、
これまであまり
日本で知られていなかったEUの食品や料理も日本の市場に入って
くるようになります。
多彩なEU産の食品と飲料をいつもの食卓でおなじみの材料と
合わせてみることで料理のアレンジの幅を広げてみませんか。お皿の上の東西の食材のコラボレーションは、思いがけ
ない新しい味の発見の数々をもたらしてくれるでしょう。

私たちに共有する価値観
品質
EUの食品と飲料は世界中で人気があり、
その多様性も良く知られています。
良質なワインから超辛口のウォッカ、
マイルドで
クリーミーなものから塩辛いブルーチーズまで味わいさまざまのチーズ、
ハーブの効いたサラミ、
早摘みのオリーブオイル、
伝統製法で作られた黄金色のパスタ、
そしてピュアでフレッシュな有機バターといった、
多くの食品と出会っていただけます。
EU発の食品と飲料は、
日本の食品基準と同列の厳格な基準で生産、加工されている最高品質の品々です。それらのEUの
製品は、健康的で、栄養豊富で美味しく、誇りと細心の注意をもってつくられています。
また、有機食品や有機飲料にも
幅広い選択肢があります。
EUの食は、
ヨーロッパ大陸の豊かな文化の多様性によって発展してきました。EU各国のそれぞれの地域が、風景、土壌、
気候、民族性、歴史と並んで、独特の食材や料理を誇っています。
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本物
EUには何世紀にも渡って育まれてきた食品の製造技術と製法があります。それらの伝統の多くは、原産地名称保護
(PDO)および地理的表示保護(PGI)によって、独特な地域的特性と特有の品質が保証されています。
地理的表示(GI)は、食品や飲料が地域特有のものであり、地元の生産者によって製法が厳格に守られていることを
示すものです。EUと日本の協定によって、
ワイン、
ビール、
チーズ、
ハム、
ソーセージ、
オリーブ、
オリーブオイル、バルサミコ酢、
調味料といった、特定の生産地からの200種類以上におよぶEUの農産品が特別に保護されています。
GI産品は、
各地域の歴史、
文化および伝統の一部をなすものです。
EUの食品に表示されるPDOとPGIのマークは、
みなさん
が購入する製品が本物かつ独特なものであることを示しています。
EUは、域内の食文化と伝統を尊重、保護すると同時に、食品の製造システムが今日の基準を満たすように取り組んで
います。
この取り組 みは 、E U の 食 品 産 業と農 業の持続可能性の高さと、生産物が健康的で消費者にやさしいことを
意味しています。EUは食品業界におけるイノベーションと事業活性を促進し、産業の健全な成長に貢献する中小企業
を支援しています。

安全性
EUは、
‘農場から食卓’
までのトレーサビリティ(追跡可能性)の重視を含む厳格な管理で、
食品の安全性を守っています。
生産者から消費者に渡る生産、加工、保存、交易プロセスに至るそれぞれのステップで、EUは食品の安全性の確約の
ための綿密な体制により食品の安全な生産と提供を確実なものにしています。
EUでは、家畜・家禽や野生鳥獣に関して、厳格な衛生基準と細かい管理規定が設けられており、
すべての家畜の移動は
管理・追跡されています。
また、疫病や害虫の根絶により、種子や植物の健康を守る植物防疫も徹底されています。

2019年に日本とEUの間で締結された経済連携協定(EPA)によって、
日本の事業者の方たちが
高品質な食品と飲料をEUからより簡単に輸入できるようになりました。
チーズ、
ワイン、
パスタ、
チョコレート、
牛肉など、
EUの人気製品にかけられていた高い関税が撤廃され、
面倒な手続きも
（経済連携協定）

なくなったことで、
EU発の高品質な製品をより簡単に、
より安く入手し、
味わえるようになります。
さらに詳しい情報はこちら https://www.eu-japan.eu/epa-helpdesk

バラエティ豊かなEUの食品と飲料との出会い
EUの食品と飲料はおどろくほど豊かな多様性を備えています。
それらの製品の多くはEUの品質認証制度により保護されて
います。EUと日本の経済連携協定(EPA)では、69種類の食製品と144種類の飲料の地理的表示保護産品が保護対象
として認められています。
これらの表示は、
特定の伝統製法で作られる特定地域産の製品を保護する、信頼と品質の証です。
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チーズと乳 製 品
EUは2018年に1億7千2百20万トンのミルクを生産しました。
そのほとんどは乳牛から採られたミルクですが、一部は羊、
ヤギ、
水牛から採られたものです。
直接飲用以外にも、
ミルクは素晴らしい品質の酪農製品としてチーズやヨーグルトバター
などに加工され、酪農製品の3分の1以上はチーズによって占められています。
EUは、チーズ生産業者の職人技と、彼らが生み出す豊富で多彩な種類のチーズで知られています。EUでつくられている
チーズは数千種類にのぼります。

日EU経済連携協定（EPA）によって保護されているGI産品：
〈
• ベルギー〉
ブール ダルデンヌ

グラナ パダーノ、
モッツァレッラ ディ ブフーァラ カンパーナ、

〈
• デンマーク〉
ダナブル

パルミジャーノ レッジャーノ、ペコリーノ ロマーノ、ペコリーノ

〈
• フランス〉
ブリー ド モー、
カマンベール ド ノルマンディ、

トスカーノ、プロヴォローネ ヴァルパダーナ、タレッジョ

コンテ、
エメンタール ド サヴォア、
ルブロション/ルブロション

〈
• オランダ〉エダム ホラント、ゴーダ ホラント

ド サヴォア、
ロックフォール

〈
• ポルトガル〉
ケイジョ サン ジョルジュ

〈
• ギリシャ〉
フェタ

• スペイン〉
〈
イディアサバル、
マオン メノルカ、
ケソ マンチェゴ

〈
• イタリア〉アジアーゴ、
フォンティーナ、ゴルゴンゾーラ、

これらの保護製品以外にも、EUは濃厚でコクのあるギリシャ産ヨーグルトやアイルランド産チェダーチーズに代表される、
日本の食材を見事に引き立てる美味しい乳製品を数多く提供しています。

EPA発効後の最初の10カ月で、
EUから日本に輸出された乳製品の量は10.4%増加し、
中でもバターの輸出は47%の増加を表しました。

パスタとシリアル 製品
EUは数千種類におよぶバラエティ豊かなパスタ、パン、穀物ベースの製品を生産しています。
パスタは通常デュラム小麦から作られますが、大麦、米、
ソバといったデュラム小麦以外の穀類からつくられることもあり
ます。
ヨーロッパにおいてパスタを愛しているのはイタリア人だけではありません。
ギリシャ、
クロアチア、
マルタ、
ハンガリー、
オーストリアでもパスタは伝統的な料理です。
とは言え、やはりイタリアの人たちが最もたくさんのバラエティ豊かなパスタ
を消費しており、
およそ55種類の形状のパスタがイタリアでは普及しています。
EUの人たちはパンも大好きです。パンはほとんどの食事に欠くことのできないもので、食事の最初にバターやオイルを
つけて食べたり、
ソースをすくったりシチューにひたして食べたりもします。
また、
ランチタイムにはサンドイッチとして
主役にも。
カリっとした皮に包まれた白くて柔らかいフランス産バゲットから東ヨーロッパの歯ごたえのあるライ麦パン
まで、EUのパンの多彩さはあふれんばかりです。

15%

EPA発 効 後の2019年2月から11月までの間に、日本はそれ以前よりも約15%多くのパスタを
輸入しました。
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ワイン、
ビール、
スピリッツ(蒸留酒)
かけ声はチアーズ？それとも乾杯?アイルランド産のウイスキーとフランス産のシャンパンがすでに日本への有名な輸出品
として知られていますが、
これからはポーランド産のウォッカ、
スペイン産のカバ、
イタリア産のプロセッコ、
そしてポルトガル
からクロアチアまで様々な場所で生まれた素晴らしいワインにも出会っていただけます。地理的表示保護産品として登録
された約140種類のEU発のアルコール飲料、たとえばギリシャやキプロス産のウーゾ、
オランダやベルギー産のジュネヴァ
(セイヨウネズの香りのするスピリッツ)、
セレクション豊富なチェコ産のビール、
トカイと呼ばれる有名な甘いハンガリー産
ワインなどが日本ですでに入手可能です。
EUでは80以上の特徴的なビールが生産されているほか、
ワインでも世界をリードしており、世界全体のワイン生産地域
の45%、
ワイン生産量の65%、そして国際輸出の70%を占めています。

EPA発効後の最初の10カ月で、EUから日本に輸出された飲料の量は20%増加し、
その中でもワインの輸出は17.3%の増加でした。

日EU経済連携協定（EPA）
によって保護されているGI産品：
スピリッツ
〈
• オーストリア〉
インレンダールム、
イェー
ガーテー
〈
• オーストリア、ベルギー、
ドイツ〉
コルン
〈
• ベ ルギー、
ドイツ、フランス、オランダ〉
ジェニエーヴル
〈
• キプロス〉
ジヴァニア
〈
• キプロス、
ギリシャ〉
ウーゾ
〈
• フィンランド〉
スオマライネン･マルヤリ
コーリ、スオマライネン･ヘデルマリコーリ

• フィンランド、
〈
ポーランド、
スウェーデン〉
   ウォッカ
〈
• フランス〉アルマニャック、カルバドス、
ラム ドゥ ラ マルティニック
〈
• ハ ンガリー〉ベーケーシ･シルヴァパー
リンカ、グンツィ･ バラツクパーリンカ、
ケチケメーティ･バラツクパーリンカ、サボ
ルチ･アルマパーリンカ、サトマーリ･シル
ヴァパーリンカ、
トゥルクゥイパーリンカ、

ウーイフェヘールトーイ･メッジパーリンカ
〈
• アイルランド〉
アイリッシュ･ウイスキー、
アイリッシュ･クリーム
〈
• イタリア〉
グラッパ
〈
• リトアニア〉
オリギナリ･リエトゥヴィシュカ･
デクティネ
〈
• ポ ーランド〉ヴトゥカ･ジョウォーヴァ･
ズ･ニジニ･プウノツノボダラスキエイ
〈
• スペイン〉
ブランディ･デ･ヘレス

• ギルシャ〉
〈
レツィーナ･アティキス、
サモス
〈
• ハンガリー〉
トカイ
〈
• イタリア〉アスティ、バルバレスコ、バル
ドリーノ、バルドリーノ･スペリオーレ、
バローロ、ボルゲリ、
ブラケット･ダクイ、
ブルネッロ･ディ･モンタルチーノ、
カンパ
ーニア、
キアンティ、
キアンティ･クラシコ、
コネリアーノ･プロセッコ、
ドルチェット･
ダルバ、
フランチャコルタ、
ランブルスコ･
ディ･ソルバーラ、
ランブルスコ･グラス
パロッサ･ディ･カステルヴェトロ、マル
サーラ、
モンテプルチャーノ･ダブルッツォ、
プロセッコ、シチリア、
ソアーヴェ、
トス
カーナ、
ヴァルポリチェッラ、
ヴェルナッ
チャ･ディ･サン･ジミニャーノ、
ヴィーノ･
ノビレ･ディ･モンテプルチャーノ
〈
• ポルトガル〉
アレンテージョ、
バイラーダ、
   

  ダン、
ドウロ、
リスボア、
マデイラ、
ポート、
  テージョ、
ヴィーニョ･ヴェルデ
〈
• ルーマニア〉
コテシティ、
コトナリ、
デアル･
マーレ、ムルファトラール、オドベシュ
ティ、
パンチウ、
レカシュ
〈
• ス ロ バ キア 〉ヴィノフラドニ ーツカ ･
オブラスティ･トカイ
〈
• スロベニア〉ヴィパウスカ･ドリナ
〈
• スペイン〉
アリカンテ、
ビエルソ、
カタルー
ニャ、
カバ、エンポルダー、
ヘレス、
フミー
ジャ、ラ･マンチャ、マラガ、マンサニー
ジャ･サンル ーカル ･デ ･ バラメーダ、
ナバーラ、パチャラン･ナバーロ、ペネ
デス、
プリウラット、
リアス･バイシャス、
リベラ･デル･ドゥエロ、
リオハ、ルエダ、
ソモンターノ、
トロ、
ウティエル･レケーナ、
バルデペーニャス、バレンシア

ワイン
〈
• ブ ルガリア〉
トラキイスカ･ ニズィナ、
ドゥナフスカ･ラヴニナ
〈
• キプロス〉
クマンダリア
〈
• フランス〉アルザス、ボジョレー、ベル
ジュラック、
ボルドー、
ブルゴーニュ、
シャ
ブリ、
シャンパーニュ、
シャトーヌフ･デュ･
パップ、コールビエール、
ラングドック、
コトー･ドゥ･プロヴァンス、
コート･デュ･
ローヌ、
コート･デュ･ルシヨン、
グラーブ、
オーメドック、
マルゴー、
メドック、
ミネル
ヴォア、
ポイヤック、
ペイドック、
ペサック･
レオニャン、ポムロ ール 、サンテミリ
オン 、サンジュリアン 、サン セ ー ル 、
ソミュール、
ソーテルヌ、ヴァル･ドゥ･
ロワール
〈
• ドイツ 〉フランケン、ミッテ ルライン、
モーゼル、ラインガウ、ラインヘッセン

ビール
〈
• チェコ〉ブジェヨヴィツケー ･ピヴォ、
ブジェヨヴィツキー･ムニェシュチャン
スキー ･ヴァル 、チェスキー ･ピヴォ、
チェスコブジェヨヴィツケー･ピヴォ

〈
• ドイツ〉バイエリッシェス･ビア、ミュン
ヘナー･ビア
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チョコレートとその他のお菓子
ヨーロッパの人たちは世界で生産されるチョコレートの半分を消費しつつも、高品質のチョコレートを大量に輸出して
います。EUは一年に約400万トンのチョコレートを生産しており、その量は全世界における輸出用チョコレートの73％
を占め、その最大の購買国の一つが日本です
EUにおけるチョコレート、
ビスケットおよびその他の菓子の生産は厳格に管理されています。明確な表示もなされ、消費者
は砂糖やココアといった成分の含量を一目で把握できるようになっています。
EUは美味しいスイーツの宝庫でもあります。それらの多くは生産地独特で季節感があり、特別なパーティーや休日を
祝うために焼かれます。ブラック・フォレスト・ケーキ、ザッハトルテ、パステル・デ・ナタ、バクラヴァ、ファーブルトン、
プリンセストルタにぜひご注目ください。

日EU経済連携協定（EPA）によって保護されているGI産品：
〈
• キプロス〉ルクミイェロスキプ
〈
• ドイツ〉
リューベッカー･マジパンおよびニュルンベルガー･レープクーヘン
〈
• スペイン〉
ヒホナおよびトゥロン･デ･アリカンテ

オリーブオイル
オリーブオイルはヘルシーな
‘地中海料理’
においてもっともポピュラーな食材と言えるでしょう。EUは世界の生産量の
69％を占める最大のオリーブオイル生産地です。
スペイン、
イタリアおよびギリシャは、
温暖で晴天が多い気候のおかげで、
EUにおけるオリーブオイルの最大の生産地となっ
ています。中でもスペインはEU全体のオリーブオイル生産の平均63％を占める最大の生産国ですが、
ギリシャは人口当た
りのオリーブオイルの消費量が最も多い国です。EUによる安全をはかる施策により、一度に生産されたオリーブごとに、
そ
れがどこで生育したものかを正確に追跡することができ、
消費者の安全のためにオリーブの木ごとに健康状態がしっかりと
管理されています。
最高級のオリーブオイルであるエキストラバージンオリーブオイルは、
収穫後24時間以内に27℃以下の
温度の下で最初の圧搾がなされた上で生産されます。

日EU経済連携協定（EPA）
によって保護されているGI産品：
〈
• ギルシャ〉
シティア･ラシティウ･クリティス
〈
• スペイン〉
アセイテ･デル･バホ･アラゴン、
アンテケラ、バエナ、
プリエゴ･デ･コルドバ、
シエラ･デ･カソルラ、
シエラ･マヒナ、
シウラナ
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肉類（精肉と肉加工品）
EUでは、家畜、その肉と肉製品の処理は厳しく管理されています。
すべての家畜動物が登録され、その肉は個々の農場
に至るまで追跡可能です。
肉はヨーロッパ食文化の重要な一部です。新鮮な肉のロースト、パイ、
シチューだけでなく、ティローラー・シュペック、
ブ
ラートブルスト、
ブレザオラやプロシュットに代表されるサラミ、
ソーセージ、ハムといった数千種類にもおよぶ加工肉
のバラエティも豊富です。
それらの肉製品は切り方も調理方法も様々です。PDOにより保護されているアイルランドのコネマラの丘やギリシャ産エ
ラソナラムに代表されるEUの肉製品の多くは個性的な風味を持っています。
EPA発効直後の2019年2月から11月までの間に、
EUから日本への肉の輸入は12％増加しました。
そのうち豚肉の輸出は
12.6％増加し、
冷凍牛肉の輸出は3倍以上にもなりました。

日EU経済連携協定（EPA）
によって保護されているGI産品：
〈
• オーストリア〉
ティローラー・シュペック
〈
• ベルギー〉
ジャンボン・ダルデンヌ
〈
• フランス〉
カナール・ア・フォアグラ・ド・スゥドウエスト、
ジャンボン・ド・バイヨンヌ
〈
• ドイツ〉
ニュルンベルガー・ブラートブルスト
〈
• ハンガリー〉
セゲディ・サラーミ
〈
• イタリア〉
ブレザオラ・デッラ・ヴァルテッリーナ、モルタデッラ・ボローニャ、
プロシュット・ディ・パルマ、
プロシュット・ディ・サン・ダニエレ、
トスカーノ、ザンポーネ・モデナ
〈
• スペイン〉
ギフエロ、ハブーゴ、ハモン・デ・テルエル

EU発の食材と飲料についてと、Perfect Matchキャンペーンのさらに詳しい情報はこちら

www.foodmatcheu.jp

インスタグラム

@foodmatcheu

