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欧州連合 “Tastes of Europe”レストランウィーク 
～欧州の高級食材を使用した料理を東京のレストランにて提供～ 

 
来月に予定されている欧州委員会のダチアン・チオロシュ農業・農村開発担当委員と欧州の高品質な食
品や飲料の生産者団体代表 31 名の 2 日間にわたる来日の一環として、欧州連合(EU)は"Tastes of 
Europe"と銘打ったキャンペーンの下、数々のイベントを催します。 
 
同キャンペーンは、欧州の品質認証マークが表示された数々の高品質な食品や飲料に対する日本の消費
者の興味を喚起し、日々の食卓で欧州製品の美味しさを体験していただく機会を増やすことを目的とし
ています。製品の品質が地理的起源に由来することや有機製品であることは、製品パッケージにわかり
やすく表示された４種類の品質認証マークによって識別することができます。 
 

欧州連合の品質認証ロゴ 
 

             
PDO 原産地呼称保護  PGI - 地理的表示保護  TSG – 伝統的特産品保証       有機農産物 

 
 
 
 
 
 
 
これらのマークは厳格な規定に基づいて生産された本物の製品であることを保証するものです。 
 
欧州の高品質製品のいくつかは既に国内のスーパーマーケットなどで販売されていますが、今回の来日
およびキャンペーンは、消費者がそれら香り高く風味豊かな製品の知識を高め、賞味することができる
機会を提供します。まず、11 月 11 日(月)から 11 月 17 日(日)までの 1 週間、東京都内で「Tastes of 
Europe レ ス ト ラ ン ウ ィ ー ク 」 が 開 催 さ れ ま す 。 株 式 会 社 ぐ る な び ( 東 京 都 千 代 田
区 http://www.gnavi.co.jp)の協力の下、10 軒のレストランで欧州の品質認証マークを取得した逸品を使
用した料理がメニューに並びます。さらに、パレスホテルの高級フランス料理店｢クラウン｣でも 11 月
20 日まで、当該製品を使用した特別メニューが提供されます。 
 
またタレントの眞鍋かをりさんを起用した Tastes of Europe の特集番組がフーディーズ TV(株式会社 
IMAGICA FTV)で放映される予定です。番組を通して一般消費者が欧州の食品や欧州風のレシピの魅力
を発見し、欧州の高品質な農産物と飲料を最大限に生かす方法を知っていただきたいと願っています。 
 
さらには、料理学校ル・コルドン・ブルー代官山校（ル・コルドン・ブルー・ジャパン株式会社、東京
都渋谷区）と協力し、次世代を担う料理人の教育を目的に、同校の在校生と卒業生を対象とした欧州の
品質認証を得た製品を使ったレシピコンテストをはじめとする、いくつかのイベントを実施します。 
 
専門家向けには、食品業界関係者を対象としたセミナーを 11 月 11 日(月)に開催します。セミナーでは
欧州から来日する生産者が食料品、ワイン、スピリッツにおける EU の品質認証制度を紹介し、認証マ
ークが市場でもたらす付加価値についてご説明します。 
 

この件に関するお問い合わせ先： 
株式会社旭エージェンシー (担当: 山本／上野／高木) 

agri@asahi-ag.co.jp Tel:03-5574-7890 

 

http://www.gnavi.co.jp/
mailto:agri@asahi-ag.co.jp


 
来日する欧州の生産者一覧 
 

会社名／団体名 国名 製品 

Rupp AG 
ルップ オーストリア

フォアアールベルガー・ベルグケーゼ(PDO)、
フォアアールベルガー・アルプケーゼ(PDO) 
(オーストリア産チーズ) 

Geroskipou Traditional Foods Association 
ゲロスキプ伝統食品協会 キプロス ゲロスキプ産ルクミ(PGI) 

(伝統的ソフトキャンディー) 
Hop Growers Union of the Czech Republic 
チェコ・ホップ生産者連盟 チェコ ザーツ・ホップ(PDO)  

(ビール生産用ホップ) 
Bureau Interprofessionnel du Cognac 
コニャック生産者協会 フランス コニャック 

Conseil Interprofessionnel du Vin de Champagne 
(CIVC) 
シャンパーニュ地方ワイン生産同業委員会 

フランス シャンパン 

CNIEL (Centre national interprofessionnel de 
l’économie laitière) 
全国酪農経済センター 

フランス フランス産 PDO/PGI 乳製品 

Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux 
(CIVB) 
ボルドーワイン委員会 

フランス ボルドー・ワイン 

INAPORC 
フランス豚肉委員会 フランス 各種豚肉製品(PGI) 

INPAQ-Consortium du Jambon de Bayonne  
バイヨンヌ産生ハム組合 フランス バイヨンヌ産生ハム( PGI) 

Primland SA 
プリムランド フランス アドゥール産キウイ(PGI) 

Synabio 
シナビオ フランス オーガニック食材（ジャム、フルーツスプレ

ッド、アガベシロップ） 
Viticulture AB 
ヴィティクルチュール フランス オーガニックワイン 

Peter Mertes winery, Mosel 
ペーター・メルテス・ワイナリー ドイツ モーゼル産 PDO/PGI ワイン 

Chios Mastiha Association 
キオス・マスティハ生産者組合 ギリシャ ヒオス産マスティハ(PDO)、マスティハ・オイ

ル(PDO)、マスティハ・カプセル(PDO) 
Viannos Village  
ビアノス村 ギリシャ クレタ島産エクストラバージン・オリーブオ

イル(PDO) 
Bord Bia 
ボードビア(アイルランド政府食料庁) アイルランド

イモキリー・レガート・チーズ(PDO)、 
コマネラ・ヒル・ラム(PGI) 

Amico bio 
アミコ・ビオ イタリア オーガニック野菜（ベビースピナッチ、オリ

エンタルサラダ、ルコラ） 

EOS (Organizzazione export Alto Adige) 
アルト・アディジェ輸出協会 イタリア 

アルト・アディジェ産スペック(PGI)、 アル

ト・アディジェ産ワイン、アルト・アディジ

ェ産リンゴ(PGI) 
MGM-Mondo del vino 
MGM モンド・デル・ヴィーノ イタリア イタリア産 PDO/PGI ワイン(数種類) 

Monini 
モニーニ イタリア エクストラバージン・オリーブオイル、 

オリーブ、モデナ産バルサミコ酢(PGI) 
Oranfrizer 
オランフリーゼル イタリア 柑橘果実(PGI)、有機柑橘果実およびジュース

(ブラッドオレンジジュース他) 

 



 

Van Drie Group 
ファン・ドリ・グループ オランダ 各種仔牛製品 

Polish Vodka Association 
ポーランドウォッカ協会 ポーランド ポーランド産ウォッカ 

IVBAM - Instituto do Vinho do Bordado e do 
Artesanato da Madeira 
マデイラワイン・刺繍・手工芸品協会 

ポルトガル マデイラ・ワイン 

Murfatlar Romania SA 
ムルファトラール ルーマニア ルーマニア産 PDO/PGI ワイン 

FIAB (Spanish Food and Drink Industry 
Federation) 
スペイン食品飲料工業連合会 

スペイン PDO/PGI 食品、ワイン、スピリッツ、オリー

ブ、オリーブオイル、有機製品、食肉製品 

Agriculture and Horticulture Development Board 
EBLEX- BPEX 
英国農業・園芸開発委員会 

英国 有機、およびウェルフェアポーク(高品質豚肉)
製品 (ソーセージ、ポークパイなど) 

Giffords Hall Vineyard 
ギフォード・ホール・ヴァインヤード 英国 イングランド産およびウェールズ産 PDO/PGI

ワイン 
Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales 
ウェールズ畜肉普及協会 英国 ウェールズ産子羊（PGI) 

ウェールズ産牛肉(PGI) 
Lye Cross Farm 
ライ・クロス・ファーム 英国 ウェスト・カントリー・ファームハウス・チ

ェダーチーズ(PDO)、有機チェダー 

WSTA (Wine & Spirit Trade Association) 
英国ワイン&スピリット貿易協会 英国 

スコッチ・ウィスキー、アイリッシュ・ウィ

スキー、ポーランド産ウォッカ、シェリー・

ブランデーなど 
 
 
"Tastes of Europe"キャンペーンスケジュール(予定) 
 
欧州連合(EU)の食品、ワイン、スピリッツの品質認証制度セミナー 
日程:  2013年11月11日(月) 
時間:  16:00～18:30 セミナーおよび試飲・試食会  
 18:30～20:30 EUの品質認証食材を使った夕食会  
場所: パレスホテル ４階 山吹 (〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-1-1) 
主催:  欧州委員会 農業・農村開発総局 
協力:  駐日欧州連合代表部、日本商工会議所 
 
Tastes of Europeレストランウィーク  
日程: 2013年11月11日(月)～11月17日(日) 
場所: 都内飲食店 10 店舗 
主催: 欧州委員会 農業・農村開発総局 
協力: 株式会社ぐるなび(http://www.gnavi.co.jp) 
参加店舗についてはぐるなびウェブサイトをご参照ください。 
 
Tastes of Europe TV番組  
放送日: 2013年12月初旬 
放送局: フーディーズTV (http://www.foodiestv.jp) 
主催: 欧州委員会 農業・農村開発総局 
出演: 眞鍋かをり 

http://www.gnavi.co.jp/

