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欧州連合EUの特産品保護制度には2種類の認定があり、それぞれマー
ク表示が許されています。
これらのマークは、特産品名の誤用や盗用を防止すると同時に、その製品が
規定どおり正しく製造されたことを保証しています。

インディカツィオーネ・ジェオグラフィカ・プロテッタ

イタリアのナチュラルチーズは、乳、凝乳酵素、塩のみを
原料とするものと規定されています。イタリアには
400種類以上のチーズがありますが、2013年6月現
在、そのうち45点がDOPとして登録されています。

チーズの原料となる乳は、牛、羊、山羊、水牛から搾乳さ
れます。単一の乳だけでなく、ブレンドして使われるこ
ともあります。北部イタリアでは牛乳を原料とするチー
ズが一般的です。中南部ではペコリーノと呼ばれる羊乳
のチーズがよく生産されます。また、山間部では山羊乳
からチーズが作られます。また水牛は搾乳量が少ないの
で、その乳で作られるチーズは高級品です。カンパーニ
ア州のモッツァレッラがよく知られています。

同じ種類のチーズでも、熟成期間の長さによって味わい
と呼び方が変わるものも多くあります。

特定地域で栽培・飼育・収穫された農産畜産海産物が、その地域内で規定の方法に従
って加工・調整されている食品に適用されます。「生産・加工・調整の“一工程”が同一地
域内で行われていればよい｣と定められています。

本書では欧州連合、欧州委員会農業農村開発総局が2013年6月末日現在、DOP、IGP認定特産品と
して官報に発表したイタリア特産品のうち、本書では代表的なDOP認定特産品を紹介しています。

特定地域で栽培・飼育・収穫された農産畜産海産物が、その地域内で規定の方法に従っ
て加工・調整されている食品に適用されます。「生産・加工・調整の“全工程”が同一地域
内で行われなければならない」と定められています。



熱湯の中で生地を練るフィラトゥーラ工程
を経て作られるパスタ・フィラータタイプの
チーズとしては最も古いもののひとつです。
カンパーニア、カラブリア、バジリカータ、モ
リーゼ4州とプーリア州の一部で作られてい
ます。熟成させるときに、ひもの両端にチー
ズを結びつけ、それを横にした長い棒に“馬

にまたがるように”吊るす（ひょうたん型なのはこのため）ことから「カヴァッロ
（馬）」の名がついたと言われています。「カチョ」はチーズを意味します。吊るしてい
たためひょうたん型で外皮は薄く、麦わら色。熟成につれて甘口から辛口に変わり
ます。1kg作るのに10リットルもの牛乳を必要とする、栄養価の高いチーズです。

牛乳 牛乳

牛乳

牛乳

羊乳

トレント自治県、ヴェネト州のパドヴァ、ヴィチ
ェンツァ（この北部にアジアーゴ村はあります）、
トレヴィーゾ各県でつくられる半硬質チーズで
す。直径30～36cmの円筒形で重さは9～12kg。
“アジアーゴ・ダッレーヴォ”と“アジアーゴ・プレ
ッサート”の2種類があります。ダッレーヴォは一
部脱脂された牛乳を使い、熟成に3ヶ月～2年とい
う長い期間を要し、熟成につれて甘口から辛口に

変化します。一方のプレッサートは全乳を使い、20日～40日の短い熟成期間で圧
搾工程を経て作られます。中は穴が多く、ふんわりとしたまろやかなチーズです。

ロンバルディア州のベルガモ、ソンドリオ
両県で作られています。牛乳（全乳）100％
ですが10％まで山羊乳を加えることが認め
られています。半硬質チーズで、外皮は麦わ
ら色がかった黄色。生地は乳白色で、熟成す
るにつれて麦わら色になります。中はまば
らに丸い気泡があります。熟成期間は最低70日。直径30～50cmの円筒状で重
さは15～25kg。長期熟成にも耐え、8～10年間熟成させることも可能です。

ピエモンテ州のクーネオ、トリノ県が産
地。牛乳を主体に作られています。羊乳
と山羊乳を最大10％まで加えることも
認められています。圧搾工程を経て作ら
れる中脂肪のチーズ。直径30～40cm

の円筒状で重さは6～8kg。軟質～半硬質の“ブラ・テーネロ”と硬質の“ブラ・ド
ゥーロ”があります。“ブラ・テーネロ”は熟成期間が45日以上、柔らかい香りの
甘口で、そのまま食べられます。“ブラ・ドゥーロ”は熟成期間が6ヵ月以上のチ
ーズで、粉末状にして料理に使います。ほかに山地の牧草を飼料とした牛の乳
から作られたタイプがあり、こちらをアルペッジョといいます。

牛乳

ヴェネト州のトレヴィーゾ県が産地。柔
らかで艶やかな、幾分とろっとした生地
のフレッシュチーズです。口の中で溶
け、色は乳白色からクリーム色。外皮は
なく、あってもごくわずかで、形状は伝
統的に円筒形をしています。淡い香りは
ミルキーでフレッシュ。牛乳の特徴的な
甘味を持ち、かすかな酸味があります。



牛乳

牛乳

牛乳

羊乳

羊乳

山羊

マルケ州のペーザロ、ウルビーノ両県で作られる
半硬質チーズ。羊乳（全乳）70～80％、牛乳（全
乳）20～30%を使用したチーズです。外皮は薄く
麦わら色で、生地は麦わら色がかった白色。風味
は甘口。形は円筒形で、重さは800～1200g。ク
ルミの葉で包んで形を整え、栗の葉などと共に
樽に漬け込んで草木のアロマをしみこませたも
のもあります。

ピエモンテ州のクーネオ県で作られる半硬質チーズ。原材料は牛乳で、羊乳と山羊乳
を5～20％加えることもできます。圧搾工程を経て作る中脂肪チーズで、直径15～
25cmの円筒形。重さは2～7kg。外皮は薄く、弾力があり、若いうちはピンク色を帯
びた黄色。繊細な味わいで、2～5ヵ月の熟成で色が暗くなり、しわが出て力強い辛口
になります。時間と共に内部に青カビが生えてきます。複雑な工程と限られた生産地
ゆえ、イタリアで最も高価なチーズのひとつです。

サルデーニャ州全域で作られる硬質チーズ。羊乳（全乳）
100％のチーズ。直径12～25cmの厚い円盤形で重さ
は平均で3.5kg。外皮は暗い栗色ですが、生地は乳白色
から麦わらがかった黄色。味は熟成につれてしだいに辛
口になります。熟成6ヵ月まではそのまま食用とし、そ
れ以降は粉末状にして料理に振りかけます。歴史が古
く、青銅器時代からあると言われています。「サルデーニ
ャの花」という名前のチーズです。

北イタリアのヴァッレ・ダオスタ州の全域で
作られます。外皮は薄くて緻密。生地は弾力
性に富み、柔らかく、色調は麦わら色がかっ
た乳白色から麦わら色。脂肪分は45％以上。
熟成期間は3ヵ月程度。直径30～40cmの円
筒形で、重さは8～18kg。チーズフォンデュ

にしたり、サンドウィッチに挟んだりします。フォンティーナの中でも、6～9月
に山で作られたものは、“アルペッジョ”と言われて珍重されています。

ロンバルディア州北部の山岳地帯ヴァ
レーゼ県で作られます。弾力のある柔ら
かい生地が特徴。直径13～15cmの円
筒形、重さは700～900gです。熟成期間
は最低でも20日間、40日から60日ほど
です。100％山羊乳のチーズですが、香
りは甘く繊細です。テーブルチーズとし
てそのまま食べられます。

エミリア-ロマーナ州南部ソリアーノ村
を中心に、マルケ州にまたがる多くの市
町村で生産されています。動物の巣穴を
連想させる地下貯蔵庫で熟成させること
から「フォッサ（巣穴）チーズ」と呼ばれま
す。生産段階では円筒型に成形されます
が、「巣穴」の中で重ねて貯蔵・熟成される
ため出荷時には変形しています。腐葉土
の香りが特徴です。

エミリア-ロマーニャ州 / マルケ州

マルケ州



ゴルゴンゾーラ村はミラノの北東にありますが、生産地はロンバルディ
アとピエモンテ両州にわたっています。牛乳（全乳）で作る青カビタイプ
の高脂肪、軟質チーズです。熟成期間は最低50～60日。4ヶ月熟成するも
のもあります。外皮はざらざらとして赤みがかかり、生地は均一で乳白色
から麦わら色。青カビの脈、いわゆるエルボリン（パセリ、の意味）が内部
を通っています。直径25～30cmの円筒形で、重さは1.5～12.5kgです。
独特な香りに加え、甘さと辛さがミッ
クスした魅力的な味わいです。そのま
ま食べるほか、料理にも使われます。9
世紀の書物には既に記述があります
が、20世紀半ばまでは辛口（ピッカン
テ）のみが作られていました。第二次
世界大戦後、熟成期間が60日程度で、
塩味も青カビの刺激も少ないクリー
ミーな甘口（ドルチェ)が作られるよ
うになりました。世界3大ブルーチー
ズのひとつと言われています。

ピエモンテ、ロンバルディア、ヴェネトの3州にまたがるパダーノ平野と、トレント
自治県、エミリア-ロマーニャ州のボローニャ、フェッラーラ、フォルリ、ピアチェ
ンツァおよびラヴェンナの5県のイタリア中西部の大部分で作られています。朝夕
2回搾乳した牛乳を、5～7時間休ませ、部分的に脱脂して作る中脂肪の硬質チーズ
です。熟成は9ヶ月以上ですが、多くは15～18ヶ月熟成しています。外皮は黄金色
で脂肪が滲み出し、生地は乳白色から麦わらがかった黄色。直径35～45cmの円筒
形で重さは24～40kgです。甘口で香り高く繊細な味です。11世紀初頭にキアラ
渓谷のシトー会修道士が牛乳の残りを保存するためにチーズにしたのが始まりと
言われています。ナイフを入れるとすっぽりと割れるような粒状（グラーナ）の生
地です。よく似たパルミジャーノ・レッジャーノ（後述）に比べ割安なのでイタリア
全土で広く利用されています。DOPチーズの中では一番の生産量を誇ります。

牛乳 牛乳

牛乳

フリウリ-ヴェネツィア・ジューリア州、ヴェネ
ト州のベッルーノ、トレヴィーゾ、パドヴァ、ヴ
ェネツィア4県で作られる硬質チーズ。外皮は
なめらかで厚みが均一。生地は緻密で小さな気
泡を持ち、薄い麦わら色。熟成期間は2～10ヶ
月、若い順に“フレスコ”“メッツァーノ”“スト
ラヴェッキオ”と呼ばれます。“ストラヴェッキ
オ”は濃厚な深みのある味わいで、パイナップ
ルのような甘みがあるとも言われます。モンタ
ジオは産地の山の名前です。

牛乳

ロンバルディア州のベルガモ県ア
ルタ・ヴァッレ・ブレンバーナ地方
で作られる硬質チーズ。牛乳（全
乳）100％。脂肪分45％以上の高
脂肪チーズで、熟成期間は40日～
4ヵ月。1年近く熟成するものもあ
ります。繊細な味わい。直径30～
40cmの円筒形で、重さは8～
12kg。外皮は弾力があって薄く、

熟成につれて麦わら色から茶灰色になります。フォルマイ・デ・ムットと
は「山のチーズ」という意味です。

ヴェネト州

ロンバルディア州
トレンティーノ-アルト・アディジェ州

エミリア-ロマーニャ州

ピエモンテ州



ヴェネト州ヴェローナ県の全域で作られる半硬質チ
ーズ。セミ・コッタ・タイプ（半加熱）で外皮は薄く弾
力があり、暗い色調、生地は麦わら色がかった乳白
色。熟成期間は6ヵ月～2年。直径30cmの円筒形で
重さは7～8kg。全乳を使ったものと、一部脱脂して
作る伝統的なダッレーヴォ･タイプがあります。前者
が甘口で脂肪分44％なのに対し、後者は辛口で脂肪
分は低く、30％です。

カンパーニア州のカセルタ、サレルノ、ナポリ、ベネヴェント各県と、ラツィオ州の
ローマ、フロノジーネ、ラティーナ各県で作られています。水牛の乳100%から作る
モッツァレッラ・ディ・ブーファラは、フィラトゥーラ（練る）工程で作られるパス
タ・フィラータタイプのフレッシュチーズで、色調は光沢のある白磁色をしていま
す。外皮は非常に薄く、形は主にいびつな球形。大きさは様々で、こぶし大からさくら
んぼ大のものまであります。チーズを切ると切り口からホエー（乳清）がしみ出しま
す。これには生きている乳酸の発酵香があり、モッツァレッラに独特な風味を与えて
います。
モッツァレッラの始まりは12世紀頃とされています。チーズを作る際の「手でひき
ちぎる」（モッツァータ）が語源と言われています。

牛乳

水牛

羊乳

ロンバルディア州ブレーシャ県で牛乳から作られる硬質チーズです。乳牛は6月か
ら9月にかけて放牧されて飼育されます。熟成は最低12ヶ月。熟成3ヶ月目から完
成までの間、乾燥を防ぎ、硬くする目的で定期的に外皮をやすりでこすり、亜麻油に

つけます。円筒形の硬い外皮は褐色に近い黄色から
赤みがかったものまで様々で、生地は黄緑を帯びた
麦わら色。味わいは豊かで濃く、酸味はありません。
16世紀頃の文献にすでに今と同じ製法の記載があ
ります。削って使うほか、果物や野菜のジャムや蜂蜜
と合わせて食べられます。

NOSTRANO VALTROMPIA （DOP）

ロンバルディア州ノストラーノ・ヴァルトロンピア

牛乳

簡単でありながら、カンパーニア産
モッツァレッラ・ディ・ブーファラの
魅力を最も引き出す一品ですが、チー
ズはテーブルに出す数時間前に冷蔵
庫から出しておくことをお勧めしま
す。エクストラ・ヴァージン・オリーヴ
オイルと塩で味付けし、冷たいトマ
ト、バジルとの鮮やかな色のコントラ
ストを目でもお楽しみください。

カプレーゼ



牛乳 羊乳

羊乳

羊乳

羊の全乳から作られる硬質チーズです。形状は円筒
形、両面は平らで、直径15～30cm。高さは8～
18cmで重さは2.5～5kg。最低熟成期間は180日
間です。
外皮に、チーズを寝かせる際の独特の形の籠の跡が
ついているのが特徴で、その色は熟成の度合いに応
じて、黄金色から濃い茶色までと様々です。一方で
中身は白色から麦わら色まであり、きめが粗く砕きやすい点が特徴です。このチ
ーズは稠密な堅さがあり、表面には不規則で小さな気泡が見られます。
できたての状態では甘く繊細な味わいのチーズで、熟成の初期段階でやや辛味が
加わり、熟成が進行するにつれて、この特徴的な辛味が増していきます。

ペコリーノとは羊乳のチーズのことで
す。古くからローマを中心にした広い範
囲で生産されているので「ローマ産」と
冠されますが、ラツィオとサルデーニャ
両州、トスカーナ州グロッセート県で作
られています。そのままサラダや果物に
合わせて食べる場合には熟成期間5ヶ月

くらいのものが、粉末状にして使う場合は8ヶ月以上のものが最適です。縦長の円
筒形で直径は25～35cm、高さ25～40cm、重さは20～35kgです。

サルデーニャ州全域で生産されています。羊乳100％。半
加熱で作るチーズです。熟成が20～60日の軟質の“ドル
チェ”（甘口）と4ヵ月以上熟成させる硬質の“マトゥー
ロ”（熟成）の2タイプあります。白か麦わら色。そのまま
食べられます。熟成したものは粉末状にしてパスタなど
の料理にかけたりもします。ドルチェタイプはラベルが
緑色、マトゥーロタイプは青色です。

イタリアチーズの「王様」といわれるパルミ
ジャーノ・レッジャーノは900年も前から変
わらぬ硬質チーズです。パルマ、レッジョ・エ
ミリア、モデナ各県、ボローニャ県のレノ川
左岸、マントヴァ県のポー川右岸のみが産地
として認められています。前日の晩と当日の
朝の2種類の牛乳を合わせて仕込み、味と品
質を一定に保ちます。外皮は黄金色で脂肪が
滲み出しています。生地は象牙白色や麦わら
色で細かくもろい粒が集まっています。直径
34～45cmの円筒形で重さは24～40kgで
す。熟成期間は平均24ヶ月、12ヶ月から30
ヶ月まで4種類に分けて出荷されます。繊細
な風味と豊かな味わいは、そのままでも、サル
ーミや果物、バルサミコ酢と合わせても楽し
めます。グラーナ･パダーノ（前述）に比べる
と、生産地が限定されており、最低熟成期間も
長いです。



カンパーニア州ナポリ県で作られるパスタ･フィラータ
タイプの半硬質チーズです。紐でしばってぶら下げて熟
成させるため、長いメロンのような形になります。重さ
は2.5～8kgです。「モナコ」はイタリア語で修道士の意
味です。名前の由来は、“かつてこのチーズを船でナポリ
に運ぶ際にチーズにかぶせた袋が、修道士の使うそれに
似ていたから”、“このチーズを作り始めた職人のあだ名
が「モナコ」だったから”、など諸説あります。

「ピアーヴェ」はアルプスからアドリア海にそぞぐ川
の名前で、このチーズは上流のヴェネト州ベッルーノ
県で生産されます。平べったい円筒型のハードタイプ
のチーズで、熟成期間が２ヵ月までのものは“フレス
コ”、４ヵ月までのものは“メッツァーノ”、それ以上の
ものは“ヴェッキオ”と呼ばれます。

シチリア州全域で作られています。羊乳100％、脂肪分
36％の硬質チーズです。熟成期間は4～9ヵ月。熟成が
進むにつれて辛口になります。新鮮で塩気のないもの
を“トゥーマ”、塩気を加えたものを“プリモサーレ”、熟
成の終わったものを“カニストラトゥ”といいます。
外皮は薄く、やや濃いめの黄色。生地は乳白色から麦わら色。心地良い香りがあり
ます。直径35cmの円筒形で重さは4～12kg。

シチリア島の真ん中に位置するエンネ市周辺で作
られるサフランと黒コショウの入った羊乳のチー
ズ。出来上がりはサフランによる明るい黄色で、直
径18～28cm、重さ約4～9kgのセミハードタイプ
です。ペコリーノらしい味わいにサフランと黒コ
ショウの風味があいまって、唯一無二の美味です。
製造の起源は古く、4世紀の文献にサフラン入りの

高価なペコリーノに関する記述が見られます。ちなみに「ピアチェンティーヌ」と
は「ピアチェンティ（好物）」というシチリア方言に由来します。「エンネーゼ」は
「エンネ地方の」という意味です。

羊乳

牛乳

牛乳

牛乳

羊乳

羊乳

トスカーナ州およびラツィオとウンブリア両州
の一部で生産されています。羊乳100%。熟成が
20日間と短いフレッシュタイプは乳白色で柔ら
かく、4ヶ月以上熟成させた熟成タイプは麦わら
色になり、粉におろしても使われます。
小型の円筒形で直径15～22cm、高さは7～
11cm、重さは75ｇ～3.5kgです。
春に空豆と一緒にサラダにし、エクストラ・ヴァ
ージン・オリーヴオイルをかけて食べるのがトス
カーナ流です。

ロンバルディア州、ヴェネト州、トレント自治
県、ピアチェンツァ県で牛乳から作られる、パ
スタ・フィラータタイプの半硬質チーズです。
凝乳酵素の種類や熟成の長さによって風味がか
わり、甘口も辛口もあります。重さは500g～
30kgで様々な形があり、外皮には紐の跡がつ
いています。10kg以下のチーズの熟成期間は1
ヶ月、10kg以上のものは最低3ヶ月です。南イ
タリアで生まれたパスタ･フィラータ製法が19
世紀半ばに北部にも広がり、このチーズが生ま
れました。パン、洋ナシ、くるみとよく合います。



ロンバルディア州の9県、ブレーシャ、ベルガモ、
コモ、クレモナ、レッコ、ローディ、ミラノ、パヴィ
ア、ヴァレーゼの全域で作られる軟質チーズで
す。牛乳から作る非加熱タイプのチーズで、熟成
期間は5～30日。熟成するにつれて、薄くて柔ら
かい外皮は、バラ色がかった白から赤みがかった
灰緑色に変わり、微粒状の内部は柔らかさと密度

を増します。熟成に30日以上を要する“マトゥーロ”というタイプもあります。形
状は平行六面体。風味は繊細でアロマに富み、軽い酸味が特徴です。

リコッタ・ロマーナはラツィオ州で羊の乳から作られ
る乳製品です。起源は非常に古く、共和制ローマ時代ま
でさかのぼることができます。この時代に羊の乳には
３つの用途がありました。すなわち宗教儀式用、飲料
用、チーズへの加工用です。そして、余ったホエーによ
ってリコッタが作られました。リコッタ・ロマーナを作

る際のホエーは、ラツィオ州内の地域で育てた羊の全乳から得たものでなければ
なりません。リコッタ・ロマーナを識別するためのロゴマークは、羊の頭の絵、黄色
い「リコッタ」の文字、赤い「ロマーナ」の文字で構成されています。

牛乳

牛乳

牛乳

水牛乳

羊乳

山羊乳

ピエモンテ州クーネオ県全域で作られる半
硬質のチーズで、牛乳に若干量の羊乳や山
羊乳を加えることが認められています。圧
搾工程を経て作られる中脂肪のチーズで、
熟成期間は1～3ヵ月。角形（重さ7～10kg）
と丸形（重さ5～8kg）があります。外皮は薄
く、灰色を帯びた赤色か黄ばんだ色。生地は
弾力があり、色は乳白色か象牙色。程良い辛口で熟成が進むにつれて強みが増
します。ラスケーラの中には、“アルペッジョ”という高地で作られる特別なタ
イプもあります。これは海抜900m以上の高地にあるモンガレーゼ地方の9つ
の村だけで、香りの良い高地の草で育った牛の乳から作られています。

ピエモンテ州アスティ県、アレッサンドラ県、ランゲ県
で作られる、山羊乳100％、もしくは山羊乳に牛乳また
は羊乳を最大50％加えたクリーミーなチーズです。
250g～400g、高さ2.5～4cmの平べったい円筒形。4
～10日間熟成の“フレッシュタイプ”と最低11日間熟
成の“スタジオナートタイプ”があります。若いうちは外

皮はないか、あっても極僅かでカビに覆われ、やがて麦わら色から赤みがかった色
に変わります。熟成につれ、しっかりした味わいになります。山羊の食んだ牧草が、
チーズに独特の味わいをもたらしています。歴史は古く、ケルト人の時代から似た
物が存在したようです。ラテン語で、熟成最終段階の外皮の赤い色を指す「ロビウ
ム」と、原産地であるアスティ県「ロッカヴェラーノ」からこの名がつきました。

このリコッタは、カンパーニア、ラツィオ、プーリア、モ
リーゼ州4州で作られます。原料となる水牛の乳に、規
定の分量内で生クリーム、塩を加えることもあります。
ふんわりとした甘みをそのまま食べて楽しむほか、パス
タや菓子の材料としても使われます。

ラグザーノ

シチリア州のラグーザ県全域、シラクーザ県の一部で生産さ
れるパスタ・フィラータタイプのチーズです。牛乳（全乳）で
作り、熟成期間が3～6ヵ月の“フレスコ”は甘味があって繊
細。熟成期間が6ヵ月を超える“スタジオナート”は次第にや
や辛口になります。外皮は弾力性があって、黄ばんでいます。
形状は長方形で角が丸みを帯びています。重さは12～16kg。

他に燻製にした“アッフミカート”があります。若いものはそのまま食べ、熟成した
ものは粉末状にして料理に使います。

リコッタは厳密にはチーズではなく、チーズを作る際にカード（凝乳）から分離されるホエー
（乳清）を再加熱（リコッタ“二度煮た”）して作られる乳製品です。リコッタとは



牛乳

SQUACQUERONE DI ROMAGNA （DOP）

エミリア-ロマーニャ州スクアックエローネ・ディ・ロマーニャ

ピエモンテ州ノヴァーラ県、ロンバルディア州ベルガモ、ブレーシャ、コ
モ、クレモナ、レッコ、ローディ、ミラノ、パヴィア県、ヴェネト州トレヴィ
ーゾ県が生産地の、牛乳から作られるウォッシュタイプの軟質チーズで
す。元々は、ロンバルディア州タレッジョ渓谷の洞窟で熟成されていま
した。最低熟成期間は35日で、熟成につれて甘口から辛味をもった
味わいに変化します。外皮は薄くバラ色がかっており、生地
は乳白色から麦わら色で長さが18～20cmの角盤状で
す。重さは1.7～2.2kgです。中がトロリとした頃
が食べ頃と言われます。イタリアでは最も
人気のあるチーズのひとつです。

牛乳

エミリア-ロマーニャ州ラヴェンナ、フォルリ－チ
ェザーナ、リミニ、ボローニャ、フェッラーラ各県
の一部で、牛乳から作られるチーズです。成型後、
季節によって1日から最長4日間（冬は長く、夏は
短く）熟成されます。外皮がなく、生地は白から乳
白色、とても柔らかくとろっとしています。牛乳の

繊細な味わいと香りですが、ほのかに酸味も感じられます。ピアディーナ、ティジ
ェッレ、フォカッチャといったパン類に乗せて食べるほか、パスタの詰め物など料
理にも使われます。デリケートな白ワインによく合います。

牛乳

ロンバルディア州のベルガモ、ブレーシャ、ク
レモナ、レッコ、ローディ、ミラノ各県で作ら
れます。牛乳を原料とする柔らかいチーズ。熟
成は最低75日。4角形の平行六面体で、外皮は
薄く、生地は白く、香り高く繊細な味わいで
す。元々は春の余った牛乳を無駄にしない

（salvare）ための農民の工夫から生まれたものと考えられています。熟成期間中
に塩水で表皮を洗う中で表皮にカビが育ち、独特の味わいを引き出します。前菜か
らデザートまで様々な料理に使用されています。

SALVA CREMASCO （DOP）

ロンバルディア州サルヴァ・クレマスコ

牛乳

ボルツァーノ自治県にあるステルヴィオ国
立公園と同じ名の、牛乳から作られる軟質チ
ーズです。昔から、原産地であるアルプス地
方の環境、すなわち最大の生産拠点“ステル
ヴィオ山岳地帯”（海抜500m～2,000m）が
もたらす特色を守りつづけてきました。最低
熟成期間は60日。重さは8～10kg。このチー
ズの品質や個性的な味わいは、牛の飼料とな
る山岳地帯の牧草に起因しています。スペッ
クやポレンタによく合います。

トレント自治県のジュディカーリエ渓谷、中でも
レンデーナ渓谷とディ・レードロ渓谷で作られて
います。牛乳（全乳）で作られる低脂肪のチーズ
で、外皮は弾力があり、茶色を帯びた灰色。生地は
乳白色か麦わら色をしています。直径30～35cm
の円筒形で重さは7～10kg。若いうちは甘口で風
味があり、熟成したものはわずかに苦味がありま
す。山のチーズ特有の匂いとアロマがあります。
アルプスの古いチーズのひとつです。

牛乳



牛乳

牛乳

羊乳

ヴァッレ･ダオスタ州全域で作られる半硬質チ
ーズです。牛乳に山羊乳を少量加えることもあ
ります。熟成期間は60日から最長８～10ヶ月。
若いうちは甘口ですが、熟成とともに辛口に変
化します。ふんわりとした牛乳の香りがあり、夏
に生産されたものからは、山地の牧草のアロマ
が感じられます。

牛乳

ロンバルディア州ソンドリオ県で作られる半硬
質チーズ。地域の伝統種の牛の乳を一部脱脂し
て作ります。直径25～30cmの円筒形で重さは
7～12kg。外皮は麦わら色で、熟成につれて濃
くなります。ドライフルーツの香りを思い出さ
せるような甘口の風味をもち、熟成が進むと強
い味わいがでてきます。

ピエモンテ州で作られます。直径15～
35cmの円筒形、重さは1.8～8kg。牛
乳から作られますが、全乳で作るか部
分脱脂したもので作るかで味わいが
変わります。全乳から作ったものの外
皮は弾力があって滑らか、麦わら色か
ら赤褐色。生地は麦わら色で小さな気
泡が見られます。味わいは甘くデリケ

ート。部分脱脂乳から作ったものの外皮はより硬く、ざらついており、味わいが
より濃く香り高いです。伝統的に洞窟で熟成させ、約85％の湿度の中で何度も
塩水で表皮を洗います。熟成期間は6kg以下のものは15日、以上のものは60日
間。非常に古くからある山のチーズです。

シチリア島北西部のベーリチェ渓谷で飼
育された羊の全乳から作られる、パスタ・
フィラータタイプのチーズです。「ヴァス
テッダ」というのは、シチリア島南東部特
産の大型丸パン（0.5～1.5kg）のことで
す。このチーズは形状がこの丸パンと似

ていることから、この名前で呼ばれています。羊乳の甘く柔らかな味わいで、微
かに酸味があります。

IGPチーズ

Canestrato di Moliterno（IGP）

バジリカータ州

羊乳70～90％、山羊乳30～10％のハードチーズです。

チーズの楽しみ方
食卓に出す30～40分前には冷蔵庫から出しておき、常温で
休ませることで香りをより楽しめます。
木のまな板、陶磁器やガラスの皿にのせ、違うタイプのチーズ
を盛り合わせる時は、その種類に合わせた数と種類のナイフ
も用意しましょう。
特別な形としては、グラーナ･パダーノやパルミジャーノ･
レッジャーノに使われるアーモンド形のナイフがよく知られ
ています。チーズの外皮は残したまま食卓に出しましょう。
オリーヴ、セロリなどもあわせて飾ると見た目にもきれいで

す。チーズに合わせ、胡椒、オリーヴオイル、蜂蜜やジャムな
ども一緒に用意しましょう。また、パンも必ず一緒に出して
ください。
色々な種類を一度に楽しむ場合は、柔らかいものから硬いも
のへ、が原則です。
ワインも欠かせません。基本的に、フレッシュチーズには白
や辛口のロゼ、柔らかいチーズには軽めの赤、青カビチーズ
には香り高いしっかりした赤、ハードチーズにはどっしりと
した赤、が合います。



ICE-Agenzia（イーチェ・イタリア貿易促進機構）の役割
は、外国とイタリアの間の経済・貿易・商業関係の促進・
発展・振興を図ることにあり、特にイタリアの中小企業
およびその組合・団体のニーズへの対応に力を入れてい
ます。また、イタリア企業の国際化の推進や、海外市場で
のイタリアの財およびサービスの販売力の強化を目的
とした活動も行います。

当組織はローマ本部、ミラノ事務所、世界各地に広がる
海外事務所のネットワークを通じて、主にイタリア企業
および団体への情報提供、支援、プロモーション活動を
行うほか、イタリアの外交代表という枠組みの中で海外
活動を展開しています。さらに、国際化を推し進めてい
るイタリア企業に対しての協力も惜しみません。このよ
うな活動を通して、世界におけるイタリア製品のイメー
ジアップや、外国資本の投資先としてのイタリアのPRを
行うことこそが、当組織の使命なのです。

ICE-Agenziaは、イタリアの「Cabina di Regia（運営統括委
員会）」が採用したイタリア企業の振興と国際化のため
のガイドラインや戦略方針の規定にもとづき、各州政
府、商工会議所、経営者団体、その他のイタリア官民関連
組織と密接な連携を図っています。

日本では、東京にオフィスを置き、イタリア大使館貿易
促進部(Embassy of Italy-Trade Promotion Office）とし
て、その活動を展開しています。

イーチェ・イタリア貿易促進機構

クァリヴィータ財団は、EU品質認証制度のもとで認定さ
れたイタリアとヨーロッパ産DOP（保護原産地呼称）、
IGP（保護地理表示）、STG（保証伝統特産品）製品をはじめ
とする高品質な農産物・食品の振興とイメージ強化を国
際的なスケールで行うことを目的として、2002年、シエ
ナに設立されました。

クァリヴィータは、農産品部門、特に原産地呼称や地理
表示の食品およびワインを中心に、コミュニケーショ
ン、コンテンツの提供、コンサルティング、企画立案、リ
サーチ、教育といった活動を専門的に行っています。

また、クァリヴィータは、DOP、IGP、STG認定イタリア産
食品とワインの世界をPRするプロジェクトの一環とし
て、詳細な記事やウェブ・コンテンツを制作し、国営放送
や代表的な日刊紙に発表してきました。

高品質な農産物・食品およびDOP、IGP、STG認定製品の分
野において、科学的・技術的に高度な能力をもつ組織と
してイタリア農林政策省が認定したクァリヴィータは、
イタリア国内でも海外でも、生産者、消費者、保護協会、
品質検査機関、所管公共団体から、信頼性の高い機関と
広く認められるようになりました。

クァリヴィータ財団
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