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ここに掲載されているDOP製品はすべて「エクストラ・
ヴァージン・オリーヴオイル」というもので、オリーヴオ
イルの中でも特に香りや味わいに優れ、酸度が0.8％以
下の最高品質のものです。枝から直接収穫したオリーヴ
果実から、化学的な処理は一切行わず、圧搾や遠心分離
といった方法で油を抽出しただけの、いわばオリーヴ果
実のフレッシュジュースです。

イタリアの食卓には欠かせないエクストラ・ヴァージ
ン・オリーヴオイルは、加熱調理には用いず、サラダに調
味料として、また料理の仕上げとしてパスタやスープ、
肉や魚にかけていただくことで、その風味を楽しみ、料
理を引き立てることができます。フルーティ、デリケー
トなものからぴりっと辛味のあるものまで、産地と品種
による風味の違いはとても興味深いものです。

また、エクストラ・ヴァージン・オリーヴオイルは健康食
品としても近年高く評価されています。オレイン酸を多
く含み、他の植物油より動脈硬化の予防効果が高いとい
われています。家庭でその品質を保つためには、冷暗所
に保管し、早めに使い切るようにしましょう。

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

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。



カラブリア州クロトーネ県で、カロレア種中
心に作られており、DOPであるためにはオ
リーヴ栽培面積の70％以上をこの品種が占
めること、と定められています。残り30％未
満にはペンヌラーレ、ボルゲーゼ、レッチー
ノ、トンダ・ディ・ストランゴリ、ロッサネー
ゼの品種が栽培されています。色は麦わら色
からライトグリーンまで幅広く、デリケート
なオリーヴの香り、エレガントで上品な味わ
いです。肉の煮込みや魚、ブルスケッタにた
らすのがお勧めです。酸度は最大0.7％です。

カラブリア州コセンツァ県のオリーヴ栽培は、紀元前のマグナ・グラエキアの時
代に始まり、重要な産業のひとつとして成長しました。このオリーヴオイルには
詳しい産地表示が付加され、それぞれ使われる品種の割合も味わいも異なりま
す。ファッシャ・プレポッリニカ：トンディーナ種50％以上、カロレア種30％以
下、グロッサ・ディ・カッサーノ種20％以下で作られ、黄色がかった緑色のオイ
ルで、味わいも香りも中程度にフルーティです。ヴァッレクラーティ：カロレア
種50％以上、トンディーナ種30％以下、ロッサネーゼ種20％以下で作られ、色
は緑から黄色、香りは中程度にフルーティ、味わいもまたフルーティです。コッ
リーネ・ジョニケ・プレシラーネ：ロッサネーゼ種
70％以上で作られ、緑がかった黄金色をしていま
す。甘いアーモンドが感じられるデリケートな香り
で、味わいはフルーティです。シバルティーデ：グロ
ッサ・ディ・カッサーノ種70％以上、トンディーナ
種30％以下で作られます。若干緑を帯びた黄色で、
香りは軽やか、味わいはフルーティです。ゆで野菜
や焼き魚、サラダにかけるのがお勧めです。

アブルッツォ州ペスカーラ県でのオリー
ヴ栽培の歴史は、ローマ時代にまで遡りま
す。ドリッタ、レッチーノ、トッコラーナ種
を主体に作られ、実の収穫は毎年10月1日
から12月10日までと決められています。
色は緑から黄色まで幅広く、フルーティな
香りと味わい、酸度は最大0.6％です。調
味料として生で使うほか、揚げ物やソース
作りにも使われます。

エミリア-ロマーニャ州のラヴェンナ、フ
ォルリ・チェゼーナ県で、ノストラーナ・
ディ・ブリジゲッラ種を主体に作られて
います。収穫は11月5日から12月20日。
色は黄金色がかったエメラルド・グリー
ンで、草の香りの強めなオリーヴオイル

です。味わいはフルーティで、若干苦味と辛味が感じられ、酸度は最大0.5％で
す。歴史は古く、ローマ時代の搾油所も発見されています。

ラツィオ州ヴィテルボ県で作られていま
す。カニネーゼ、レッチーノ、ペンドリー
ノ、マウリーノ、フラントイオ種の混合で、
色は黄金色を帯びたエメラルド・グリー
ン。完熟した時期に収穫した新鮮な果実の
香りが感じられます。味わいはしっかりと
していて苦味と辛味が後に残ります。酸度

は0.5％以下で、スープやブルスケッタといった軽いものによく合います。この地
では、エトルリア時代の遺跡からオリーヴ収穫の様子を描いたフレスコ画が見つ
かっているほか、千年近い樹齢のオリーヴの木も残っており、その歴史の長さを
垣間見られます。

イタリアの
主要な品種

北部

リグーリア州：タッジャスカ

中部

フラントイオ、モライオーロ、
ラツィオ州：カルボンチェッラ
マルケ州：サルガーノ、
                アスコリ・ピチェーノ

南部

プーリア州：コラティーナ
カラブリア州：カロレア
シチリア州：ノチェッラーラ、
　　　　　  オリアローラ



レッチーノ、フラントイオ、コッレッ
ジョーロ、モライオーロ種を主体に作
られ、濃い緑から黄金がかった緑色を
したこのオイルは、フルーティで完熟
したオリーヴの香りがし、ぴりっとし
た味わいで、後味に苦味が残ります。

酸度は0.5％以下。トスカーナ州のシエナ、フィレンツェ県が産地で、トスカーナ名
物であるリボッリータやパンツァネッラにぴったりです。また、グリルやスープに
たらせばすばらしい風味が加わります。

カンパーニア州サレルノ県のチレント国立
公園地域で作られ、主な品種はピショッター
ナ、ロトンデッラ、オリアローラ、フラントイ
オ、サレッラ、レッチーノです。色は濃い緑色
から麦わら色で、中程度のフルーティな香り
で、弱い辛味と苦味を含んだフルーティな味
わいです。チレントでのオリーヴ栽培の歴史
は古く、紀元前6世紀のオリーヴ畑の遺跡も発見されています。ピショッターナは
この地域の最も古い品種です。「地中海式ダイエット」という食生活はこの地の食習
慣に感銘を受けたアメリカ人学者キース博士によって発表されました。

マルケ州ペーザロ・ウルビーノ県で作られ、
DOPであるためにはレッチーノ、フラントイ
オ、ラッジオーラ種の栽培面積が70％以上を
占めている必要があります。収穫は品種によっ
て10月後半から11月頭に始まり、11月25日
に終わります。若いオイルの色は緑から黄金が
かった緑ですが、より成熟したオイルは緑がか
った黄色に変わります。草と緑のオリーヴの香りがあり、味わいはフルーティさの
中に苦味と辛味が感じられます。酸度は最大0.5％です。様々な料理に合います。

プーリア州ブリンディシ県北部で作ら
れており、COLLINAとは「丘」という意
味です。オリアローラ種70%以上で作
られるこのオイルの色は、緑色から黄
色。香りは中程度にフルーティで、弱い
辛味と苦味のあるフルーティな味わい
です。野菜、肉、魚料理にかけて使うのが一般的ですが、ドルチェを作るのにも使
います。この地に残る樹齢数百年のオリーヴの木々から、その栽培の歴史の長さ
がわかります。オリアローラ種はローマ時代には既にブリンディシで広く栽培
されており、その品質の高さから高く評価されていました。

ラツィオ州ラティーナ県でイトラーナ
種を主体に、フラントイオ種とレッチ
ーノ種を合わせて作られています。
10%以下であれば他品種も混ぜること
ができます。収穫は実が完熟してから1
月31日までに行われます。濃い緑から
黄金色を帯びた黄色のオイルです。フルーティーで緑のオリーヴやかぐわしい
草の香りがあるほか、特徴的なグリーントマトの香りがあります。苦味と辛味は
軽いものから中程度まであり、アーモンドの後味が感じられます。18世紀には
この地の重要農産物として栽培面積拡大政策が取られ、100本植樹した者には
10スクード（昔の通貨）の報奨金が支払われたといいます。

エミリア-ロマーニャ州リミニ、フォルリ
－チェゼーナ県で作られています。コッ
レッジョーロとレッチーノ種が主体で、
実の収穫は10月20日から11月15日と
定められています。色は緑から黄金色、
オリーヴの香りが強く、かすかに草葉の

香りもします。オリーヴのフルーティな味わいですが、苦味と辛味も若干感じら
れます。酸度は0.5%以下。しっかりした味の料理にかけるのに向いています。



カンパーニア州サレルノ県で作られています。色は
濃い目の緑から麦わら色、香りも強めです。フルー
ティな味わいで、若干の苦味と辛味があります。ロ
トンデッラ、フラントイオ、カルペッレーゼ、ノスト
ラーレ種が主体ですが、オリアローラ、レッチーノ
も使われます。サレルノ県には、オリアーラ、オリヴェート、チトラといったオリ
ーヴ品種の名前を語源にもつ村々があります。オリーヴ栽培が広まったのはロ
ーマ時代ですが、オリーヴの樹をこの地にもたらしたのはギリシャ人でした。

カンパーニア州アヴェッリーノ県でラヴェーチ
ェ種主体に作られます。オイルは濃い麦わら色
から緑色で、トマトと草の香りがはっきりと感
じられ、苦味と辛味のあるフルーティな味わい
です。グリルした肉からブルスケッタやサラダ
まで、幅広く合わせられます。ウフィータ川が流
れる丘陵地帯であるこの地域は、中世から「イル
ピニア地方」と呼ばれていました。

プーリア州フォッジャ県で作られ、製品には4つの産
地表示があります。アルト・タヴォリエーレ：ペラン
ツァーナ種かプロヴェンツァーレ種が主体でしっか
りした味の料理に合います。バッソ・タヴォリエー
レ：コラティーナ種主体で炭焼き肉に合います。ガル
ガノ：ガルガニカ種主体でデリケートなものに合い
ます。スブアッペンニーノ：オリアローラ、コラティ
ーナ、ロトンデッラ種主体で、お菓子作りや揚げ物によく合います。酸度は0.6%以
下です。オリーヴの樹は紀元前の昔からこの地の風景の特徴的なものでした。ダウ
ノという名称は、フォッジャ県の古代の呼び名ダウニアに由来しています。オリー
ヴ栽培自体はローマ時代から盛んになり、現在でも大事な産業のひとつです。

ロンバルディア州で作られ、ブ
レーシャ、ベルガモ産のセビー
ノ、コモ、レッコ産のラリオの
産地表示が付加されます。レッ
チーノ、フラントイオ、カサリ
ーヴァ種が主体で、色は緑から
黄色、香りは中程度にフルーテ
ィ、味わいもフルーティで、苦
味と辛味を感じることもあります。酸度は0.5%以下。デリケートな味わいなの
で、魚料理やアンティパストに合います。

アブルッツォ州キエーティ県で作られていま
す。ジェンティーレ・ディ・キエーティ種、レッ
チーノ種が主体で、収穫は10月20日から12
月20日です。製品には詳しい産地表示が付加
され、それぞれ使われる品種の割合も味わい

も異なります。フレンタノ：ジェンティーレ・ディ・キエーティ種60%以上、色は黄
金色がかった緑から黄色、草の香りがし、フルーティな味わいにかすかな苦味と
辛味があります。ヴァステーゼ：ジェンティーレ・ディ・キエーティ種40%以下、レ
ッチーノ種30%以上、モライオーロ種とネッビオーロ種10%以上。色は緑から黄
色で、フルーティな香りと味わいがあり、さらにかすかな葉の香りと苦味があり
ます。しっかりした味の料理にかけるのに向いています。酸度は0.6%以下です。

ガルダ湖畔で作られるオイルです。酸度
は最大0.5%。カサリーヴァ、フラントイ、
レッチーノ、ペンドリーノ種が主体で、ロ
ンバルディア州ブレーシャ産ブレシャー
ノ、ロンバルディア州マントヴァ、ヴェネ
ト州ヴェローナ産オリエンターレ、トレ
ンティーノ-アルト・アディジェ州トレン

ト県産トレンティーノの3つの産地表示が付加されます。この地域でのオリーヴ
栽培は非常に古く、ローマ時代の搾油所址や、青銅器時代の道具が見つかってい
ます。川魚や野菜といったデリケートな料理に合うオイルです。



カラブリア州カタンザーロ県で、カロ
レア種90%以上で作られています。
酸度は0.5%以下。実の収穫は熟成か
ら1月15日までの間に行われます。色
は緑から麦わら色で香りは軽やか、味
わいもデリケートです。バランスがよ
く様々な料理に合います。

シチリア州東部にあるエトナ山周
辺地域で作られています。使用品種
は主にノチェッラーラ、エトネア。
緑がかった黄金色で香りは軽く、弱
い苦味と辛味のあるフルーティな
味わいです。この味わいはそのまま
ブルスケッタや生野菜にかけると
一番楽しめます。酸度は0.6%以下です。紀元前1000年にはフェニキア人が、その
後はギリシャ人、ローマ人、そしてアラブ人といった様々な支配層がこの地でオ
リーヴ栽培を続けてきました。

シチリア州シラクーサ、ラグーサ、
カターニア県で作られています。毎
年10月30日から1月15日に収穫し
た、主に、トンダ・イブレア、モレス
カ、ノチェッラーラ・エトネア種を
使用し、製品には8つの詳細な地理
表示が付加されます。味わいはフル
ーティ、香りは中程度から軽度にフルーティ。ほとんどのものに中程度の辛味があ
り、酸度は0.5から0.65％以下です。この地のオリーヴ栽培はマグナ・グレアキア
の時代に遡ります。ローマ時代の取引契約書にもその名前が出てきます。

カンパーニア州ナポリ県で、オリア
ローラ、ミヌッチョラ種を中心に作
られます。濃い緑がかった麦わら色
で、香り高く、オリーヴのほか、ロー
ズマリー、ミントといったハーブの
かぐわしい香りがします。味わいは
なめらかで甘く、かすかに苦味と辛
味があり、若いアーモンドのさわやかな後味が残ります。この地の特産のレモンの
サラダ、シャーベット、デリツィア・アル・リモーネに合わせるのもお勧めです。

トスカーナ州ルッカ県で作られてい
ます。フラントイオ種が90％まで、レ
ッチーノ種が30％まで、その他の品
種が15%まで、という割合です。色は
緑がかった濃い黄色で、オリーヴの香
りがあります。味わいはまろやかです
が、軽い辛味と苦味があることもあり
ます。サラダやブルスケッタにぴった
りです。この地に古くからあるオリーヴ産業ですが、14,15世紀にトスカーナ州
全体で振興策がとられ、大きな成長を遂げました。

モリーゼ州で作られています。主体と
なる品種はアウリーナ、ジェンティー
レ・ディ・ラリーノ、オリーヴァ・ネー
ラ・ディ・コッロトルト、レッチーノ。
色は黄色から緑、中程度にフルーティ
な香り、味わいはフルーティで、デリ
ケートな辛味と苦味が感じられます。
酸度は0.5%以下。プリモ・ピアットに
かけたり、豆のスープを作るのに使います。ローマ時代の文献では、この地のオ
リーヴオイルの品質の高さが度々言及されています。



アブルッツォ州テーラモ県の丘陵地帯で
作られ、レッチーノ、フラントイオ、ディリ
ッタ種が主体です。色は黄色から緑色、中
程度にフルーティな香りと味わいがあり、
かすかに苦味と辛味があります。酸度は最

大0.5％、肉料理にかけるのに適しています。PRETUZI（プレトゥツィ）とは紀元前に
この地にいた先住民族の名前で、ローマ時代には既にこのオイルは広く流通してい
ました。また、18世紀には多くの書籍にその品質の高さがうたわれています。

サルデーニャ州オリスターノ、ヌオーロ、
カリアリ、サッサリ各県で作られていま
す。主な品種はボサーナ、トンダ・ディ・カ
リアリ、ネーラ・ディ・ヴィラチドロ、セミ
ダーナ種で、収穫は実が完熟してから1

月31日まで可能。色は熟成度合いによって緑から黄色、香り、味わいともにフルー
ティで、苦味と辛味が感じられます。酸度は0.5%以下。レバーのクロスティーニ、
赤身肉のグリル、スープなどに良く合います。この地でのオリーヴ栽培はおそら
く紀元前7から8世紀、クレタ文明のミノス時代にまで遡ります。

トスカーナ州グロッセート県でオリヴァ
ストラ・セッジャーノ種を主体に作られ
ます。色合いは黄色から黄金色がかった
緑色で、フレッシュな緑の香りがします。
味わいはすっきりとして苦味と辛味のハ
ーモニーが絶妙で、パスタ、サラダや魚料

理によく合います。1550年の資料によると、オリーヴの木を切ったり抜いたりし
た者は誰であれ罰金が科せられたそうです。このことからもこの地域でのオリー
ヴの経済上の重要性が読み取れます。

リグーリア州でタッジャスカ、ラヴァン
ニーナ、ラッツォーラ種から作られてい
ます。実の収穫は1月30日まで可能で、製
品にはリヴィエラ・デイ・フィオーリ、リ
ヴィエラ・デル・ポネンテ、リヴィエラ・デ

ィ・レヴァンテの３つの地理表示が付加されます。色は黄色から緑がかった黄色、
熟した果実の香りがあり、味わいには甘みがあります。リヴィエラ・ディ・レヴァ
ンテには甘みに加えてかすかな苦味と辛味もあります。野菜やカルパッチョとい
ったデリケートな料理に合うオイルです。紀元前3世紀には始まっていたオリー
ヴ栽培ですが、その発展が目ざましかったのは18世紀でした。

ラツィオ州リエーティ、ローマ県で作ら
れています。主な使用品種はカルボンチ
ェッラ、レッチーノ、ライア、ペンドリー
ノ、モライオーロ、オリヴァストローネ、
サルヴィアーナ、オリヴァート、ロショー

ラです。色は黄金色で香りはフルーティ、とろっとした味わいで甘みがあります
が、新鮮なものには苦味も感じられます。酸度は0.6％以下で、ブルスケッタやカ
ルパッチョ、揚げ物まで、様々な使用に適しています。紀元前6、7世紀にその歴史
は遡り、遺跡からオリーヴの種が発見されています。カンネート・サビーノ村には
ヨーロッパ最古のオリーヴの木が残っています。

SEGGIANO（DOP）

セッジャーノ産 オリーヴオイル トスカーナ州

フリウリ-ヴェネツィア・ジューリア州ト
リエステ県で作られます。最低20％をベ
リカ、ビアンケーラ種で、残り80％をカ
ルボーナ、レッチーノ、レッチョ・デル・コ
ルノ、フラントイオ、マウリーノ、ペンド
リーノ種単一もしくは混合で作られま

す。色は金色がかった緑、中程度にフルーティな香りで、ある程度の辛味をもつフ
ルーティな味わいです。デリケートな味わいなので色々な料理に良く合います。
この地に最初にオリーヴ栽培をもたらしたのはフェニキア人とギリシャ人だと
いわれています。ローマ時代に一大産業として発展しました。栽培地を拡大し、各
搾油所には搾油のための石臼が与えられたといいます。



プーリア州ターラント、ブリンディシ県で作られています。
主にチェッリーナ・ディ・ナルド、オリアローラ種が使用されます。色は緑から緑がかっ
た黄色、香りは中程度にフルーティでかすかに草の香りがし、味わいは若干の苦味と辛
味をともないフルーティです。パスタ、ゆで野菜や豆、セコンドまで、広くよく合いま
す。この地のオリーヴ栽培には数千年の歴史があるともいいます。メッサーピ、フェニ
キア、ギリシャ、そして古代ローマ人に引き継がれてきたこの地のオイルは、中世の修
道士が品種改良などの革新を行い商業的に大きく飛躍することになりました。

トスカーナ州シエナ県で、フラントイオ、コッレッジョーロ、レ
ッチーノ、モライオーロのうち少なくとも2種を85%以上使って作られます。黄金色がかっ
た緑から、時間がたつにつれて緑がかった黄金色に変化します。しっかりとした辛味を感じ
るフルーティな香りと味わいで、酸度は0.5％以下。野菜や豆を使ったトスカーナ料理の仕
上げに使うのはもちろん、肉や魚料理の味わいを深めるための材料としても使われます。

プーリア州バーリ県で作られ、製品には3種類の詳しい産地表示、カステル・デル・モ
ンテ、ビトント、ムルジア・デイ・トゥルッリ・エ・デッレ・クロッテが付加されます。主
要品種は、コラティーナ、チーマ・ディ・ビトント、オリアローラ・バレーゼ、チーマ・デ
ィ・モーラで、各産地により使用割合が決められています。味わいはどれもフルーテ

ィで苦味と辛味が若干から中程度、酸度は0.5から0.6%以下です。野菜やブルスケッタに生で、また、プーリアの魚
料理に最適です。オリーヴ栽培は新石器時代にまで遡るといわれており、ローマ時代には輸出も始まっていまし
た。中世にはナポリ、フェッラーラ、果てはヴェネツィアを通じてヨーロッパ各国へも運ばれていました。

カンパーニア州カゼルタ県で、セッサーナ種の他、コルニオー
ラ、イトラーナ、トナチェッラ種などの土着品種を中心に作られます。色は麦わら色から濃
い緑、中程度からやや強い味わいで、苦味と辛味があり、甘いアーモンドの香りが感じられ
ます。かつてカンパーニア州では花嫁の持参金はしばしばオリーヴオイルの量で評価され
たといいます。オリーヴの木はその所有者の裕福度を示すバロメーターでもありました。

ラツィオ州ヴィテルボ県で、フラントイオ、
レッチーノ、カニナネーゼ種主体で作られ
ます。色は黄金色を帯びたエメラルド・グリ
ーンで、新鮮なオリーヴの香りがあります。
苦味と辛味の後味がバランスよく残る、中

程度にフルーティな味わいで、酸度は0.5%以下です。そのデリケートな味わい深
さから、様々な料理に広く活用できます。紀元前6世紀にはエトルリア人、ギリシャ
人、フェニキア人との間でオリーヴオイルの交易が行われていました。オリーヴの
実が描かれたエトルリア人の墓も見つかっています。

プーリア州ターラント県で、フラントイオ、
コラティーナ、レッチーノ、オリアローラ種
主体に作られます。実の収穫は10月から1
月にかけて行われます。色は黄色から緑色、
やや滑らかで、多少辛味のあるフルーティ

な味わいです。酸度は0.6%以下。プーリア特産のチーマ・ディ・ラーパのオレッキエ
ッテなど、野菜ベースのプリモ・ピアットに最適な他、肉、魚といったセコンドにも
よく合います。この地のオリーヴ栽培は数千年の歴史があり、オリーヴの樹を刻ん
だ紀元前4,5世紀のコインも見つかっています。

ウンブリア州全体で作られ、主な使用品種
はレッチーノ、フラントイオ、モライオー
ロ、サン・フェリーチェ、ライヨ、ドルチェ・
アゴーチャです。製品には、5種類の産地表
示が付加され（①コッリ・アッシジ・スポレ

ート、②コッリ・マルターニ、③コッリ・アメリーニ、④コッリ・デル・トラジメー
ノ、⑤コッリ・オルヴィエターニ）、それぞれ品種の使用割合が定められており、共
通の性格をもちます。いずれもはっきりとした味わいなので、ジンプルな料理に
良く合いますが、①と②は苦味と辛味がより強く感じられます。ウンブリアでも、
エトルリア人の活躍により、紀元前からオリーヴオイル作りは始まっていまし
た。

TERRE AURUNCHE（DOP）

テッレ・アウルンケ産 オリーヴオイル カンパーニャ州



シチリア州メッシーナ県の大部分で作ら
れています。サンタガテーゼ、オリアロー
ラ・メッシネーゼ、ミヌータ種が単体もし
くは混合で70%以上。透明感のある黄色
から黄金色がかった緑の色をしており、
新鮮な収穫したてのオリーヴやハーブ、

花などの香りを感じます。新鮮なオリーヴの味わいにアーモンドや果物、トマト、
アーティチョークの後味がかすかに残るフルーティな味わいで、酸度は0.7%以
下です。この地でのオリーヴ栽培は紀元前のフェニキア人の時代に始まり、ギリ
シャ植民地時代に拡大しました。ギリシャ、ローマ時代には地中海全域でここの
オイルが取引されていました。

シチリア州トラパニ県で作られています。主
要品種はノチェッラーラ・デル・ベーリチェ
とチェラスオーラが単体もしくは混合で
80%以上です。黄金色を帯びた緑色をして
おり、オリーヴの香りに時に草の香りが混ざ

ります。若干苦味と辛味を感じるフルーティな味わいで、酸度は0.5%以下です。オ
リーヴ栽培はギリシャ人、フェニキア人によってもたらされましたが、主に富裕層
をターゲットにした産業として発展したのは中世ブルボン王朝時代でした。

ヴェネト州ヴェローナ、ヴィチェンツァ、ト
レヴィーゾ、パドヴァ各県で作られ、製品に
は３つの詳しい産地表示（ヴェネト・ヴァル
ポリチェッラ、ヴェネト・エウガネイ・エ・ベ
リチ、ヴェネト・デル・グラッパ）が付加され、

それぞれ使用品種の割合や性質が統一されています。若干の苦味があり、香りが豊
かで、生のまま味わいたい一品です。

バジリカータ州ポテンツァで、オリアロー
ラ・デル・ヴルトゥレ種を主体に作られます。
収穫は実が完熟してから12月31日までに
行われます。色は緑を帯びた琥珀色、甘く完
熟したオリーヴの味わいに苦味と辛味がか

すかに感じられます。チーマ・ディ・ラーパのカヴァテッリ、ソラマメのミネストラ
といった南イタリア料理によく合います。

シチリア州パレルモ、アグリジェント県
で作られています。主要品種はビアンコ
リッラ、ノチェッラーラ・デル・ベーリチ
ェ、チェラスオーラ種単体もしくは混合
で90％以上です。濃い緑がかった黄金色
で、アーモンドの香りがかすかに感じら

れるフルーティな香り、味わいは滑らかで甘い後味が残ります。酸度は0.5%以下
で、豆のスープや魚のグリル、サラダなどに良く合います。ギリシャ植民地時代には
既に主にアグリジェントから輸出されており、重要な産業のひとつとして捉えられ
ていました。

シチリア州トラパニ県で作られていま
す。ノチェッラーラ・デル・ベーリチェ種
が70%以上を占めます。輝きを帯びた緑
から黄色の色合いで、オリーヴの実の香
りがします。味わいは強めのフルーティ
で苦味は中程度から強め、辛味は軽めか

ら強めにあります。酸度は最大0.5％。紀元前7世紀にギリシャ人によって、地中海
交易用にオリーヴ栽培が始められました。様々な地中海料理に豊かな風味をもた
らします。

VULTURE（DOP）

ヴルトゥレ産 オリーヴオイル バジリカータ州

IGP
オリーヴオイル

TOSCANO（IGP）　トスカーノ

トスカーナ州



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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