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Ⅲ．日本国内における食文化戦略調査 

 

１．食文化における食文化維持・継承の取組事例 

 

（１）道産食品独自認証制度（北海道） 

【事業概要】 

北海道は、安全・安心を稀本とした「道産食品独自認証制度（愛

称：きらりっぷ）」に取り組んでいる。 
 当制度は、原材料、生産工程、衛生管理、食味など独自に設定し

た基準をクリアにしたものだけをきらりっぷ商品として認証するも

のである。 
 現在，ハム類、ベーコン類、ソーセージ類、ナチュラルチーズ、

日本酒、熟成塩さけ、そば、みそ、ワイン、いくら、アイスクリー

ム、豆腐、納豆、しょうちゅう、しょうゆ、醤油いくら、生中華麺、

熟成塩蔵からふとます、ビール、非加熱食肉製品（生ハム）、魚醤油

の 21 品目の認証基準を制定している。商品数では合計 62 商品が認

証されている（平成 26 年 3 月 3 日現在）。 
 認証基準は、原材料に関する基準、生産情報に関する基準、安心に関する基準、商品特

性の基準、官能検査基準などについて細かく規定されている。 
 認証品目について、JCB、JAL、JR 東日本、イオン、食品メーカーなどとの連携、協同

事業による認定商品の普及活動を活発に行っている。 

 

（２）伝統的な地元海産物を原料とした食品開発（福井市越廼漁業協同組合女性部） 

【事業概要】 

 越廼漁協女性部は、伝統的に引き継がれてきた糠漬けや干し物

などの製造や、地域イベントでの販売を 30 年）前から行ってい

た。これらは、地元の伝統的な食品であるとともに、漁協で水揚

げされた魚介藻類のうち、取引されることなく未利用であったも

のの有効活用が目的だった。いか、あじの糠漬けなど、全国的に

も珍しい糠漬けも製造・販売してきた。 
 平成 22 年度からは、従来は食用にされなかった海岸岩場に繁

殖するアカモクの商品化を図り、平成 23 年に「こしのぎばちゃ

ん」の商品名で加工・販売にこぎつけた。地域イベントや県外での商談会に出展するなど

販売促進に努めている。販売促進のためにはパッケージデザインなど消費者の目を引くこ

とも重要と考え、自作していたデザインを外部委託するなど積極的な商品化を行っている。 
 平成 24 年には、国の６次産業化法に基づく認定を受け、県や市の補助制度も活用し、新

商品の開発、販売促進を図っている。 

  

（３）耕作放棄地へのソバの作付け（秋田県鹿角市農事組合法人したかわら） 

【事業概要】 

 農業従事者の高齢化や担い手不足による労働生産性の低下により、耕作放棄地が拡大し

ていることから、農作業の協同化を通じた生産性の向上を図ることを目的に「農事組合法

（出典）北海道ホームページ 

（出典）福井市ホームページ 
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人したかわら」が設立された。平成

21 年度から国の「耕作放棄地再生利

用緊急対策」を活用し、約 8 ヘクタ

ールの耕作放棄地の再生作業、土壌

改良を行うとともに、営農定着のた

めのソバの栽培に取り組んでいる。 
 土地所有者と同法人との間で作業

受託委託契約を結び、収穫物である

ソバ粉は同法人に帰属し、製麺業者

へ販売を行っている。 

 

（４）干瓢の消費拡大（栃木県下野市のらんどまあむ等の連携組織） 

【事業概要】 

 栃木県の特産物である干瓢の歴史は 300 年に及ぶが、担い手不足や高齢化のため、6,500
軒あった生産農家が 350 軒にまで減少していた。

干瓢のイメージは干瓢巻きや押すしくらいで、と

くに若い人への認知度は低くなっている。 
その干瓢商品が道の駅しもつけで売上 420％

にまでになった。それをもたらしたのが女性が活

躍している惣菜等製造販売の「らんどまあむ」な

どの連携組織である。干瓢は恵方巻きにも使われ

るが、栃木県では福巻寿司と呼ばれていた。そこ

で、大阪の恵方巻きのノウハウを学び、干瓢太巻

の早食い競争を行いテレビでも取り上げられる

なとしてＰＲにつとめ、道の駅しもつけでの販売

著増加に結びついた。 
 

（出典）日本食文化ナビ活用推進検討会資料 

（出典）秋田県「耕作放棄地等へのソバの作付け事例」 
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２．地域における食文化の海外への普及と普及に向けた取組事例 

 

（１）日本の農業をタイへ（農事組合法人和郷園） 

【組織概要】 

農事組合法人和郷園（千葉県香取市）は、農業生産者の自立、技術向上、GAP の取組、

加工事業、販売事業、リサイクル事業、海外における展開等、農業を軸とした活動を行っ

ている。 
 

【活動内容】 

農業ビジネスの強化の一環として、収穫され

た農産物を冷凍やカットなどの付加価値をつけ

るだけでなく、ビジネス拡大の領域として海外

進出に着目した。 
同社は、2007 年に Otento（Thiland）を設立、

日本の栽培技術を用いた野菜栽培をタイで行う

と共に、タイ現地のニーズにあった日本の農産

物を輸入、販売している。また、タイのチェン

ライの生産者と技術協力し、日本種いちご“御牧

いちご”を現地生産している。 
 日本への輸出用としては、バナナやマンゴーを生産し、タイ国内向けにも量販店や日本

料理店向けの野菜販売を行っている。 
 日本とは気候条件も異なるので、タイ現地の契約生産者から野菜づくりの経験や知識を

教えてもらいながら、本社である和郷園の技術との、日タイ双方の栽培方法を融合して行

っている。日本のルールをおしつけるのではなく、タイの生産者の意見を尊重しつつ栽培

方法を決めている。現地事業は成果を上げており、農産品流通の新たなる試みとして注目

される。 
 

（２）近江牛のブランド化と輸出（「近江牛」生産・流通推進協議会、滋賀食肉処理

場等） 

【組織概要】 

「近江牛」生産・流通推進協議会は、 近江牛の生産から流通に至る関係団体（滋賀県食

肉事業協同組合等 10 団体）が連携を図り、 安全・安心で高品質な近江牛の安定的な供給

を推進するとともに、 近江牛の銘柄の高揚、ＰＲに取り組むことを目的とし、近江牛認証

ロゴマークの普及を図っている。 
 

【活動内容】 

 同協議会の近江牛についてのロゴマークは、近江

牛認定書、指定店登録証、枝肉用ならびに精肉用シ

ールに限られていたために、マークの認知とともに

当初の用途以外での使用が目立つようになったため、

使用許諾の厳格化を図った。具体的には、商標使用

許諾者以外のマーク使用の不許可及び認定「近江牛」

指定店だけに限定し、商品広告、掲示物、加工食品

の外装へのロゴマークの使用の細則の規定を行った。 

（出典）和郷園ホームページ 

（出典）「近江牛」生産・流通推進協議会ホームページ 
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 「近江牛」は、滋賀県内で も長く肥育された黒毛和種と定義されており、地域団体商

標として登録されている。これに対して、近江牛の中でも、枝肉格付け、協議会団体の会

員による生産、滋賀県食肉センターまたは東京都中央卸売市場食肉市場・芝浦と場での格

付けの要件を満たすもののみを認証「近江牛」として、ブランド化を促進した。 
 近江牛はシンガポール、マカオ、タイなどに販路拡大しつつあるが、滋賀県食肉センタ

ーは、HACCP 方式による衛生管理などを徹底し、2014 年 5 月には他の 4 施設とともに国

内初のフィリピン輸出食肉取り扱い施設となり、輸出が決定した。ブランドの発展と事業

団体の安定運営の事例として注目される。 
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３．国内レストランにおける食材・食品の調達状況 

 

 国内レストランにおける食材・食品の調達状況を把握するため、海外食文化の代表例とし

て、首都圏のフランス料理店及びイタリア料理店においてヒアリング調査を実施した。その

結果、主要な食材・食品は国内にて調達されているものの、例えばジビエやフォアグラ、キ

ノコ、ワイン、チーズ等のこだわりの食材・食品については、海外現地から直接調達されて

いることが確認された。 

これは換言すれば、日本食レストランの海外展開のさらなる進展に伴い、こだわり（本物

＝日本産）の日本食品・食材の潜在需要が相当程度あるものと期待され、海外プロモーショ

ンの戦略的展開や商品供給力の強化、物流体制の構築など、拡大する海外需要に対する適切

な対応が求められる。 

 各ヒアリング調査の詳細は以下の通り。 

 

（１）フランス料理編 

【場所】ル・グランブル キュイジーヌフランセーズ（東京） 

①肉類の調達 

○牛肉については、海外では仏産のシャローレ牛（赤身）などがある（日本政府は 2013
年 2 月に BSE 関連の牛肉輸入規制を緩和し、仏、蘭からの輸入が再開されている）。質

と価格とのバランスや顧客の和牛人気などからやはり国産牛が多い。なお、ランチ（ハ

ンバーグ）用の牛肉については、豪州産ブロック肉をひいて使用している。 

○豚肉については、国産をメインとしている。場合によってはスペイン産のイベリコ豚な

どを使うこともあるが、流通ルートが限られること、1 ロットの注文量が多いこと（枝

肉単位）等からあまり頻繁ではない。 

○鶏肉については、仏産が多い。ランチ用で国産を使うこともある。海外食材については、

取引業者からチルドまたは冷凍で仕入れる。特に鴨肉については、国産も一部あるが各

部位（胸、腿等）を含めて仏産の方が優れており、仏産を 100%使用している。フォアグ

ラについても仏産メインである。 
○羊（仔羊）については仏産が望ましいが、輸入停止中のため調達することができない。

現在は豪州産を使用している。 

○ジビエ（キジ、鴨、鳩、兎等）については、仏産が多い。国産では青森や長野、北海道

が主である。鹿の場合、当店では北海道のエゾシカを使っている。熊や猪等は皮をむし

り取る必要があるが、鹿の場合は既に皮を剥いてあり、また癖もないので使い易い。ジ

ビエは血を食べるものなので、質の高い仏産をチルド輸入することが多い。また 近で

は半飼育したものも出回っている。 

○生ハムについては、イタリアのプロシュートやスペインのハモン・イベリコ等を取り扱

うことは一部あるがごく限られている。なお、当店ではシェフがあまり手を入れる必要

のないもの（例：生ハム、キャビア等）を取り扱うことは少ない。 

 

②魚介類の調達 

○お店の立地場所（銀座）もあり、魚介類は全て築地で自らの目で直接確認し仕入れてい

る。スモークサーモン用の紅鮭については、カナダ産かロシア産があるが、当店ではカ

ナダ産を築地で仕入れている。以前は一時期産直を行っていたが、魚種や仕入量等が水

揚げに左右されること、輸送コストが結構かかること等から、現在は築地で仕入れるよ

うになった。 
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○日本周辺では韓国や中国等の漁船と操業地域が重複しており、魚介類そのものには国産

も外国産もないが、国産は捕獲～活締め～流通等における魚の取扱いが異なり、鮮度が

大きく異なる。当店では顧客から人気があり、かつ鮮度持ちが青魚より良いタイを扱う

ことが多い。なお、外国産魚介類について、国内で入手困難なもの（例：ドーバー海峡

の舌平目、エイ、ブルターニュのオマールエビ等）については、顧客からの要望に応じ

て空輸することがあるが価格は高い。 

 

③野菜類の調達 

○ほぼ全て国産を使用している。なお、一部例外として白アスパラガスは仏産、芽キャベ

ツはオランダ産を使用している。国内のアスパラガス産地は香川か北海道になるが、国

産は味が弱い。仏産はアクがあり手間もかかるが、土壌等の違いもあり味が遥かに良い。 

○キノコ類（トリュフ、セップ、シャントレル（アンズダケ）等）は天然物であり国内で

入手困難なため、90%以上仏産を使用している（チルド空輸で仕入れ）。なお、ポルチー

ニ等については伊産を使用している。 

 

④米・穀物類（小麦粉等）の調達 

○米（リゾット用）は米国産（カリフォルニア米）を使用している。リゾット用なので国

産米よりも適している。価格や商品内容、残留農薬等をよく吟味した上で使用すること

にした。 

○当店では天然酵母の自家製パンをつくっている。小麦粉は国産の方が価格は高いが、風

味（旨み）が豊かなため、外国産と国産（北海道）をミックスして使っている。なお、

一部製品については仏産を半製品で仕入れ、お店で焼き上げている。 

 

⑤チーズ、ワイン、パン、パスタ等の調達 

○チーズは仏産と伊産が主である。なお、ラザニア用（焼物系）のグラナ、生食用のパル

ミジャーノはいずれも伊産を使っている。パスタは伊産の乾麺を使っている。 

○ワインは仏産がメインで、テーブルワイン等で伊産も一部取り扱う。リストでは仏ワイ

ンのみ掲載し、顧客からのリクエストに応じてリストに掲載していない伊ワインを出す

こともある。赤ワインの煮込み料理等では西産や伊産の濃い目のワインも使うことがあ

る。 

 

⑥調味料の調達 

○価格と質のバランスを考慮し、塩は博多の焼塩を使っている。なお、パスタを茹でる際

の塩は伊産の海塩を使っている。 

○バターは国産を使っている。外国産（仏産等）で美味しいものがあるが、関税の関係上、

価格が高過ぎる。 

○酢（ワイン・ビネガー等）は仏産や西産、マスタードは仏産を使っている。 

○ハーブはフレッシュなものが望ましいので国産をそのまま、或いは乾燥させて使ってい

る。 

○仏料理ではフォンド・ボーに基づき、素材の良さをストレートに生かすことを重視して

いるため、香辛料はあまり使っていない。中華料理やインド料理等とは方向性が異なり、

仏料理ではあまりスパイシーなものは好まれない傾向にある。 
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⑦食品・食材の国内及び海外からの調達における主な留意点 

○肉類の仕入れについて、当店のようなオーナーシェフが経営している小規模店では、食

べ頃を自ら調整できることもあり、チルド肉を仕入れることが多い。大規模店では冷凍

肉を一括仕入することが多いように聞いている。なお、当店では大量生産や遺伝子組換

飼料、抗生物質等への懸念から、お店のポリシーとして米国産肉類を取り扱わないこと

としている。 

○原産地証明について、手間はかかるが差別化の観点から意味のある取組であり、出所の

明確化を今後とも積極的に推進すべき。日本では業者がこうした取組（例：関アジ、関

サバ、関タイ等）を行っており、海外では AOC/AOP などの制度に依っている。なお、

当店のレンズ豆のスープは明示していないが仏ピューイ産のものを使っている。 

 

聞き取り先レストランにおける食材・食品の調達状況一覧（フランス料理編） 

食材・食品名 国産 外国産 備考 

肉 

類 

牛 ◎（和牛） △（豪） ﾗﾝﾁ用に豪州産を一部使用 

豚 ◎ △（西等）  

鶏 △ ◎（仏） 特に鴨（ﾌｫｱｸﾞﾗ、各部位）は仏産が
良質。ﾗﾝﾁ用等に国産を一部使用 

羊（仔羊） ― ◎（豪） 仏産は輸入停止中 

ジビエ △ ◎（仏） 国産はｴｿﾞｼｶ、仏産はﾁﾙﾄﾞ空輸が
主 

生ハム ― ◎（伊、西） 店での取扱は少ない 

魚
介
類 

紅鮭 ― ◎（加） 築地で自ら仕入れ 

舌平目 ― ◎（仏） 国内入手困難（ﾄﾞｰﾊﾞｰ海峡産） 

オマールエビ ― ◎（仏） 国内入手困難（ﾌﾞﾙﾀｰﾆｭ産） 

上記以外 ◎ ― 築地で自ら仕入（ﾀｲ等） 

野
菜
類 

ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ､ﾚﾝｽﾞ豆 ― ◎（仏） 国産より良質 

芽キャベツ ― ◎（蘭）  

キノコ類 ― ◎（仏等） 国内では入手困難 

上記以外 ◎ ―  

米
・穀
物
類

米 ― ◎（米） ﾘｿﾞｯﾄ用にｶﾙﾌｫﾙﾆｱ米を使用 

小麦粉（パン用） ○（北海道） ○（米、加等） 天然酵母パン用に外国産と北海道
産をﾐｯｸｽして使用 

チーズ ― ◎（仏、伊）  

パスタ ― ◎（伊） 乾麺を使用 

ワイン ― ◎（仏、伊） 仏産が主、伊産はﾃｰﾌﾞﾙﾜｲﾝ等で
一部使用 

調味料 ○（塩、ﾊﾞﾀｰ、
ﾊｰﾌﾞ等） 

○（ﾊﾟｽﾀ用塩、
酢、ﾏｽﾀｰﾄﾞ等） 

価格と質とのﾊﾟﾗﾝｽを考慮 

食品・食材調達上の留意点 ・安全性への配慮（残留農薬、遺伝子組換、原産地、流通経路等） 

・食品・食材の質へのこだわり（チルド食材の仕入等） 

・価格と質とのバランスの重視（国産・外国産の使い分け）など 
 

※◎主に使用、○使用、△一部使用、―該当なし 
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（２）イタリア料理編 

【場所】トラットリア元町（横浜） 

①肉類の調達 

○基本的には国産を中心に使用しているが、国内で入手困難なものについては顧客か

らのリクエストや店内イベント、輸入業者からの紹介等に応じて海外産を輸入・使

用している（例：鴨、野鳥、イノシシ等のジビエについては、欧州産の方が時期が

若干早い（欧州産は 11～12 月頃、国産は 1 月頃より）こともあり、仏産やスコット

ランド産を使用）。 

○生ハムについては、価格面や店内での準備等の手間を考慮し、カナダ産のスライス

を使用している。 

 

②魚介類の調達 

○肉類と同様ではあるが、例えばオマールエビについては、カナダ産が一般的だが、

ブルターニュ産は高価ではあるものの味わいや美味しさが大きく異なるため、顧客

からのリクエストや店内イベント等に応じて輸入・使用している。 

 

③野菜類の調達 

○基本的に肉類・魚介類と同様ではあるが、キノコについては伊産を使うことが多い

（例：ポルチーニ、トリュフ等）。ピエモンテ地方は質の良いキノコが多く取れる地

域であり、伊現地の知り合いに依頼し、入手することもある。 

○日本にも質の高いキノコは沢山あるが、関西・中国地方で採れるものが多いため、

関西の料亭等でとまってしまい、関東には入って来ない（関東では東北地方が中心）。

その他では、中国産や豪州産のトリュフも試しているが、香りや味が今一つである。 

 

④米・穀物類（小麦粉等）の調達 

○リゾット用の米は仕入や質等に応じて国産と外国産を使うものの、基本的には国産

を使うことが多い。なお、外国産はイタリアのカルナローリを使うことが多い（国

産米に比べ米粒が大きいものの味は国産米に近い。価格は国産＜伊産）。 

○ピザ用の小麦粉については、ナポリ産の薄力粉を使っている。イタリアでは南部と

北部で考え方が異なり、南部ではピザだけを食べるケースが多いが、北部では食事

と一緒に食べることが一般的である。当店ではパスタをメインとしていることもあ

り、ピザは南部風の軽く食べられるものを出している。 

○パスタ用の小麦粉については、デュラム小麦のセモリナ粉のみを使用している。試

行錯誤した結果、現在では国内製粉会社のセモリナ粉（S-1 グレード・カナダ産）を

使用している。他店では、通常はもっと低いグレードのセモリナ粉を使い、つなぎ

のため小麦粉を混ぜることが多いが、当店ではデュラム小麦のセモリナ粉を 100%使

用し、特殊な専用機械で 700～800 キロの圧力をかけてパスタをつくっている（イタ

リアでは「パスタ」の定義は「デュラム小麦のセモリナ粉 100%」であること）。な

お、生パスタではあるが卵は使っていない。 

○また、当店のパスタには、麺同士がくっつかないようにするためにマンナンを入れ

ている。乾燥しにくくなり、しなやかな状態が長持ちする上に、圧力をかけてつく

っていることで麺に独特の歯応えが出てくる。なお、当店のパスタはセモリナ粉そ

のものの色（若干黄色）であるが、これにトマトを加えて赤色にするなど、いくつ

かの色のものをつくっている。 
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○パン用の小麦粉については、主に米国産などを小売店で調達している。パスタをメ

インにしているため、軽いパンに仕上げたいため薄力粉を使っているが、香りを出

すために先ほどのナポリ産とブレンドするなど、こだわりを持って自家製パンをつ

くっている。 

 

⑤チーズ、ワイン、パン、パスタ等の調達 

○ワインについては、コストパフォーマンスに優れる海外産（伊、仏、西、独）を中

心に取り扱っている。なお、近隣のワイン知識の豊富な酒屋を紹介いただいたこと

をきっかけとして、現在は酒屋からお奨めがあれば紹介いただき、テイスティング

等を経て仕入れている。 

○チーズについては、様々な取扱業者があるものの、伊産を中心に使っている（パル

ミジャーノ、ゴルゴンゾーラ、モッツアレラ等）。以前に国産のモッツアレラ（乳牛）

を使ったことがあるが、本来は水牛を使用していることもあり、日本人向けに特有

のクセ（香り、味等）がマイルドになっていたが、シェフはクセのあるものの方を

好むことが多い。また、どの料理にどのように使うのかも重要な点である。 

 

⑥調味料の調達 

○オリーブオイルは生産国のみならず、色合い、香り、旨み、価格、グレード、用途

（サラダ、カルパッチョ、炒めもの等）が多様であり、色々なものを使っているが、

基本的には海外産（伊、西等）を中心に使用している。 近仕入れたイスラエル産

はかなり良かった。以前に国産を使っていたことがあるが、価格が高い上に原料の

オリーブを一部輸入していることを聞き、現在は使用していない。 

○バターについては、国産の発酵バターを使うことが多い。外国産は質は高いが関税

の関係上、国産の 3～4 倍程度高価であり価格面から使うのは難しい。ケーキは国産

の無塩バターが主である。良いものは香りづけのため少しだけ使うとさわやかなバ

ターソースに仕上がる。 

○酢は国産をピクルス用等で使用している。バルサミコは伊産が中心である。 

○菜種油は国産を仕入れており、仕上げや揚げ物などで使用している。 

○塩は単なる塩味だけではなく、ミネラル分を豊富に含んでいるもの（国産または海

外産（中東等））を使用している。 

 

⑦食品・食材の国内及び海外からの調達における主な留意点 

○イタリア料理とフランス料理は似ている部分が多く、食材を取り扱っている輸入業

者が同じであるケースも多い。大手ホテルに十数年勤務していた関係から、様々な

業者とつながりを持っており、これまでの経験を踏まえ構築したネットワークを有

効活用している。 

○イタリア修行時の経験から、イタリアでは各土地で取れる食材を使うことを原則と

しており、地元のものを大切に取り扱う。こうした考え方を踏まえ、当店ではでき

る限り日本の食材を活用したイタリア料理をつくることをポリシーとしている。 

○日本は食材に恵まれており、優れたものが数多くあるが、 近では食材自体にパワ

ーの無いものが多い。食材に力があれば味わいが出てくるため、塩分など調味料を

減らすことができ、近年のヘルシー志向にもマッチする。 
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聞き取り先レストランにおける食材・食品の調達状況一覧（イタリア料理編） 

食材・食品名 国産 外国産 備考 

肉 

類 

牛 ◎ ― 国産を中心に使用 

豚 ◎ ― 国産を中心に使用 

鶏 ◎ △（仏、ｽｺｯﾄﾗﾝ
ﾄﾞ） 

鴨は欧州産が主。他は国産を使用 

ジビエ △ ◎（仏、ｽｺｯﾄﾗﾝ
ﾄﾞ） 

欧州産の方が国産より時期が若干早
い 

生ハム ― ◎（加） 価格面や店内での準備等の手間を考
慮 

魚
介
類 

オマールエビ ― ◎（仏） 国内入手困難（ﾌﾞﾙﾀｰﾆｭ産） 

上記以外の魚介類 ◎ ― 国産を中心に使用 

野
菜
類 

キノコ類 ― ◎（伊） 国内入手困難 

上記以外の野菜類 ◎ ― 国産を中心に使用 

米
・穀
物
類 

米 ◎ △（伊） ｺｼﾋｶﾘが主。ﾘｿﾞｯﾄ用にｶﾙﾅﾛｰﾘを使
用 

小麦粉（ピザ用） ― ◎（伊） ﾅﾎﾟﾘ産薄力粉を使用 

小麦粉（パン用） ― ◎（米等） 小売店調達またはﾐｯｸｽして使用 

小麦粉（パスタ用） ― ◎（加） ﾃﾞｭﾗﾑ小麦ｾﾓﾘﾅ粉 100%＋ﾏﾝﾅﾝ使用

チーズ ― ◎（伊） ﾊﾟﾙﾐｼﾞｬｰﾉ、ｺﾞﾙｺﾞﾝｿﾞｰﾗ、ﾓｯﾂﾚﾗ等 

ワイン ― ◎（伊、仏、西、
独） 

ｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽに優れる外国産を調達

調味料 ○（ﾊﾞﾀｰ、酢、
菜種油、塩等）

○（ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ、
ﾊﾞﾙｻﾐｺ、塩等） 

価格と質とのﾊﾟﾗﾝｽを考慮 

食品・食材調達上の留意点 ・食材（特にパスタ）へのこだわり 

・日本食材を活用したイタリア料理をつくること（地産地消の重視） 
  

 ※◎主に使用、○使用、△一部使用、―該当なし 




