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C a n t i n a , C i b o

Fattoria Degli Orsi
ファットリア・デッリ・オルシ

　ファットリア・デッリ・オルシは、1983年このモデナ

の地で家族経営のカンティーナをスタートさせた。彼

らが大切にしていることは「体にいいものをみなさん

に届けたい」という思い。だからワインや酢の原料と

なる葡萄はもちろんオーガニック。葡萄の栽培、先代

から継承した伝統的なワイン醸造、そして製品のボト

ル詰めまで全工程を一貫して家族で行っている。ま

た、そのワインと葡萄果汁をベースにビネガーや各種

調理用バルサミコ酢も製造している。

ピノ・ビアンコ白

発泡酒
3種のぶどうをブレン
ドし、シャンパーニュ
製法で造っています。
約 6年の瓶熟成をして
蔵出し。
辛口 酸味：やや強

ロレンツィ・ロゼ

発泡酒
シャンパーニュ製法で
長 期瓶 熟 成を経 たス
パークリング。エレガ
ントなテイストで幅広
い料理に合います。
辛口 酸味：やや強

エミリア-ロマーニャ州

コンディメントバル

サミコ・ビアンコ
白ワインビネガーに白
ぶどう果汁を加え、ま
ろやかな味に仕上げて
います。サラダやドレッ
シングに。

モデナの

バルサミコ酢 4年
2種類のぶどうを使っ
てオーク樽で 4年の歳
月をかけて熟成させた
調理用バルサミコ酢で
す。

モデナの

バルサミコ酢 8年
2種類のぶどうを使っ
てオーク樽で 8年もの
時間をかけて熟成させ
たコンディメントバル
サミコ酢です。
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La Macina Ligure Srl
マチーナ・リーグレ

　マチーナ・リーグレはリグーリア州の特産品である

バジルとタッジャスカのオリーブオイルをベースに伝

統的な家庭の味を作ったばかりの風味でお届けした

いと立ち上げた有機加工食品会社。

　ここのバジルの特徴は、他の地域で栽培されたバ

ジルと比べそのエッセンシャル・オイルに含まれる香

りや味の成分が格段に多く、原産地名称が保護され

た産品 D.O.P.に指定されている。『ジェノヴァ風バジ

ルソース』も、その香りを極力損なわないよう一度も

加熱することなく製造している。

オリーブの塩水漬け
リグーリア州のオリーブの実を
アク抜きして塩水で漬けまし
た。おつまみやトッピングに。

カシューナッツと

ルッコラのペースト
リグーリア産の有機栽培ルッコラを
オリーブオイル、カシューナッツ、松
の実とブレンド。パンやパスタソー
スにご利用ください。

ジェノヴァ風バジルソース
エキストラバージン・オリーブオ
イルにカシューナッツ、新鮮な
バジル、松の実を加えたバラ
ンスの良いソースです。

リグーリア州
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Cooperativa Agricola 
Iris Bio
イリス

　イリスはもともと、化学的に合成された物質を使わ

ずに健康で安全な作物を作ろうと、1978年にヴァイオ

リン製作で名高いクレモナ近郊の農民や職人の子弟

たちが立ち上げたグループ。ポー川流域に広がる平

野で有機作物だけを栽培する農業協同組合になった

のは 1984年のこと。土地はすべて共同所有で、消費

者との直接的な関係にもとづいた経済モデルを実践し

てきた。消費者が共同所有に参加したり、共同購入

グループを組織するなど、イリス・プロジェクトは様々

な興味深い試みを行なってきた。

スパゲッティ
イタリア産有機小麦使
用。目安のゆで時間 7
～ 8分。

フジッリ
イタリア産有機小麦使
用 。目安 の ゆで 時 間
10～11分。

ひよこ豆
イタリア産有機ひよこ
豆を収穫後天日乾燥。
一晩浸水後、弱火で約
1時間ゆでてどうぞ。

ステッリーネ
イタリア産有機小麦使
用。目安ゆで時間 4～
5分。

古代小麦の

スパゲティ
イタリア産有機古代小
麦使用。目安のゆで時
間 7～ 8分。

ペンネ
イタリア産有機小麦使
用 。目安 の ゆで 時 間
10～11分。

ラザニア
イタリア産有機小麦使
用。ミートソースをは
さみオーブン 180℃
で 40分焼いてラザニ
アに。

ロンバルディア州
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Decimi Graziano
デーチミ

　イタリアの緑の心臓と呼ばれるウンブリア州。その

州都ペルージャの郊外にデーチミのオリーブ畑は広

がり、さほど遠くないところに搾油所はある。

　祖父からオリーブ畑を受け継いだグラツィアーノ・

デーチミ氏は、オリーブの栽培を全てオーガニック農

法に転換し、自社栽培のオリーブのみでオイルを生

産している。最高品質のオリーブオイルを製造するた

め、収穫は、一粒一粒の成熟度合いや傷を目視で確

認しながら全て手摘みにより行い、収穫後は極力酸

化を防ぐため、12時間以内に搾油。搾油機はマニアッ

クなまでに工夫を施し、その優秀性は機械メーカーが

取材に訪れるほどのレベルで、搾油後はステンレスタンクに静置されるまでオイルが極力空気に触

れないよう製造ラインが作られている。ステンレスタンクに保管時もタンク内には窒素が充填され、

オイルが空気に触れて酸化が進まないように細心の注意が払われている。もちろんオーダーが入っ

た分だけ瓶詰めされるので、風味が損なわれずフレッシュそのもののオイル。

　その取り組みと品質が評価され、2013年には、ワインやオリーブオイルの格付けを行っているイタ

リア大手の出版社 Gambero Rosso（ガンベロ・ロッソ） から、”BEST MILL”（ベストミル）として、デー

チミはイタリア国内で最も優れた搾油所として表彰されている。

オリーブオイル・

エモツィオーネ
4種類のオリーブをブ
レンドしたエキストラ
バージンオリーブオイ
ル。鮮烈な香りと辛味
が特徴。

オリーブオイル・

モライオーロ
モライオーロ種のみで
作ったオリーブオイル。
しっかりとした風味と
辛味、苦味でキリッとし
た口当たり。風味の強
い料理と相性がよい。

オリーブオイル・

サン・フェリーチェ
サン・フェリーチェ種
のみで作ったオリーブ
オイル。新芽や若葉を
思わせる爽やかな香り
と、柔らかな口当たり
が特長。

ウンブリア州



28

C i b o

Azienda Agricola 
Chiavaroli Pierantonio
ピエラントニオ

　キャヴァローリ家は、アブルッツォ州ピアネッラで

四代続く農家。野菜やオリーブを栽培し、ピエラント

ニオ氏の代になり、1990年頃に有機栽培に転換した。

　持続的に農業を続けていくためには目先の効率や

経済性のために大地を酷使するよりも、大地の恵に

感謝しつつ敬愛の念を持ちながら、自然の調和の中

で有機農法を営むことがとても大切なことと考えてい

る。

　例えば、オリーブの実に卵を産み孵化した幼虫が

実を食べる“オリーブミバエ（実蝿）”という害虫がい

るが、その数が多くなると 1本まるまる壊滅状態にまでしてしまう厄介もの。しかしこのハエにも天

敵がおり、その天敵とのバランスが大事なのである。農薬に頼っていた頃は、ミバエを殺すと同時に

その天敵も殺していたので、結局農薬しか頼れるものがなく、悪循環であったが、今では、ミバエの

発生は有機栽培でも使用が認められているボルドー液（硫酸銅希釈液）と石灰をほとんど使わなくて

済むほどで、畑の環境は調和が取れてきている。

　オリーブオイルを搾る時、一番気をつけることは“酸化”。オリーブの実に傷があると、そこから酸

化が始まるため、ピエラントニオでは、手摘みした時に実を選別し未熟な実や痛みのある実を除いて

24時間以内に搾油している。

オリーブオイル

緑の新芽
6種の有機栽培オリー
ブをブレンド。やや辛
味のあるすっきりとし
た後口が特徴。

オリーブオイル

アスティニャーノの

大地
南側に面した特に日当
たりの良い畑のオリー
ブに限定した特別なオ
イルです。フレッシュ
でマイルドな口当り。

アブルッツォ州
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Borgo La Rocca
ボルゴ・ラ・ロッカ

　南イタリア・カンパーニア州の「ボルゴ・ラ・ロッカ」

は、トマトやそら豆など、自家農園でとれた旬の有機

野菜をピューレやオイル漬けにしている。南イタリア

の太陽の光をたっぷり浴びて育った野菜はどれもしっ

かり味が濃く旨味がたっぷり。

そら豆のオイル漬け
やさしい酸味で、その
まま食べられる便利な
食材として重宝。オー
プンサンドやパスタの
トッピングなどに。

チェリートマト水煮
完熟したチェリートマ
トを水煮にし、バジル
と塩で味を整え、トマ
トピューレ漬けにしま
した。

トマトピューレ
完熟トマトを収穫後 5
日から 7日以内に加工
し、バジルと塩で仕上
げたピューレです。

カンパーニア州

Massimo Granelli
マッシモ・グラネッリ

　有機飼料で乳牛を育てているマッシモ・グラネッ

リ氏は、搾乳した牛乳を朝晩地元のチーズ工場に持

ち込み、それを原料に職人が『パルミジャーノ・レッ

ジャーノ』を製造している。12ヶ月以上熟成させて出

来上がるチーズは、“チーズの王様”と言われるだけ

あって、とてもコクと旨みがある。よつ葉では、24ヶ

月以上熟成のパルミジャーノをお届けしている。

パルミジャーノ・カット
天然アミノ酸などを含み、コク
がありながらまろやかな風味。
パスタに加えたり、ワインのお
つまみにも。

パルミジャーノ・パウダー
口どけのよい粉チーズ。パスタ
やグラタン、リゾット、サラダ
など様々な料理にどうぞ。

エミリア-ロマーニャ州
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Azienda Agricola 
Biologicacaravaglio 
Antonino
カラヴァッリォ

　シチリアの北の地中海に浮かぶエオリア諸島は、良

質なケイパーの産地で有名。その中のサリーナ島で、

ケイパーの製造を行うカラヴァッリョ農園。自社農園

で有機栽培したケーパーを塩で漬け込んで発酵させ

るという、昔ながらの製法。ケイパーのもつ本来の鮮

烈な香りが料理を引き立てる。

ケイパーの塩漬け
自社農園で有機栽培したケイ
パーを塩で漬け込んで発酵さ
せ、そのまま瓶詰め。塩は洗
い落としてからどうぞ。

シチリア州

Accardo
アッカルド

　カンポレアーレ村で、有機農法で

オリーブを育て、オイルに加工する

アッカルド。チェラスオーラやビア

ンコリッラなどの地元品種を使い、

新鮮さ、風味、アロマすべてが最高

の状態になるよう、手摘み収穫後す

ぐに搾油し、高品質のオリーブオイ

ルに仕上げている。

アッカルドの

オリーブオイル
シチリア産の有機栽培オ
リーブで作ったエキストラ
バージンオイル。フルー
ティな味わいが特徴。

アッカルドの

オリーブオイル・

レモンフレーバー
シチリア産の有機オリー
ブと有機レモンを一緒に
搾ったエキストラバージン
オイル。レモンのさわや
かな香りが、サラダにぴっ
たりです。

シチリア州
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Pastificio Minardo Srls
ジョルジョ・ミナルド

　創業 2007年、イタリア・シチリア州モディカにある

ジョルジョ・ミナルド製麺所。北イタリアのトリノで

エンジニアとして働いていたが、マクロビオティック

に興味を持ったことがきっかけでその職を捨て、奥さ

んとともにシチリアに戻り、パスタの製造を始めた。

使用する小麦はすべてシチリア産有機小麦で、地元

に昔からある固有種（Timilia種、Russerro種など）に

限定している。

リングイネ
細くて平たいロン
グパスタ。目安の
ゆで時間 7分。

リガトーニ
表面に溝が入った
筒状のショートパ
スタ。目安のゆで
時間 10分。

ジェメッリ
「 双子」の意 味 の
ショートパスタ。目
安のゆで時間 7分。

石臼挽き小麦の

フジッリ
イタリア・シチリア
産 の 在 来 小 麦 を
石臼で丁寧に挽い
た小麦で作りまし
た。目安のゆで時
間 7分。

パッパルデッレ
幅広のロングパス
タ。目安のゆで時
間 10分。

パッケリ
大 き な 筒 状 の
ショートパ ス タ。
目 安 の ゆ で 時 間
12分。

シチリア州


