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ブラジルの味
2016年にブラジルの味を日本に紹介することはブラジル

・ビジネス・グループ・アジアの使命

文：大畑タシア．

ポンデケージョ、アサイ－、ガラナ。これらは日

本人の味覚に合うブラジルの代表的な食べ物

であり、ポルトガル語名がそのまま日本に定着

している例の一部だ。そして「リングイッサ」も

また同様に、「ブラジルソーセージ」といった

呼び方ではなく、ポルトガル語名で、日本の人

たちの味覚を魅了する食べ物として注目を集

めつつある。「ポルトガル語のオリジナル名を

保つことはブラジルの特色を活かすために重

要なこと」だと在東京ブラジル総領事業ブラジル・

ビジネス・グループ・アジア名誉会長マルコ・フアラ

ーニ氏は語る。日本産のブラジル食品を日本全国

に広めること、それはブラジル・ビジネス・グループ・

アジアの課題のひとつであり、「在日ブラジル人事

業者の未来にとっても重要なこと」だとマルコ名誉

会長はいう。「ブラジル人コミュニティの人口は徐々

に減少し、高齢化も進んでいる。ゆえにブラジル人

消費者のみに頼るのはビジネス視点から見ても良

策とは思えない。コミュニティに誠意をもってしっか

りとサエビスを提供していくことは重要だが、現実

と向き合い、地元の文化を把握することや、地元の

人の好みに合わせて商品を改良していくことも大切

なことだ」（マルコ名誉会長）。また、ブラジル食品

の市場を開拓するため、ブラジル・ビジネス・グルー

プ・アジアでは認証制度をスタートさせる予定で、

「日本でうまれたブラジルの味」として承認された

商品には品質保証シールが授与される。この取り組

みには、ブランドの認知度を高めながら、ニッチ市

場のブラジルコミュニティから日本市場へと新規

開拓を図ると同時に、生産者の意識とブラジル

製品の価値を高める狙いがあるという。「とて

も良い取り組みだが、品質をしっかり見極めた

上で、品質保証シールを提供する必要がある。

そのため、一度承認された商品でも品質が維

持できていないとみなされた場合は、シール

を剥奪する。厳正な体制で取り組むことが望

ましい」とマルコ名誉会長は締めくくった。
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▲ブラジルは豊かな自然に恵まれた国です。さまざまなt

種短の肉や魚、味わい深いフルーツや野菜、ハーブな

どが魔法のように混ざり合った、クリエイティブで美味

しいレシピが国内のさまざまな地域で味わうことがで

きます。

それゆえ料理の種類も豊富すぎて、‘ブラジル代表〟を
一つに絞ることも簡単ではありません。

大半のブラジル国民にとっての代表的な料理はライス

とフエイジョンといえるかもしれません0しかし、これと

て地域によって作り方はいろいろ0ブラジルの食卓で定

番であるこの二つの食材をもってしても、「これがブラ

ジル料理」といって紹介することは難しいのです0

およそ500年もの長い歴史の中で、ブラジル料理は各

地域の様々な文化、材料、気候に適した食べ物などが混

ざり合って育まれてきました。

自然環境と同様に多様性を見せるこの国の人種や

民族も食文化に大きな影響を与えています0先

一事も
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ら東京へ
住民、ポルトガル人、アフリカ人、スペイン人、イタリア

人、ドイツ人、アラブ人、日本人たちがブラジルの食卓に

貢献してきました。世界各国からやってきた移民たちの

おかげで南米に美食の楽園が作り上げられたのです。

近年、ブラジルの陽気さ、人懐っこさ、そして多くのおい

しい料理が世界中を魅了しています。2014年のワール

ドカップ、そして2016年のリオ・デ・ジヤネイロ・オリン

ピック・パラリンピックをきっかけに、それらの魅力はま

すます広く世界に知れ渡りました。

日本においては、長きにわたる二国間の交友関係や在

日ブラジル人の大きなコミュニティの存在もあり、ブラ

ジルはより身近な国として感じられていると思います。

食文化に関しても、和食がブラジルを魅了しているよう

に、ブラジル料理は日本で大いに注目を集めています。

しかしブラジルには、シュラスコ、ボン・デ・ケージョ、ア

サイーだけでなく、日常を彩る食卓にも、まだ日本で広

⊆緋Pl

く知られていない魅力的な味がたくさんあります。

私たちが自信をもってご紹介できるそれらの味が、日本

でも提供されていることを広く知ってもらいたいという気

持ちが、プロジェクト「SaborBrasil」を始動させました。

私たちの目的は両国がこれまで築きあげてきた友情と、

オリンピック・パラリンピックの開催きっかけに改めて

ブラジルが注目を集めている機会を活かし、ここ日本で

ブラジルの食文化をより広く知ってもらい、同時に、友

情をより強固なものにしていくことです。日本で起業し

て各地域の経済に貢献しているブラジル人たちの活動

もご紹介していきたいと思います。

2020年のオリンピック・パラリンピックは東京で開催ざ

れます。それまでの4年間の間に、これまで以上に両国

の絆が深まり、両手を広げて食欲旺盛にブラジルの食

文化を迎えてくれる人がひとりでも増えてくれることを

願ってやみません。
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日本製ブラジル商品を紹
介するイベントが東京で

文：大畑タシア　写真：大畑タシア／アルテルナチバ

ヨーロッパ、先住民、アフリカの材料のミックスで構成される

ブラジル料理は多彩であり、近年、世界中の料理界で注目さ

れるようになってきた。2014年のワールドカップや2016年の

リオデジャネイロ・オリンピック・パラリンピソクのようなス

ポーツイベントもまた、日本を含め世界中で私たちの料理や

商品を紹介する追い風となっている。ブラジル料理がシュハ

スコとフェイジョアーダだけではないことを紹介するため、

ブラジリアン・ビジネス・グループ・アジア（BBG丞sia）は、3月

5日に在東京ブラジル総領事館で第1回「サボール・ブラジ

ル」を開催し日本製ブラジル食品の展示試食会を行った。

「群馬県大泉町のブラジル人向けスーパーへ行ったこと

があり、輸入品をいつも見ていましたが、日本で製造され

ている食品の数にびっくりしました。以前にはなかったジャ

ンプーの葉さえ今では見つけることができます」と、ブラ

ジルと取引がある日本企業に勤める会社トシヒロ・サクライ

0．05hihiroSakurai）さんは言った。「ここの商品の味は違っ

ていて、日本人の味覚にあわせています。塩分も甘さも控え

られていてそれがとても素晴らしいです」と言った。トシヒ

ロは数えきれないくらい何度もブラジルを訪れているので

ある。

日本の小売業者と事業者を対象とした今回のイベントでは9
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つの会社が集い、様々な商品を紹介した。BBG－Asiaの目標は

日本で製造された商品の価値を高めることと、日本の中のブ

ラジル企業を強化することである。「ブラジル企業が日本マ
ーケットに取引を広めていけるようになるためには、ブラジ

ル・コミュニティから出て、私達が日本人消費者を獲得できる

ようなイベントを行い続ける必要があります。ブラジル・コミ

ュニティはいわばニッチ市場。事業を始めるにはとても重要

でしたが、今後、事業を拡大するための足掛かりだったと考

えるべきでしょう」と在東京ブラジル総領事兼BBG－Asia名誉

会長のマルコ・フアラー二氏は説明した。

BBG－Asiaはこの先一年の問にも、都内の公共スペースや公

園、駅など多くの人が集まる場所でこのようなイベントを開

催する計画だ。「日本人に消費者となってもらうためには、日

本でもっと商品を紹介し試食の機会を作る必要がありま

す二日本には外国の文化に興味を持つ人が多く、海外の商品

は好まれますももっと試食してみたいと思っている人も多い

はずです二オリンピックが近づいている今がチャンスなので

す」と名誉会長は分析した。

イベントの問、試食会を訪れた人は150人を超えた。会場で

はコーヒー、リングイツサ、プアロツフスパン、チーズ、加工

食品から、ジャンプーの佃煮やエストロガノフ、ブラ井（ブラ



ジルどんぶり）の冷凍食品も展示された。

都内でブラジル料理を提供するバーを経営するシュウジ・ク

ロサワ（ShLりiKurosawa）さんは展示された商品すべてを試

食し、様々なアイデアを得ることができ、近々新しいメニュー

に取り入れたいと言う。

「フアロツフスジャンプーの葉、三ナスチーズがとてもおい

しかったです」と彼は言った。

「ブラジルの料理は素晴らしいし、日本人の味覚に合ってい

ます）ブラジル料理がますます日本で知られるようになって

ほしいですね」ともつけ加えた。

三ホ・スズキ（MihoSuzuki）さんもブラジル料理の味の豊か

さに驚かされたという。「ブラジル料理レストランは行ったこ

とがありますが、マンジョッカを食べたのは今回が初めてで

す。とても美味しかったですし、ポウヴィーリョがこの芋（根

菜）から作られている粉だとは想像もしませんでした」と彼女

は語った。

日本のスーパーマーケット向けにコンサルタントをしている

ミホさんによると、ブラジル商品が日本人の味覚を虜する可

能性は十分にあると言う。

「ブラジル料理は、とても美味しく日本人にも売れると思

います」

ただし、商品の大きさについて改善の余地があるとも指摘し

た。「日本人がブラジル食材を試してみたいと思っても、今あ

る商品のパッケージは大きすぎます。このパッケージのサイ

ズを見直すか、単品の販売を検討した方が流通しやすくなる

でしょう」と説明した。

参加した企業は各々、注目を集めるために、創造性を開花

させて様々な方法で商品を紹介した。一見風変りなフアロ

ツプアとカレーの組み合わせは、東京在住のナンシー・ハラ

（NanCyHara）さんを驚かせた。「この組み合わせを想像し

たことはありませんでしたが、フアロツフアをフ工ジョンに入

れるのと同じ発想ですよね。2つの材料がそろっていたら豪

でもやってみたいですね」と、15年間日本で生活しているブ

ラジル人の彼女は言った。「東京で見かけるブラジル商品と

言えl£いくつかの店にガラナがあるくらい。このようなイベ

ントをもっと行って、ブラジルにはいろいろな食品が他にあ

rVIADEIN J APAN

ることが紹介できればとても良いと思います」

ブラジリアン・ビジネス・グループ・アジアのミッション
一般社団法人ブラジリアン・ビジネス・グループ・アジア

（BBG一ASia）は、政党にも属さない独立した団体である。フロ

リダ州の南部（特にブラジル人コミュニティが集中するブロ

ワード君臥パームビーチ南部）にあるブラジル・コミュニティ

を団結させるべく、2006年にアメリカ合衆国で設立された。

2014年にブラジリアン・ビジネス・アメリカ（BBG－EUA）の招

待を受けて、BBG－ASiaが結成ざれた。アメリカ合衆国と同様

に、国内と海外のブラジル人経営者、専門家を招集して団体

に取り込むことで、企業間ビジネスチャンスの創出を目指すも

現在、BBG一Asiaには、様々な地方から集まっている81団体が

加盟している。メンバーはグループの発展や情報交換のた

めに定期的に集まり、様々な分野の人や海外との交流も図

っている。

イベント「ブラジルの味」では、2015年末に開催された「日本

の中のブラジルの味」のロゴマークコンクールの受賞作品で

あるロゴマークが発表された。

このロゴマークは、BBG－Asiaより認証された商品に印刷され

る。BBG－Asiaは近日中に各企業を訪問して、企業認証審査の

プロセスに入る。「商品そして企業にとっても力になると信じ

ています」とBBG－Asiaの橋本秀吉代表理事は述べ、「オリン

ピックの好機をいかしてこの広い日本市場を開拓したい」と

締めくくった。

第1回「サボール・ブラジJh参加企業一覧
－ブラジル・キッチン（静岡県）

－ダ・フアゼンダ（栃木県）

－ラテン・ヤマト（神奈川県）

－ムンヂアル・フーズ（静岡県）

－ムンド・グローバル（神奈川県）

－サンジア（東京都）

－セルヴィパン（静岡県）

－シアモレ（岐阜県）

－ビルミルク（群馬県）

■　ノ　ノノ′yヽ′ノ「一丁ヽ1ノし　■」上ミロロ／こて′い一己二　三，　　ここ

在素京プラク／L総領事聾にて
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2008年、日本を苦しめた経済危機のさなか、サンパウロ市

出身で栃木県小山市に在住の斉藤マルシオ（40）さんは、

夢に賭けることを決意した。それはソーセージ工場を日本

で開くことであった。すでに家族と地元でブラジル雑貨店

を営んでいた彼は、「頭がおかしい」と言われたこともあっ

たと当時を振り返る。

地震と津波で日本列島を震撼させた2011年の震災をはじ

め、次々と起こる様々な困難や不況を乗り越えダ・フアゼン

ダの工場は在日ブラジル人市場で地盤を確立し、そしてサ

ラミ、リングイッサ、ウインナーやその他ソーセージ頬商品

で日本人消費者を獲得している。

今年の6月1日に、ダ・フアゼンダは日本で製造されるブラジ

ル製品品質調査を行うブラジル・ビジネス協議会（BBG）に

より、最初の「日本産ブラジルSaborBrasHMadeinJapan」

優良証明書マークを受賞した。「私たちにとってとても大事

なことです二今まで努力してきたことを認めていただけたこ

と、そして当社の製品が厳格な日本の法制度に沿った品質

管理のもとで製造されているということを認知していただ

けたと思います」。夫の斉藤マルシオさんと共に工場を経

営する坂本パウラさんは祝った。「今回の獲得は弊社を取

り巻く環境の変化と日本マーケットの影響もあると思いま

す。今日ではブラジル製品は日本人消費者へアピールしや

すく、数年前より受け入れやすくなったと思います」。と彼女

は付け加えた。

証明書は本社にてブラジル・ビジネス協議会（BBG）橋本秀

吉代表理事と名誉理事マルコ・フアラー二在東京ブラジル

之㊤2016年月1転整

総領事より授与された。「この証明書を授与できるか判定す

るためには、品質に目を向けるだけでなく、衛生面、生産方

法においても法的に順守しているかどうかを調査しなけれ

ばなりません。そうでなければもちろん優良企業としてみ

なすことはできません」。名誉会長は断言する。「こうしてブ

ラジル・ビジネス協議会（BBG）は在日ブラジルコミュニティ

実業家達のために役立ちたい。道はひとつだけなのです。

仕事、実業家精神と法令順守です）これらすべてが揃ってい

なければ未来はないでしょう」。

フアラー二さんのほか、在浜松ブラジル総領事館のジョゼ・

アントのオ・ゴメス・ピラス総領事と在名古屋ブラジル総領

事館のアルナウド・カイシ二・ドリヴ工イラ総領事も名誉会

長である。

続いて6月16日には東京のシュハスカリーア「ブラジリカ・

ク」ル」が証明書マークを獲得した。昨年の9月、港区にオ
ープンし、優良証明書を受け取った2つ目の企業となった。

「日本で実業家が手を取り合うことはとても大切なことで

す。そうするしか困難を乗り越えるための力を持つことがで

きないのですから」。

証明書はブラジル・ビジネス協議会（BBG）が行ったアメリ

カ人弁護士アバリー・コラジンさんの講演会と同じ日に授

与された。アバリーさんは企業経営を専門としており、フロ

リダ州でのビジネス展開についてBBG会員向けに講演を

行った。「今日、フロリダ州では全世界の中でも大きなブラ

ジルコミュニティの一つが形成されています。ブラジルは

フロリダ州にとって、より重要なパートナーとなりました。ブ
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写真：アラシロ・オズニー／アルテルナチバ

（左から）アマード総領事補佐、橋本秀吉、ピラス総領事、
リスボア・セーザル・パウロ、リズボア・ジュ二オール

写真：ボルジン・カルロス・アントニオ〃フルテルナチバ

（左から）橋本秀吉、ドリヴェイラ総領事、マルチンス・ロベルト

写真：大畑タシア／アルテルナチバ

（左から2番目）ダ・77ゼンダの坂本パウラさんと斉藤マルシオきんに証明書を

授与するブラジル・ビジネス協議会（BBG）橋本秀吉代表理事とフアラーニ名誉理事

ラジルの政治的、経済的危機でフロリダ

州に住みたいと思うブラジル人は増えま

した」。と彼は強調した。

静岡県

静岡県掛川市に位置する、株式会社ムンデ

イアルは一般雑貨食品、牛肉、豚肉、羊肉、

鶏肉を扱う卸会社である。15年間の経験

と実業家精神のもとで営んできた代表取

締役パウロ・セーザル・デ・リスボアさんは

ブラジル・ビジネス協議会（BBG）に認可さ

れた「日本産ブラジル5aborBraSilMadein

」叩an」優良証明書を3番目に獲得した。

証明書は同協議会の名誉会長である在

浜松ブラジル総領事館のジョゼ・アントニ

オ・ゴメス・ピラス総領事によって授与さ

れた。株式会社ムンディアルの代表取締

役パウロ・セザール・デ・リスボア・ジュ二

オールさん、総領事補佐パウロ・デ・ソウ

ザ・アマードさんと橋本秀吉代表理事も

参加し、7月25日に領事館でセレモニーが

行われた。

パウロ・セーザルさんは他のブラジル人

と同様に出稼ぎブームの頃、1997年に家

族と共に日本へやってきた。数年経った後

に、彼はブラジル食品製造業者のもとで

働き、その後ブラジル人の自宅に野菜の

配達を始めた。この頃、パウロさんはこの

業界で経験を積み、知り合いも増え、そし

て、とあるブラジル店舗が売りに出されて

いる事を知り店舗の購入を決意した。しば

らくの問小売業を営んだ後に、卸売業の

みに専念するようになり、県をまたいでト

ラックで配達をはじめた。

輸入コストを抑えるため、パウロさんは同

業者と食品の共同購入を思いつく。こうし

て、例えば個人輸入が困難な1トンの豆も

原価に近い値段で共同購入者に分けるこ

とができた。

2008年の不況以降、ブラジル製品の輸入

はコスト的に見合わなくなってしまい、パ

ウロさんは独自ブランドで生産をはじめ

る。株式会社ムンデイアルはフアロソファ（

キャッサバ粉）の生産から始まり、後にコシ

旬聖藍　2016年8月　21
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写真：アルテルナチバ

（左から）フアラー二在東京ブラジル総領事、ムラナガ
・アルトウール、橋本秀吉、アバリー弁護士

ヨウとベーコンブイヨンの調味料などを扱い始めた。

パウロさんは息子ジュ二オールさんの実業家精神に厚い

信頼を寄せている。ジュ二オールさんは7歳の時に来日し、

日本の学校で勉強してきた。また、大学へ進学し、経営学を

専攻している。

ピラス総領事は次世代の在日ブラジル人が高い水準の教

育を受けられることに重要性を置いている。総領事は「浜

松市にやってきた時、大学へ進学したブラジル人は1人し

かし、ませんでした。今日では何十人も大学に通い、日本の

大学を含め、通信コースの大学で学んでいます」。と言う。ま

た、総領事はSENAC（全国商業学習機関）が日本校を浜松

市で開校し、世界で国外最初の支局だと説明した。

領事館での会議の際、「日本産ブラジルSaborBrasilMade

inJapan」イベントの実現について話し合われた。日本企

業向けのイベントであり、国内で生産されているブラジル

製品の試食会を行う。展示される商品は、伝統的なリング

イーサ、サラミ、チーズ、フアロツプア（キャッサバ粉）、ポン

デケージョなどがある。具体的な開催日は決まっていない

ブラジル・ビジネス協議会アジア

BBG－EUAブラジル・ビジネス協議会アメリカの招待

を受けて、2014年に独立した団体であるブラジル・

ビジネス協議会アジア（BBG－Asia）が結成されまし

た。BBG－EUAブラジル・ビジネス協議会アメリカはフロ

リダ州の南部にあるブラジル・コミュニティを団結させ

るべく2006年にアメリカ合衆国で設立されました。

ブラジル・ビジネス協議会アジア（BBG－Asia）の理念

は日本の中のブラジル実業家を支援し、団結力の強

化、また、ブラジル人経営者、専門家を招集し企業間ビ

ジネスチャンスの創出を目指しています。

222016年8月　‾闇雲盛

が、11月に浜松市で開催を予定している。

愛知県

今回の証明書の授与で、「日本産ブラジルSaborBrasH

Madein」aPan」優良証明書の4番目の獲得者となったの

が岐阜県大垣市のマルチンスグループのロベルトマルチ

ンスさんである。名古屋ブラジル総領事館にて7月26日に

セレモニーが開催された。マルチンスグループは「シアモ
ーレ」ブランドを立ち上げ、2008年に日伯交流100周年を記

念して作られたブラドン料理で知られる。ブラドンは今日で

は32種類もの味がある。シアモーレもまた食品のブランド

であり、シュラスコ用調味料、トレス三一二∃（豚皮をカリカ

リに揚げたもの）や有名なバタータパーリヤ（細切りのポテ

トチップス）がある。

ロベルトさんは1990年に日本へやってきたという。日本の

食文化に慣れようとしたが、いつも何かが足りないと感じ

ていた。ある日スーパーで豚足を見つけ、小豆と様々な調

味料でフェジョアーダを作った。「その時の味は覚えていま

せんが、料理に対する想いは今も覚えています」という。ロ

ベルトさんは日本人向けに講演を行い、ブラジル料理の普

及にも貢献している。

ブラジル・ビジネス協議会（BBG）の名誉会長を務めた名古

屋ブラジル総領事館　アルナウド・カイシェ・ドリヴ工イラ

総領事は会長としていられたことは名誉なことだと話し、協

議会について「ブラジル・ビジネス協議会（BBG）は日本で

良い製品を生産しているブラジル人実業家達の努力を認

識しています。この品質マークはきっと新しい試みの動機

づけになると思います」。と最後にまとめた。

セレモニーにはブラジル・ビジネス協議会（BBG）橋本秀吉

代表理事、フナツマル・ロメウ副理事、コポリ・テツロウ局長

も同席した。

BRAZILIANE≡∃

BUSlNESS GROUP

一般社団法人

www．bbg－aSia・COm
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