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COFFEE ANDF00DS

ca拉

P3．4，5B00TH3．4，5

日本の反対側からオススメの﹁おいしい﹂を集めました︒

ケージョ

コーヒコーヒーとの相性抜群！
外はカリッと香ばしく、中はもちもち
P9

BOOTH3

ありそうでなかった味をご提案︒

デ

伽排と肴

ポン

アao A色う鵬Uo

コツ一・・二ヤ

CoxLhk久
サクサクでホクホク！
ブラジル風コロッケ

P8B00TH5

で♂＿ミ
日本産のブラジル食品を日本全土に
広めることは私達の課煩のひとつです
在日ブラジル人は徐々に減少し、高齢化も進んで
います。今まで通りのブラジル人消費者のみに頼

るビジネスは良策とは思えません。ブラジリアン
コミュニティに誠意をもってしっかりとサービスを
カ カ オ ティ ー

C久だ久O T色久

提供していくことは重要だ
が、現実と向き合い、

チョコレートの甘い香りに
さ？ぱクとた味わい

日本の文化を把握するこ
とや、日本人の好みに合

P6BOOTHS

わせて商品を改良していく
ことも大切です。
在東京ブラジル総執事策
ブラジリアン・ビジネス・グループ・アジア名誉会長
マルコ

フアラーニ氏

2

せ界シ土アNolの気になる近年の様子

ブラジルコーヒーの動向

ルティコーヒーが注目されて

まず︑ブラジル国内でもスペシャ

ようになっています︒

ヒーを沢山作り︑ポットに入れ︑

サンパウロやクリチバ等の主

ブラジルの家庭では︑朝にコー

ティコーヒー﹂等の豆は先進国で

要都市では日本でいうサード

レードの高い豆も国内に出回る

あるアメリカ・ヨーロッパ・日本

おり︑今まで国外輸出向けのグ

などに輸出され︑国内で消費す

コーヒーに限らずオーガニックの

ウェーブ系のカフェも多く︑また

し︑グレードの高い﹁スペシャル

るコーヒーは非常に廉価な物ば

家族みんなで飲んでいます︒ただ

かりです︒

二ョ﹂というエスプレッソが主流で

外で飲むコーヒ1は﹁カフェジー

したが︑ペーパードリップなども

市場も拡大しているようです︒

に訪れた隙に﹁美味しいコーヒ1

流行っており︑昨今ではカプセル

今から5年前︑初めてブラジル

いましたが︑美味しいコーヒーと

が飲みたい﹂と期待を胸にして

も好調だそうです︒

タイプなどの簡便型の売れ行き

需給バランスは年々供給不足に

ブラジルに限らず︑コーヒーの

を初めて知りました︒美味しい

コーヒーを求め︑サントスまで足

は出会えず終い︒生産国の現状

を運びましたが︑観光土産用の

シールが貼られており、さらにパッケージのQRコードで

生産者や評価点などの情報を確認することが出来ます。

なっており︑グレードの高い加排

のコーヒーは厳しい基準による品質を保証する単一産地

コーヒーのみで一般家庭にはあ

クラスのコーヒー生産地です。アルクモジアナ地区生産

と苦労する時代がすぐ近くに来

ナリズムや情熱との組み合わせにより、力強いボディ、
豊な甘味と香りのあるコーヒーを生み出す世界でもトップ

豆を虐待する為に︑今よりもっ

アルクモジアナ地区は高い標高、生産者のプロフェッショ

しかし︑近年の世界的なコーヒー

ているのかもしれません︒

エクセレントティストの情熱を込めています。

まり普及していないようでした︒

ブームや経済発展もあり︑ブラ

化があるようです︒伽誹300

コーヒーを保証し、一杯のコーヒーに対する

ジル国内でのコーヒー事情も変

年の歴史あるブラジルでコー

ヒーに対する意識や考え方に変

密接に関係していると思います︒

化が現れたのはグローバル化と

「ALTAコーヒーグループ」は消費者様へ高品質な

希少な味を提供してくれるユニークなコーヒーをご堪能く
ださい。

今回はアノレクモジア地区でも高い栽培技術を才
「ALTAコーヒーグループ」の認証農園から′
最高のコーヒーをお持ちいたしまL7ご

ミナミハラ家

アルクモジアナグループのコーヒー

ブラジルにてコーヒー栽培歴85年
創業者ミナミハラ・イサオは福島県出身で1932年に

ミナシ＼ラ

コラリン・ダ・テハ

Minamihara

CoraG去odaTerra

ヤマウ7

マカヅ

ブラジルへ移住、コーヒ農場で使用人としてコーヒー

Yamava

Macadll

栽培の仕事に就きました。息子のミナシ＼ラ・ジェッリオ

ラ・サンテ

オウロ・ヴェルデ

La5ante

OuroVerde

ラテノ＼・プレタ

ピェタ

学士として、10年前から100％オーガニックへの移行

Terra Preta

Piet且

の研究を始め、高品質なオーガニック栽培に成功して

イアオ

ラ・フインカ

Iao

Lafinca

はサンパウロ国立大学の農学卒。農園内のラボで農

います。最近ではアボカドの木で日陰栽培をしたところ、
コーヒー豆の熟成を遅らせ、甘味を上げると共にシャー

プな味で革新的な品質向上につながりました。

ベラ・エポッカ

Belaepoca

「ブラジルコーヒー＆フード」セミナー開催日
BrazHian Cafe

ブラジリアンカフェ

〜Coffee＆Bakery and州enu Suggestion

会場ト6（会場F）開催日29年6月7日（水）時間15：00〜16：30

受講料無料

夢芸閤

Closin色the TTlealwlth a golden key

〜ブラジルコーヒーで愈串を叡尊に締めくくる〜

コーヒー＆ベーカリーとメニュー提案

受讃料無料

在無謀ブラジル総領申マルコ フアラー二氏
レストランマネージャ¶トレス コラリンコーヒー代表シユリアンナ フェルナンデス氏
（蕪）Serv申an（セルヴィパン）代表取締役ジョアンオトシエイマスコ氏

覿■ミ腸】■

（株）イマイ代表取締役 今井湧治氏
MFレストランクルーブオーナー（Restauranteur）マルt卜」コ

フ工ルナンテス氏

会場

D一g（会場D）

開催日29年6月8日（木）、
ミナミ／＼ラ農園

時間15．00〜鳩00

這

RuaBenedltOMerlmonO930，BalrrO〕ardlmManaRosa′CldadeFranCa′
estadoS五〇PauloMBTaSlLCEP14405r44B telefone＋551637035323
mlnamlhara＠outl00kcoml wwwmlnamlharacom

幼飾
在東京ブラジル総領帝マルコ フつつラ【ニ氏
しストランマネーシヤートしス

ジュリアンナ フェルナンデス氏

C

A

F

E

コラソンコ【ヒ一代衷

チョコレートの甘い香りに癒され、
さっぱりとた味わいがあとひく新しいお茶

B
KAPH丘

伝続、革新とェクセレンシー

創設者であるリベイロ・ド・ヴァーレ伯爵

が過ごした、約200年の歴史を持つ農園
は、牧場やさまざまな種類の鳥と野生動
物で埋め尽くされている、自然保護区であ
るアトラソティツク森林に一部さしかかって

います。現在、第6世代に受け継がれ、
伝統、実用性を考え、コーヒー 栽培、焙煎、

カカオティー

流通までの事業を運営しています。幅広い

■謙洞有限会社
ボンペックスジャパン

お客様層のカバーを目指して、レギュラー

C久組0髄久

コーヒーからスペシャルティコーヒーを生産

TeH045−791−5563

しています。

ブラジル産の高品質のカカオ豆のシェル（殻）から抽出します。チョコレートの甘い香りに
っっまれますが、−」コ飲むとさっぱりとしたその味わいのギャップに驚きを隠せないほと。

KAPH丘のコンセプトは、お客様の食卓

強い抗酸化作用効果をもつカカオポリフェノールと、食物繊維・ミネラル等が豊富に含

に上質で洗練された革新的なコーヒーを

まれており、カカオティーには免疫力UP・アレルギーの改善効果が望めます。テオプロ

提供することです。

ブラジル・スペシャルティコーヒー協会メソバー

ミソによるリラックス効果も高まって、不思議とあとをひくお茶です。

S

●

リソグ巾サ

L呵哺乳

菖

▲

■

0

・ コシト一二ヤ

●

ボリューム満点！

ブラジル風ソーセージ

C離油久●●・・・

「リングイッサ」とはブラジル風生ソーセージ

の名称で、ブラジルではとこの家庭でも愛さ

れている国民的な食べ物です。

豚肉本来の旨味に様々なスパイスが加えら
れたジューシーな味わいが特徴、焼くほど
に肉汁が滴り、お酒のツマミにもご飯のおか
ずにもよく合います。

サクサクでホクホク
ブラジル風コロッケ
「コツ一二ヤ」は所謂ブラジ

■眉園駈彊株式会社DaFazenda
Tel O285−25−9491

ル版コロッケの事。ほぐした

鶏肉をキャッサバ芋で包ん

で揚げたものです。先端が
尖っており、形が鶏モモに
似ている事からポルトガル

語で「小さいモモ」の意味
である「コツ一二ヤ」と名付

けられました。

ブラジルではカフェやバール

などで軽食として人気のある

食べ物です。

■鷹闇lⅦ有限会社HlrOWorld
Tel O532−39−8330

無空事
JAPJINm．

WORLD LINKS

800TH S

800TH

ブラジルから厳選した選りすぐ

コーヒーやカプチーノ、パネトーネ

りの商品を日本の多くの皆様へ

（イタリア伝統の菓子パン）等を

お届けしております。2015年か

ブラジルから直輸入しています。

らはブラジルのみならず東南ア

Minas Gerais州のBoa Vista

ジアや世界各国の商品に着目し、

農場から良質な生豆を輸入し、

「美味しく、楽しく、心と身体が

お客様のご希望に応じた焙煎で、

豊かになる商品をお客様へ提供

焼きたてのコーヒーをパックして

する」をモットーに皆様の喜ぶ商

ご提供する予定です。

材を求めて常に走り続けてきた
いと思います。
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有限会社ウールドリンクス
警護…譲
〒292−0054

千葉県木更津市長須賀1750−1

有限会社ボンペックスジャパン

TEL．0438−38−6951

〒236−0004神奈川県横浜市金沢区福浦1−2−5

FAX：0438−38−6952

TEL O45−791−5563／FAX：045−791−5564

取扱製品
コーヒー、パスタ、お菓子、豆類、粉類、瓶詰

bompex−lnfo＠bompexJP・⊂〇・JP
http／／wwwbompex」aPan．COm／

取扱製品：南米からの商品を主体とし、世界各国の食料品、
健康食品化粧品、スポーツ用品、民芸品、
ブラジル音楽CD

⑳MUND甑
800TH S

800TH S

様々な精肉（牛肉、豚肉、鶏肉、

子どもから大人まで楽しめるブ

羊肉、魚）・輸入食品や雑貨を取

ラジルで愛される定番のスナッ

り扱っております。また、タイか

ク・軽食を安心・安全な食材を

らの輸入食品の取り扱いもござ

使用し、幅広いお客様に睾んで

います。
．．．．Jト￣■瞥 −▼

株式会社州UNDIALf。。ds讐蔓製／謹．適

いただくことをモットーとしており

ます。

ノ／

〒437−1413静岡県掛川市国安902−1

FTT／

合同会社HtRO WORLD

TEL O50−6860−4202

FAX：0537−72−2797
1nfo◎mundlalfoods．co．」P

〒441−8149

愛知県豊橋市中野町字大原19−1
丁［し：0532−39−8330

14

