
ウルグアイの味 

ウルグアイ・ナチュラル



ウルグアイは地球上で最も肥沃で生産性の高い地域の一
部を成し、アメリカ大陸南部の主要な入り口のひとつです。
大西洋に面し、豊かな河川に挟まれ、その牧草地と緩やか
な山岳は、自然がもたらす味わいに命を与えます。 

世界の中の、 
ひとつの場所





自然、それがウルグアイ
喜び、自然、信用。ウルグアイの製品は、ウルグアイの自然を何よりもよく表
現し、伝達するものです。

広大な牧草地、荘厳な渓流、変化の激しい海が、世界でも認められる品質
や味、産地を保証するウルグアイの食品生産環境を作ります。

現在ウルグアイは、およそ3,000万人分の食品を生産していますが、ウルグ
アイの人口の10倍以上である5,000万人を賄う量の食品を生産する可能
性を秘めています。温暖な気候、広大で質の良い田畑は、ウルグアイの食品
産業の発展を有利にする自然要因です。 

農業に寛容で、国の主要な財源であり、伝統と革新を結びつける活動でも
ある屋外での放牧に適した土地。ウルグアイでは、家畜が一日中野原で過
ごし、新鮮な牧草を食べて育ちます。これらの特徴に、10年以上前から義
務化された畜牛のトレーサビリティが加わりました。電子標識を使ったシス
テムが、個体の識別と追跡を可能にします。

美味しく、健康的なウルグアイ産牛肉は、世界中の消費者から求められ、認
識されています。
ウルグアイの農業インテリジェンスにおける豊富な経験は、はちみつ、かん
きつ類、入り江で育てられるキャビアの生産においても付加価値となって
います。 

トレーサビリティは、ウルグアイのワイン生産においても完全に応
用され、ブドウの株からワインボトルに至るまでの安全性を保証し
ます。

ウルグアイはまた、米の品質と種類においても傑出しており、その
生産において世界的な輸出者として認識されています。

また、未来への責任を持ちながら現在の生産を行うために、国が
輪作や持続可能な生産、土地への配慮を規定し、天然資源を保護
する効果的な対策を始動させました。

ウルグアイは再生可能なエネルギー分野でも、地域におけるリー
ダーであり、96%のエネルギー源は風力および太陽光により供給
されています。

ウルグアイの風景の美しさと多様性は、海沿いの白い砂浜、ラプラ
タ川の沿岸に広がり、人 の々生活の質や優しさに加わり、ウルグア
イを何度も訪れたい場所、またその土地で作られた製品を通して
何度も楽しみたい場所にさせています。
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ブルーベリー



ウルグアイにはブルーベリーの栽培において、大きな利点
があります。

肥沃な土地、適した気候、責任のある生産は、美味で、新
鮮で信頼できる果実を生み出します。

欧州や米国と季節が逆という地理的位置から、ウルグアイ
は戦略的な輸出者となり、それらの国々はウルグアイ産ブ
ルーベリーの主要な輸出先となっています。

ウルグアイでは、自然と調和し、食の安全、天然資源と人
間への配慮を保証して果物の生産が行われます。

ウルグアイのブルーベリー栽培は、比較的新しい活動で
あるにも関わらず、異例の力強さを見せました。そして過
去10年で、生産量、輸出量ともに、最も発展した果物に
なりました。

ウルグアイで栽培される主要品種は、ミスティー、オニー
ル、ミレニア、ジョージア、ブルークリスプ、スター、イェウ
ェル、エメラルドです。
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キャビア



世界の中でも主要輸出国として認識されているウルグアイ
は、地球上で最も優れたチョウザメの飼育場所のひとつで
す。

ウルグアイは、地域の中でも重要なキャビア輸出国のひと
つです。国を横断する穏やかなネグロ川に、チョウザメは自
然に成長する完璧な住処を見つけました。 

野生条件を再現する技術で養殖が行われ、ウルグアイ産
のキャビアは自然な環境の中で作られます。チョウザメは
自然な方法で栄養を得て、汚染のないきれいな川で育ち
ます。

厳格な衛生規定、チョウザメが生まれてから消費されるま
でのトレーサビリティシステムは、ウルグアイのキャビアを
より優れた製品にしています。

オーガニックな養殖の競争力のある利点、技術力の高い
生産者に保証され、ウルグアイはキャビアの主要生産国・
輸出国になりました。



かんきつ類



国際市場への参入、保証、研究、開発プログラムと社会
的な持続可能性はウルグアイのかんきつ類生産を支える
柱です。

信頼性の高い食品生産の試みの中で、ウルグアイはその
土地で作られる製品の産地と安全性を保証する進歩し
たトレーサビリティシステムを開発しました。

現在では、すべてのかんきつ類の畑にジオリファレンスが
行われています。かんきつ類栽培のトレーサビリティは、
草木の形成から果実の成長、輸出先への到着に至るすべ
ての生産過程において存在しています。 

ウルグアイのかんきつ類への農業インテリジェンス技術の
導入は、消費者に衛生条件、栄養、水撒きなどの情報へのア
クセスを可能にし、食の安全の概念を強化しています。

オレンジ、マンダリン、レモンやグレープフルーツは、ウルグ
アイ北部沿岸の太陽の下で育ちます。温暖な気候がかんき
つ類の成熟に適し、高品質で味のよい果物は季節が逆の
欧州市場への参入を可能にしました。

ウルグアイのかんきつ類の主要輸出先は、米国、欧州、ロシ
ア、オランダ、スペイン、ブラジル、サウジアラビアです。米国
への輸出は、2013年に二国間協定が署名された後に開始
され、消費者の好評を得ています。



はちみつ
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ウルグアイのはちみつは美味しく、自然で、高品質です。
持続可能な方法で生産されており、防虫剤、有害物質、
汚染物質は一切使用しません。

輸出国としての長い伝統に、トレーサビリティが加わり、
競争力のある利点となり、生産量の90%を輸出するウル
グアイの養蜂に世界的な名声を与えました。

有利な気候、広がる肥沃な土地、盆地、牧草地、また蜜源
植物に富んだ山々が環境を保護しながら行う自然な養
蜂を可能にしています。

緯度30～35度の位置は、1963年からウルグアイが世
界に向けて打ち出す養蜂の発展に恩恵を与えました。近
年ウルグアイは、はちみつの輸出を拡大し、ドイツ、スペイ
ン、米国、フランス、チェコ、ベルギー、イスラエル、イタリ
ア、スイスなどに届けています。 

ウルグアイでは、ユニークな特徴と安定した品質を持った
様々な種類のはちみつを生産しています。

春には琥珀色と滑らかな味、新鮮さで知られるかんきつ類
のはちみつが採れます。牧草地と土着の山々で採取される
はちみつは濃色で、個性的で複雑な味をもっています。

ウルグアイの夏には、芳香で健康的な土地固有の植物が
開花します。それらの花からは淡色で、美味なはちみつが
採れます。
秋は、濃厚なアロマと特徴のある味で知られるユーカリの
はちみつが採れます。

ウルグアイは欧州、米国が要求するすべての基準を満たし
ています。ウルグアイの全養蜂家の登録義務は、養蜂箱の
位置管理を可能にし、完全なトレーサビリティを成し遂げ
ています。
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乳製品 



ウルグアイの牛乳は健康的、純粋、自然で、国際的に最も厳し
い基準を満たして生産されています。

乳製品の生産は、持続可能な発展を可能にした生産者の力
強い伝統や、認識された高い生産性や質と、ウルグアイの歴
史に結び付いています。

ウルグアイで生産される乳製品の70%が世界70ヶ国に輸出
されています。ウルグアイは中南米において、一人当たりの牛
乳生産量が最も高い国であり、その量は一人あたり660リッ
トルに及びます。

健康的で安全なウルグアイの乳製品は、自然を尊重し、ア
ニマルウェルフェアにも厳しい生産の成果でもあります。ウ
ルグアイでは家畜が一年中屋外で自然な牧草を食べて育
ちます。

土地固有の条件と生産能力のおかげで、ウルグアイの牛乳
は、世界の中でも競争力のある価格です。

ウルグアイの乳製品はその効能と品質のよさから国際的
な名声を享受しています。



牛肉



ウルグアイには、牛肉の生産と輸出において、有名な伝統
と文化があります。

ウルグアイ産の牛肉は、世界で高品質のプライムと格付け
され販売されています。現在、生産量の70%を中国、欧州、
米国、ブラジル、カナダをはじめとする60の市場へ輸出し
ています。

ウルグアイでは、家畜が屋外の自然な牧草地で、新鮮な牧
草を食べて育ちます。飼育方法は、近代的な放牧で、生物
多様性に責任を持って配慮し、高品質な食品生産を可能
にしています。成長ホルモンの使用や、化学的処理は一切
行いません。

ウルグアイは動物の保護と健康向上においても優れてお
り、安全な飼料を保証し、公衆衛生と持続可能な発展に
貢献しています。

ウルグアイは食の安全分野において重要なイニシアチブ
を取っており、その中でもトレーサビリティに優れ、公共
利益のために義務として10年にわたり実施し、製品に更
なる価値を加え、ウルグアイを世界的な手本として位置づ
けました。

10年以上前から、牛の個体識別は法的な義務となり、ウ
ルグアイのすべての家畜が追跡可能であり、製品とその製
造過程の質を牧草地から工場にわたり保証しています。

ウルグアイの義務的トレーサビリティプロジェクトは世界
的にも革新、革命的で、消費者に美味なウルグアイ産牛肉
を選ぶ決断を促し、現在も続く屋外での放牧という伝統
的な生産方法を変えることなく技術を導入することに成
功しました。



オリーブオイル



ウルグアイのオリーブオイルは、中南米のガストロノミーの
中でも一番固く守られた秘密です。純粋、新鮮、完全に自然
なオリーブオイルは最も洗練された味覚を驚かせます。

栽培されるオリーブの多様性と寛容な気候と土地が結びつ
き、傑出して複雑なブレンドを可能にし、生産国として伝統
のある国 と々ともに、オリーブオイルの生産国として専門家
に認識されています。

ウルグアイでのオリーブ生産の発展はまだ20年にも及ば
ないものの、オリーブ産業の若い気質は、搾油機や搾油工
程へ最新技術を導入し、近代的な農場整備を可能にしまし
た。ウルグアイのエクストラバージンオイルは化学的に分析
され、インターナショナル・オリーブ・カウンシルの厳格な規
定に従い、認定パネルにより評価されます。

数々の賞と国際的な認識がウルグアイ産オリーブオイル
の高品質を保証し、現在米国、ブラジル、アルゼンチン、フ
ランス、日本、スペイン、ベルギー、カナダなど世界の厳し
い市場で選ばれています。

世界で最も重要な4つのコンテストのひとつである
OLIVINUSは、ウルグアイ産のバージンエクストラオリー
ブオイルに何度も賞を与えています。

また、名声のあるオリーブオイルの世界ランキングにもウ
ルグアイのオリーブオイル生産者数社による製品がラン
クインしています。



米



芳香、多種、美味。ウルグアイは世界的にも高い米の生産
力を持ち、一粒、一粒に同様の品質を保証した多量の米を
輸出することができます。

亜熱帯で一年を通して降水のある多湿な気候、肥沃な土
地、計画的な技術の適用、世界的なモデルである農畜経
験は、ウルグアイで米の栽培が発展した理由です。

ウルグアイは地球上で類のない、米の生産量のうち95%
を輸出する大胆な試みと向き合っています。

1ヘクタールあたりの平均生産量は、世界的に最も高い水
準の中に入ります。

ウルグアイは純粋な品種の米を輸出しています。また、生
産工程は厳しく管理されています。粒の質から、水、土地の
状態まで追跡し、完成品が卓越し、厳しい衛生条件を満た
し、環境と調和する製品となることを目的としています。

特に長粒米の種類に優れ、世界的な生産国と競います
が、中粒米、アジア品種や短粒米、香り米やもち米も生産
しています。

遺伝子組み換えからは遠ざかり、ウルグアイの米の生産
は、牧草の輪作、湛水灌漑に基づき、家畜の生産と調和し
ています。



プレミアム・ 
ミネラルウォーター 



ウルグアイのミネラルウォーターは、純粋な状態の自然から
生まれます。泉から直接ボトル詰めされるまで、岩石と火山層
だけによって守られ、浄化され、鉱化されます。

地球上有数の飲料水が貯水される地域に位置するウルグア
イには、100年にわたるミネラルウォーター生産の伝統があ
ります。

それにもかかわらず、高級ミネラルウォーター市場において、
ウルグアイが重要な地位を築いたのは最近のことです。

ウルグアイでは、ミネラルウォーターが人間の手に触れ
ることなく生産され、自然だけにより浄化され、加工され
ず極限の純度でボトル詰めされています。

軽く、美味しく、新鮮。ウルグアイのプレミアム・ミネラルウ
ォーターは、ウルグアイの山脈に深く眠る帯水層の真の
純度を保っています。

ウルグアイは、スペイン、パラグアイ、米国、アルゼンチン
をはじめとする輸出先に、自然で純度の高いミネラルウ
ォーターを届けています。



ワイン



ウルグアイのワインは、最も肥沃で、海を臨む土地で生ま 
れます。南緯30~35度の間にあるウルグアイは、アルゼン 
チン、チリ、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド
な どと同じく、ブドウ栽培に最適な場所に位置していま
す。 亜熱帯で湿潤な気候、大西洋への近さは、一番暑い
時期 の気温を緩和することで生産を助けます。また、石灰
質、 砂質、粘土質の土地と起伏ある地形は自然な排水を
可能 にします。

ボルドー、ガリシアまたはケープタウンと同じように、海の 
影響はブドウにとって決定的です。ソーヴィニヨン・ブラン、
ピノ・ノワールなどのフランス原産の品種や、テ ンプラニ
ーリョ、アルバリーニョなどのイベリア半島原産 の品種を
栽培しています。

ウルグアイは、南米のワイン生産国の中で、エレガントな
強 さと特徴を持ち、組み合わせることの多いお肉によく合
う タナ種のワイン生産国として知られています 。

ウルグアイは中南米で初めてすべてのワイン農園にジオリ
ファレンスを行い、ワイン生産過程すべての追跡を行った
国です。

追跡システムは、産地や房からボトルまでの情報を提供す
るだけでなく、作物の地理的位置やワイナリーの特徴も示
します。このシステムは、自然の真ん中で生まれた製品に
価値と技術を付加し、食の安全と質を保証します。

近年ウルグアイワインの質と個性はますます知られ、国際
的なコンテストで絶えず受賞するようになりました。

ウルグアイワインは、国際ブドウ・ワイン機構（OIV）に認定
された国際的なコンテストにおいても広く認識されていま
す。



ウルグアイグルメ・食品の輸出者とコンタクトを
取りませんか？ 
ウルグアイXXIは、輸出、投資、またウルグアイブランドを促進する機関です。その使命の
ひとつは、ウルグアイ企業と外国企業のビジネス機会を作ることです。
ウルグアイXXIはそれぞれの企業の興味や必要性に合わせ、国内企業とのミーティング
をセッティングするためのサービスを無料また個別に提供します。

ウルグアイXXIのサービスに関するお問い合わせは下記まで：

exportaciones@uruguayxxi.gub.uy 
uruguayxxi.gub.uy
(+598) 2915 3838
@UruguayXXI

投資輸出促進機関



www.marcapaisuruguay.gub.uy


