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フリートコットで
お会いしましょう

フライドポテトは街中にあるフリート
コッテンで売られています。時間帯を問
わず、その場ですぐに食べられるスナッ
クやテイクアウト用の小さなお店です。
ベルギー人や観光客らがこぞって訪れて

います。

ベルギーを訪れる観光客は、フライドポ
テトのてっぺんにたっぷりのソースをか
けた「ベルギー流フライドポテト」を食

べずには帰れません。

ごちそう

フライドポテトは食卓の上でのごちそう
です。
フライドポテトは様々な種類の肉やサ
ラダと相性が抜群です。勿論、フライド
ポテトだけでも楽しめます。

Go For Gold

黄金色の完璧な焼き加減: ランチやデ
ィナーのお供、単品でも美味しくいただ
けます。

相性の良さ

最高のカップル成立です:ベルギー産
フライドポテトは、もう 1 つのベル
ギー料理の誇り…ビールとの相性が
抜群です。

分け合う

フライドポテトを少し取って、みん
なに回します。フライドポテトを食
べることは、その瞬間を分かち合う
ことです。
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本場ベルギー産フライドポテトの黄金色の美味をぜひご
賞味ください。
ヨーロッパの中心部から、職人の技と最新の製造工程を
組み合わせ、完璧な黄金色のフライドポテトをベルギー
のサプライヤーが直接お届けします。

本場ベルギー産フライドポテト: ヨーロッパの中心部か
ら No1 のフライドポテト。

Go For Gold.

「実は「フライドポテト
(fries)」と「友達 (friends) 」
の言葉が似ているのは 
偶然ではありません。」

フライドポテトはベルギー中のどこにでもあります: 日常
の料理、街中、文化にしっかりと根付いています。
ベルギー産フライドポテトの文化は、フリートコット(もし
くはフライドポテト店)で最盛期を迎えます。人々は街でよ
く見かける小さな食堂でフライドポテト買うと、観光地を
探索したり、家に持ち帰ったりして家族や友人たちと楽し
みます。

フライドポテトとベルギーは、
完璧な組み合わせです

ベルギーのポテト輸出量 (トン単位)
出典:欧州統計局

フライドポテトの世界輸出量シェア (トン単位)
出典:国際貿易センター
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ご存じでしたか？
ベルギーのフリートコッテン は 
「国の無形文化遺産」に認定され
ました。



ベルギー - 家禽の主要輸出国 - 5
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天然へのこだわり

ベルギー産フライドポテトの秘密をご存じですか？豊かな自然で管理の行き届
いた栽培方法。すべては高品質で認定済みの種子から始まります。この種子が
ベルギー産のジャガイモ肉付きを非常に良くし、美味しさと自然な黄色味を備
えています。そのため、ベルギーのフライドポテトには、黄金色のオーラを出す
ために色素を加える必要はありません。

フライドポテトに最適な 5 種類の
ジャガイモ

ベルギーでは様々な品種のジャガイモが栽培さ
れています。そのうちの 5 種類はフライドポテ
ト用に完璧です。しかし、初期の品種や、新しい
耐性品種も数多く作られています。つまり、ベル
ギーではジャガイモの持続的な供給が保証され
ているため、生産者はフライドポテトのほか、あ
らゆる種類の冷凍ポテトの製品の製造に継続
的に打ち込むことができます。

ビーンチュ: 最も伝統的な種、ジャガイモの万能
選手
フォンターネ& チャレンジャー: フライドポテト
に特化しており、大規模に栽培されている
イノベータ& マルキーズ: フライドポテトに最適
なジャガイモであるが、普及率は低い

成功をもたらした
様々な要因

ヨーロッパのジャガイモ栽培の中心地であるベルギーでは、理想的な土壌と適
切な気候が、世界最高の平均収量を誇るジャガイモ品種の豊富な多様性をもた
らしています。ベルギーがなぜこのような高品質のジャガイモ生産を実現でき
るのかというと、生産者の職人技とハイテク供給部門に加えて、すべてのジャガ
イモ加工品の基礎を形成しているからです。

「ベルギーからジャガイモ
を持ち出すことはできるが、
ジャガイモとベルギーを切り
離すことはできない。」

技術革新の
最先端へ

ベルギーのジャガイモ加工産業には、最新の環境と持続可能なヨーロッパの
技術と品質システムが取り入れられています。継続的な投資と技術革新によ
り、この分野は常に最前線にあり、その結果、新たな高性能機器と自動化、 
貯蔵能力の拡大、食品安全性の向上、新しい包装コンセプトなどが生まれてい
ます。

世界で No1 の
冷凍ポテト輸出業者
ベルギーは世界のポテトの市場におけるリーディング
カンパニーです。豊かな伝統と長年の経験に基づく冷
凍ポテトの世界 No1 の輸出国です。毎年、450 万トン
のポテトが様々な製品に加工されています。

生産工程:
徹底した品質管理

供給: 品質とサイズの管理
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肥沃な大地穏やかな海洋性気候
は、長く豊かな生育期を保証するた
め、多くの雨をもたらします。
当社のジャガイモ畑は、ローム、粘
土、または砂質土壌の層を育成してい 
ます。 

ご存じでしたか？
… ベルギーは世界有数の冷凍ポテト輸出国だけでは
ありません。近隣の国々からも新鮮なジャガイモを輸
入しています:オランダ、北フランス、そしてドイツです。
隣国のジャガイモも、生産者たちの手にかかれば黄金
色のポテトに…



FASFC

連邦フードチェーン安全庁 (FASFC) は、植物と食品の安全性に関する独立した管理機関で
す。監査に加えて、フードチェーンにおける自己管理、報告義務、およびトレーサビリティに関
する規制を課し、これらの規制を遵守している事業者に認証ツールを提供しています。

ベガプラン

ベガプランとは、ジャガイモの作物をカバーする品質システムです。一次植物加工品の品質に
関して、生産者が満たさなければならない仕様を定義し、これを農場の証明書に変換します。
狙いは何でしょうか？プラントチェーン全体で食品の安全性、品質管理、トレーサビリティの
仕組みを作ることです。ベガプラン規格には、統合された農作物保護のためのヨーロッパお
よび現地の要件が含まれており、他のヨーロッパ諸国で認められています。 

持続可能な農業イニシアチブ (SAI)

持続可能な農業イニシアチブ (SAI) は、農場の持続可能な発展 (例えば、環境的、社会的、
経済的な側面など) を評価するために、農場の持続可能性の評価ツール (FSA 2.0) を開発
しました。持続可能性に関する規制を遵守するために、認証を受けた生産者は、その努力が
持続可能な開発につながっていることを証明しなければなりません。
ベガプランのスキームは、ジャガイモ栽培のための SAI の黄金のステータスを取得しま
した。

EU の食品安全政策、すべての人のための安全な食品の確保

欧州ではリスク分析の厳格な解釈により、化学植物保護製品の使用が急速に減少して
います。最近の事例:

• 長期保存されたジャガイモの発芽抑制剤としてのクロルプロファムの使用を取り消
し。EUでは、天然由来の発芽抑制剤だけが認められています。

• アクリルアミドに関する規制: 
 - 予防措置
 - 緩和措置
 - 摂取量を削減するための法的枠組み
 - ジャガイモ製品を揚げる際のガイドライン: goodfries.eu
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「何世紀も前からある
ものは、事実上持続可
能な製品です。それは、
ベルギーのジャガイ
モ生産にもあてはまり 
ます。」 

大切に育てられて、

生産されたもの
最高のフライドポテトには、最高のモニタリングが求め
られています。
ベルギーのジャガイモチェーンは、原料製品から加
工、包装、輸送に至るまで、ポテトとフライドポテトの
最適なケアを行っています。最も厳格な手順と品質基
準に支えられています。



お好みのパッケージ

パッケージング中、すべてのパラメータが綿密に監視され、完璧な品
質を達成します。サプライヤーにより、豊富なパッケージサイズから、
プライベートラベル、パッケージデザインまで、無限の可能性が柔軟
に提供されます。

フライドポテトおよび他の製品

ベルギーのポテト加工会社はすべて、オリジナルのベルギーポテトに
加えて、世界中のお客様の様々なご要望に柔軟に対応し、幅広い種
類のジャガイモ製品や特産品を提供しています。

カスタマイズされたサービス

ベルギーのジャガイモ加工会社は、世界のあらゆる市場とジャガイ
モのトレンドに精通しているため、クライアントのニーズ、希望、夢、
創造性を見抜く目を持っています。その目的は？
柔軟性があり、革新的で、顧客中心の方法で仕事をすることです。
長期的なパートナーシップと、パーソナルで信頼できる協力関係は、
ベルギー企業の特徴です。

完璧な配送

迅速な納品、柔軟な生産ライン、および万全なトレーサビリティー: 
これらは、ベルギーのジャガイモ加工会社が提供するサービスのほ
んの一部に過ぎませんが、お客様が最適な物流・流通ソリューショ
ンを見つけられるよう常に準備しています。ベルギーのサプライヤー
は、近くの港から一年中運航しているため、すべての目的地に簡単に
到着できます。

ベルギーのジャガイモ加工部門は、最新の技術を駆使
することで最も厳しい品質および食品安全基準を満た
すことができ、豊かな風味、食感、サクサク感のある高
品質の製品を提供しています。最高の製品、革新性、
品質、および安全性を保証するため、ベルギーのジャ
ガイモ加工部門は、ポテトチェーン全体の研究開発に
継続的に投資しています。
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「信頼でき、コミュニケーション力のある貿
易のパートナーとの良好な協力関係は、最高
品質の製品から始まり、カスタマイズされた
サービス、洞察力、アドバイスに支えられてゆ
きます。」

品質を満たす

柔軟性
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「ベルギーのジャガイ
モ部門は、たくさんの
メンバーから成る家族
のようです。そして、国
際的なファン層へと拡
大しています。」 

昔から、世界中の人々が私たちのユニークで美味しい
フライドポテトを食べに来ています。
でも、今回はフライドポテトがあなたのところにやって
きます。ベルギー産フライドポテトが、唯一本物のフラ
イドポテトであることをぜひ知ってください。原産国表
示の承認を受け、プロモーションキャンペーンに支えら
れており、世界で愛されている理由がお分かりになる
でしょう。あなたのお客様も納得なさるでしょう!

みんなラッキーです

誰もが認めるとおり、幸運に恵まれていますね。ジャガイモに最適な気候と土壌の組み合わせ
が、ジャガイモづくりに有利に働いています。しかし、恵まれた環境よりも成功をもたらした要
因があります。何世紀にもわたる職人の技が、製品と生産の両面で深いノウハウと専門知識を
生み出し、生産者と加工業者が独自の味を提供することを可能にしたのです。当社のフライド
ポテトには独自のおいしさがあります。食べることが好きな方には、ラッキーなお知らせです。

500 年の繁栄

ジャガイモの伝来は人目をひくものではありませんでしたが、すぐに定着しました。16 世紀に
西欧に伝わったジャガイモは、ビタミン、食物繊維、ミネラル、複雑な炭水化物とカリウムが豊
富で、カロリー、脂肪、コレステロールが低く、その栄養価の高さから、瞬く間に現地の食文化
に定着しました。何世紀にもわたり、ジャガイモづくりは盛んになり、ベルギー No1 フライドポ
テトへの道を切り拓いてきました。あとは歴史が示すとおりです。

Go For Gold

消費者が求めているものは?品質と味; 伝統と真正性、多様性とオリジナリティ...そしてもちろん
楽しいことも!消費者はこの上ない食の体験を求めており、それを地元で提供できます。シンプ
ルで美味しい、シンプルだから美味しい:ベルギー発祥のフライドポテトは、世界中の何百万人
もの人々の心と舌を虜にしてきました。なぜでしょうか?みんなが求めているもの... それが Go 
For Gold だからです。

フライドポテトの発祥地は、
フランスではなく、ベルギー
です。

ベルギーのフライドポテトの起源は17世紀に
まで遡ります。当時、ベルギーのムーズ渓谷
地域の人々はすでにジャガイモをスライスし
て炒めていました。300 年後の第一次世界
大戦 (1914年 ～ 1918年) では、ベルギー
に拠点を置くアメリカ兵が、フライドポテトを
「フレンチフライ」と誤って呼んでいました。
なぜでしょうか?理由はベルギー軍の公用語
はフランス語だったからです。残念なことに、
兵士たちは3 世紀にわたるベルギー料理の
伝統を見落としていました。

ご存じでしたか？
ベルギーのフライドポテトには大使がいま
す。James Bint は「ベルギーフライドポテ
ト」を代表する人物です。彼はポテト部門
の文字通りの広告塔で、黄金のポテトの大
使にふさわしい人物です...

顧客の

心をつかむ

James Bintの
言葉

「ベルギー産
フライドポテトを
買いましょう」
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冷凍フライドポテトの
輸入をお考えですか？
もう悩む必要はありません。

世界有数の冷凍ポテト輸出国から、ピュアな製品をお求めください。
黄金色が特徴の完璧なフライドポテトを選びましょう。
ヨーロッパの中心部からやってきた、本場ベルギー産のNo1フライドポテトをお
求めてください。

Go For Gold. 
www.originalfries.eu

本出版物の内容は、著者の見解を示すものであり、その責任は著者のみにあります。

欧州委員会および消費者・保健・農業・食品執行機関は、記載されている情報の利用について一切の責任を負いません。

欧州連合から
支援を受けた
キャンペーン

欧州産を
お楽しみ
ください


