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ドイツ食品業界視察団が来日致します！ 
 

ドイツ連邦食糧・農業省の輸出促進プログラムの一環として開催される「日本におけるドイツ食品・飲料の可能性」

プレゼン・懇親会イベントについてご案内申し上げます。本イベントは日本とドイツの食品・飲料事業関係者間の情

報交換、および事業への関心を促進・サポートする目的で開催されます。 

 

ドイツは売上高において EU 最大の食品・飲料生産者であると同時に、ドイツ食品業界は最高品質の食品・飲料を

提供するというコミットメントにおいてもその名を知られています。さらに EU と日本の経済連携協定(EPA)により、

EU からの日本向け輸出の 90％以上の関税が削減・撤廃となり、EU と日本の食品貿易はさらに促進されることが

期待されます。 

 

11 月 14 日(水)11 時 30 分スタートの本イベントでは、プレゼンや懇親会を通して参加ドイツ企業がベストセラー

商品をご紹介致しますので、皆様のご参加を一同心よりお待ち申し上げます。 

 

参加ご希望の方は在日ドイツ商工会議所のイベントページよりお申込み登録をお願い申し上げます。ご不明点な

どがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。皆様のご来臨を一同心よりお待ち申し上げます。 

 

 

お問い合わせ 
 在日ドイツ商工会議所 （AHK Japan）: 

大塚/牧野 

03-5276-8714 

de-events@dihkj.or.jp 

 

 

 

  

シンポジウム 

「日本におけるドイツ食品・飲料の可能性」へのご招待 

2018年 11月 14日（水）11:30～17:30 

六本木アカデミーヒルズ タワーホール（六本木ヒルズ森タワー49階）  

https://japan.ahk.de/jp/events/aktuelle-veranstaltungen/event-details/potentials-for-german-foods-and-beverages-in-japan/
file://///gccfile03/groups/DEinternational/Market%20Access/Grossprojekte/2018/2018.11%20-%20Lebensmittel/Symposium%2014.11/de-events@dihkj.or.jp
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プログラム 
 

時間 プログラム 

11:00 – 

11:30 

 

受付 

 

11:30 – 

11:40  

 

開会挨拶 

o ルー カス・ヴィトスアスキー / 副専務理事 / 在日ドイツ商工会議所  

o シュテファン・メープス / 公使、経済部部長 / ドイツ連邦共和国大使館 

o ララ・ボルフイス / マネージング・ダイレクター / enviacon international 

11:40 – 

12:10 

 

ドイツ食品・飲料産業について 

 アクセル・リピンスキ / ドイツ連邦食料・農業省 (BMEL) 

12:10 – 

12:40 

EU と日本の経済連携協定(EPA)を背景にした日独間食品貿易のチャンス（仮） 

 シルヴィア・チェルスカ / 通商部 二等書記官/ 駐日欧州連合代表部 

12:40 – 

12:50 

ドイツ企業の紹介 

 ララ・ボルフイス / マネジング・ディレクター / enviacon international 

12:50 – 

14:00 

ランチブレイク 

 商品の紹介と懇親会 

14:00 – 

15:20 

ドイツ企業によるプレゼンテーション － セッション１  

 エクストラヴルスト・インターナショナル社「エクストラヴルスト“meats“ジャパン」 

 クレイェンホップ＆クルーゲ社「ドイツ産食品と飲料」 

 キュヒレ社「食べられる紙？Taste and Fun!」 

 アンカー・グループ社「Made in Germany」 

15:20 – 

15:40 

休憩 

15:40 – 

17:00 

ドイツ企業によるプレゼンテーション － セッション２ 

 ベックシュタイン醸造組合「ベックシュタイン醸造組合のワインとスパークリングワイン」 

 ハイマーツミューレ社「1808年創業のドイツの製粉所」 

 ハウス・ラーベンホルスト社「ドイツのピュア・プレミアムジュースとサプリメント」 

 クリーグル・エスィック社「木樽で醸造された伝統的な酢」 

17:00 – 

17:15 

Q&A、 閉会 

(***2018年 10月 31日付； *敬称略、プログラムは予告なく変更されることがあります***) 
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言語 
 

英語、日本語 

（同時通訳） 

 

会場 
 

六本木アカデミーヒルズ（タワーホール） 

〒106-6149 

東京都港区六本木6-10-1 

六本木ヒルズ森タワー49階 

http://forum.academyhills.com/roppongi/access/index.html 
 

 

http://forum.academyhills.com/roppongi/access/index.html
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ドイツ参加企業 
 

この視察はドイツ連邦食料・農業省 の輸出促進プログラムの一環として enviacon international と在日ドイツ商工会

議所により企画されています。 

 

 

Ancor Group GmbH アンカー・グループ社 

アンカー・グループの前身であるアンカー社は Waldemar Schlemmer氏により、2011年に Bad Mergentheim

創立されました。味とデザインに関する徹底した試験および分析、ターゲットグループからの好反響を得て Kaif 

Energy ブランドが誕生しました。その後はお客様のご要望に応じて製品ラインを拡大してきました。アンカー社

は 2015年にアンカー・グループとなりました。私たちの製品開発は、お客様中心に行なっています。プライベー

トレーベルを含む他のビジネスとパートナーシップも組みます。アンカー・グループの販売先は現在 20 カ国以

上にのぼり、年々確実に増えています。飲料製品は 100%ドイツ国内で生産され、充填ラインから直接全世界

に出荷されます。全ての製品はハラルおよびコーシャ認証されており、IFS（国際食品規格）、FDA（米国食品医

薬品局）および SGS（汎用システム協会）の認可も受けています。 

 

製品：エナジードリンク 

 

 

Becksteiner Winzer eG ベックシュタイン醸造組合 

ベックシュタイン醸造所はバーデン地方とフランケン地方に挟まれた地域にあるドイツのワイナリーです。この

土地の、地中深くにあるミネラル豊富な石灰質の土壌と涼しい気候は、絶妙なミネラル感を持つ上質な風味の

フルーティーで爽やかなワインを作り上げます。ベックシュタイン醸造組合は、18 のワイン醸造業者からなる協

同組合として 1894 年に創立されました。現在は、250 ヘクタール、すなわち 250 万㎡に広がるぶどう畑を有し

ています。ベックシュタイン醸造組合は年間約 300 万本のワインを生産し、迅速な出荷に対応しています。栽

培されているぶどうは、赤ワイン用が 50%と白ワイン用が 50%です。Berlin Wine Trophyや AWC Viennaに加え、

著名な Gault&Millau などの国際的なワイン賞を多数獲得しています。醸造者協会も最も優良な協同組合の一

つであると認めており、2014 年にはドイツの最優秀協同組合に選ばれました。ベックシュタイン醸造組合のワ

インには、非発泡性の白、ロゼおよび赤に加え、プロセッコやシャンパーニュ方式のスパークリングワインの白

およびロゼがあります。ベーシックな品質のものから、上級、特級そして最高級まで取りそろえています。 

 

製品：ワイン、プロセッコ、スパークリングワイン 

 

Extrawurst International GmbH エクストラヴルスト・インターナショナル社 

"Extrawurst"は 1981年設立のドイツのファストフードフランチャイズです。2017年以降は国外でも、経済的に

十分に開発されたクイック サービス レストラン（quick service restaurant, QSR）の業態の地域マスター フラ

ンチャイズ ライセンスを販売しています。エクストラヴルスト ファミリーの"Bittner"は、1921年創業の家族経営

の精肉店ですが、近代化され、その精肉およびソーセージ生産部門を"Extrawurst"に統合しました。伝説のド

イツソーセージ、ブラートヴルスト（焼きソーセージ）の秘伝のレシピとドイツの肉屋直々のノウハウが、アジア

太平洋地域、アフリカ、南北アメリカ大陸の急成長するファストフード市場におけるクライエントたちの多岐にわ

たる経済的、文化的制約や味の好みに対応しています。エクストラヴルスト社のビジネスコンセプトは、世界的

に有名なドイツを象徴する存在でもあるブラートヴルストをはじめ、他のドイツ特有の肉製品とファストフードメ

ニューをベースにし、斬新かつ現代的なデザインの標準 QSRモジュール環境によるユニークな味覚体験を作

り上げており、ブランドの認知度が高いのもうなずけます。 

 

製品：ドイツ高級ソーセージおよび肉製品、ビジネスコンセプト、"Extrawurst"ブランド環境のフランチャイズ、マ

スターフランチャイズライセンス  
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Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG ハウス・ラーベンホルスト社 

強力なブランド力と明確な価値観を持った会社です。ハウス・ラーベンホルスト社は、高純度、高品質プレミア

ムジュースのドイツのトップ生産者で、それは 200 年以上もの間、家族で引き継がれてきた伝統がもたらすも

のです。最高品質の選び抜かれた原材料を、手作業で丁寧にジュースへ作り上げていきます。天然素材のみ

で作る選りすぐりのオーガニックジュースは、傑出して美味しいのはもちろん、特定の健康効果も得られます。

ハウス・ラーベンホルスト社の実力の中核は、自然がもたらす素晴らしさを知り尽くし、その有効成分をいかに

ヘルシーな食品に取り込んでいくかの知識が豊富であることです。Rotbäckchenのブランドで類稀なヘルシー

な子供向けジュースのシリーズも展開しており、自然の恵みを存分に楽しめる製品を取り揃えています。  

ジュースの他にグルテンフリー、ラクトースフリーのペイストリー、クッキー、パスタやパンを 3 PAULYのブラン

ド名で提供しています。 

 

製品：高純度プレミアムオーガニック果物・野菜ジュース、栄養補助食品 

 

Heimatsmühle GmbH & Co. KG ハイマーツミューレ社 

ハイマーツミューレ社は 6代続く家族経営の成功している製粉会社です。ラーデンブルガー家は 1808年から

バーデン・ヴュルテンベルク州、Aalenに製粉会社を構え、ここで働き、暮らし続けています。新しい技術と革新

的な製造工程を取り入れ、高品質な穀物および粉製品を確実に生産し続けています。そして、地球にやさしく

エネルギー効率がいい製造工程は、ハイマーツミューレ社が特にこだわっていることです。私たちはまた、オー

ガニック粉製品のスペシャリストでもあります。粉製品の原材料は全て地元の栽培農家から入手しており、定

期的に直接訪れて栽培状況をモニターしています。 

 

製品：有機認定粉製品、ミューズリー、クッキー、麺類、スナック製品、焼き菓子用材料やケーキミックスなど、

各種粉製品、茶葉各種  

 

Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG  クレイェンホップ＆クルーゲ社 

80 年以上アジア食品を輸入している会社で、冷凍野菜、アジアンスパイス、米、麺、調理済み食品やさまざま

な種類のアジアンスナックなど、多種多様の製品を取り扱っています。クレイェンホップ＆クルーゲ社は、自社

所有の車両で配送するため、顧客の皆様にとって最も信頼できるパートナーとしての位置を築き上げ、長年の

経験で食品小売業界のノウハウをたくさん蓄積しています。更に、パートナーの国にオフィスを構え、現地アジ

アのパートナーたちと大変良好な関係を維持しています。クレイェンホップ＆クルーゲ社は現在アジア数ヶ国向

けにドイツおよびアジアの食料品を輸出する枠組みづくりを固めています。クレイェンホップ＆クルーゲ社はア

ジアのお客様にとってベストな、最も信頼できるパートナーとなることを目指しております。何年もかけてアジア

でのネットワークを培い、今やアジアの文化や商習慣の経験を豊富に備えています。   

 

商品：ワイン、ワイン混飲料 

 

Kriegl Essig クリーグル・エスィック社 

クリーグル・エスィック社はバイエルン州東部を拠点に展開している家族経営の企業で、その品質とオリジナル

な味で知られています。長い間ご愛顧いただいているお客様との関係は、顧客満足度と相互理解の賜物で

す。1950 年以来、伝統的なブナ材の経木を使用した深部発酵法で醸造した特殊なビネガーを作っています。3

種類のビネガーから始まった製品展開は、継続的な商品開発により、今や 60 種類以上に拡大しています。特

殊な液体ビネガーや高級フルーツバルサミコ酢、認定有機農場のサラダドレッシング、フルーツビネガー、クレ

マビネガーなどの品揃えがあります。クリーグル・エスィック社はコーシャ、Naturland（ドイツ有機農業協会）、

Bio-Kreis（ドイツ Bio認定機関）および IFS（国際食品規格）の認定を受けています。 

 

製品：特殊ビネガー（従来の酢、フルーツビネガー、オーガニックを含むいろいろなワインビネガーから作るバ

ルサミコ酢、サラダドレッシング、酢飲料および家庭用ビネガー） 



 

 

ドイツ食品・飲料についてのプレゼン・懇親会イベントへのご招待  6 

www.bmel.de/export 

 

W.u.H. Küchle GmbH & Co. KG キュヒレ社 

今から 150年以上前にさかのぼる 1864年に Jakob Küchleが焼きウェハースの生産を開始し、この歴史ある

キュヒレ社の基礎を築きました。その後キュヒレ家によってこの伝統が大切に引き継がれ、現在 4代目となって

います。„キュヒレ”ブランドは食用ウェハースシートおよび焼きウェハースのマーケットリーダーで、ドイツの大

手小売全社で取り扱われています。イノベーションと伝統、高い品質を絶妙に織り交ぜてきたことが私たちの

成功のカギです。  

味付きでプリントが施された食用シートが特に有名です。タイを筆頭に世界 25ヶ国以上に輸出されています。 

 

製品：食用シート、プリント可能なウェハースシートのケーキ飾り、ウェハース製品 

 


