クルス・デル・スール
のすごいところ！

酸度は最高級品質の 0.2%
バランスの取れた味わいで毎日使っても飽きない！
クルス・デル・スールとはスペイン語で南十字星を意
味します。チリのアタカマ砂漠からとても綺麗に見え
る南十字星からヒントを得て、
「チリの恵みを日本の
皆様へ」をコンセプトに命名されました。

VALE CURICÓ

農場風景と自社工場

★４種類のオリーブオイルのスーパーブレンド
ブレンドすることにより、それぞれの品種がそれぞれの品種の
欠点を補うため、バランスの取れた味わいになります。
★最も酸化しにくい、ギリシャ原産の コロネイキ を使用！
クルス・デル・スールには、ギリシャ原産の最も酸化しにくい
オリーブである、コロネイキ種が使用されています。これにより
世にも珍しい、スペイン・イタリア・ギリシャの 3 ヵ国原種のオリー
ブオイルのブレンドとなっています。
それぞれのオリーブの特徴
アルベキーナ◆スペイン原種◆マイルドな味わい。
辛みや苦みは少なめ。料理に使いやすい。
アルボサナ◆スペイン原種◆高級で稀少な品種。アルベ
キーナと似た味わいだが、辛みと苦みがやや強い。
フラントイオ◆イタリア原 種◆草の風 味 が 強くアロマ
ティック。辛みが強く、ボディ感がある。
コロネイキ◆ギリシャ原種◆フルーティーでオイルの品質
が高く、オリーブの中で最も酸化しにくい品種。ポリフェ
ノール数値が非常に高い。
★収穫してから驚異の 4 時間搾り
収穫してから搾るまで、驚異の 4 時間という短時間を実現して
おり、オイルの酸化を防ぎます。ちなみに欧州の生産者の平均
時間は約一週間です。シラクサ社は 1500 ヘクタールの畑の真
ん中に、自社の搾油・ボトリング工場を有しているため、4 時間
という早搾りが可能なのです。
★火を使っても酸化しにくいのでお料理に最適！
まろやかな味わいのアルベキーナ種が沢山ブレンドされること
により、調味料（特にしょうゆ）との相性がバツグンで、和食に
もお使いいただけます。また EV オリーブオイルはオメガ 9 であ
ることから、加熱しても酸化しにくく、炒め物、煮込み料理など
用途の幅が広がります。サラダに、パンに、パスタに、炒め物に、
煮物の隠し味に、様々なお料理にお試しください。

【HACCP（ハサップ）認証取得】NASA（アメリ
カ航空宇宙局）により、宇宙食の安全性を確保
するために開発された衛生管理法です。
世界トッ
プレベルの食品品質管理基準です。
【HALAL（ハラル）認証取得】ハラルとはイスラ
ムの教えで許された「健全な食品」のことを指
します。イスラム諸国の人々は、ハラル認証を
取得しているものでないと消費しない傾向があ
ります。

CHILE

生産者シラクサの強み
★世界トップレベルの品質★
1500 ヘクタールという広大な耕地面積によ
る大型生産が、高いコストパフォーマンスを
実現しました。また欧州の最新技術を生産方
式に取り入れているため、世界トップレベル
の品質を実現しています。
★コールドエクストラクト方式★
オリーブの豊かな香りと品質を維持するため
に、低温でミキシングして分離する、コールド
エクストラクト方式を採用しています。国際オ
リーブオイル委員会による基準は 27 ～ 28℃
ですが、シラクサ社は 26℃で搾油しています。
★完全トレサビリティー★
オリーブの品種ごとに畑を分けて管理してお
り、またボトルごとにナンバーを記載していま
す。生産から出荷までをワントップで管理す
る、完全トレサビリティーを実現しています。
★残留農薬検査について★
IAS（国際品質証明機関）により、収穫直前の
オリーブを区画ごとに全て検査。残留農薬検
査においては、全ての残留農薬量が最小検出
数値である 0.01g を下回り、検出されずとい
う結果が出ています。

クルス・デル・スール

チリ産
エクストラバージン

オリーブ
オイル
4 種類の
オリーブ
オイルの
ブレンド

驚異の 4 時間搾り
オリーブのフレッシュジュース

輸入元・販売元
アンデスフーズジャパン株式会社
住所：〒 169-0075
東京都新宿区高田馬場 4-4-2 尾上ビル 401
Tel：03-3371-3610
URL：www.andesfoodsjapan.com
製造元
Agroindustrial Siracusa S.A.
Fundo Don Alfonso S/N, Ruta K-40,
Sagrada Família, Curicó, Chile

内容量

500 ml

酸度

0.2% 以下

チリ産 オリーブオイル
のすごいところ !!
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チリは東西南北を大自然に囲まれている
害虫の侵入しにくいセミオーガニックな国！！

東部

南北 7500km に渡るアンデス山脈

北部

灼熱のアタカマ砂漠

南部

パタゴニア氷河

西部

広大な大西洋

チリは地中海性気候（夏は暑く乾燥し、冬は温暖で雨が多い気
候）であることから、オリーブ作りに最適の環境と言われてい
ます。また南米の力強い日差し、そして太平洋からのフンボルト
寒流とアンデス山脈からの冷たい吹き下ろしにより、昼夜に温
度差が生まれ、おいしいオリーブの実ができるのです！

クルス ・デル ・スールの品評
トロピカルなフルーツやフレッシュなハーブ、

爽やかな柑橘系を思わせるスイートなアロマ。
ミルクのようにやさしい口あたり、

ほのかに広がる苦みと辛みの余韻。

南米チリはオリーブの栽培に理想的なパラダイス。
イタリア、スペイン、ギリシャ由来の珠玉の
4 品種が織りなすハーモニーは、
毎日楽しみたい心地よさ。
和食とも抜群の相性。

緒方哲男

オリーブオイル鑑定批評家
世界最高のオリーブオイル 研究教育機関
O.N.A.O.O.（イタリア・オリーブ・オイルテ
イスター機構）を首席で修了。
世界最大の生産地スペイン・アンダルシア
州など各地で研鑽を重ね、極めて精緻な
テイスティング能力と深い造詣が高く評価
され、国内外で活躍。

ニセモノオイルに注意！
オリーブの実の搾油効率を上げる為に高温で加熱したり、 薬品である溶剤
を使って、 より多くのオイルを搾り取ろうとする業者がいます。
高温で加熱したり、 溶剤を使うと、 オリーブオイルの風味と品質はどんどん
損なわれていきます。

歴史

オリーブオイルは 5500 年以上の歴史がある世界最古の油で
す。 発祥地は地中海沿岸のクレタ島と言われており、 ローマ帝
国時代にオリーブの栽培が発展しました。

地中海式ダイエットにも★オリーブオイルはビタミン A, D, E, K を含み、
LDL コレステロールを除去する効果もあるため、 地中海式ダイエットとしても
注目を集めています。

♪ Cruz Del Sur を使った簡単レシピ♪
サルサ ・ ヴェルデ （グリーンサルサソース）
< 材料 >6 人分
みじん切りした玉ねぎ……………………………… １カップ
みじん切りしたにんにく… …………………………１欠片
みじん切りしたコリアンダー… ……………… １カップ
みじん切りしたパセリ… …………………… １カップ
オリーブオイル……………………………… １カップ
レモン汁………………………………………１個分
塩・胡椒……………………………………… 少々

< 作り方 >
①みじん切りした玉ねぎをよく水洗いをしてからしばらく水に浸
しておく（玉ねぎの辛味を取り食べやすくし、匂いを抑えることで
コリアンダーの風味が引き立ちます）
。
②よく水を切った玉ねぎと残りの材料を混ぜる。
③全体的によく混ざったらオリーブオイル、塩、胡椒とレモン汁で味を整える。

美肌効果にも期待！♥ EV オリーブオイルの主成分であるオ
レイン酸が、 汚れや乾燥などの外敵から肌を守り、 張りと
ツヤを与えると言われています。 またオレオカンタールと
いう成分には抗炎症作用があり、 肌のトラブルに効果的
ということが、 近年、 立証されています。

チリ産の 99.8% がＥＶオリーブオイル！
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チリの土壌はセミオーガニック

チリは東西南北を大自然に囲まれていて、害虫が侵
入しにくく、使用する農薬量が少ないためセミオー
ガニックな国として有名です。
オリーブの天敵 〃チチュウカイ・ミバエ〃 がいない！？

チリにはオリーブの天敵であるチチュウカイ・ミバエがいません。
そのため害虫予防のための農薬量が減り、またハエに実をかじら
れずに衛生的です。

体によい成分がたくさん！
♥ポリフェノール♥ポリフェノールは高い抗酸化作用を持ち、 高血圧、
動脈硬化に効果的！ ポリフェノールを沢山含む EV オリーブオイルほど、 辛
みが強いのが特徴です。
♥オレイン酸♥ EV オリーブオイルの 60 ～ 70% がオレイン酸でできており、
善玉コレステロールを下げずに、悪玉コレステロールだけを下げる働きを持ちます。
♥αトコフェロール♥ビタミン E の中でも最も活性酸素を抑える働きと、 抗酸
化作用が高いものがαトコフェロールです。 肌荒れに効果的で、 老化の防止
にも役立ちます。
コレステロール ・ トランス脂肪酸いっさいなし！
オリーブオイルには 「動脈硬化の天敵」 悪玉コレステロールと、 「万病の元」
「食べるプラスチック」 と呼ばれるトランス脂肪酸が含まれておりません。

【油の通信簿】
動物性脂肪

植物性脂肪

魚の脂肪

単価不飽和
飽和脂肪酸
多価不飽和脂肪酸
脂肪酸
高オレイン酸油 高リノール酸油 高αリノレン酸油
オメガ 9 系
オメガ 6 系
オメガ 3 系
バター
ラード
オリーブ油
サンフラワー油
アマニ油
キャノーラ油
コーン油
シソ油
酸化しにくい
酸化しにくい
酸化しやすさ 加熱処理に向く
酸化しやすい
加熱処理に向く 酸化しやすい
LDL 値
血中 LDL 値
血中 LDL 値
血液の粘度を
循環器への影響 血中
を高める
を下げる
を下げる
下げる
発がんプロモー 特に影響なし 発がんプロモー 特に影響なし
癌への影響
ターとなる
ターとなる
アレルギー
免疫機能を
免疫機能を
特に影響なし
特に影響なし
への影響
弱める
高める

総合評価

取りすぎに注意

積極的に
取りましょう

取りすぎに注意

酸化に注意して
積極的に
取りましょう

EPA
DHA
酸化しやすい
血液の粘度を
下げる
特に影響なし
免疫機能を
高める

酸化に注意して
積極的に
取りましょう

