
30%
Yogurt waste in Europe could 

be reduced by 30% if shelf life 

was extended with seven 

days using bio based 

ingredients from Danish 

companies

1 billion
Every day, Danish 

ingredients are 

consumed by more than 

1 billion people 

worldwide.

1,250,000
Danish enzymes for cheese 

production can reduce 1,250,000 

tons of CO2, equaling the yearly 

greenhouse gas emissions from 

more than 83,000 Western 

European households.

10億人
デンマーク産の食材
（成分も含む）は毎日
世界中で10億人に消費

されている。

125万トンもの
CO2

デンマークでチーズを生産する際に
使用する酵素は125万トンものCO2

を削減できる。この数値は西ヨー
ロッパの約8万３千世帯の家庭から
排出している温室効果ガスの排出量

に匹敵する。

30%
ヨーグルトはデンマーク産のバ
イオ由来成分を使うことによっ
て7日間賞味期限を延ばすこと
ができ、ヨーロッパにおける
ヨーグルトの廃棄量を30％にま

で減らすことができる。



88%
88 % of Danish pigmeat is 

exported

73%

73%のデンマーク

産の乳製品は輸出
されている。

1.3コンテナ

1.3コンテナ（1時間あた
り）365日、豚肉を初め

とデンマーク産の食製品
で満たされ、中国へと輸

出されている。

88%

88%のデンマーク産

の豚肉は輸出され
ている。

73%
73 % of Danish dairy

production is exported

1.3 containers

1.3 containers per hour, 365 

days a year is filled with 

Danish pig meat and exported

to China



40%
40 % of Danish food export

is exported as high value

products

82% のデン
マーク人

82%のデンマーク人は動物

愛護（アニマル・ウェル
フェア）を考慮した食品に
対して高価格であることに

前向きである。

35%

牛乳消費量の35%

はオーガニックで
ある。

40%

40%のデンマーク食
品は高付加価値製品
として輸出されてい

る。

82% of Danes

82 % of Danes are willing to 

pay extra for products paying 

attention to animal welfare

35%
35 % of milk 

consumed in Denmark 

is organic



20%
Approximately 20 % of all 

eggs sold in Denmark are 

organic

世界最高級のレス
トラン

コペンハーゲンを拠点とす
るノマは世界最高レストラ
ン50の中で4度にわたり1位

を獲得している。

ボキューズ・ドール
（Bocuse d’Or）の勝者

デンマーク人のシェフ、
Rasmus Kofoedがボキュー

ズ・ドールで優勝。シェフは
これまでに世界のベストシェ
フとして銀賞と銅賞を受賞し

ている。

20%

総売り上げの約
20%の卵はオーガ
ニックである。

Best restaurant 

in the world

On four occasions, the Noma 

Restaurant in Copenhagen has 

been awarded as the number one 

restaurant on The World’s 50 

Best Restaurant’s list

Winner of 

Bocuse d’Or

The Danish chef, Rasmus 

Kofoed, was  the winner at 

Bocuse d’Or – he has previously 

won silver and bronze making 

him one of the world’s best chefs



29 Michelin 

stars
In 2017, Denmark was awarded

with 29 Michelin Stars, making

Denmark the country in the North 

with the largest amount

75%
デンマークの食品クラスター
は世界にある75%のほうれん草
の種を生産している。これは1
年間に5千億の種をすべて輸出
に当てていることになる。

デンマーク伝統料理

デンマーク人はポリッジ、
スモーブロー（オープンサ
ンドウィッチ）、ロースト
ポークのパセリソース添え
を伝統料理として食す。

Danish food 

traditions

Danes eat porridge, open-

faced sandwiches and the 

classic roast pork with 

parsley sauce 

75%
The Danish food cluster 

produces 75% of the world’s 

spinach seeds. That’s about 

500 billion seeds a year – all 

of which are exported. 

29ミシュラン星

2017年にデンマークは北
欧で1位となる、計29店

ものミシュラン星獲得レ
ストランを生み出した。



3 times the 

Danish population

Denmark produces food 

for 15 million people – or 

three times the Danish 

population

14%

デンマークの食品原
料は、グローバル
マーケットにおいて、
14%を占めている。

9.7%
デンマークのオーガ
ニック製品シェアは世
界で9.7%にも上り、

オーガニック業界で世
界を先導している。

デンマーク人口
の3倍

デンマークでは自国の人
口の3倍、1500万人分の
食料を生産している

14%
The Danish ingredient 

sector accounts for 14 

% of the global 

ingredients market

9.7%
The share of organic 

products in Denmark is 

9.7%, making it the world’s 

leading organic nation



50% of the 

Danish population

50% of the 

Danish population buys 

organic products 

every week

1987年
1987年にデンマークは

世界初、国家統制オー
ガニックラベル「The 
Red Ø」を推進した。

世界で4番目に大き
い醸造グループ

デンマークは世界で4番目に

大きな醸造グループ、カール
スバーグがあり、1847年から

生産を続けている。

50%のデン
マーク人口
デンマークの人口50%は

毎週オーガニック食品
を購入している。

Back in 1987

In 1987, Denmark was the 

first country to implement a 

state-controlled organic 

label: The red ‘Ø’. 

The world’s 

4th largest brewery

The 4th largest brewery in the 

world is Danish. Carlsberg has 

produced beer since 1847



1971
Denmark was the first 

country in the world to 

create a Ministry of 

Environment in 1971

サルモネラ
菌フリー

デンマークで生産され
ている鶏肉はサルモネ
ラ菌フリーである。

43%の外国
観光客

43%の外国観光客はデン

マークのレストランでの
食を目的にデンマークを
旅行先に決めている。

1971年
デンマークは世界
に先駆け、初めて
環境庁を1971に設

立。

Free from
Danish produced poultry 

is today free from 

salmonella

43 % of foreign 

tourists

43% of foreign tourists highlight 

the good Danish restaurants as 

one of the reasons for choosing 

Denmark as a tourist destination



70%
Approximately 70% of 

renewable-energy 

consumption in Denmark 

stems from biomass

5%の廃棄物

全体のわずか5%の廃
棄物が埋め立て地の
用途となる。

90-95%エネル
ギー効率化

デンマークの廃棄物から
エネルギーのリサイクル
施設は世界で最も清潔で

効率的。

70%

約70%のデンマー
クの再生可能エネ
ルギー消費はバイ
オマス由来となっ
ている。

5% of 

all waste

Only 5% of all waste 

in Denmark ends up in 

landfills

90-95% 

energy efficient

90-95% energy efficient. 

Danish waste-to-energy 

plants are the cleanest and 

most efficient in the world  


