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初代・ピザ世界チャンピオン「Bertuzzo Graziano」と、
現チャンピオン「赤荻一也」が夢の競演
■日時

： 平成２４年 10 月 10 日（水）午前９時～１０時３０分

■場所

： ワールドピッツェリア

コバトン＊カフェ

毎年、春にラスベガスで行われる「World Pizza GAMES」のピザシングルアクロバットの初代チャンピオン
「Bertuzzo Graziano(ベルトゥッゾ グラツィアーノ)＝イタリア＝」が来日！ 現在のチャンピオン、赤荻一
也の店「ワールドピッツェリア コバトン＊カフェ」を訪問します。
「World Pizza GAMES」は、世界最大かつ最古のピザ展示会で、毎年 1 万人以上が来場する、業界人向け
のコンベンション「International Pizza Expo」内のイベントとして行われています。世界最大のピザ世界選手
権で成績を残すことで、世界に名を残すこととなり、世界各国から参戦します。
現在、グラツィアーノ氏は、イタリアで最も権威があり、歴史と伝統のあるピザ料理のスクール【SCUOLA ITALIANA
PIZZAIOLI】の責任者でもあります。
赤荻は、今年 4 月にイタリアに招かれ、【SCUOLA ITALIANA PIZZAIOLI】のマスターに認定。日本人初のピザマスターと
なり、【SCUOLA ITALIANA PIZZAIOLI】の日本支部としてスクールを開講する事が決まりました。
その開講の初回となる日に合わせ来店し、チャンピオンコラボメニューの、オリジナルピザの発表（試食会）と、
２大チャンピオンによる、ピザアクロバットを披露いたします。

≪内容≫
・２大チャンピオンコラボメニュー披露 ・・・ ご試食頂きます。
・２大チャンピオンによる、ピザアクロバットの披露
～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～
10 月 13 日・14 日

さいたまスーパーアリーナ「コープフェスタ」内で、日本初となる【JAPAN

PIZZA EXPO】が行われます。
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▼参考情報
≪ピザスクール

スコーライタリアーナ

ピッツァイオリ ＠イタリア≫

ピザ世界チャンピオン 赤荻一也、料理部門でも快挙！！
イタリアで、最も権威があり、歴史と伝統のあるピザスクール【SCUOLA ITALIANA PIZZAIOLI】が赤荻を認
定。世界で 2 人目、日本人初のピザマスター。

日本でのインストラクターとして、赤荻一也が同校に招待され『SCUOLA ITALIANA PIZZAIOLI
MASTER』を取得してきました。
これにより、イタリア、カナダ、米国、ブラジル、フランス、ルクセンブルク、スイスの 7 ヵ国に次ぎ、
日本は【SCUOLA ITALIANA PIZZAIOLI】の 8 ヶ国目の認定国となりました。

▼参考情報
１．【SCUOLA ITALIANA PIZZAIOLI】の MASTERS 試験では、ナポリピッツァをはじめ伝統的なピッ
ツァを美味しくするために科学的な数値を元にした計算式での学科試験や、ピザ生地を自由自在に操れてこ
そ美味しいピザ生地にすることができるピザアクロバット技術試験・イタリアの伝統的なピッツア料理の実
技試験・オリジナルピッツァの試験までが行われます。
また、試験は「IL PANE IN PIZZERIA」「PIZZA IN TEGLIA」「PIZZA IN PALA」「PIZZA
NAPOLETANA」という 4 つのジャンルがあり、赤荻は 4 つ全ての資格を取得し、 MASTER として認定
された。

世界各国の講師の中でも、4 つ全ての資格取得者し MASTER として公認されているのは、イタリア人で
1 名のみ。
今回の取得により、2 人目の MASTER となった。
参照 URL http://www.scuolapizzaioli.pizzanewgroup.it/istruttori/visualizza.php
２．イタリアのピザスクール【SCUOLA ITALIANA PIZZAIOLI
（http://www.scuolapizzaioli.pizzanewgroup.it/）】は、UNI EN ISO 9001・2008 取得のスクールで、イ
タリア適合性承認機構【Accredia】(www.accredia.it) でも品質を保証された唯一の学校です。

グラツィアーノ

プロフィール

Bertuzzo Graziano (ベルトゥッゾ グラツィアーノ)
1959 年 7 月 18 日 イタリア（Santo Stino di Livenza）生まれ
■経歴
１９７３年（１４歳）でピザ作りを始める。
１９７９年（１９歳）で、姉と共に海辺のリゾート地にピッツェリアをオープン。
１９８４年にピザ職人コースのインストラクターを目指し資格を習得。
１９８５年、ピザ職人のスクール【SCUOLA ITALIANA PIZZAIOLI】を共同で
開校し、現在も年間を通して、理論と技術のインストラクターを教育する立場に
ある。
【SCUOLA ITALIANA PIZZAIOLI】は、現在、イタリアで、最も権威があり、歴史と伝統のあるスクールとな
っている。
【SCUOLA ITALIANA PIZZAIOLI】には、
「IL PANE IN PIZZERIA」
「PIZZA IN TEGLIA」
「PIZZA IN PALA」
「PIZZA NAPOLETANA」という 4 つのジャンルがあり、全てを取得してマスターとして認定されているのは、
Bertuzzo Graziano と、赤荻一也の２人のみである。
■ピザ世界大会の記録
・1985 年 ＝優勝＝ "classe gusto" - Caorle（カオルレ／イタリア）
・1987 年 ＝準優勝＝ "classe gusto" - Alghero（アルゲーロ／イタリア）
・1989 年 ＝優勝＝

"Pizza d’Autore" - Rovigo（ロヴィーゴ／イタリア）

・1990 年 ＝優勝＝ “Classe Gusto” Caorle（カオルレ／イタリア）
・1991 年 ＝優勝＝ “Miglior pizza d’Italia” – Genova（ジェノヴァ ／イタリア）
・1991 年 ＝準優勝＝ “Free Style” – New Orleans （ニューオリンズ／アメリカ）
・1992 年 ＝優勝＝ “Free Style”
＝準優勝＝ “Pizza in Teglia”
・1992 年 ＝優勝＝ “Pizza più Larga” – Orlando （オーランド／アメリカ）
・1993 年 ＝優勝＝ “Free Style” - Las Vegas（ラスベガス／アメリカ）
・1993 年 パスタのハンズフリー、450 グラムで 108cm に伸ばす競技では、世界記録でギネスブックに記載さ
れている。
・1994 年 ＝優勝＝ “Free Style” - Castrocaro Terme（カストロカーロ·テルメ／イタリア）
・2008-2009 年 ＝優勝＝ “World Pizza Challenge” – Las Vegas（ラスベガス／アメリカ）
・2009 年 ＝優勝＝ “Coppa di Francia” – Lione（リヨン／フランス）
・2010 年 特別功労賞 - Salsomaggiore Terme （サルソマッジョーレ·テルメ／イタリア
・2010 年 ＝優勝＝ “World Pizza Games” – Las Vegas（ラスベガス／アメリカ）
この結果、世界選手権の組織と連携し、ピザピザアクロバットに挑戦する若者のために、場所を空けるためにレ
ースを離れることとした。

※グラツィアーノ氏のプロフィールは、現在内容確認中ですので、取材当日に、多少の内容入れ替えがあるかも
しれません。

