
Origin labelling of island food products
http://www.northsearegion.eu/reframe/

By  Laurids Siig Christensen, DSc & food producer

Member of the  
Small Island Food Network (of Denmark)

Member of the association of food networks
Taste of Denmark (Smagen af Danmark)



Some characteristics of small islands of Denmark

• Denmark is a nation of islands. The 27 ”small islands” 
are defined as islands not linked by bridge or dam and 
with a population <1200 inhabitants, each

• The size of the islands is <22 km2, each
• The land on islands was mainly used for agriculture by 

small or medium sized farms 
• For environmental reasons (excessive wash-out of 

fertilizer etc.) intensive agriculture on small islands in 
general will be less feasible in the future.

• There is an over-representation of innovative food 
producers on small islands 



The purpose of developing Ø-specialiter® (Island 
Specialities)

• To stimulate innovaton, taking advantage of 
location bound conditions

• Development of occupational opportunities and  
sustainable communities on small islands

• Stimulate cooperative solutions of distribution 
logistics

• Development of collective impact in marketing
• Exploitation of high quality food specialties for  

branding small island communities - et vice versa



Criteria for acquisition of right to use Ø-specialiteter® for 
branding

• Essential ingredients should be produced on the island and 
unique qualities in the product(s) should reflect the origin of 
production (terroir) and/or

• Production should give opportunity of occupation on the island
and/or

• The unique qualities of the product and/or production process 
should be attributable to adaptive tradition in the community 
or innovation by individuals of the island community – the 
intellectual property of the community.

Compliance with two of the three criteria is required for 
acquisition of right to use Ø-specialiteter® for branding



From chauvinism to terroir

L.S. Christensen1, J. Sørensen2, J. Hoorfar1

and S. Bisgaard3

In: 

Case studies in food safety and quality management: Lessons from real-life situations (Ed. J. 
Hoorfar) Woodhead Publishing. 



Collective impact in marketing



デンマークは多くの島を持つ国です。かなり大きな島もあれば、小さな島もあり、27の島は人口1,000人未満の「非常に小さい
島」として分類されています。島の社会を保全・開発するために、これら27の小島が協会を立ち上げました。島民は伝統的に農業
や漁業で生計を立ててきました。そのため、どの島にもそれぞれが誇る食文化と、独自の生産物使った質の高いの特産品があるの
です。ここ10〜15年ほど、島に経済的な安定をもたらす手段として、また美味しい特産物を島外にも広く知ってもらうために、こ
うした食の伝統が改めて見直されてきました。

Islands Specialties®
Island Specialities®は、品質、動物福祉、生産のサステナビリティ（持続可能性）、伝統の正統性に基準を設け、遵守すること目的
としています。Island Specialities®の商標登録により、物流や販売面で規模のメリットを生かし、27の小島でネットワーク生産を促
進することを目指しています。

「アイランド・スペシャリティ」の登録商標を使用する権利を得るための必要条件

「アイランド・スペシャリティ」商標を使用する権利を得られるかどうかは、対象とされる食品と製造者が生産活動によって小さ
い島々の独自性をより強化するものとし、また市場における販売力を向上させるものかどうかによって査定されます。

査定について、以下の基準に従います：

 小さい島に関連したフード・スペシャリティであること（以下の３つの条件のうち、２つを満たすものとします）
 原材料は最大限「島」由来のもので、また、生産地の特長が十分に原材料の質に反映され、したがって製品にも反映されて

いる事実があること
小さい島の労働を使用していること：製品生産が小さい島の職業を生み出し、また、製品生産には妥協しない形で最大限に島現地
の人材が雇用されること
-小さい島の知的財産権利について：フード・スペシャリティについての構想は小さい島で考案され、著作権などの権利は、パテン
ト/または商標などで保護されなければならず、その商標には原産地の言及があるべきである
 特徴的な品質（味覚、製造法/または材料配合）
 製造過程における環境考慮（エネルギー消費量、肥料の使用など）
動物の健康考慮（例：動物保護局から推薦状を得るなど）

つまり、この「アイランド・スペシャリティ」商標を使用する権利を得ることは、その商品のマーケティング/販売時にお客様に約
束する品質を、確かなものとして証明することでもあるのです。

また、以上の基準は食品生産において最大限に考慮され、もし基準が満たされない場合は、その理由をはっきり明記いたします。





FOOD MATRIX - smagdanmark.com 
A combined digital marketing platform and logistics

solution - the most innovative solution
• A digital marketing platform of unique products

• Evidence based marketing (http://voresomstilling.dk/projekt/doc/514) 
• Strengthens consumer driven innovation

• A web-shop and payment system
• The consumer/customer trades with the farmer/producer

• Other functionalities such as a GPS-directed App (to be included)
• A user friendly and price competitive logistic of distribution that

allows delivery within 17 hours from producers in every part of 
Denmark to consumers in every part of Denmark.

• A network of inlet hubs
• A network of outlet hubs such as farm shops ad specialty retail shops

http://voresomstilling.dk/projekt/doc/514


Thank you for your patience
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