
PIACERE, 
SALUMI!

はじめまして
サルーミってご存知ですか？

�
品質、伝統の味わい

そんな情熱たちが作り上げた
美味しいサルーミたち、
ご紹介します。



伝統と歴史が
交差するサルーミ
人々の記憶に深く入り込む、 そんな魅力溢れる国々がヨーロッパにはあります。 日本からは
地球の裏側に位置する遠いヨーロッパ。 だからこそ日本の皆さんの心の琴線に触れるもの
があるのだと思います。 芸術や文化、 そして食文化は伝統とその土地に深く、 強く結びつい
たものであり、 数千年にも渡る壮大な歴史は世界中の多くの人々を魅了します。
50年代の有名な映画「ローマの休日」の中で描かれた洗練されたエレガントで上質、 
 それでいてどこかに素朴さを残すライフスタイルが、 Made in Italyを想像させるのは偶然な
ことではありません。 伝統と素朴さ、 陽気で繊細、 そして上質であること。これから紹介する 
サルーミたちの中に、 このライフスタイルの哲学は しっかりと受け継がれています。

写真のカップルがサルーミを食べている場所は、 かの名画「ローマの休
日」の中でグレゴリーペックが扮するジャーナリストが住むマルグッタ
通りのアパートの庭にて、 オードリーヘップバーンと会話するシーンで
使われた場所です。 きっとこのバルコニーに見覚えがある方も多いと 
思います。



サルーミ自体が
ひとつの芸術作品です。
サルーミは食文化の洗練された高尚な芸術作品のひとつとも言えます。 形、 大きさ 、味
も違い、 加工の工程も様々で食材としても非常に豊かなもので、 それぞれに語るべき伝
統と歴史があります。
世代から世代へと伝えられた古来からの知識、上質なものを作り出す弛まない努力 

と愛の結晶です。生産地域の特性を雄弁に語
るサルーミたち。
ここでご 紹 介 するサ ル ーミたちの 歴 史 は
非常に古いもので、古代ローマではパンと
一緒に食されていました。歴史を重ねルネ
ッサンスの 頃 に は 主 なる食 材としての 地
位も確保し、1800年代のサルーミの製造
工 房 やデリカテッセンの 誕 生 がこの 食 材
の 人 気を一 気 に高 めます。さらに2 0 世 紀
になってから、今までの小さなサルーミの
製造工房の職人たちによる手作業から生
産量を増やすために機械化されたことが 

サルーミの歴史を大きく前進させます。　生産ラインの機械の最新技術の開発だけでは
なく、 豚の養殖システム、 給餌からの改善は味の改良となっただけではなく、 豚肉加工製
品をより軽い食材と変え、 世代を超えてすべての人に愛され、食されるものとなりました。 
サルーミは身体の健康に不可欠なビタミンB群やミネラルを豊富に含んだ、 優良エネル
ギー源となる食材です。

能田　耕太郎シェフ

大学では情報学部を専攻。
99年に渡伊。日本料理の繊細
さとイタリア料理を見事に調
和させた彼の料理は2011年
にミシュランから一つ星を受
ける。 素材の味を活かしつつ、 
クリエイティブで繊細なプレゼ
ンテーションはまさに、日本人。
イタリアの伝統的な地方料理
に偉大な情熱と敬意を注ぐシ
ェフである。



DOPは保護原産地呼称(Denominazione di Origine 
Protetta)の略で、農産物、食品などに対して、土地由来の 
差別化を認定するための地理的表示のひとつです。 DOP 
の農産物、または食品は はすべて、 指定された地域内で、
確固たる伝統的な生産方法を用い、 加工、 製造方法を施 
されたもののみが対象とされます。

DOPとは？

サルーミは欧州連合(EU)の
保護推奨食材です。

IGPとは？

伝統と品質の歴史遺産でもあるサルーミは欧州連合(EU)によりDOP、 IGP
として認定保護されています。 EU法で規定される原産地名称保護法に 
より制定された条件を満たした生産者、 生産地域のみ認証され、 伝統
や地域に根ざした特有の食品として保護されているものです。 食肉の加
工品としてEUに規定されている160品 （DOP 35品、 IGP 125品）のうち、 
41品（DOP 21品、IGP 20品）がイタリア産の豚肉加工品サルーミです。
参照データ　2016年３月
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IGPとは保護地理的表示(Indicazione Geografica Pro-
tetta)の略で、限定された土地で生産される農産物また
は食品の品質向上を目的にした技術の開発、発展を踏 
まえた保護制度です。 このため、 IGPが認証される農産
物、 食品は限定された地域で生産され、 地理的特性を
もつ製造、 加工製法が求められ、 生産または加工の過程
の一定期間も指定された土地内で行われたものが対象です。



DOPとは？

共有したい
美味しさです。

サルーミは
食卓の人気者

IGPとは？

気の置けない仲間たちとのアペリティフや家族みんなとの夕食、
そんな素敵な時間、楽しい空間を演出するのに一役を買う食卓
の名役者サルーミ。
数々の形や味があるバリエーションに富むサルーミはちょっとし
たクリエィティブなセンスとファンタジーを添えるだけで、他には
なにも必要ありません。

まだサルーミをよくご存知ではないという方
に、味わい、楽しみ方、または食材としての調理
方法など、幅広くご紹介したいと思います。美味
しいものは食べると思わず笑顔になってしまう
もの、このパンフレットがあなたにそんな新し
い発見と出逢いをお届けすることを祈って。



.

PPROSCIUTTO CRUDO.
芳醇な香り 
プロシュット クルード 
（生ハム）　
芳醇な香りと繊細な美味しさを持つプロシュット　クルード。日本では生ハムとしても知られて
いますね。 その名高い美味しさは慎重に吟味された原材料と、 何世紀にも渡り培われた専門的
な英知と特徴的な気候風土が織りなすハーモニー。 卓越した上質な美味しさを作り出すために
イタリアでは、 原材料である豚の飼育に豊富なとうもろこし、 野菜などを自然なものを使い、 
体重がしっかり充実した選りすぐりの豚のももの部分のみを使います。
ももの部分は職人の手で天然の塩をしっかりと揉み込み、 余分な塩分は一度洗浄し、 ゆっくり
と乾燥させます。ここからじっくり、 最低１０ヶ月から２年の歳月をかけて熟成されます。 熟成期
間を終了すると職人に寄る嗅覚検査でアロマや味などをしっかり検査します。
市場に出回っているプロシュット　クルードと呼ばれるタイプのハムにはさまざまなバリエーシ
ョンもありますが、 そのほとんどがEUのDOP、 IGPの認証を受けています。
イタリア産では例えばプロシュット　ディ　パルマ (DOP)、 プロシュット　ディ　サン　ダニエ
レ (DOP)、 プロシュット　ディモデナ (DOP)、 プロシュット　ディ　トスカーノ (DOP)、 プロ
シュット　ディ　カルペーニャ (DOP)、 プロシュット　ディ 　ヴェネト　ベリーコ　エウガネオ 
(DOP)、 プロシュット　ディ　ノルチャ (IGP)、 ジャンボン　デ　ボッセッセ (DOP)、 クルード
ディ　クネオ (DOP)、 プロシュット　ディ　サウリス (IGP) 、 プロシュット　ディ　 アマトリチ
ャーノ (IGP)などがあります。 



.

プロシュット クルード ３枚、　白米 150g、　塩少々

昔から世界中いたるところで保存技術として腐敗防止のために塩漬けを
していました。その中でも世界最高峰の傑作がパルマ生ハムと言えるで 
しょう。
生ハムはしょっぱいものだと思われている方に、特におすすめのレシピ 
を紹介します。
生ハムのうま味と塩加減が日本のお米の甘みと抜群に会います。
この素晴らしいハーモニーをぜひご家庭でもお試しください。 

生ハムおにぎり

能田シェフ
おすすめレシピ



.

SSALAME.
思わず頬張りたくる美味しさ　 
サラミ



.

サラミ 100g、　寿司米 50g、　海苔 ２枚

イタリアには多種多様のサラミがあります。美食の国イタリアをそのまま表現する食材とも
言えます。その中からサラーメカッチャトーレを使用した新しいレシピをご紹介します。 
サラミを巻いたイタリアンロール、ホームパーティなど、 
おもてなしのお料理におすすめです。

サラミ巻きSSALAME.
思わず頬張りたくる美味しさ　 
サラミ

ウィンナーのような細長い形から、一口サイズに薄くスライス
された切り口面はワインレッドのお肉に白い脂身が万遍なく
分散しているのがサラミです。 形や大きさも様々、 味も生産地
域でそれぞれ変化に富んでいます。 特にイタリアのサラミは
肉のひき具合（大きめ、 中ぐらい、 小まめ）とひき肉と混ぜ合
わせる具材（ニンニク、 唐辛子、 フェンネルシードなど）に寄っ
て分け、 バリエーションが豊富です。 ひき肉と香辛料などの具
材を混ぜ合わせ、 腸づめを行い、 アロマと旨味がしっかり落ち
着くまで熟成をさせます。

数多くのサラミはEUによりDOP、  IGPに認定されています。 イタ
リアのサラミではサラミーニ　イタリアーナ　アッラ　カッチ
ャトーラ（またはサラーメ　カッチャトーレDOP)、 ブリアンツァ 
(DOP)、 サラーメ　ピアチェンティーノ (DOP)、   サラーメ　ディ
ヴァルツィ(DOP)、 ソップレサータ　ディ　カラブリア(DOP)、 
サルチッチャ　ディ　カラブリア(DOP)、 ソップレッサ　ヴィ
チェンティーナ (DOP)、 サラーメ　ドーカ 　ディ　モルター
ラ (IGP)、 サラーメ　クレモーナ (IGP)、 サラーメ　サンタン 
ジェロ(IGP)、 チャウスコロ (IGP) 、 サラーメ　フェリーノ (IGP)
があります。

能田シェフ
おすすめレシピ



.

COPPA O CAPOCOLLO.
しっかりした味が決めての 
コッパ、カポコッロC



.

コッパ ３枚、　プチトマト ５個、　塩少々、 
バジリコ 数枚、　オリーブオイル、　パン １枚

デリケートな香りを持ち、栄養価が高い生ハムです。
イタリアで日頃からよく食べられる一品、ブルスケッタにコッパとトマトを合
わせてみました。トマトの酸味とコッパのデリケートな香りとトマトの酸味が
とても合います。 お気軽におやつとしてもどうぞ。

コッパとトマトの
ブルスケッタ

コッパ、カポコッロと呼ばれるサルーミの名前の由来はこの
ハムを作るために使われている豚の部位、首肉を指します。 
コッパ　ピアチェンツィーナとカーポコッロ　ディ　カラブリア
はDOPに認定されています。 このハムの製造工程はプロシュッ
トのものと非常に良く似ていますが、 塩漬けの段階で、 塩だけ
ではなく、 胡椒や香辛料も加え揉み込みます。 これがコッパの
あのぴりっとしっかりした味となります。 天然の腸につめられた 
後にコッパは約６ヶ月、カポコッロは約100日の熟成期間を
要します。 ころんとした円筒形で端の部分はやや尖った形が 
特徴です。 肉はみっちりとコンパクト。 円熟したスパイシーな 
味です。

能田シェフ
おすすめレシピ
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S「塩は少々、軽い薫製、 そして空気はたっぷり」スペック作りに欠かせない昔からのこのレシピ。 
北イタリアのアルト　アデイジェ産、スペック　デルアルト　アデイジェはIGP。
皮や余分な脂肪分を取り除いた後、 骨を外された腿の部分を使います。 秘伝の塩の配合に、 ニン
ニク、白胡椒、 ローリエ、 ジネプロ、 ナツメグなどのスパイスを擦り込み、 約30日ほど休ませ味を 
なじませます。 その後にあの香ばしくデリケートな味を作り出す薫製工程は、 ブナやメープルなど

SPECK.
スモーク熟成が
美味しさを引たてます
スペック



.

スペック ３枚、　キュウリ 50g、　人参 50g、　セロリ 50g、　ファンネル 50g、
オリーブオイル、　塩、　胡椒

イタリア最北端の州アルトアディジェで作られるスペックは燻製が効いた特徴的なサラ
ミです。 スティックサラダに巻いてとてもライトな一品に仕上げました。野菜が苦手な
方にもおすすめです。  あまりのおいしさに病みつきになります。

スペックと生野菜ロール

の木材にジネプロの実を配合した軽いスモークを使い、 じっくり
と肉全体をくぐらせ、 約５ヶ月ほど熟成させます。 食す際に薄く
スライスをしていただくと軽いスモークの香ばくデリケート香り、
そしてスパイシーなアロマが広がります。 生でも、 軽く火を通し
もお召し上がりいただけます。

能田シェフ
おすすめレシピ
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PANCETTA.
多才な演出家　パンチェッタ　 P



.

パンチェッタ 40g、　卵 １個、　塩、　胡椒

パンチェッタは生、またはカリカリに焼いて黒コショウと一緒に温泉卵に合わせて
みて下さい。 卵との相性が抜群です。またはパルメザンチーズをかけるとイタリアン
な味に仕上がります。朝食におすすめです。

温泉卵とカリカリパンチェッタPパンチェッタとはイタリア語で豚のバラ肉を指します。 それ
が転じてイタリア料理には欠かせない、 塩漬けのバラ肉をパ
ンチェッタと呼びます。 脂身と赤身の肉が線上に織りなす旨
味が特徴のパンチェッタは、 バラ肉の固まりに塩を擦り込み
ます。 時には塩だけではなく、 クローブやナツメグなどの香
辛料を加え塩漬けをします。 塩漬け後約10から15日ほど味を 
なじませ、 ３ヶ月ほど熟成させます。 形は円筒形や丸く巻か
れたもの、 あるいは平たく形とバリエーションに富み、 塩の力
で凝縮された脂と塩味、 旨味を活かし、 お料理のアレンジの
幅が広く、 グリルや、 かりかりに揚げてサラダの具材としても 
ぴりっと美味しく、 パンに挟んだり、 フルーツと合わせてカナ
ッペにしたりと素敵な前菜にもなります。 あるいはパスタや
リゾットなどのプリモに、 セコンドの肉料理には肉の旨味を
引き出すなど、多様な使い方ができることがこの食材の魅力 
です。
イタリアのパンチェッタ　ピアチェンティーナとパンチェッタ 
ディ　カラブリアが欧州議会よりDOP認定を受けています。

能田シェフ
おすすめレシピ
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MORTADELLA.
大きさがそのまま美味しさ。
モルタデッラ     M



.

イタリアの美食の伝統の中でも特にその名を馳せるのがモル
タデッラ。 デリケートな香りになめらかな舌触り、 円熟したバ
ランスの良い優しい味のサラミです。 ときには100kgも超える 
円筒形で、 スライスしたものからもそのどうどうとした形が想
像できます。 豚肉を一度細かいひき肉にしたものに塩、 香辛
料をしっかりまぜ込み、 さいの目に切った豚の喉の部分の脂身
を差し込み、 腸詰めにし、 モルタデッラの製造過程で一番デリ
ケートな作業の蒸気で蒸します。 この工程により独特なきれい
な薄いピンク色となり、 口当たりが柔らかく優しい味を作り出し
ます。 モルタデッラは豊富な栄養素を含む良質な食材で、 いろ 
いろなレシピに使うことができます。 または、 薄くスライスに切
ったり、 厚さがある角切りにしてお召し上がりいただくと、 デリ
ケートな美味しさをお楽しみいただけると思います。 古くから
作られ、 長い歴史を持つサラミのひとつ、モルタデッラ　ボロ
ーニャは1998年にIGP認定、 モルタデッラ　ディ　プラートは
2016年にIGP認定を受けています。    Mモルタデッラ ３枚、　玄米のガレット ３枚、　醤油 15cc、　砂糖 15g

デリケートな甘めな香りとバランスが取れた味が特徴的なモルタデッラ。
もっと身近に親しんでいただけるよう和風テイストな煎餅風にしました。
意外な組み合わせですが相性が抜群です。
ワインにも日本酒にも合います。

モルタデッラ煎餅

能田シェフ
おすすめレシピ
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Zザンポーネとコテキーノの歴史は15世紀初頭まで遡ります。 現在のエミリア　ロマーニャ州、 
当時はローマ教皇領だったこの地域は、 列強フランスとヴェネツィアによる権力争いの狭間にあ
り、 教皇領から外国勢力を排除しようとした政治屋教皇とも呼ばれるユリウス２世によるミラン
ドラ（モデナ県の町）の包囲のときに、 ミランドラの住民たちが豚の皮や足に肉をつめて保存す
ることを発明したことが始まりです。 このような誕生秘話を持つザンポーネ　モデナIGPとコテキ
ーノ　モデナIGPは1999年に欧州議会によりその伝統的な美味しさを認定されています。     伝統

ZAMPONE E COTECHINO.
壮大な歴史を語る味
ザンポーネ、コテキーノ
　



.

Z コテキーノ 100g、　レンズ豆 100g、　タマネギ 50g、　人参 50g、
セロリ 50g、　カレー粉 10g、　白米 60g、　オリーブオイル

コテキーノはイタリアでは年末年明けにレンズ豆と一緒に縁起担ぎとして食べられま
す。  カレーと合わせるとコクが増し、より一層おいしくなります。

コテキーノとレンズ豆のカレー

的なこのふたつのサラミは塩、 胡椒などの香辛料と豚肉を混ぜ 
たものですが、 コテキーノは皮や腸詰めにしたものでザンポ
ーネは豚足に豚肉をつめたものです。 両方とも生またはさっと 
火を通してお召し上がりいただけます。 イタリアでは年末年始
のお祝いに欠かせない伝統料理のひとつです。

能田シェフ
おすすめレシピ



.

CULATELLO.
特徴的な味と形のサルーミの王様　クラテッロC



.

Cしっとりとした質感が特徴的なこのサラミの起源は
非常に古く、クラテッロ　ディ　ジベッロは パルマ
県の特産品としてDOP認定されています。 伝統的
な手法で育てられた豚の腿の上部の肉が柔らかい 
部分のみを使用します。職人の手作業で余分な部分
を取り除き、 天然の塩を万遍なく擦り込み塩漬け、
一度味が落ちつくよう休ませます。 その後、 型には
め、 あの有名な洋梨型に成形をします。 熟成はじ 
っくりと約16ヶ月ほどかけます。 この熟成期間がク 
ラテッロ独特な旨味のバランスを整え、 芳醇な香り
を引き出します。

クラテッロ ３枚、　グリッシーニ３本

クラテッロはサルーミの王様。滑らかな舌触りと、口内に広がる長
い余韻のうま味をイタリアならではのスタイルでご賞味くださ い。
爽やかなスパークリングワイン　フランチャコルタと合わせるとお
しゃれなアペリティフにもなります。

クラテッロとグリッシーニ

能田シェフ
おすすめレシピ



.

BBRESAOLA.
サルーミ　ファミリーのMISS LIGHT
ブレザオラ　



.

ブレザオラ ４枚、　ミックスサラダ 100g、　赤かぶ １個、　人参 １本

このヴァルテリーナ地方が生まれ故郷のブレザオラ、野菜との相性も良く動物性
脂肪も少ないことから夏の暑い日や食欲のない時などにお薦めです。 ミックスサラ
ダと合わせてオリーブオイルをかけてお召し上がりください。

ブレザオラミックスサラダBブレザオラの生まれ故郷は北イタリアのヴァルテッリーナ。 IGPにも 
認定されているこの洗練された食材は、15世紀頃から作られるよう
になりました。 牛のもも肉の上部、 股関節の先端部分の肉を使用 
します。 長く細かな生産過程を必要とし、 まず入らない脂身や筋や 
腱を取り除き、 塩や胡椒などの香辛料をふりかける塩漬けの工程を 
得て、 約10から20日ほど寝かせて味を落ち着かせます。 この間に
数度に渡り肉に塩を揉み込むマッサージをし、 円熟したバランスが
取れた味になります。 塩漬けの後一度、 塩を洗い流してから腸詰め 
をして、 一定の温度と湿度を保った場所でじっくりと、 約２から４ヶ
月ほどかけて乾燥、 そして熟成をさせます。  このデリケートな加工
工程がブレザオラ特有の旨味、 そして鉄分、 ビタミンB群などの栄
養素がぎゅっと詰まったプロテインたっぷりなサルーミファミリー
のMiss Lightを作り上げます。  ライトで栄養分たっぷりなブレザオ 
ラはダイエットにぴったり。 年齢を超えてみんなに愛される美味し 
さです。

能田シェフ
おすすめレシピ
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