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1. 実技 ①実技とは？

②生ハムをお店で提供する理由

2. 実技・原価計算

3. 実技 スペインの1本物 動画解説

①道具紹介・セッティングまで

②イベリコ・ハム始めの皮剥ぎ

③イベリコ・ハム・マサのカット

④イベリコ・ハム・バビージャのカット

⑤イベリコ・ハム・プンタ・ハレテ（上部含）カット 休憩

4. 実技 イタリアのプロシュット

5. 付録 仮説日本の生ハムの歴史

生ハムの実技編



実技とは、下記の4項目からなる。

1.生ハムのカッティング技術

a. スピード b. 美しさ c. 正確さ d.清潔さ

2.生ハムの取扱い

a. 保管 b.事前の準備 c.提供する時の心得

d.部分的な不良部の取扱い e. 歩留りの改善

3. 生ハムの説明ができる。 お客様への適切な説明

4. 生ハムのクレーム対応ができる。

競技会：青字

実際の営業：赤字 両方：緑字 3

1. 実技 ①実技とは？



お店で1本物を提供するかブロックにするか悩む理由

①お店が狭いので、生ハムを置くスペースがない。

②生ハムをカットしても余り売れないため、カット面が

乾いてしまい、捨てる部分が多い。

③生ハムをカットしている余裕が無い。

④生ハムをお客様へ提供する自信が無い。

a.生ハムの取扱いと保管が良く分からない。

b.生ハムをカットする技術が無い。

c.生ハムをお客様へ説明出来ない。

負のスパイラルになっていませんか？ 4

1. 実技 ②生ハムをお店で提供する理由



繁盛店の考え方

何故お店で生ハムを提供するのか？

①美味しくて、好きだから。

②ワインの御供として売れるから。

③お客様に喜んで頂けるから。

👉👉 お客様に喜んで欲しい。

売り上げも上がるから。

④生ハムをお店の売りにしたいから。

👉👉 自信があり、売上アップになるから。
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1. 実技 ②生ハムをお店で提供する理由



悩む理由の解決方法

①スペースが無い以外の悩みは、解決可能。

①取扱い方法の改善、歩留りの改善。 高価な商品

を無駄にしない。 技術を磨けば解決。

②売れて利益が取れるなら、生ハムのカットを優先す

る。👉👉 乾いていない良質な商品提供により常

に

お客様に喜んで頂ける。 技術を磨けば解決。

④自信を持てば解決：お店の売りにできる。お客様へ

商品説明が出来る。 資格を取れば解決。

プラスのスパイラルへの転換
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1. 実技 ②生ハムをお店で提供する理由



①スペインの1本物の場合の100gの原価確認

キロ原価A円、重さBkg、歩留りC%と考えると、

使用できる生ハムの分量Dgは、

BX1000× C%(55%の場合、0.55）=Dｇ

100g当たり原価は次の式で求められる

：A×B÷B×1000×C%×100(g)

➡ 10×A÷C=
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2. 実技・原価計算



①スペインの1本物の場合の100gの原価確認

例：歩留り55%キロ5千円、8キロの原木なら

使用できる生ハムの分量Dgは、

BX1000× C%(55%の場合、0.55）=4,400g

100g原価は次式

10×A÷C=909円となる。

スペインの1本物の場合、コルタドールの競技会の

カット基準の多くが100gの単位でもあり、100gの

原価確認は基準として大切である。 8

2. 実技・原価計算



この原価を踏まえて、各店舗の原価率を考慮して

メニュー価格を決定する。

②イタリアの生ハム、或いはブロックの生ハムの

100gの原価確認 1本物の生ハムの原価計算の

式と基本同じで、10×A÷C= 100g原価であるが、

歩留り即ちCの値が極めて100%に近くなる。

①の場合も②の場合も当然如何にCの値を高くする

かがプロとしての大切な心構えとなる。そのために

もカッティングの技術を高める必要性がある。
9

2. 実技・原価計算



1.スペイン骨付1本物の歩留Cの目安

①ハモンの場合：50～55%

②パレタの場合：23～26%

2.イタリア骨付1本物の歩留Cの目安

①Bタイプ： 85～90%

②Cタイプ： 65～75%

3. 骨なしブロック・スライサー歩留Cの目安

90～95%
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2. 実技・原価計算 歩留りの目安



必ずご自身の歩留りの検証を行う

1.歩留の実際の検証

①仕入れた生ハムの重量Agを確認記録しておく。

②提供した皿の数、ｇ数を控えておき、生ハムを切

り切った時にその数の合計グラム数Bgを確認する。

③Bg/Ag=Cを確認し、

a.前ページの目安の歩留りとの比較。価格設定？

b.毎回の歩留りの改善を目指す。

④ご自身が扱う生ハムをお客様へ正しくアピール出

来ているか？

⑤ご自身をお客様へ正しくアピール出来ているか？11

2. 実技・原価計算 歩留りの実際



Aタイプ原木カッティング

徹底解説〜もう迷わない〜

3. 実技 スペインの一本物

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは私、篠崎よりカッティングについてお話しさせていただきます。今回はAタイプの原木をカッティングを行う上で、大事な道具の解説、原木の開封から最後、骨までになるところまでをポイントを絞りながら、徹底的に解説して行きたいを思います。今回は９ｋｇの最高のハモン・イベリコ・デ・ベジョータ を使用してカッティング動画をまとめております。日本ではこのクラスの生ハムは中々に出会うことが出来ませんので、赤身、脂身の豊かさなどもご覧いただけると参考になります。とても貴重な原木ですが、年に１、２回（株）アトム様が仕入れます。ご興味がある方は当協会の役員、賛助会員でもありますので、協会、または篠崎にご連絡をしてください。近日中に入る予定との事なので、私も必ず入手したいなーと思っております。



1. 心身ともに健康であること。 体温37℃未満。

カットを行う前数日間に倦怠感や熱を感じてい

ない、また新型コロナ感染者との接触がない。

2. 良く手を洗浄し、アルコールによる除菌を行い、

マスクを付けて作業する。

3. 生ハムが長い年月を掛けて生産された豚肉の

芸術品であることを理解し、大切に扱うことを

肝に銘じましょう。

4. 扱う生ハムの使用目的、即ち宴会用、レストラ

ンで通常営業用、お客様の好みなどを確認して、

使用する生ハムを決定します。 13

1. 実技 ①カット前の心構え



4.使用する生ハムが決まったら、カット作業のスケジ

ュールや手順を組み立てます。

5. 使用する生ハムの確認。 産地、ブランド、豚の種

類、屠畜時期或いは製造年と月、熟成期間、保管

状況など、出来れば生ハムノートを作成して使用し

た生ハムの履歴を記録しましょう。

6.価格を確認して、原価計算を確認します。使用す

る生ハムの原価、お客様の要望する値段、分量を

確認し、使用する生ハムの分量を確認します。 14

1. 実技 ①カット前の心構え



1.使用するナイフの解説

2.カッティング前に行うことのポイント

室温に戻す

原木の硬さの確認

原木を台に設置する角度について

3. カッティングの流れの確認

4.カット動画で伝えたい上手なカットとは

5.5つの動画で清掃〜原木カット動画で流れを

確認

本日の流れ

3. 実技 スペインの一本物



1.下処理に使用する 2.通常のカット使用

❶❷❸❹❺❻ ❼❽❾➓

3. 実技 スペインの1本物 ナイフの解説

⑪

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ナイフの説明です。下処理に使用するナイフと通常の生ハムカッティングに使用するナイフとのカテゴリーに分けております。下処理に使用するナイフは刃が厚いもの、形状がそり返っているナイフが使いやすいと思います。原木の足首、内腿肉の部位は特に硬いので、薄い包丁だと直ぐに変形してしまいます。実際に１番の牛刀は下処理に使用している方が多く見かけますが、2〜４番のナイフの形状に関してはご自身の手馴染みの良いものをそれぞれ使用してください。ポイントとしては、ナイフを持つ手が原木に触れないように、ナイフのアゴ、持ち手の部分がストッパーの役割をしているものが良いと思います。５、６のナイフは２千円前後で売られているナイフですが、とても小回りがきいて、腰骨付近の変色部を除去するのに使いやすいので、キッカケがあれば購入するのも良いと思います。通常のカットに使用するナイフです。カットする生ハムの原木が硬い場合は硬いナイフ、柔らかい場合は柔らかいナイフ、原木の幅が大きいものは、長いナイフ、、、と言うように使い分ける事ができます。これは一般的に言われている事ですが、私も検証してみたくなり、１４本ハモネロナイフを所有してい思うことはこれが最重要ではないと思います。ご自身が手馴染みのハモネロナイフを２本所有していれば良いと思います。ハモネロナイフ選びのポイントを上げさせていただきます。国内で購入した場合、大きくスペイン製、日本製に別れると思います。これは、国内外での共通点ですが、同じメーカーの包丁を購入しても包丁の硬さ切れ味は異なります。仕上げる、湿度、気温が毎日異なるためです。刃元から切先までの厚さが均一で柔らかいものを購入してください。スペイン製のナイフは材質が柔らかく研ぎ棒を使用して研ぐ事が前提の全て両刃となっております。研ぎ棒を使用しても刃がかけにくく、また、両面同じ角度で遂げるので、即座に刃のメンテナンスを行うのに有利です。そして、刃元から切先までの暑さが均一な物が多く、包丁も曲がりにくいのが特徴です。ただし、包丁が柔らかいため１本のナイフの寿命が短いのが特徴です。そのため、価格もリーズナブルになっており、￥4000〜¥20,000程度で購入可能です。日本製切れ味は申し分ないと思いますがとてもデリケートです。変形がしやすく、刃元〜切先まで均一なものは私は見かけた事がありませんので、なるべく切先が刃元の厚さに近いものを選んでおります。材質が硬いため、優しく研ぎ房を使用しないと刃先が折れてしまいます。後ほどの動画で切先が折れているのを使用ていますので、ご確認ください。使用する砥石は１０００番の砥石が刃の薄いナイフには向いております。これ以下になると刃が真っ直ぐに研ぐのがとても難しいです。河童橋の信頼する包丁屋さんで、月に４本ナイフを購入しベテランの研ぎ師に２本研いでもらった結果このようにデータになりましたので失敗を元に私はこれに従っております。ナイフの形が真っ直ぐでないと、カットした表面がギザギザになってしまいます。ナイフの表面加工は艶加工していないもだと、生ハムがくっつきにくくとても便利です。



カッティング前に行うこと

①原木を常温に戻す

②原木の硬さを手で挟み原木の硬さ、体躯を調
べる

③原木の余分な脂、汚れをキッチンペーパーで
取り除く

④生ハム台に原木を設置する

3. 実技 スペインの1本物 ナイフの解説

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今回からご参加の方もいらしゃると思いますので、カッティングについての流れを軽く説明させていただきます。赤文字のところがほとんどないですみませんが、後ほど経験値からお話しさせていただきます。何よりも大事なことは原木を美味しくカットする事だと思いますので、良く原木の状態、その日の気温などを理解することが重要だと考えております。また、生ハムをイベントや現場で取り扱う時に、今日は上手く切れない、切れるなどと思った事は無いでしょうか？私はこの赤い字のところが特にこれに起因していると思っています。



1.原木を常温に戻す

◉室温約３０℃前後

◉室温約2６℃前後

カット時、ナイフのギザギザがつきにくい。

ナイフの滑りが良いので早く切ることができる。

皿に盛り付け時、赤身と脂身のコントラスト明確

１枚のカッティングが均一にカットしやすい。

3. 実技 スペインの1本物 ナイフの解説

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
当店では新しい原木を使用する最低１日前には店舗に届いているようにしています。日本の食品衛生法からの配慮により、どの取り扱い業者様も、良く冷やした状態で納品していただいております。ハモンイベリコの口溶けの良い脂を味わっていただけるようにしたいものです。ここでは室温の変化によってカッティングの変化をあげさせていただいています。余談なのですが、夏場は脂の多いハモンイベリコってと思う方もいらっしゃる様ですが、室温が高く脂が透き通る様に透明になったハモンイベリコは、赤身による旨みとナッツ香、ビロードのような脂のテクスチャーは格別なものがあると思います。



2，原木の体躯と硬さの確認
・手で原木を挟みながら

確認

・ナイフの硬さ、長さを選ぶ

※毎回違うので、これも

生ハムカッティングの

醍醐味です。

※好みの硬さになるまで

吊るして待つ人もいら

っしゃいます。

3. 実技 スペインの1本物 ナイフの解説

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
真空ぱっくの状態で両腕で挟みながら、原木の厚さ、体躯を確認します。納品時の伝票に記載されている原木のサイズと照らし合わせながら、毎回のデータを取るようにしております。画像で手で挟んでいる、プンタの部分は特にわかりやすいです。硬い場合は硬いナイフ、柔らかい場合は柔らかいナイフ。幅の広い原木には長いナイフ、幅の狭い原木では短いナイフを選ぶとワークショップでプロフェソールがおっしゃっておりましたので、私もそれを忠実に守っておりますが、自身の手馴染みの良いナイフを手に入ればそれ１本でも良いような気がしていますので一応の参考になればと思います。



1.スタンダード 2.マサ、プンタを1つの皿に

原木の設置（※後腿に注目）

3. 実技 スペインの1本物 ナイフの解説

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　原木の設置についてです。１の画像“スダンダード”をご覧ください。後腿肉の部位が真っ直ぐな状態でカットする事がよく見かける画像なので、ここではスタンダードタイプと表記しております。原木のカット面が平らになりやすく、スムーズに早くカットしやすいタイプです。右側の２の画像は後腿がやや丸みを帯びて見えると思います。腰骨肉（プンタ）の部位が左に比べて持ち上がっているのをご確認いただけると思います。早い段階でプンタの部位が出てくるため、１皿に部位ごとの盛り付けがしやすくなりますので、イベントなどでゲストに部位の違いで味わいが違うことを説明する時にも良いと思います。※余談ですがメーカーにより、専用のハモネロ台に設置した時の原木の角度は異なります。国内でのイベリコカッティングコンテストでの落とし穴はここにあると思います。予選と決勝戦で相当な運を持っていない限り、同じハモネロ台には当たらないと思います、予選と決勝戦で生ハムカッティングのグラム数が大幅にづれてしまう方がいると言うのはここからくるものだと思っています。



3. 熟練の技が必要

原木の設置（後腿に注目）

4. 危険

3. 実技 スペインの1本物 ナイフの解説

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
３番の角度で原木を固定できるハモネロ台もあります。可動式のハモネロ台いらずといえると思います。上下に原木を動かすことなく、左右回転の動きだけでスムーズに綺麗にカットする事ができますが、初心者では難しい角度です。カットする腕の位置を多く変化させなければいけないと、なれないと切り屑で床や、周りが汚れやすくなります。４番、このような角度で設置することはないと思いますが、衣服が汚れやすいのとナイフで顔を切りやすので絶対に行わないでください。私は試しにやって怪我をしました。



Aタイプ原木のカッティング流れ

1.原木の表皮、硬いウチモモ肉の除去

2.後モモ肉（マサ）と腰骨肉（プンタ）のカット

3.前モモ肉（バビージャ）、プンタのカット

4.プンタをカット

5.残りのバビージャのカット

6.足首周り（ハレテ）のカット

7.腓骨の除去

※骨まわりの生ハムをカットして終了

3. 実技 スペインの1本物 ナイフの解説

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
動画に入る前に、より理解するために、軽く生ハムカッティングの流れをご説明させていただきます。前回に詳しくご説明できていないところを赤字にしており、今回は詳しく動画を交えながら説明させていただきます。ここでは私がスペインのワークショップで教わった通りにご紹介しておりますので、後ほどご覧ください。



上手なAタイプのカッティングの確認

3.カッティングの流れがスムーズであり、一定で
ある。

1.1枚のカットが３ｇ〜5ｇで均一にカット。

2.原木のカッティング断面が平である。

4.赤身の変色部、酸化した脂をしっかりと除去
する。

5 .台、ナイフが綺麗である。

6.カッティングについて自身の考え方がある。

3. 実技 スペインの1本物 ナイフの解説

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
動画で確認していただきたいポイントです。上手なカッティングについて１番〜６番まであります。１番〜５番迄は絶対条件として決まっておりますが、６番に関しては感覚的な事になってしまいます。これは１枚のカットで赤身と脂身の比率、１枚の厚さなどは意外に自由度があります。自身が美味しと思うカット継続して行いながら、幅広い経験値から考え方が定まってくると思います。６番が生ハムカッティングの面白さ、素晴らしさをゲストも含めて共有していくのにとても大切な事だと思います。



１，原木カッティグを行う前に

【原木の掃除】

プロッシュットは滑らかでシルキーな舌触りと上品は熟
成香りが魅力。素材の特徴を活かした、カティングを行
うための準備。

ぺーパーで原木の表面を綺麗に拭く。

※カビがついていた場合、キッチンアルコールを
少量拭きかけたペーパーで拭き取る。

4. 取扱いと実技



１，原木カッティグを行う前に

・その時に使用する分だけ、内腿部位、皮、薄黄色
いの脂を除去。

・脂を削ぎすぎないように注意。

・内腿肉の固い部分は、表面から約７ｍｍ程度が
目安。

・原木は腿の部位からカッティングを行う。

4. 取扱いと実技



2. 原木カッティングを行う前に

【スライサー“刃”の切れ味を保つために】

・刃は専用の砥石で最低でも1日1回は研ぐ

・研いだ後にスライサーに付着した鉄粉は綺麗に
拭き取る。

※脂が刃に付着すると切れ味が悪くなる事を
意識する。

・研いでも切れ味が戻らない場合は、刃を交換する。
※切る頻度にもよるが、2年~3年が目安。

4. 取扱いと実技



3. 原木をスライサーに設置する位置

・皮がついていない内腿肉の部分を下に設置。

・掃除したクラッタ部位をスライサー刃（ブレ
ード）と並行になっているかの確認。

・ブレードが、原木の筋繊維に垂直に当たるイ
メージ。

・原木は毎回スライサーの同じ位置に固定す
る

ようにする・スライサーを扱う時はくれぐれも怪我の無い
ように注意する。余計なものは周囲に置かな
いようにする。

4. 取扱いと実技



4. スライサー・カッティングの基本

【生ハムをカット、盛り付けのポイント】

・途中で途切れれないようにカットする。

・1人前の盛り付け量としては30g～50gが目安。

・脂が見えるように皿に盛り付ける。

・原木の筋繊維に対して垂直にカットする。

4. 取扱いと実技

・均等の厚さでカットし、皿全体に広げて盛り
付ける。

・カットした生ハムの厚さについては好みがわ
かれるところだが、2mm以下のカットが一

般的である。



5. スライサーの清掃

・使用後はスライサー清掃、アルコール除菌を念入りに行う。

・取り外せるパーツは中性洗剤と柔らかいスポンジを

使用して洗い、拭き上げる時は柔らかい布を使用す

る。

※拭き上げた後にもキッチンアルコールで除菌する。

・取り外せない部位はキッチン用アルコールとペーパ

ーを使用して清掃する。

・特にブレード周りと狭い隙間は汚れが取れにくいの念入り

に行う。

4. 取扱いと実技



6. 原木のプロッシュットの保管

・プロシュットは冷蔵温度での保管を行う。

・プロシュットは冷蔵温度でカッティングを行うの

が基本。

・原木の乾燥を防ぐためにしっかりとラップを巻い

て保管。

・皮の部分を下にして保管する事が基本。

柔らかいクラッタの部位は若干ではあるが変形し、

同じ様にスライサー設置が困難な場合がある。

原木の下にクッション材などを敷くなどの工夫も良

い。

4. 取扱いと実技
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4. 取扱いと実技 ①部位名（パルマ）
パルマハム部位別名称 

 

ガンベット

フィオッコ

クラッタ

部位の名称
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4. 取扱いと実技

D.O.P. Parma より

②スライス例（パルマ）



33

( 新町氏のカッティングセミナーより)

4. 取扱いと実技 ②スライス例（パルマ）
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