
月ヶ24 月以上ヶ14

Cured Ham

281A-2111-09

パルマハム D.O.P.

プロシュット ディ イタリア
ヨーロッパ産白豚を原料にした無添加生ハムです。

ブレザオラ
牛肉をスパイスと共に塩漬けし熟成させた、
いわゆる「牛肉の生ハム」です。

コッパ

生ハムジャーキー

パルマハムに使用する豚の肩ロースの生ハムです。

掲載写真はイメージです。
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D.O.P./Denominazione di Origine Protetta ( 保護指定原
産地表示 ) とは EU の定める表示制度で、 製品の生産、
加工、 仕上げのすべてが特定の製法で、 その生産地で
行われている場合に与えられる品質表示です。

日本 GI マーク は、 日本における地理的表示保護制度で、
その名称から産品の特性や品質が特定の地域に結びついて
いる場合に与えられる品質表示です。

イタリア産

生 ハ ム
生ハムをはじめとするイタリアが誇る様々な非加熱食肉
製品をを信頼のコルテボーナブランドでお届けします。

＆生ハム加工品
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スライスもあります！

BresaolaBresaola

18 ヶ月以上熟成　

イタリア産の無添加生ハムを国内で加工し、
ジャーキーにしました。

コッパ ハーフカット

チルド・約900g/P(IP)(V)
2P(ホール1P分)

2711213

チルド・約6.0-8.4kg/P(IP)(V)・1P

14 ヶ月以上熟成　D.O.P. （骨無）

2711113パルマハム原木
24 ヶ月熟成 D.O.P.　（骨無）

チルド・約7.5-8.8kg/P(IP)(V)・1P

2711114

※

※

【規格表記】　IP: 個別包装　MP ： 複数包装　V ： 真空包装　Ｐ： ピース　ＰK ： パック

※原材料に豚もも肉と食塩のみを

　　使用した発色剤 ・ 調味料 ・ 保存料 ・ 酸化防止剤無添加の商品です。

※原材料に豚もも肉と食塩のみを使用した発色剤 ・ 　
　　調味料 ・ 保存料 ・ 酸化防止剤無添加の商品です。

パルマハム品質協会の厳しいチェックに合格し王冠マークの烙印を
押されたものだけが名乗ることのできるこだわりの生ハムです。

Coppa

Prosciutto d’ Italia

グアンチャーレ
豚ホホ肉を使った生ハムです。

GuancialeGuanciale

Prosciutto di ParmaD.O.P.

Prosciutto Jerky

グアンチャーレ ハーフカット

チルド・約600g/P(IP)(V)・8P(ホール4P分)

271127B

（国内スライス）

スライスもあります！

（国内スライス）

スライスもあります！

プロシュット ディ イタリア 原木 （骨無）

チルド・約6.0-7.2kg/P(IP)(V)・1P

27111D1

ブレザオラ 原木 ハーフカット

チルド・約1.5kg/P(IP)(V)・4P(ホール2P分)

271125B

コルテボーナブランドではありません。

生ハムジャーキー 30g

30g/PK・30PK・常温品 （チルド流通）

2Y4TJ11

（国内スライス）

（国内スライス）

スライスもあります！

月ヶ18

チルド・約7.2-8.5kg/P(IP)(V)・1P

18 ヶ月熟成　D.O.P. （骨無）

2711111



281B-2109-07

Salami

●大阪 ：〒556-0021　大阪市浪速区幸町 2 丁目 2-20　（清光ビル）
　　　　　　TEL ： 06-6567-6722 （代）　FAX ： 06-6567-6615

●東京 ：〒101-0032　東京都千代田区岩本町 3 丁目 3-6　
　　　　　（井門岩本町ビル）
　　　　　　TEL ： 03-5821-1180 （代）　FAX ： 03-5821-1197

●札幌 ：〒063-0832　札幌市西区発寒 12 条 14 丁目 1076-5　
　　　　　　TEL ： 011-669-7330 　FAX ： 011-669-7333

●福岡 ：〒812-0008　福岡市博多区東光 2 丁目 2-22　
　　　　　（第一平野ビル）
　　　　　　TEL ： 092-432-2050 　FAX ： 092-432-2051

サラミ発祥の地ともいわれているイタリアには、地域
ごとに様々な特徴のサラミが存在します。

イタリアで一番ポピュラーな絹引きサラミ

Salami FinocchioSalami Finocchio

スパイスの効いた粗挽きタイプのサラミ

Salami NapoliSalami Napoli

イタリア産

サ ラ ミ ＆ 非加熱食肉製品

ミラノ サラミ

サラミ フィノッキオ

Salame Milano

スライス
もありま

す！

スライ
ス

もあり
ます！

Milano
Veneto

Bologna

Abruzzo

Molise

Toscana

Napoli

Sopressa VenetaSopressa Veneta

豚バラ肉を塩漬けしたいわゆる生ベーコンです

パンチェッタ PancettaPancetta
サラミ ナポリ

パンチェッタ チルド・約1.5-2.0kg/P(IP)(V)・3P2713271

ソプレッサ ヴェネタ ハーフカット

27131B1

チルド・約1.7kg/P(IP)(V)・2P(ホール1P分)

ミラノサラミ

チルド・約1.0kg/P(IP)(V)・2P

2713171

フェンネルの効いたトスカーナ州名産の粗挽きサラミ

モルタデラ Mortadella

（国内スライス）

モルタデラ

チルド・約2.5kg/P(IP)(V)・4P

271717B

直径約 9cm 

直径約 8cm 

直径約 13cm 

直径約 13cm 

直径約 13cm 

幅約 22cm ・ 厚さ約 4 ㎝ 

（国内スライス）

【規格表記】　IP: 個別包装　MP ： 複数包装　V ： 真空包装　Ｐ： ピース　ＰK ： パック

掲載写真はイメージです。

とうがらしやパプリカを使用した、スパイシーなサラミ

VentoricinaVentoricinaヴェントリチーナ

ピスタチオ入 モルタデラ

チルド・約2.5kg/P(IP)(V)・4P

271717A

直径約 12cm 

ボローニャ名物の巨大ソーセージ

※地図上の地名はそのハムの所縁の地であり、 実際の商品の製造地とは異なります。

ヴェントリチーナ ハーフカット
2713179

チルド・約1.7kg/P(IP)(V)・2P(ホール1P分)

にんにくの薫りが特徴的な
ヴェネト州名産のサラミ

ソプレッサ ヴェネタ

サラミ フィノッキオ 
ハーフカット

2713173

チルド・約1.9kg/P(IP)(V)
2P(ホール1P分)

直径約 10cm 

サラミ　ナポリ ハーフカット
2713172

チルド・約1.0kg/P(IP)(V)・2P(ホール1P分)

直径約 7.5cm 
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