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Iberico pork  
select meats

イベリコ豚の 
厳選肉



As authentic as cured ham
Even though our brand is better known for its Iberico hams 
and sausage, Marcial also offers select Iberico meats, 
which are much appreciated by professionals, caterers and 
gourmets.

生ハムと同じ確かな品質
マルシアルは生ハムをはじめとするコールドミートで有名です
が、イベリコ豚の厳選肉も取り扱っており、プロの料理人やレ
ストラン業者、口の肥えたお客様からも高い評価を頂いていま
す。

Marcial Castro 

Tel. +34 923 58 10 23   |   Fax. +34 923 58 04 63

marcialguijuelo@marcialguijuelo.es | www.marcialguijuelo.es

Polígono Industrial I-2 (Calle 1), Guijuelo, 37770. Salamanca (Spain)



Iberico Pork Spare Ribs
スペアリブ

Iberico Pork Loin
ロイン

Iberico Pork Tenderloin
サーロイン

Iberico Carré (french rack)
ラック（骨付きロース肉）

Iberico Cruceta Primera
クルセタ　プリメラ

Iberico Abanico
アバニコ

Iberico Pork Rib 
Meat Boneless
ラグリマ（ボンレ
リブ )

Iberico Pork Shoulder Muscle
プレサ（肩ステーキ肉）

Iberico Pork Cheeks
カリジェラ（ほほ肉）

Iberico Pork 
Shoulder Steak 

スクレト（ショルダー
マッスル）

Iberico Pork Flank 
(Top Loin)

骨付きロイン

Iberico Collar
肩ロース

Iberico Pork Loin Bone In
プルマ（トップロイン）
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Marcial, Iberico meats with the 
whole essence of Guijuelo

Marcial、ギフエロの特徴がすべて反映さ
れたイベリコ豚の厳選肉



Iberico Pork Cheeks
A full flavour gelatinous meat from the lower jaw of the 
Iberian pig. A much appreciated cut and the main feature in 
exquisite stews.

カリジェラ（ほほ肉）
イベリコ豚の下あごの、風味豊かでゼラチン質に富んだ肉で
す。非常に評価の高い部位で、シチューにぴったりです。

Iberico Pork Shoulder Steak
A noble cut of meat, forming part of the top end of the 
loin. It is one of the cuts with the most intramuscular fat 
marbling, which gives it an exquisite, succulent flavour.

プレサ（肩ステーキ肉）
ロインの先端の一部で、最も霜降りが多くジューシーな味わ
いです。

Iberico Collar 
Cutting that contains the pork shoulder steak and which, 
due to its fat marbling, is ideal for cutting fillets. It has a very 
balanced flavor and is tasted grilled, in barbecue or baked.

肩ロース
肩ステーキ肉を含む部位。霜降りの入った赤身は、薄切りに
して召し上がるとさらに旨みが引き出せます。赤身と脂身の
バランスが非常に良く、グリル焼き、バーベキュー、オーブ
ン焼きに最適 。 

Iberico Pork Flank (Top Loin)
A cut from the end of the loin, it is distinguishable by its 
triangular and flat shape. It is the perfect balance between 
lean and fat.

プルマ（トップロイン）
ロインの先端部分で、特徴的な平たい三角形をしています。
赤身と脂身のバランスが絶妙です。

Iberico Carré

This piece from the loin, crowned with the rib bones, is highly prized by 
European chefs. The fat marbling melts when griddled or barbecued, 
giving each chop a succulent texture and flavour.

ラック（骨付きロース肉）
ロインの肋骨に沿った部分で、ヨーロッパのシェフからは高く評価され
ています。鉄板焼きやバーベキューで霜降りが溶け、ジューシーな舌触
りと風味が生まれます。

Iberico Pork Loin Bone In

A much sought-after piece which offers everything, combining loin, 
ribs and the dorsal part of the meat which covers the loin. Both rich 
and varied, it can be prepared in many different ways.

骨付きロイン
ロイン、リブ、ロインを覆う背部分が組み合わされた大人気の部位で
す。豊かで変化に富んだ味わいは、さまざまな調理法でお楽しみいた
だけます。

Iberico Pork Shoulder Muscle
A special cut to be found “hidden” between the shoulder and the fatty 
part of the loin. Its high content of fat marbling gives it a pinkish colour 
and a delicious texture.

スクレト（ショルダーマッスル）
ロインの脂肪部分とショルダーの間に「隠された」希少な部位。たっ
ぷりとした霜降りで色はピンクがかっており、とりわけジューシーな
質感です。
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Pieces description / 部位の説明



Iberico Pork Loin
A larger sized piece with lean meat and fat 
marbling which is flavoursome and well known. It 
combines with everything, both in the oven and in 
stews.

ロイン
大きなサイズで、赤身にサシが入った肉は味わい深
く、広くその名を知られています。オーブン料理、
煮込み、蒸し焼き、と何にでも使えます。

Iberico Pork Tenderloin
From the lumbar region, between the lower loin and 
the ribs. Its almost complete lack of fat gives it a 
highly prized texture and flavour. 

サーロイン
腰部のロイン下部とリブの間の部位。脂肪がほとん
どないことから生まれるテクスチャーと風味は高く
評価されています。

Iberico Pork Rib Meat Boneless
Found between the ribs, this is a long cut and is 
very tasty and tender as it is rich in fat.

ラグリマ（ボンレスリブ）
肋骨の間の部位。脂肪分が豊かな細長い形状で、柔
らかく素晴らしい味わいです。

Iberico Pork Spare Ribs
The bones of the ribcage are covered with a tasty 
meat which is rich in fat, making it ideal for barbecues 
and cooking in the oven. Iberian spare ribs are best 
enjoyed when eaten with the hands.

スペアリブ
肋骨の周りを覆う脂肪分豊富な味のよい肉で、バーベ
キューやオーブン料理に最適です。手でつかんでがぶ
りつくと最高に美味しく召し上がれます。

Iberico Cruceta Primera
A flavoursome cut of lean meat with extensive fat 
marbling.

クルセタ•プリメラ
広範囲に霜降りが入った風味豊かな赤身肉です。

Iberico Abanico
Very juicy, tender meat which “hugs” the outside of 
the ribs. When cooked, its extensive fat marbling melts 
and enhances the flavour of this sought-after meat.

アバニコ
肋骨の外側を“包み込む”とてもジューシーで柔らかな部
分。加熱調理すると豊富な霜降りが溶けて風味があふ
れる人気の部位です。

オーブン グリルフライパン煮込み

Cooking recommendation
お勧めの調理法
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OvenGrillGriddleStew



Vacuum packed and frozen to  
preserve their uniqueness intact

All our products are despatched vacuum packed and 
frozen to guarantee their perfect preservation and to 
maintain all their characteristics and quality.

Packaging and labelling
パッケージングと標示

No PIECES/BAG
ピース数/パック

WEIGHT/BAG* 
重量/パック

No BAGS/BOX
パック/箱

WEIGHT/BOX* 
重量/箱

 IBERICO PORK CHEEKS
カリジェラ 2 0.280 KG 36 10 KG

IBERICO PORK SHOULDER STEAK
プレサ 1 0.560 KG 18 10 KG

IBERICO COLLAR
肩ロース 1 2 KG 4 8 KG

IBERICO PORK FLANK (TOP LOIN)
プルマ 1 0.200 KG 32 7 KG

IBERICO CARRÉ
ラック 1 2 KG 4 8 KG

IBERICO PORK SHOULDER MUSCLE 
スクレト 1 0.400 KG 24 9 KG

IBERICO PORK LOIN 
ロイン 1/2 1.1 KG 8 8 KG

IBERICO PORK TENDERLOIN
サーロイン 1 0.300 KG 28 8 KG

IBERICO PORK RIB MEAT BONELESS
ラグリマ 4 0.300 KG 32 10 KG

IBERICO PORK SPARE RIBS 
スペアリブ 1/2 1.3 KG 6 7 KG

IBERICO CRUCETA PRIMERA
クルセタ　プリメラ 1 0.450 KG 24 10 KG

IBERICO ABANICO 
アバニコ 1 0.200 KG 32 7 KG

IBERICO LOIN BONE IN with collar
骨付きロース（首端部あり） 1/2 3.5 KG 3 10 KG

IBERICO LOIN BONE IN collar boneless 
骨付きロース（首端部なし） 1/2 2.7 KG 2 5 KG

IBERICO RACK 
ラック 1 3 KG 2 6KG

Marketing formats   
販売形態

Bag dimensions / パックのサイズ: 19 x 14 cm       (*) Approximate weight / およその重量

真空パックと冷凍により、独自の品質が
完璧に保たれています
当社の製品はすべて、それぞれの特徴と品質を完璧に保つ
ため、真空パックの冷凍品で販売しています。



Experts in Iberico pork products
At Marcial, we have devoted more than 100 years to the breeding and production of 
Iberico pork using traditional artisan methods. This tradition lives in harmony with  

state-of-the-art facilities.

We put passion and rigour into every process: from the selection and breeding of the 
animal, which lives free on pasture land, to its later sacrifice, curing and packaging.

イベリコ豚製品のエキスパート
マルシアルは、伝統的な手法を用いたイベリコ豚の肥育とイベリコ豚製品の製造を100年

以上手がけてきました。今日ではこうした伝統に最先端の設備を融合させています。

マルシアルは、イベリコ豚の品種の選択から牧草地での放牧による肥育、そして屠畜、乾
燥熟成、パッケージングに至るまで、あらゆる工程に情熱を傾け、厳密さをもってあたっ

ています。

Information and orders  
お問い合わせ•ご注文 
+34 923 58 10 23

marcialguijuelo@marcialguijuelo.es

export@marcialguijuelo.es


