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人のぬくもりがスパイスです。

　1990年、清らかな水と、美しい山々に囲まれた豊田市足助町
で、おじいさん、おばあさんが集まって、ハム作りをはじめました。
良質な肉の選別に始まり、成形、熟成、燻煙、袋詰めして荷出しす
るまで、一本一本楽しみながら、工夫しながら作ります。どんな人
が食べてくれるか。どんな食卓にのぼるだろうか。「おいしい」と言
ってくれるか。そんなことを考えながら…。
だから、たくさんはできません。足助の里のハムづくりの場は、工
場ではありません。喜びと生きがいを求めて集まった新しい家族
の集まりなのです。ハムを通じて広がるふれあい。
　足助の里のZiZi・BaBaが丹精こめて作ったハム・ウインナーは、
愛情と時間を惜しみなくそそいだ製品たちなのです。
　ZiZi工房で使う豚肉は、全て愛知産のものを使い、衛生面はも
ちろんのこと、生産工程において基準に満たないものについ
ては、次の工程には進めません。安心でおいしく召し上がっ
ていただける製品だけを作り続けます。
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　厳選された食材を使い、種類豊富な
スパイスをブレンドします。しかし、い
ちばん大切なスパイスは、人の『ぬくも
り』であるとZiZiたちは信じています。
機械で大量生産された製品ではなく、
人の手で一つ一つ作られた製品でな
ければ、本当のおいしさを作り出すこ
とはできないと信じています。ZiZi工
房は、昔ながらの製法にこだわり続け
ます。

どんなに時代が変わろうとも…。
この頑固なおやじたちが作り出す本物
の味。
皆様に、いつまでも愛される製品を作り
続けます。
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ZiZi工房のこだわり　ロースハム

ZiZiのロースハムは、厳選された新鮮な愛知産ロ

ースを使用し、脂の厚みは５ミリ程度に成形しま

す。脂身を除きすぎると、まろやかさが無くなり食

感もパサつきます。特にハムステーキにするには

脂が重要。多少ないと美味しくなりません。逆に

生食するには、脂は少なめのほうが適していま

す。成形後、じっくりとソミュール液に漬け込みま

す。美味しい物には時間がかかるのです。大手メ

ーカーはインジェクション（注射器）、タンブラー（マッサージ器）などで時

間を短縮し、強制的に味付けします。ZiZi工房では、製品の大きさに切り

分け、綿の糸で縛り成形します。低温で熟成させながら乾燥した後、じっく

りスモークさせます。そして最後に蒸し上げ、荒熱を取り、一晩冷蔵庫で

冷却した後、真空パックをして店頭に並びます。

サンドウィッチ
バーバラはうすの
食パンとZiZi 工房
ロースハムの超絶
コンビネーションの
できあがり‼

じゃがいも
じゃがいもをレンチ
ンして柔らかくする。
最後にロースハムを
加えてハーブソルト
をかけ、レンチン。

クリームチーズ、ト
マト、アボカド、ロー
スハムをお好きなド
レッシングで和える
だけ。

サラダ
オリーブオイル、玉ね
ぎのみじん切りを炒
め、コンソメとご飯を
加え、ハム、チーズ、
卵、野菜を飾る。

リゾット

ロースハムレシピあれこれ
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ZiZi 工房の頑固おやじ

フランクフルト　

ZiZi工房のフランクフルトのサブタイト

ルは、その名も「頑固おやじ」。昔、新商

品を作るときZiZi工房内で商品のこと

について試行錯誤中、頑として意見を

曲げなかった方がいました。そんなおじいちゃん達が作っているこ

のフランクフルトに敬意をこめて名づけました。今では、ZiZi工房の

主力商品です。この愛知産豚のウデ肉を主原料に使った炭焼きの

フランクフルトの味は最高です。味がしっかりついていますので、

下記のように遠火でじっくり焼いてお召し上がりいただくのがオス

スメです。

　 鍋に湯を沸騰させ､フランクを入れたらすぐに火を止めてフタをして
６分。忘れてしまわないようにタイマーをかけて。
　 次に、湯から出したフランクを、フライパンで炒める。油はひかないで。
時 こ々ろがしながら焼いていくと、内側からにじみ出てくる脂でパリッと

焼けてきます。魚焼きグリルでも美味しく焼けま
す。こちらは焦げないように気をつけて。どちらも、
少し焦げ目がついて皮がはじけてきたら食べ頃
です。
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ZiZi 工房のだんらん　ポークウインナー

このポークウィンナーは、エマルジョンタイプといいます。肉の形

が見えないほど細かく挽いて、温度を上げないように練り、絹挽き

の美味しさを出したウィンナーです。滑らかでやさしい味が広がり

ます。そんなウィンナーにいろいろな美味しい素材( 香味野菜やハ

ーブ）を掛け合わせて作られた季節商品をプレーンウインナーの

他に何種類かご用意していますのでお楽しみに。

ポークウインナーの他にもベーコンやフランク
フルト、荒挽きウインナーなどで豪華なポトフに

３本入り 330 円前後
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ZiZi 工房の十八番　荒挽きウインナー

ZiZi工房の荒挽きウインナーは愛知産豚の肩肉を丁寧に筋・血合い

を取り、挽肉の大きさまで吟味しました。一晩中特製スパイスに漬け込

み、翌日、ZiZi秘伝特製スープと混ぜながら、腸に詰めていきます。ZiZi

工房の荒挽きウインナーは手捻りでしか作ることのできない逸品で

す。このウインナーのように、手で捻ったものでなければ表面に肉の模

様は出てこないのです。

　荒挽きウインナーは、焼いていただくのがベストですが、ボイルでも

おいしくいただけます。そのほか、野菜炒めや、ホットドッグなどにお使

いいただけます。

５本入り 550 円前後

冷蔵庫の中にある野菜
とバター、お好みで。塩・
胡椒。オーブントース
ターで8分。
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ZiZi 工房の一番鶏　スモークチキン

国産鶏のささみを一つ一つ丁寧に筋を取り、唐

辛子を利かせ、軽くスモークを当てました。唐辛

子の赤でとても辛そうなのですが、見た目ほどで

はありません。脂肪が少なく、とってもヘルシーで

美味しい食材です。さいてお使いください。

ZiZi 工房の肝っ玉かあさん　スモークレバー

新鮮な国産生レバーを出来うる限り早く仕入れ、軽く漬け込み焼き

上げました。内臓は痛みやすく、すぐに臭みが出てきますし、色が悪く

なります。正に時間との勝負なのです。スモ

ークの香りとクリーミーな食感が絶妙なハ

ーモニーを演出。カナッペや、ルッコラなど

のサラダにバルサミコソース、オリーブオイ

ルなどが良く合います。

オリーブオイル、酢、レモン汁少々、塩、砂糖
を合わせたドレッシングに裂いたスモーク
チキンと玉ねぎスライスを合わせて。

ZiZi スモークチキンの 
玉ねぎのサラダ

ZiZi スモークレバーの 
ヘルシーサラダ

リーフ野菜とアボカド、プチトマト
やブロッコリースプラウトなど栄
養満点の野菜と合わせてどうぞ。 
お好きなドレッシングで！！
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　ZiZi 工房のバラえてぃ　ベーコン

西洋の鰹節とまでいわれるベーコン。どんな料理にも使えます。ブ

ロック状なので、大ぶりに切れば脇役だけでなく、ステーキにも。豚

のばら肉をじっくりと漬け込み、長時間スモークをあてて焼き上げ

ました。脂の旨味がしっかりのっています。お客様の中には「脂身

の少ないのを」と希望される方もいらっしゃいますが、本当は脂が

美味しいんですよ。焼いて食べていただく他、ポトフやシチュー、パ

スタや、焼きそば、スープなど、どんな料理でもおいしくお召し上が

りいただけます。

１個入り 700 円前後

フライパンで玉ねぎとピー
マンを炒めZiZiベーコンと
ケチャップを加える。ゆで
たスパゲティを絡め、ゆで
汁で濃度を調節し、塩、こ
しょうで味を調える。

ZiZi ベーコンとお豆腐
細かく切ったベーコンを炒め、塩昆
布と混ぜます。お豆腐の上にのせ、
刻み葱をそえて出来上がり。
お好みでごま油やラー油をかけて。
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ZiZi 工房の元気薫　スペアリブ

国産豚のスペアリブを和風醤油のタレにじっくり

漬け込み、肉の甘味を引き出せるように味付けを

しました。骨際の肉は食べにくいけど、旨みたっぷ

り！オーブンで焼き上げるのですが、焼くたびにタ

レの焦げるいい香りが工房内に充満してお腹が

減ってきます。そんな焼立てのスペアリブを食べ

ていただきたくて、日曜日にはアツアツ焼きたて

を11:30 頃販売しています。玉ねぎやトマトなど

煮込み料理もおいしいですよ!! １個入り 800 円前後

私たちが作っている焼豚は、ZiZi 特製だれに

じっくり漬込んだ後、スモークの香りを当て、

蒸し焼きにしています。味の濃い肩ロースを

使った美味しい肉の旨味を堪能してくださ

い。お酒のおつまみにしていただいても、麺

類のトッピングや、チャーハンなど、幅広い料

理にお使いいただけます。１個入り 700 円前後

ZiZi 工房の人気者　焼豚

ZiZi スペアリブと旬の
　　野菜のカラフル焼き
火の通りにくい野菜はレンチン
で柔らかくしておく。食べやす
い大きさに切った野菜とスペ
アリブにハーブソルトをかけて
オーブンで焼く。
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ZiZi 工房のいろどり　リンダーリヨナー

牛肉ハムの角切りの入った太目のソーセージです。ダイスカットし

た断面が牛の赤身と豚が鮮やかで、ピンクのウインナー生地のコ

ントラストが美しい商品です。どんな料理にも合い、シンプルで肉

の旨味が感じられる様にしてあります。ハムステーキのほか、野菜

炒めや、炊き込みご飯など、料理の幅が広がります。

クリームチーズとリンダーリヨナーを
1cm角切りにする。
ご飯と乾燥バジル、塩を混ぜる。
おにぎりにしてオリーブオイルをひいた
フライパンで焦げ目がつくまで焼く。

１個 1,200 円

ZiZi 工房のとっておき　パストラミポーク

豚肩肉を丁寧に成形し、ソミュール液の中で1週

間ほど熟成させます。たっぷりの粗挽き黒胡椒を

まぶし、スモーク＆焼き上げます。召し上がる時、

やや温めて黒胡椒の量をお好みで調整しながら

風味豊かな味をお楽しみください。
１個入り 1,200 円前後

ZiZi パストラミポーク 
とスライス大根

大根は皮をむき、スライサーで
スライスする。
パストラミポークもスライスして、
交互に重ねて出来上がり。



ZiZi 工房の味自慢　ビーフジャーキー

オーストラリア産牛赤身肉を薄くスライ

スし、特製醤油ダレにさっと漬け込み、じ

っくりと乾燥させました。ですが完全乾燥

ではなく、ややソフトに調節した、他とは

違うジャーキーで、ソフトジャーキーとも

呼ばれます。ちりばめた黒胡椒がスパイ

シーで、お酒のおつまみにぴったりの　

　　　　　　　大人の味です。

ZiZi 工房のグルメの火遊び　　合鴨スモーク （冬季限定）

冬はカモの美味しい季節。独特の風味を醸し出す合鴨ロースを

シンプルな味付けのまま桜チップで燻し、焼きあげました。薄く

スライスしてサラダに乗せたり、オードブルとして楽しんだりと、

バリエーションも様々。カモの脂はリノール酸など不飽和脂肪酸

を他の肉類よりも多く含み、ダイエットにも適していますよ。

１個 1,200 円

スペアリブ

オリーブオイル大さじ３、 レモン汁

大さじ 1.5、塩・胡椒少々をよく混

ぜたドレッシングをかけてみて
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スペアリブ

焼
　
豚

材料 (2 人分 )

ZiZi 焼豚…………
きゅうり……………
トマト…………………
マヨネーズ……………

作り方
ZiZi焼豚を１㎝角に切る。
斜めスライスしたきゅうりを千切りにする。
ZiZi焼豚ときゅうりをマヨネーズであえる。
最後にトマトを刻んでのせて、彩りを。

１／２個
１／２本
　　適量
　　適量

ZiZi 焼豚がマヨネーズでまろやかに

き
ゅ
う
り

き
ゅ
う
り
ママ
ヨ
の
焼
豚

ヨ
の
焼
豚

ゆでた春雨

を加えても

おいしいよ
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ス
ペ
ア
リ
ブ

材料 (2 人分 )
ZiZi スペアリブ…………
ナッツ
( ピーナッツやアーモンド)…
サニーレタス………………
スプラウツ…………………

作り方
ZiZiスペアリブを食べやすい大きさに切り、
シャキシャキのサニーレタスにのせる。
ナッツを小さく砕いたら、フライパンで油を
使わずに炒る。
炒ったナッツとスプラウツを好きなだけ散り
ばめ、レタスを丸めて包んで召し上がれ。

１／３個

適量
適量
適量

ナッツの香ばしさがとってもオシャレ

焼豚を

使っても

おいしいよ


