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Boeuf 牛肉 
 
《Boeuf 牛肉 フランス式カット１》 
 
   Boeuf ﾌﾞﾌ去勢された雄牛   Taureaux ﾄﾛｰ去勢されていな牛 
   Vache ｳﾞｧｯｼｭ雌牛         Genisse ｼﾞｪﾆｽ子を産んでいない若雌牛  
 
 

    
  【図１】        【図２】   

 
 
※ 緑の文字は,その部位に適した調理法です。 動詞と名詞で表現しました。 
 
 
 
【図１】 1d, Rond de gîte  rôtir ﾛﾃｨ 
 2, Second talon  braiser ﾌﾞﾚｾﾞ 
 3, Paleron  腕肉  pocher ﾎﾟｯｼｪ /au pot-au-feu ｵｰﾎﾟﾄﾌ/braiser 
 4, Épaule 肩という意味だが、Macreuse と Jumeau をさす。   【図３】22～26  
 5, Poitrine 胸肉   le pot-au-feu 
 6, Queue de boeuf 牛のしっぽ     Taureaux と Genisse は美味 
 6a, Crosse   le pot-au-feu ﾙ ﾎﾟ ﾄｳ ﾌ 
           
 
 
【図２】  ７; Filet フィレ  steak ｽﾃｯｸ ステーキ  
 7a; Chateaubriand シャトーブリアン 分厚いフィレ肉  poêler プワルか griller グリエ 
 7b, Pointes du filet  le boeuf Stroganov  ビーフストロガノフ 
 8a,  T-bone steak  T-bone steak  T-ボーンステーキ   
 8b, Entrecôte   steak ｽﾃｯｸ      ステーキ  
 8c,  Rib-eye   steak  ステーキ côte と似ているが、霜降り肉 
 8d, Romsteck  rôtir 



           Boeuf 牛肉 

 2/4 

 

《BOEF 牛肉 フランス式カット２》  

   【図３】 
1 Basse côtes ﾊﾞｽｺｰﾄ                     上部背肉(最初の３本の助骨の部分の肉) 

entrecôtes ｱﾝﾄﾙｺｰﾄ /découvertes ﾃﾞｸｳﾞｪｰﾙ 
2 Côtes ｺｰﾄ / entrecotes /couvertes ｸｳﾞｪｰﾙ 
3 Entrecôte ｱﾝﾄﾙｺｰﾄ                       リブロース   
4 Faux-filet ﾌｫｰﾌｨﾚ        腰部の最上肉で aloyau ｱﾛﾜｲﾖｰ(英語で sirloin) の一部。 

                steak フィレよりは柔らかさで劣るが、味がある。 ロースと呼ばれる部分。          
5 Filet ﾌｨﾚ                          フィレ肉。   
6 Rumsteck ﾛﾑｽﾃｯｸ                    ランプ肉 
7 Gîte à la noix ｼﾞｯﾄ ｱ ﾗ ﾉﾜｰ              steak/ braiser/rôtir  
8 Tranchet ﾄﾗﾝｼｭ                        薄切りという意味 
9 Merlan ﾒﾙﾗﾝ                          steak  
10 Poire ﾎﾟﾜｰﾙ                       梨という意味 
11 Araignée ｱﾚﾆｪ                      steak  
12 Gîte arrière ｼﾞｯﾄ ｱﾘｴｰﾙ 
13 Tranche grasse ﾄﾗﾝｼｭ ｸﾞﾗｰｽ             薄切りの脂の意 
14 Aiguillette baronne ｴｷﾞｭｲｴｯﾄ ﾊﾞﾛﾝﾇ        細長い男爵夫人 
15 Onglet ｵﾝｸﾞﾚ                        横隔膜上部のステーキ用肉                    
  Hampe ｱﾝﾌﾟ                        steak 
17 Bavette ﾊﾞｳﾞｪｯﾄ       サーロインの下方にある、上方腹部肉 biftek ビフテキ用肉  トモバラ肉 
18 Bavette à pot-au-feu ﾊﾞｳﾞｪｯﾄ ｱ ﾎﾟﾄﾌ       ポトフ用バヴェット 
19 Flanchet ﾌﾗﾝｼｪ                      ポトフ/炒め物 
20 Plat-de-côtes ﾌﾟﾗ ﾄﾞｩ ｺｰﾄ                  前部バラ肉 
21 Tendron ﾀﾝﾄﾞﾛﾝ                           中部バラ肉 
22 Macreuse à bifteck ﾏｸﾙｰｽﾞ ｱ ﾋﾞﾌﾃｸ       肩ロース steak 

       Macreuse は、 ビフテキ用の脂肪の少ない部分とゼラチン分の多い煮込み用に分けられる。 
23 Macreuse à braiser ﾏｸﾙｰｽﾞ ｱ ﾌﾞﾚｾ       braiser 
24 Macreuse à pot-au-feu ﾏｸﾙｰｽﾞ ｱ ﾎﾟﾄﾌ     ポトフ 
25 Jumeau à bifteck ｼﾞｭﾓｰ  ｱ ﾋﾞﾌﾃｸ          steak  
26 Jumeau à pot-au-feu ｼﾞｭﾓｰ ｱ ﾎﾟﾄﾌ         ポトフ 
27 Gîte avant ｼﾞｯﾄ ｱｳﾞｧﾝ 
28 Poitrine ﾌﾟﾜﾄﾘｰﾇ                          胸肉 
29 Collier ｺﾘｴ                               首輪の意 
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＜Boeuf 牛肉 スイス式カット＞ 

 

 

                                      
1 Fancs ﾌﾗﾝ         脇腹               bouillir ﾌﾞｨｲｰﾙゆで肉 /potée ﾎﾟﾃ煮込み 
2 Poitrine ﾌﾟﾜﾄﾘﾇ    胸                  

                bouillir/rôtir 

 
3 Côte plate ｺｯﾄｩ ﾌﾟﾗｯﾄｩ                     

                bouillir ﾌﾞｨｲｰﾙ/ braiser ﾌﾞﾚｾﾞ 

 
4 Train de côtes ﾄﾗﾝ ﾄﾞｩ ｺｯﾄｳ             

                rôtir/ragoût ﾗｸﾞｰシチュー、煮込み  

 
5 Jarrets ｼﾞｬﾚ       すね肉  
6 Epaule ｴﾎﾟｰﾙ      肩              

    goulasch ｸﾞﾗｯｼｭハンガリーのパプリカ入りシチュー/ rôtir  

 
7 Cou ｸｰ             首                 

               goulasch 

 
8 Jarrets ｼﾞｬﾚ       すね肉 

 
 

9 Cuisse ｷｭｲｽ       腿                 
                rôtir / braiser 

 
 

10 Rumpsteak                              
                rumpsteak/fondue オイルフォンデュー 

    
11 L’alovau sans rumpsteak         

   steak/T-bone-steak/rôtir/beouf stroganoff/steak 
tartare 

 
 

 Téte ﾃｯﾄ             頭  
 Queue ｸｰ            しっぽ  
 Abats ｱﾊﾞ             臓物  
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＜Boeuf 牛肉 日本式カット＞ 

                           
１ 首 すねに次いで堅い肉。シチューやスープの材料、ひき肉の材料。 
２ 肩 脂肪が少ない赤身肉です。スープをとるのに適す。 

両肩のかたロースを覆うように位置します。よく運動する部分なので筋肉が多く、風味

がよい赤身の肉です。鉄板焼き、すき焼き、炒め物。 
３ 肩ロース 

 
脂肪が程良く霜降り状に分散していて、ロース特有の牛肉らしい厚みのある旨味。 
きめも細かくやわらかい。すき焼き、しゃぶしゃぶの他、角切りにして煮込み料理。 

4 リブロース とてもやわらかく霜降りが多い。きめの細かい肉質で旨味あり。すべての肉料理。 
5 肩バラ あばら骨についた肉。胸の方をかたばら、腹の方をともばらと呼ぶ。 

赤身と脂肪が薄い層となって交互に重なっているのが特徴で、三枚肉とも呼ばれてい

る。カレーやシチューなどの煮込む料理、また炒め物。 
6 サーロイン やわらかく、深い風味。霜降りが多い。ステーキ、薄切りはしゃぶしゃぶ。 
7 ともばら 赤身と脂肪が層になっていて、やや堅い肉。骨付き肉料理ショートリブ。 
8 ヒレ とてもやわらかく脂肪が少ない 

過度の加熱に弱いので、ステーキにするときには火加減に注意。 
9 内もも きめが粗く、脂肪が少ない。 

香辛料やマリネ液が浸透しやすいので、コールドビーフや、たたき 
10 しんたま 内しんたまは柔らかめ、外しんたまは堅め。 

牛肉の部分で、最もタンパク質が多く脂肪が少ない。シチューなどの煮込み料理。 
11 ランプ やわらかい赤身肉。上質のものはタルタルステーキなどの生食にも可。 
12 外もも ももの中では、一番きめが粗く、脂肪が少ない部位。細切りのものはビーフストロガノ

フ。 
13 すね すね色合いの濃い、赤身肉。 

弱火で煮込むと独特の旨味が溶けだすので、煮込み料理やスープの材料。 
内臓 
タン 舌。脂肪が多く固めの肉質。すぐに痛んでしまうので、鮮度のよいものを選びます。 

下ゆでしてザラザラした皮をむいてから薄切りにして焼肉用にされることが多いが、 じっくり煮込

むと柔らかくなり独特の風味。タンシチュー、タン塩。 
テール 尾の部分。アクを取りながら５時間以上煮込む必要がありますが、 軟骨がゼラチン化して柔ら

かくなり大変おいしいスープがとれます。 シチューやスープに。 
カシラ 頬肉とこめかみの部分。柔らかく串焼きに良く使われます。 
ハラミ サガリと区別しないで売られる事もあります。 

横隔膜の一部で柔らかく脂肪も豊富で濃い味があります。  
サガリ 横隔膜の一部で、ハラミよりも肋骨に近い厚い部分。赤身に適度に脂肪が入り柔らかい。 
レバー 肝臓。ビタミン A、B 群、鉄分を多く含む。匂いがあるので好き嫌いが分かれますが栄養は満点。 
ハツ 心臓。固くてコリコリとした独特の歯ざわりがあります。あまりクセは無く固いが食べやすい。 
ミノ 牛に４つある胃の一番目、一番大きな胃。 

クリーム色で固くゴムのような歯ごたえ。クセが無く食べやすい。 
ハチノス 二番目の胃で、蜂の巣状の筋がある。 

独特の風味と歯ごたえがあり、たいへんおいしい。 スープや炒めもの。 
マメ 腎臓。匂いにクセがあるので日本ではあまり好まれていませんが、 ヨーロッパで濃い味付けの

ソテーにしてよく食べられています。仔牛（ヴィール）のマメのほうがクセがなく美味。 
       


