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アテスウェイ 川村英樹の菓子  

 

目次 

はじめに 

刊行によせて 

つくりはじめる前に 

 

＜1＞ 

Classique Revisité 

クラシックを僕なりのスタイルで 

 

オペラ オ フランボワーズ 

    Opéra aux Framboises 

タルト タタン 

    Tarte Tatin 

バルケット オ マロン 

    Barquette au Marron 

タルト シブースト キャラメル オランジュ 

    Tarte Chiboust Caramel Orange 

タルト オ シトロン ア ラ マント 

    Tarte au Citron à la Menthe 

タルト オ フレーズ カシス ヴィオレ 

    Tarte aux Fraises Cassis Violette 

ミルフイユ オ シトロン 

    Millefeuille au Citron 

ミルフイユ ショコラ ア ラ バナーヌ 

    Millefeuille Chocolat à la Banane 

サントノーレ ショコラ オ フランボワーズ 

    Saint-Honoré Chocolat aux Framboises 

パリブレスト オ シトロン 

    Paris-Brest au Citron 

ババ オ ロム アナナス 

    Baba au Rhum Ananas 

パブロヴァ 

    Pavlova 
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＜2＞ 

Bretagne 

ブルターニュの海と、菓子と 

 

パレ ブルトン 

    Palet Breton 

ガレット ブルトンヌ 

    Galette Bretonne 

ファー ブルトン 

    Far Breton 

クイニーアマン オ フランボワーズ 

    Kouign-Amann aux Framboises 

ガトー ブルトン オ プリュノー 

    Gâteau Breton aux Pruneaux 

キャラメル ブール サレ 

    Caramel Beurre Salé 

キャラメル テンダンス 

    Caramel Tendance 

キャラメル エピセ 

    Caramel Épicé 

 

 

＜3＞ 

Créations 

感受性豊かに、自由に 

 

ヌガー オ フリュイ デ ボワ 

   Nougat aux Fruits des Bois 

タルト ア ロランジュ ショコラ ブロン 

   Tarte à l’Orange Chocolat Blond 

ルージュ フレーズ 

   Rouge Fraise 

タルト ア ラ コンポテ ダブリコ エ ポワール 

   Tarte à la Compote d’Abricots et Poires 

ヤウルト エキゾチック 

   Yaourt Exotique 
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ニュイ=サン=ジョルジュ 

   Nuits-Saint-Georges 

パラディ 

   Paradis 

ココ マングー 

   Coco Mangue 

フロマージュ フレーズ 

   Fromage Fraise 

トゥー ショコラ 

   Tout Chocolat 

フラム 

   Flamme 

フュージョン ショコラ 

   Fusion Chocolat 

カプチーノ 

   Cappuccino 

アレクサンドラ 

   Alexandra 

 

 

＜4＞ 

Entremets 

幸せなひとときに、驚きと感動を 

 

ミルティーユ シトロン ヴェール 

   Myrtille Citron Vert 

マロン フリュイ ルージュ 

   Marron Fruits Rouges 

ノワゼッティーヌ 

   Noisettines 

フランボワジエ 

   Framboisier 

ビュッシュ アルルカン 

   Bûche "Arlequin" 

ピティヴィエ 

   Pithiviers 
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マカロン ミロワール 

   Macaron Miroir 

 

 

＜5＞ 

Glace et Sorbet 

アイスクリームに遊び心を加えて 

 

クレープ オ マロン エ グラス オ サケ 

    Crèpe aux Marrons et Glace au Saké 

ババ オ サケ エ ソルベ キウイ─バナーヌ 

    Baba au Saké et Sorbet Kiwi-Banane 

クープ ド ソルベ フレーズ エ 

   グラス フロマージュ─ヴァニーユ 

    Coupe de Sorbet Fraises et Glace Fromage-Vanille 

ヴァシュラン グラッセ オ パンプルムース 

    Vacherin Glacé au Pamplemousse 

ヴァシュラン グラッセのバリエーション 

ヴェリーヌ グラッセ ショコラ─カフェ 

    Verrine Glacée Chocolat-Café 

ヴェリーヌ グラッセのバリエーション 

 

 

＜6＞ 

Chocolat 

ショコラの可能性を追い求めて 

 

ボンボン ショコラ 

サケ ジャポネ 

    Saké Japonais 

クロッカン キャラメル 

    Croquant Caramel 

フリュイ ド ラ パッション 

    Fruit de la Passion 

キャラメル オランジュ 

    Caramel Orange 
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キャラメル フィグ 

    Caramel Figue 

シトロン ヴェール 

    Citron Vert 

カフェ セザム 

    Café Sésame 

シガー 

    Cigar 

タブレット ショコラ 

タブレット ショコラ プラリネ エゴマ 

    Tablette Chocolat Praliné Egoma 

タブレット ショコラ キャラメル タンドル 

    Tablette Chocolat Caramel Tendre 

 

 

基本の生地 

基本の動作 

クリーム、シロップ、シュークル・ヴァニーユ 

フルーツのパーツ、飾り 

ナッツのパーツ、飾り 

グラサージュ、キャラメル、ピストレ用ショコラ 

クーベルチュールの飾り 

パティスリー 

グラス エ ショコラ 

これからのパティシエたちへ 

おわりに 


