愛媛産

和栗ペースト

愛媛産
和栗ペースト
愛媛産栗の最高グレード「秀」品と砂糖のみで作った 最高
級 和栗ペースト。和栗本来の風味と色を大切に残してあるた
め、モンブラン、スフレなどに最適です。
メッシュの異なる3タイプがあります。
荷
規
糖
保

姿：2kg×10袋
格：1mmメッシュ、2mmメッシュ、2mmメッシュ＋粒状栗果肉
度：40度±2度
管：冷凍（−18℃以下）保管

四万十源流
四万十源流の厳選した国産栗の中身だけを丁寧に取出し、栗と
砂糖のみで作ったこだわりの 最高級 和栗ペースト。和栗本
来の風味と色を大切に残しています。（数量限定商品）

荷
規
糖
保

姿：2kg×10袋
格：1mmメッシュ
度：40度±2度
管：冷凍（−18℃以下）保管

愛媛 中山栗
愛媛県の栗栽培の発祥地である伊予市中山町の国産栗と北海道
産甜菜（ビート）糖のみで作り上げた、こだわりの最高級和栗
ペースト。焼き栗風の上品な味と色は、フィナンシェなどの焼
菓子にも最適です。
荷
規
糖
保

姿：2kg×10袋
格：1mmメッシュ
度：40度±2度
管：冷凍（−18℃以下）保管

※黒く見えるのは栗の渋皮です。※空気を抱き込むと色調が白っぽくなります。

熊本 阿蘇産

和栗ペースト

熊本 阿蘇産

マロンペースト

九州は熊本・阿蘇の大自然の中で栽培・収穫された、国産栗の
中身だけを丁寧に取り出し、栗と砂糖のみで作り上げた、極上
の風味を持ったこだわりの最高級和栗ペーストです。
荷
規
糖
保

姿：2kg×10袋
格：1mmメッシュ
度：40度±2度
管：冷凍（−18℃以下）保管

※黒く見えるのは栗の渋皮です。
※空気を抱き込むと色調が白っぽくなります。

国産「栗」生産量（t）

熊本
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2017年度 農林水産統計より
（収穫量：全国合計18,700t）
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洋菓子材料の総合商社

http://www.ikeden.com

札幌支店
仙台支店
郡山オフィス
新潟支店
埼玉支店
東京支店
名古屋支店
大阪支店
福岡支店
熊本出張所
本
社

〒002-8081 札幌市北区百合が原7-2-1
TEL.011-772-9888
〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町1-6-33 TEL.022-352-5237
〒963-0534 郡山市日和田町字千峯坦30-3-2A TEL.024-983-7610
〒950-0863 新潟市東区卸新町2-848-15
TEL.025-275-5136
〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-54-7 TEL.048-654-1420
〒143-8511 東京都大田区平和島5-5-13
TEL.03-3767-0141
〒454-0849 名古屋市中川区小塚町1
TEL.052-363-3001
〒561-0856 大阪府豊中市穂積2-15-1
TEL.06-4866-2151
〒811-1311 福岡市南区横手4-25-1
TEL.092-574-1585
〒862-0913 熊本市東区尾ノ上4-11-47
TEL.096-285-4202
〒105-0004 東京都港区新橋2-12-5
TEL.03-3503-0531
2018_4

～歴史あるこだわりの製法と
守り続ける珠玉の味～
アンベール社のマロン製品一覧
５Kg缶

５Kg缶

マロンピューレ

マロンクリーム

マロンペースト

ほのかな甘さ

スイートピューレ

マロンインシロップ ホール

なめらか無糖

大粒

程よい食感

マロンインシロップ ブリジュア

アンベール社とシコリ社の日本総合代理店です。

www.imbert.co.jp
フォローとLikeをお願いします。

アンベール・ジャパン株式会社
東京都港区西麻布2-12-2-2F
Tel: 03-5766-7888
Fax:03-5766-7889

シコリ社のフルーツモルソー、カット、キューブはヨーロッパおよび世界の高品質のフルーツを使用。
ジャム、コンフィチュール、タルトフィリング、ガルニチュールなどに最適です。

フレーズホール

センガセンガナ種

いちじくホール

アプリコット1/2ハーフ

ブルガリア産

プロヴァンス産

青りんごキューブ

グラニースミス種

全商品
内容量：１KGパック
規格：5X1KG/CS

ルバーブモルソー ポーランド産

グリオットチェリー セルビア産

ミラベル1/2カット フランス産
フランボワーズモルソー メッカー種

シコリ商品を使った参考レシピを弊社ホームページにて掲載してます！！

Tarte Figue

タルト フィグ

シコリ社のいちじくホールは南フランス・プロヴァンス産のもので味と香りが
とても豊かにあります。またほのかなフルーツに残る甘さが気に入りまし
た。大きさのサイズもちょうどよく、国産のいちじくと異なる特徴に惹かれ
このケーキを商品化することとなりました。お店でもとても人気で店頭に
並べるとほぼ売り切れとなります。

木村 忠彦
Kimura Tadahiko

Profile
1982年東京生まれ。
フレンチの料理人からスタートして、
パティシェに転身。
「銀座レカン」、
「ホテル西洋銀座」
を経て会員制ホテル
「ウラクアオヤマ」
のシェフパティシェに就任。
パリ
「ベルエ・コンセイユ」
で研修後、2014年にパティ
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スリー・トレカルムをオープン。

フィグ
ト
ル
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Recipe
約100台分

1

クレームダマンド

バター…………………… ４５０g
粉糖…………………… ３００g

カソナード… …………… ２００g

2

シナモンシュガー

シナモンパウダー… ………… 18g
グラニュー糖… …………… 180g

3

使 用商品

その他

パータフィロ… ……………… 適量

シコリ 冷凍いちじくホール

シコリ 冷凍いちじくホール… 適量

アーモンドパウダー… … ５００g

シナモンパウダー… ……… ５０g
卵…………………………４７０g

マデラ酒…………………… ５５g

1

クレームダマンド
パータフィロを直径6.5㎝のタルト型に敷き込み、1のクレームダマンドを中に絞る。
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シナモンシュガー
4分の1に切った冷凍イチジクを4ヶのせて、
シナモンシュガーを振り、180℃のオーブンで40分焼く。

sh

仕上げ
焼きあがったタルトの表面にナパージュを塗り仕上げる。

Imbert Japan
アンベール・ジャパン株式会社
106-0031 東京都港区西麻布2-12-2-2F

Tel: 03-5766-7888 Fax: 03-5766-7889

HP: http://imbert.co.jp/

Marron Kalamansi
マロン・カラマンシー
シコリ社のカラマンシーピューレは力強
い酸味と香りがあり、さらにそれを超
える強さと風味、甘味を兼ね備えてい
ます。
アンベール社のマロンはこの酸味の特
徴を活かし、互いに高め合う珠玉の
組み合わせとなりました。
これは、ピューレとマロンを口にした時
に直感としてすぐにイメージが湧き始
めました。このように作る前から完成
品が予想できることは、それぞれの素
材に力がある時に可能となります。

生野 剛哉
Takeya Shono

Profile
1968年生まれ。
川崎日航ホテルやパンパシフィックホテル横浜などを
経て、2004年クープ・ド・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー
2005の日本予選決勝大会出場。2006年にパティスリー
葉山庵統括パティシエ就任。
その後、
ラヴィマーナ神戸や
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ホテル日航東京にてペストリーシェフに就任。2016年5
月株式会社目黒雅叙園ペストリー料理長に就任。

使 用商品

Recipe

使 用商品
アンベール マロンペースト

シコリ

アンベール

アンベール マロンクリーム

マロンインシロップ ブリジュア

マロンシロップ漬ブリジュア

無糖カラマンシ―ピューレ

6.5cm

断面

330×265×H10

1

ビスキュイ・アマンド

アーモンドパウダー…120g
粉糖……………… 120g
卵黄……………… 107g
卵白…………………… 67g

4

薄力粉………………… 52g

強力粉………………… 52g

卵白………………… 238g

グラニュー糖… …… 141g

カラマンシーの
ジュレのセンター

5

シコリ 無糖カラマンシー
ピューレ… …………… 560g

ミネラルウォーター…

280g

板ゼラチン……………… 32g

アンベール マロンペースト
…………………… 700g

生クリーム38……… 700g
生クリーム38……… 140g

アンベール マロンクリーム

アンベール マロンイン

…………………… 700g

シロップ ブリジュア…448g

板ゼラチン…………… 11g

ムースショコラブラ

ン

6

ロップ

シコリ 無糖カラマンシー
ピューレ………………… 80g

生クリーム38………… 1800g

ミネラルウォーター… … 60g

ボーメ30度シロップ…… 60g

ビスキュイアマンド
れてビーターで合わせる。
別に卵白を立てたもの一緒に入れる。

2

卵黄……………… 195g

7

グラッサージュ・
カラマンシー

カラマンシーピューレ… 300g
グラニュー糖… ………… 100g
水あめ…………………… 90g

……………………… 75g
板ゼラチン…………… 9g

卵白…………………… 97g

グラニュー糖… …… 150g
生クリーム35……… 150g

h
finis 仕上がり
ココナッツファイン……… 適量
ショコラブラン飾り……… 適量

ペクチン…………………… 7g
板ゼラチン……………… 11g

マロンムース（センターの作り方：レシピ２～４で作成）
マロンペーストとマロンクリームをミキサーで合わせる。
そこに
140gの生クリームを少しずつ合わせていきさらに溶かしたゼ
ラチンを合わせる。そのあと６分立てにした生クリーム700g

を合わせ最後に半分のメレンゲを合わせる。
上が230°下が200°

を合わせてそれを厚さ1cmにのす。
そのうえにアンベールブリ

のオーブンで７分くらい焼成する。
(33ｃｍ×6.5ｃｍにカット)

ジュアを散らす。
（33ｃｍ×6.5ｃｍにカット)

カラマンシーのムース
生クリーム、
ピューレを温める①。卵黄、
グラニュー糖、
コーン
スターチをブランシールし、①を加えて炊く。戻した板ゼラチ

4

生クリームを沸騰させてそこにゼラチンを合わせ、それを裏
ごししながら刻んでおいたオパリスを合わせる。それをホイッ
パーで乳化させる。きれいに乳化で来たらクリームフエッテ
1800ｇを合わせる。
グラッサージュ・カラマンシー
カラマンシーピューレとグラニュー糖と水飴を合わせて沸騰さ
せる。
その後に板ゼラチンとペクチンを合わせる。

せ冷ましてから溶かしたカラマンシーピューレを合わせる。
カラ
※注釈：マロンムースの上に、
カラマンシーのムースを流し、
その上にカラマンシーのジュ
レ流す。
冷凍庫で固めた後、
33ｃｍ×6.5ｃｍにカットする。
これが、
センターとなります。

に流して冷凍する。
ムースショコラブラン

カラマンシーのジュレ
ミネラルウォーターとグラニュー糖を加熱してゼラチンを合わ
マンシーのムースの上に、厚さ0.2cmになるよう流す。

アンメレンゲ、泡立てた生クリームを加える。
ムースマロンの上

7

ピューレ…………… 337g

無塩バター※ポマード状…

薄力粉と強力粉を一緒に振るい1にメレンゲの半分を合わせ粉

ン、無塩バターを加え裏ごして冷ます。荒熱が取れたら、
イタリ

5

生クリーム35……… 210g

シコリ 無糖カラマンシー

グラニュー糖… ……… 75g

カラマンシーのシ

アーモンドパウダーと粉糖をふるい卵黄を合わせミキサーに入

ムース・カラマンシーのセンター

コーンスターチ… …… 24g

生クリーム38…………… 660g
板ゼラチン……………… 27g

3
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カラマンシーのシロップ
カラマンシーピューレとボーメ30度シロップとミネラルウォーターを合
わせてシロップをつくる。
組み立て
角セルクル330×78×H50にムースショコラブランをながしカ
ラマンシーのジュレ(0.2cm厚)とカラマンシーのムース(1.3cm
厚)、
マロンムース(1cm厚)を合わせたものを重ねる
（センター）
さらにムースショコラブランをながしカラマンシーのシロップを
アンビべしたビスキュイアマンドで上部に蓋をする。仕上げにカ
ラマンシーのシロップでグラサージュする。

アンベール・ジャパン株式会社
106-0031 東京都港区西麻布2-12-2-2F

Tel: 03-5766-7888 Fax: 03-5766-7889

HP: http://imbert.co.jp/

Imbert Japan

3

ムースマロンのセンター

ホワイトチョコレート…… 900g

グラニュー糖… ……… 140g

1

2

2枚分（8台分）

