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温かい海老の泡、青りんごと海老のタラマ
クリスピーバジルビスキュイと醤油のパールを添えて

海老のストック

•	オリーブオイル	 50	g

•	玉ねぎ	 200	g

•	トマト	 280	g

•	パプリカパウダー		 1	g

•	海老の頭	 	 25	u

•	水	 1500	ml

玉ねぎを薄切りにし、オリーブオイルで20分炒める。ざく切りにしたトマト

を加え、さらに15分炒める。そこにパプリカと海老の頭を入れ、きつね色

になるまでさらに4分ほど炒めたら水を加える。沸騰したら40分間弱火で

煮詰め、濾して冷ます。

海老の泡（エスプーマ）

•	海老のストック	 400	g

•	生クリーム35	%		 50	g

•	 SOSA		プロエスプーマHOT	 25	g

•	 ゲランド	セル・ファン（細塩）	 適量

全ての材料を合わせて65℃まで加熱し、サイフォンに入れて亜酸化窒素

を充填する。提供する際は、50℃の湯煎で温めながら行う。

青りんごと海老のタラマ

•	海老のストック	 200	g

•	 SOSA	カッパ	 1	g

•	青りんご	 適量

•	海老	 適量

海老のストックが冷たい状態でカッパを合わせ、混ぜながら沸騰させる。

ボールに入れて冷ます。

海老はスライスし、青りんごはキューブ状にカットする。

カッパのジュレが固まったら、泡立て器でジュレを崩すように混ぜ、準備

した海老と青りんごを加えて混ぜる。

クリスピーバジルビスキュイ

•	全卵	 100	g

•	グラニュー糖	 175	g

•	バジル水	 125	g

(茹でたバジルの葉150gと水350	gを合わせてミキサーにかけ、濾したもの	)

•	 SOSA	ナチュルエミュル	 5	g

•	オリーブオイル	 100	g

•	薄力粉	 170	g

• バレンシア	アーモンドパウダー（皮なし）	 40	g

•	ベーキングパウダー	 7	g

•	 ゲランド	セル・ファン（細塩）	 1	g

ミキサーボールに全卵とグラニュー糖を加えて泡立てる。別のボールに

バジル水とナチュルエミュルを入れてハンドブレンダーをかけ、オリーブ

オイルを少しずつ加えながら乳化させる。泡立てた全卵と混ぜ合わせ、予

めふるっておいた粉類を加えて混ぜる。オーブンペーパーを敷いた天板

に5mmの厚さになるように伸し、180℃のオーブンで15分焼成する。冷めた

ら一旦冷凍する。

冷凍したものを、5mm角になるようカットし、50℃のオーブンで2時間乾燥

させる。

醤油のパール:

•	海老のストック	 100	g

•	醤油	 100	g

•	 SOSA	アガーアガー	 	 2.5	g

•	太白胡麻油	 適量

胡麻油以外の全ての材料を冷たい状態で合わせ、混ぜながら沸騰させ

る。ソースディスペンサーに入れて、85℃になるまで冷ます。

予め冷やしておいた太白胡麻油に、小さなパール状になるようゼリー液

を落とす。20秒で固まるので、油からあげて油分をとる。出来上がったパ

ールは提供するまで冷蔵しておく。

その他の材料

•	バジルの葉	

仕上げ

グラスに、大さじ一杯のタラマを盛り付け、海老のエスプーマを温かい状

態で絞る。最後に、クリスピーバジルビスキュイ、醤油のパール、バジルの

葉を飾って仕上げる。



グリーンピースとミントのムース
ベーコンクリーミーポテトとチキンコンソメを添えて

グリーンピースとミントのムース

•	グリーンピース	 500	g

•	水①	 200	g

•	水②	 250	g

•	ミントの葉	 25	g

•	 SOSA	アルブミナ	 30	g

•	 SOSA	ジェルエスペッサ	 4	g

•	 SOSA	ゴマガロフィ	 1.5	g

•	 ゲランド	セル・ファン（細塩）	 12	g

•	卵黄	 190	g

•	 SOSA	ジェルクレムHOT	 40	g

グリーンピースに水①を加えてジューサーで3分回し、濾す。その液体に、

ジェルクレムHOT、セル・ファン、卵黄を加えて混ぜる。

別のジューサーに、湯通ししたミントの葉と水②を入れて同じように回

し、濾す。その液体に、アルブミナ、ジェルエスペッサ、ゴマガロフィを加え

て混ぜ、ミキサーでメレンゲ状になるまで立てる。

グリーンピースのピューレとミントのメレンゲを、ムースを作る要領で合わ

せ8mmの厚さになるように天板に広げる。ラップで覆い、100℃のスチーム

オーブンで30分蒸し焼きにし、冷めたら冷凍する。

ベーコンカスタード

	 ベース

•	ベーコン	 	 450	g

•	オニオンコンフィ		 140	g

•	牛乳　		 1	l

ベーコンを小さなキューブ状にカットし、フライパンで5分炒める。そこに

オニオンコンフィを加えてさらに炒め、牛乳を加えて沸騰させる。15分間

弱火にかけてベーコンの香りをうつし、ハンドブレンダーをかけて濾す。

	 カスタード

•	ベース（上記）	 	 250	g

•	全卵	 34	g

•	 SOSAジェルクレムHOT	 25	g

全ての材料を鍋に入れ、混ぜながら沸騰させる。粘度が出てきたら火か

らおろし、つややかな質感になるまでよく混ぜる。ラップをして冷蔵保管

する。

クリーミーポテト

•	自家製ポテトピューレ	 	 500	g

（茹でたじゃがいもをつぶし、牛乳でのばしたもの）

•	葛粉	 	 	 	 100	g

•	水	 100	g

葛粉を水でとかし、冷たいポテトピューレと合わせる。ゴムベラで混ぜな

がらねっとりするまで火にかける。1.5㎝の丸い口金をつけた絞り袋に入

れて、氷水の中に絞る。完全に冷える前に取り出してベーコンカスタード

をクリーミーポテトの中に絞り入れ、そのまま氷水で10分冷やす。氷水か

らあげて、冷蔵で保存する。

クリスピーベーコン

•	ベーコン	 適量

ベーコンを小さなキューブ状にカットし、170℃のオーブンで20分焼く。ザ

ルにあけて余分な脂肪分を落とし、50℃のオーブンで一晩乾燥させる。

冷めたら粉砕する。

チキンコンソメ

•	チキンコンソメ	 250	g

•	 SOSA	ジェルエスペッサ	 1.5	g

•	 ゲランド	セル・ファン（細塩）	 適量

全ての材料を混ぜ、ブレンダーをかける。セルファンで味を調える。

その他の材料

•	飾り用ハーブ	

•	SOSAフリーズドライ	グリーンピース（国内未発売品）	

仕上げ

グリーンピースとミントのムースを1㎝角にカットし、スチームオーブンで

温める。溶かしたバターにクリーミーポテトをくぐらせ、クリスピーベーコ

ンをまぶしてフライパンで2分焼く。深めの皿に、ムースとポテトを置き、

フリーズドライグリーンピースとハーブを飾る。提供する際、温かいコンソ

メをお客様の前で注ぐ。



バタークラスト

•	パン粉	 50	g

•	水	 10	g

•	 SOSA	マルトセック	 30	g

•	バター	 75	g

パン粉、マルトセック、バターを混ぜ、水を加えて均一な生地状になるまで

こねる。オーブンペーパーに挟み、厚さ1ｍｍになるよう伸して冷蔵庫で

30分冷やす。2㎝×8㎝にカットする。

フェンネルのヴェルミセル

	 -ベース:

•	オリーブオイル	 70	g

•	フェンネル（根）		 450	g

•	水	 	 1500	ml

フェンネルを刻み、オリーブオイルで20分中火で炒める。水を加えて沸騰

させ、30分煮詰める。ミキサーにかけ、濾す。

	 -ヴェルミセル:

•	ベース		 300	g

•	 SOSA	ジェランガム	 6	g

全ての材料を冷たい状態で合わせ、火にかけて混ぜながら1分間沸騰さ

せる。出来上がったゼリーを8㎝角の型に、厚さ2.5㎝になるように流す。

常温に20分おいて固め、冷蔵庫で冷やしておく。

わさびとバジルのジュレ

•	わさび		 	 40	g

•	バジル水	 150	g

•	 ゲランド	セル・ファン（細塩）	 1	g

•	 SOSA	ジェルクレムCOLD	 16	g

わさびをおろし、バジル水と合わせてハンドブレンダーで回し、濾す。濾

したものに、セル・ファンとジェルクレムCOLDを加え、クリーミーな食感に

なるまで再びハンドブレンダーで回す。絞り袋に入れておく。

バタークラストをまとったスズキフ
ェンネルのヴェルミセル、	
わさびとバジルのジュレ、	
ビーツの泡を添えて

ビーツの泡

•	水	 480	g

•SOSAフリーズドライ	ビーツパウダー	 20	g

（国内未発売品）

•	 SOSA	シュクロエミュル	 2.5	g

全ての材料をボールにあわせ、ハンドブレンダーで回す。泡が出来上がっ

たら、1分間おいて落ち着かせてから使用する。

フィッシュクリーム

•	フュメドポワソン		 250	g

•	 SOSA	ジェルエスペッサ	 5	g

フュメドポワソンとジェルエスペッサを合わせて、ハンドブレンダーでとろ

みがつくまで混ぜる。

その他の材料

•	スズキのフィレ	

•	ヨーグルト	

•	飾り用ハーブ	 	

仕上げ

スズキを2×8㎝にカットし、塩コショウをして両面約1分ずつ、色づくま

で焼く。予め準備しておいたバタークラストをのせ、200℃のオーブンで

4分焼く。

フェンネルのゼリーを2㎝のヴェルミセル状にカットし、フィッシュクリー

ムと共に温めて使用する。

お皿にヨーグルトでラインを描く。わさびとバジルのジュレを絞ったスズ

キを中心におき、フェンネルのヴェルミセルと合わせたフィッシュクリー

ム、ハーブ、準備しておいたビーツの泡を飾る。



ポークリブ

•	ポークリブ	 適量

•	 ゲランド	セル・ファン（細塩）	 適量

•	黒コショウ	 適量

リブに塩コショウをして、柔らかくなるまで2時間煮る。

一旦冷やし、キューブ状にカットする。160℃のオーブンで30分ロースト

する。

アーモンドロワイヤル

•	牛乳	 250	g

•	水	 100	g

•	 バビ	アーモンドペースト	スペシャル	 200	g

•	 SOSA	プロパンナコッタ（イオタ）	 5	g

•	 SOSA	ゴマガロフィ	 1	g

•	 ゲランド	セル・ファン（細塩）	 2.5	g

鍋に全ての材料を入れてハンドブレンダーをかけ、なめらかになったらホ

イッパーで混ぜながら沸騰させる。5ｍｍの厚さになるようトレーに流し、

冷やし固める。

赤ワインで煮詰めたプラムのソース　ドライプルーン仕立て

	 -ソース

•	赤ワイン	 1	l

•	 メートル・プルニーユ	セミドライ	プルーン	 400	g

鍋に赤ワインとセミドライプルーンを入れ、沸騰させて20分間火にかけ

る。ピューレ状になるまでミキサーにかける。シリコンの半球型に流し、

冷凍する。

ソフト＆クリスピーポークリブ
アーモンドロワイヤルと、赤ワインで煮詰めたプラムのソース	
ドライプルーン仕立てを添えて

-赤ワインのジュレ

•	赤ワイン	 600	g

•	 SOSA	ベジタブルゼラチン	 30	g

赤ワイン600gを400gになるまで煮詰め、一旦冷やす。ベジタブルゼラチン

を加えて混ぜながら沸騰させる。ジュレの泡が落ちつき、ゼリー液がクリ

アな状態になったら、上記で準備した赤ワインとプラムのソースをくぐら

せる。（ゼリー液は80℃程度で使用する）出来上がった球体を、グラニュ

ー糖の中に入れ、2時間置いてゼリーの水分をぬく。ゼリーが乾いたら、

グラニュー糖を水で洗い流し、キッチンペーパーで余分な水分をとる。

その他の材料

•	松の実（空焼きした物）	 適量

•	ベビースピナッチ	 適量

•	トンカツソース	 適量

仕上げ

アーモンドロワイヤルを8㎝の丸に抜いてお皿の中央に置き、60℃のスチ

ームオーブンで温める。

トンカツソースを弱火で煮詰め、リブに絡める。準備したアーモンドロワ

イヤルの上に3ピースをランダムに置き、お皿にソースを添える。

赤ワインで煮詰めたプラムのソース、ドライプルーン仕立てを60℃のオー

ブンで温めて添え、ローストした松の実とベビースピナッチを飾る。



セサミセミソルベ

•	水		 	 	 625	g

•	グラニュー糖	 	 	 80	g

•	ぶどう糖	 	 50	g

•	 SOSA	プロクレマCOLD	 100	g

•	 SOSA	グリセリン	 20	g

•	白ゴマペースト	 300	g

•	太香胡麻油	 75	g

•	 ゲランド	セル・ファン（細塩）	 1	g	

全ての材料を混ぜ合わせ、冷蔵庫で4時間休ませる。アイスクリームマシ

ーンにかけ、－15°で保管する。クネルをとり、スティックをさしてショック

フリーザーで固める。

チョコレートコーティング:

•	 KAOKA	アロヨ72%　	 	 200	g

•	カカオバター	 	 200	g

•	 SOSA	ライムクリスピー	 適量

カカオバターを湯煎で溶かし、チョコレートに注ぐ。均一に溶けるまで混

ぜる。40℃まで下がったら、セサミセミソルベをコーティングし、ライムク

リスピーを散らす。

チョコレート&オレンジクリーミー

•	 KAOKA	アロヨ72%	 160	g

•	カカオバター	 15	g

•	 SOSA	ワックスコンセプト	 3	g

•	オレンジジュース	 150	g

•	水飴	 20	g

チョコレートを溶かす。カカオバターとワックスコンセプトを合わせ、65℃

まで温めて溶かす。溶けたら、チョコレートと合わせる。

オレンジジュースと水飴を合わせて50℃になるまで温め、チョコレートと

合わせて乳化させる。固まるまで冷蔵庫におく。

セサミ＆チョコレート“マグナム”
柑橘の香りを添えて　

オレンジホイップゼリー

•	オレンジジュース		 	330	g

•	同割シロップ	 260	g

•	 SOSA	インスタントジェル	 35	g

	オレンジ濃縮果汁	 10	g

全ての材料を合わせてハンドブレンダーで混ぜ、冷蔵庫で30分休ませる。

ゼリーが固まったら、ミキサーの高速で3倍のボリュームになるまで泡立

てる。5mmの厚さになるようにトレーに流し、冷凍する。

その他の材料

•	クリスタルローズペタル	

•	マロンロワイヤル		マロングラッセ・ブリゼ			

仕上げ

チョコレート＆オレンジクリーミーをお皿に絞り、5mm角にカットしたオ

レンジホイップゼリーを置く。クリスタルローズペタルと“マグナム”を置

く。


