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ÉDITO
はじめに

キリストの復活を祝う、祝祭日「イースター」の季節には
イースター・チョコレートが欠かせません。見ているだけ
でわくわくする、楽しいイースター・チョコレートをヴァ
ローナの最高のショコラで作り、クリエイティブなセンス
を光らせましょう。
このレシピ で は 、チョコレ ートの 型 取りやさまざまな
伝統的なデコレーションに関する技術、ヴァローナ独自
のイースター・チョコレートやデザートのデコレーション
をご紹介いたします。エコール・ヴァローナが、特別に
選んだ魅力的なレシピで、お客さまに喜んでいただける
ような個性 光るイースター・チョコレートを作られます
ことを願っております。
皆さまが特別なイースターを過ごせるよう、心を込めて
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パティスリー業界から熱い支持をいただいている、エコール・ヴァローナの
クリエイティブ・ディレクター フレデリック・ボウとエコール・ヴァローナの専属
講師は、各分野のエキスパートとの密接な関係を通じて、常に新しいレシピ
や技術、素材そして革新的な製菓コンセプトの探求をし続けています。
エコール・ヴァローナは世界中から訪れるプロフェッショナルのお客さま
との活動を通じて、共に未来を拓き、新しい時代を築いていく、前衛的かつ
唯一無二の出会いの場であり続けたいと願っております。

エッセンシャル

Le tempérage

このレシピをお贈りいたします。

エコール・ヴァローナのパティシエ講師は 25 年以上にわたり、製菓業界の
プロフェッショナルの皆さまに寄り添ってまいりました。
タン・レルミタージュ
（フランス本社）、パリ・ベルサイユ（フランス）、東京（日本）、ブルックリン
（アメリカ合衆国）の 4 校に拠点を置く、25 名以上の専属講師が、シェフの
皆さまの技術性・独創性の確立のお役に立てるよう努めています。
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1. LES TECHNIQUES

テクニック

LA FONTE
溶解

使用するクーベルチュールの種類に応じて溶かす温度を
調整します。それぞれのクーベルチュールに合った温度
を保つことが重要です。

ブラック・チョコレート

: 53-55°C

ミルク・チョコレート

: 45-48°C

ブロンド＆ホワイト・チョコレート : 45-48°C
フルーツ・クーベルチュール

: 40-45°C

LE TEMPÉRAGE

テンパリング

テンパリングとは?

テンパリング方法とは？

テンパリングとは、チョコレートに含まれる油脂（カカオ

タブラージュ

バター）を均一で安定した形に結晶化させるテクニック

お薦めのテンパリング方法は、時間が経っても安定性がある

を指します。良いテンパリングを行うことで、湿度や熱に

マーブル台でのテンパリング（タブラージュ）です。冷蔵庫付

影響を受けにくいチョコレートを作ることができます。 きのマーブル台は冷気を取り入れてしまう可能性が高いので、
このテクニックにより、パキっと割れ、惹き付けられるよう
な艶やかで光沢のある、なめらかな口溶けのチョコレー
トが作れます。

LE
TEMPÉRAGE

テンパリング

エコール・ヴァローナのパティシエによる
巧みで確実なテンパリング方 法を伝授します。
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冷蔵庫が付いていないマーブル台でテンパリングをします。
ブラック・チョコレートのテンパリング

53-55°C
12 時間

テンパリンググラフ
室温

溶解

結晶温度

安定温度

28-29°C

＜タブラージュ＞

ブラック
チョコレート

53-55°C

28-29°C
31-32°C

ミルク
チョコレート

45-48°C

ブロンド＆
ホワイト
チョコレート

45-48°C

27-28°C

方が大事です。チョコレートの結晶をすべて溶かしき
30°C

29°C
40-45°C

（フルーツベース）
（ナッツベース）

れていないと、非常に早いタイミングでペースト状の
重い質感になってしまいます。

26-27°C

40-45°C
フルーツ・
クーベルチュール

1. 12 時間かけて、チョコレートを53〜55ºCに溶かす。
チョコレートを正しく溶解するには、温度、時間の両

2. 熱いチョコレートを全量の10〜15%残し、残りを
マーブル台に流す。チョコレート全体の温度を結晶点

27-28°C
26-27°C

30-31°C

である28～29ºCに下げるため、規則正しく均一にテン

30-31°C

パリング作業を行います。

3. チョコレートが結晶温度まで下がったら、ボウルに

集める。残しておいた熱いチョコレートを2回に分けて

理想の作業室の室温：

18-20°C

注ぎます。熱いチョコレートを注ぐことで、ボウルの
チョコレートの温度が結晶温度以下になるのを防ぐこ
とができます。2回目の注入時には、熱いチョコレート
を少しずつ加えていきながら31～32ºCを保つようにし

ます。
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1. LES TECHNIQUES

テクニック

LES ÉTAPES POUR
RÉUSSIR VOS MOULAGES
成型を成功させる作業ステップ

1

2

型を選ぶ。

テンパリングしたチョ
コレートを型に流す。

3

4

型をひっくり返し、型

パレットなどでチョコ

を叩きながら、チョコ

レートを取り除く。

レートを流す。

5

6

トを落とす。

縁についたチョコレー

2 本のバーに型を乗せ

チョコレートが完全に

て、余分なチョコレー

結晶化する前に、型の
トを取り除く。

7

型を冷蔵庫で約 10 分

LE
MOULAGE

16-17°C

間冷やしてから室温

8

2 つの半たまご型を接
合する為に、熱くした

16～17ºCで結晶化さ

プラックの上でテンパ

せる。

リングを壊す。

9

すぐに 2 つの半たまご
型を接着させる。

55-60°C

10

イースターエッグの
成型の出来上がり！

成型

成型作業を始める前に、

イースターエッグの成 型を成功させる
作業ステップをご紹 介いたします。

よりきれいな結晶ができます。

型の温度を18〜20ºCに
整えることで、

成型テクニックのすべてをYoutubeで
ご紹介しています。※フランス語音声に英語字幕の配信です。
https://www.youtube.com/watch?v=MFIK_lNCXPU
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デコレーション

2. LES DÉCORS

SATIN
サテン
ピストレ用ミックスをテンパリングして、あらかじめ土台に接着した型取りした
たまごに、ピストレ用スプレーガンで薄く均一な層ができるようにピストレする。

ピストレ用ミックス
チョコレート 700g
カカオバター 300g

チョコレートとカカオバターを40～45ºCに一緒に溶かしてからテンパリング
作業を行う。
ブラックチョコレートの場合30～32ºC、
ミルクチョコレートの場
合29～31ºC、ホワイトチョコレートの場合28～30ºCに温度調整をする。濾し
てから使用する。18～20ºCの室温環境でピストレ作業を行う。

土台

テンパリングしたクーべルチュールを型に流す。室温17ºCで結晶化させ、型から外す。

LES
CLASSIQUES

クラシック

サテン、ビロード、光 沢など、
クラシカルなイースターデコレーションでアイデアを広げてください。
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VELOURS
ビロード
型取りしたたまごを15 ～ 30 分間冷蔵庫で冷やす。ピストレ用ミックスをテンパ
リングして、あらかじめ土台に接着した型取りしたたまごに、ピストレ用スプレー
ガンで薄く均一な層ができるようにピストレする。

BRILLANT
光沢
ピストレ用ミックスをテンパリングして、ピストレ用スプレーガンで薄く均一な層が
できるように型の内側にピストレする。ピストレ用ミックスの代わりに、着色した
カカオバターを30～32ºCに温度調整をして使用することも可能。
基本の成型作業ステップの通りに結晶化させてからチョコレートを流して成型する。
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EMPREINTE

SCINTILLANT

押し型模様

パール

熱いゼラチンベースをお好みの型に流して、24 時間かけて結晶化させる（写

リキュールタイプの糖度のあるアルコール80gとパール

真例：ヴァローナフェーブ型）。結晶化させたゼラチンベースを型の中に置いて

パウダー25gを混ぜ合わせる。
あらかじめ土台に接着した

から、基本の成型作業ステップの通りにチョコレートを流して成型する。2 つの

型取りしたたまごに、ピストレ用スプレーガンで薄く均一

半たまご型を接合し、土台に接着したら、刷毛でカカオパウダーをつけて古びた

な層ができるようにピストレする。

表面の質感を出す。

ゼラチンベース
水
300g
グラニュー糖 300g
粉ゼラチン
100g

水を弱火で温めて、あらかじめ一緒に合わせておいたグラニュー糖と粉ゼラチ
ンを泡立て器でかき混ぜながら加える。
ミックスが半透明状になったら火から
外し、かき混ぜるのをやめる（ゼラチンを焦がさないように気をつける）。ムー
ス状になった泡を取り除く。

BICOLORE
2色

テンパリングしたチョコレートを絞り袋にセットし、
ランダ
ムなしずくを意識しながら型の輪郭に絞る。チョコレート
が完全に結晶化する前に、型の縁についたチョコレート
を取り除く。基本の成型作業ステップで、異なる色のチョコ
レートを使って成型する。

FEUILLE D’OR
金箔
型の中に金箔を刷毛で置いてから、基本の成型作業ステップでチョコレートを
流して成型する。

AJOURÉ
透かし
サイズの異なる抜き型を軽く温め、
これを使用して、あら
かじめ土台に接着させたたまごに孔を空ける。
「サテン」
又は「ビロード」の製法の通り、薄く均一な層ができるよ
うにピストレする。

SAUPOUDRÉ
スプリンクル
「サテン」の製法と同様にたまごにピストレミックスをピストレする。
これが結晶
化する前に、デコレーションを散りばめる
（粉糖、カカオパウダー、
フードプロセッ
サーで砕いたチョコレートチップなど）。
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デコレーション

2. LES DÉCORS

フルーツ・セック・サブレ・シュクレ／サレ
ナッツ類をローストし、荒く砕く。
グラニ
皮なしアーモンド
（生） 80g
ピーカンナッツ
（生） 80g
ュー糖と水を115ºCまで煮詰めてシロ
ピスタチオ
（生）
30g
ップを作る。
ナッツとフルール・ド・セル
グラニュー糖
130g
を加え、結晶させる。
プラックの上に広
水
50g
げて冷ます。
フルール・ド・セル
8g
モンタージュと仕上げ

TRIO GOURMAND
トリオ・グルマン

トリプル たまご型 使用

（製品コード：18947）

インスピレーション・フレーズ
インスピレーション・パッション
インスピレーション・アマンド
グリュエ・ド・カカオ
ブラック・チョコレート

適量
適量
適量
適量
適量

Œuf Inspiration Fraise

ウフ・インスピレーション・フレーズ

テンパリングした

インスピレーション・フレーズを、7cm のたまご型に流す。型をひっくり返して叩きながらチョコ

レートを落とし、型から溢れたチョコレートを取り除く。2 本のバーに型を乗せ、余分なチョコレートを落とす。チョコレー

トが完全に結晶化する前に、型の縁についたチョコレートを取り除く。必要に応じて再度チョコレートを流し、型取り
をする（型をひっくり返して、叩く回数でチョコレートの厚みを調整する）
。再度型の縁についたチョコレートを取り
除く。型からチョコレートが自然と外れるまで、冷蔵庫で数分、もしくは、17ºC の室温で結晶化させる。たまご型を
設置する土台を作るため、高さ 4mm のカードルに

インスピレーション・フレーズを流し込み、固まり始めたら 3.5cm

の正方形にカットする。これを 2 つのプラックの間に挟み、結晶化させる。2 つのたまご型をよりしっかりと接合する
ために、熱した（58 ～ 60ºC）プラックの上でたまごの縁をそれぞれ溶かしてから接着させる。接合したたまご型の

底部分を熱したプラックの上で溶かし、これを土台に接着させる。コルネに入れたテンパリングチョコレートで、
「フルー

TRIO
GOURMAND

トリオ・グルマン

「インスピレーション・フレーズ／パッション／アマンド」を使った
色 鮮やかなイースター・チョコレートの作り方をご紹介いたします。
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ツ・セック・サブレ・シュクレ／サレ」をたまごの表面に飾る。

Œuf Inspiration Fraise

ウフ・インスピレーション・フレーズ

テンパリングした

インスピレーション・パッションを 7cm のたまご型に流す。
型をひっくり返して叩きながらチョコレー

トを落とし、型から溢れたチョコレートを取り除く。2 本のバーに型を乗せ、余分なチョコレートを落とす。チョコレート
が完全に結晶化する前に、型の縁についたチョコレートを取り除く。テンパリングしたブラック・チョコレートを流し、
再度型取りをする（型をひっくり返して、叩く回数でチョコレートの厚みを調整する）
。再度型の縁についたチョコレート
を取り除く。型からチョコレートが自然と外れるまで冷蔵庫で数分、もしくは 17ºC の室温で結晶化させる。たまご型を
設置する土台を作るため、

インスピレーション・パッションを直径約 3cm に絞り、軽く叩く。17ºC の室温で結晶

化させる。2 つのたまご型をよりしっかりと接合するために、熱した（58 ～ 60ºC）プラックの上でたまごの縁をそれ

ぞれ溶かしてから接着させる。接合したたまご型の底部分を熱したプラックの上で溶かし、これを土台に接着させる。
温めた鉄製の棒で、下層のブラック・チョコレートが現れるよう、軽く表面に穴を開ける。

Œuf Inspiration Fraise

ウフ・インスピレーション・フレーズ

テンパリングした

インスピレーション・アマンドを、7cm のたまご型に流す。「ウフ・インスピレーション・フレー

ズ」と同じ手順で、たまご型を成形する。たまご型を設置する土台を作るため、

インスピレーション・アマンド

約 10g をたまご型の底の部分に流し込み、17ºC の室温で結晶化させる。2 つのたまご型をよりしっかりと接合する
ために、熱した（58 ～ 60ºC）プラックの上でたまごの縁をそれぞれ溶かしてから接着させる。テンパリングした
チョコレートを口金をつけずに絞り袋に入れ、たまごの表面に線を描き、

グリュエ・ド・カカオの中にくぐらせる。

結晶化させる。接合したたまご型の底部分を熱したプラックの上で溶かし、これを土台に接着させる。

11

エッセンシャル

3. LES INDISPENSABLES

LES CHOCOLATS & COUVERTURES

チョコレートとクーベルチュール製品

イースター・チョコレート作りに最適な製品をご紹介いたします。

ブラック・チョコレート
Mariage de Grands Crus
GUANAJA 70 %

Mariage de Grands Crus

CARAÏBE 66 %

グアナラ

カライブ

深い苦味と香りの頂点。
力強くもエレガントな苦さの極み、持続性
のある香り。

バランスのよい味わい。
カリブ諸島のカカオ特有の豊かな風味と、
アーモンドなどのローストナッツを思わせ
る香ばしさ。

Mariage de Grands Crus
EXTRA BITTER 61 %

Signature Professionnelle

エクストラ・ビター

エクアトリアール・ノワール

グラン・クラシック正当派の味わい。
繊細な酸味とほろ苦さに支えられる、力強
いチョコレート風味。

ÉQUATORIALE NOIRE 55 %
なめらかな流動性。
使いやすさとバランスよい風味が特徴。
コーティングに最適。
※カカオバターの追油が多いため、焼き菓子にはおすすめ
できません

ミルク・チョコレート

LES INCONTOURNABLES
DE PÂQUES

イースター･エッセンシャル

イースター・チョコレートをよりおいしく魅力的に作るために、
成型とガルニチュール作りに最適なチョコレートをご紹介します。
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Mariage de Grands Crus

Mariage de Grands Crus

GUANAJA LACTÉE 41%

JIVARA LACTÉE 40 %

グアナラ・ラクテ

ジヴァラ・ラクテ

力強いカカオ風味。
カカオのはっきりした香り。甘みを抑えた
ミルク・チョコレート。

カカオの風味とバニラの香り。
まろやかさとカカオらしさを合わせもち、
バニラの香り高いミルク・チョコレート。

Création Gourmande

Signature Professionnelle

CARAMÉLIA 36 %

ÉQUATORIALE LACTÉE 35 %

キャラメリア

エクアトリアール・ラクテ

なめらかで厚みのあるキャラメルとカカオの風味。
牛乳をキャラメリゼした、甘さ控えめのミル
ク・チョコレート。
クリーミーなキャラメル感
とカカオらしさを兼ね備えた高貴な味わい。

なめらかな流動性。
まろやかで明るい味わいと色合いのミル
ク・チョコレート。コーティングに最適。

ブロンド・チョコレート
Chocolat Blond

Chocolat Blond

DULCEY 35 %

ORELYS 35 %

ドゥルセ

オレリス

輝くブロンド色とビスケットの風味。
はっきりとしたビスケットの風味とほのかな
甘味に続く、芳ばしく豊かなショートブレッ
トの風味。最後にわずかな塩味を感じる。

自然なブロンド色と黒糖による豊かな風味。
黒糖による自然なブロンド色。甘草を思わ
せるアロマとクリーミーな風味、黒糖の豊か
な味わいが特徴。
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LES ŒUFS

イースター・チョコレート ※期間限定販売品。

イースターエッグ

ホワイト・チョコレート

各2kg／箱

むらさき

Création Gourmande

アーモンド&ヘーゼルナ
ッツのプラリネと、キャラ
メルシュガーのカリカリ
とした食感が特徴のミル
ク・チョコレート。

OPALYS 34 %
オパリス
創造力をかき立て自由な表現を可能にする
“白い素材”。
ミルクと砂糖を絶妙なバランスで配合し
た、ホワイト・チョコレート。マットな白さと、
カバー力を備え、他の素材を引き立てるご
く控えめな甘さが特徴。

きいろ

あお

みどり

ヘーゼ ルナッツの 粒 の
食感と、
ナッティーさを楽
しめる甘く懐かしいミル
ク・チョコレート。

とろりとなめらかなキャ
ラメル・ガナッシュを包み
込んだ甘くクリーミーな
ミルク・チョコレート。

ピンク

オレンジ

ミル キ ー な キャラメル
の香りが特徴の「タナリ
ヴァ」
（カカオ分33％）を
使用したミルク・チョコ
レート。

アーモンド& ヘーゼルナ
ッツのプラリネと、シリア
ル のスフレを包 み 込ん
だ、甘くやさしいミルク・
チョコレート。

あか

7色アソート

厚 み のあるキャラメル
とカカオの風味が特徴
｢キャラメリア」
（カカオ分
36%）を使用したミルク・
チョコレート。

フルーツ・クーベルチュール
「インスピレーション」は、自然の味と色によって作られた、まるで「フルーツ」なチョコレートです。

Inspiration

Inspiration

INSPIRATION YUZU

INSPIRATION FRAMBOISE

インスピレーション・ユズ

インスピレーション・
フランボワーズ

高知県産ゆずの弾ける甘酸っ
ぱさを際立たせるほのかな苦
味。淡い黄色。

イースターエッグが7色全て入ったアソート。

力 強くもエレ ガ ントな
苦さの 極 み ｢グアナラ｣
（ カ カ オ 分 7 0 % ）を 使
用した大人のブラック・
チョコレート。

ジャムのようなノートが酸味に
変化する、繊細で上質な味わ
い。深いピンク色。

Inspiration

Inspiration

INSPIRATION FRAISE

INSPIRATION PASSION

インスピレーション・
フレーズ

インスピレーション・
パッション

力強い刺激が感じられるストロ
ベリーの味わいと、鮮やかなピ
ンク色。

パッションフルーツの刺激的
でエキゾチックな風味と自然
な黄色。

カラフルエッグ 2kg／箱
6色アソート

ヘーゼルナッツ、アーモンド、キャラメリゼした砂糖を砕き、
飴で包んでからホワイト・チョコレートでコーティング。

Inspiration
INSPIRATION AMANDE
インスピレーション・
アマンド
素朴なベージュ色。フレッシュ
なアーモンドの風味とリッチな
味わい。

LES MOULES

イースター・モチーフ型

おりがみ たまご
タブレット型

6.8×12.3×1.5 cm

14

※型の販売はしておりません。

ビブラート たまご型

トリプル たまご型

にわとり型

14 cm

各7 cm

14 cm
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アントルメのデコレーション

4. LES DÉCORS D’ENTREMETS

ŒUF AU PLAT
ウフ・オ・プラ
グラッサージュ・オパリスをつくる（「エッセンシャル」参照）。チョコレート用色
素（黄）で

イボワール35%を着色し、テンパリングしてから小さな半球型に

成型し、結晶化させる。30～35ºCに温度を調整したグラッサージュ・オパリス
をアントルメの上に絞り、卵白の輪郭を描く。成型した黄色の半球を中央に乗
せて、目玉焼きの形をつくる。

INCLUSIONS
アンクルシオン
フルーツジュレを半たまご型に成型して冷凍する。冷凍した半たまご型のフルーツ

LES DÉCORS
D’ENTREMETS

アントルメのデコレーション
モダンで独 創的なデコレーションが
アントルメの美しさをより昇 華させます。
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ジュレをアントルメのセルクルの底に置いて、アントルメを逆さ仕込みでモンター
ジュする。

アプソリュ・クリスタルのピストレ・ミックスをピストレ用スプレー

ガンでアントルメにピストレする。あらかじめ冷凍庫で冷やしたセルクル（アント
ルメと同じサイズのセルクルを使用する）の上にテンパリングしたチョコレートを
往復させて絞り、細い線を作る。結晶化させてから、アントルメのサイドに飾る。

NID
ニド
アントルメの縁部分にデポジッターでグラッサージュをかける。

アプソリュ・

クリスタルのピストレ・ミックスをピストレ用スプレーガンでアントルメ全体に
薄くピストレする。
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