Ribbon Christmas 2014

パ イを使ったクリスマス

PT-1

PL-06

パイタルト大

パイシート PL120φ

フルーツパイ

ボルシチのポットパイ

生地の中にもフルーツが入った、
カットしてもかわいいフルーツタルト。
季節の果物をふんだんに盛りつけた、彩り鮮やかなメニュー。

スネ肉をじっくり煮込んだトロッと美味しい、
ロシアの代表料理。
ボリュームしっかり、冬のホクホクメニュー。

【材料 】

パイタルト大（PT-1）
フルーツ ..................................................... 適量
スポンジまたはカステラ........................... 適量
生クリーム、
カスタードクリーム.............. 適量
ココア、
アラザン、
ミント、
セルフィーユ、
粉糖、
キャラメルソースなど ..................... 適量

【作り方】

① 8分立てにした生クリーム・カスタードクリームを1：１の割合で混ぜる。
②フルーツはトッピング用にスライスし、
中に入れる分は細かく刻む。

③ PT-1にスポンジと刻んだフルーツを入れ、上からクリームを流し入れる。

【ベリーのタルト】

ココアをふり、
お好みのベリーをのせ、粉糖をふり、
セルフィーユを添える。

【バナナのタルト】

ココアをふり、
バナナをのせ、
キャラメルソースをかける。

【材料：2人分】

ビーツ
（水煮）.................. 1/2缶
パイシート PL120φ-06 ... 2枚
サラダ油.......................... 大さじ1/4
塗り卵................................. 適量
赤ワイン .......................... 大さじ1
牛かたまり肉 ..................... 150g
塩 .................................... 小さじ1/8 ビーツの煮汁 .................. 200ml
（足りない分は水を追加）
黒胡椒............................ 少々
人参 .................................... 60g
サワークリーム、
ディル .. 適量
玉葱 .................................... 30g
【a】
セロリ ................................. 30g
塩 ..................................... 小さじ1/8
キャベツ ............................. 45g
ブイヨン........................... 1個
にんにく.............................. 1片
ローリエ .......................... 1枚
トマトピューレ ................ 大さじ1
【作り方】

① 牛肉は4〜8等分にして塩・黒胡椒をすりこむ。
② 人参・玉葱・セロリ・キャベツ・にんにくを切る。

【キウイのタルト】

③ 鍋にサラダ油を温め、牛肉・ビーツ以外の野菜を全て加え、赤ワインを入
れアルコールを飛ばし、
ビーツの煮汁を加え、強火にする。

【マンゴーのタルト】

④ 沸騰したら弱火にし、20分煮込む。[a]を加え、蓋をし、野菜が柔らかくな
るまで30〜40分煮込む。
ビーツを加え、塩で味を整え、冷ます。

キウイとアラザンを共に盛りつける。

マンゴーとセルフィーユを盛りつける。

【メロンのタルト】

三角にカットしたメロンとミントを盛りつける。

【ブドウのタルト】

⑤ 耐熱容器に④を盛り、淵に塗り卵をぬり、
フォークでピケしたパイシートを
かぶせる。
パイシートの上にも塗り卵をぬり、200℃に予熱したオーブン
で15分程焼く。小皿にサワークリーム・ディルを添える。

皮をむき、水気を取ったブドウを盛りつける。
ひと口メモ

ひと口メモ

タルトにチーズ生地を流し込み、好きな果物を盛りつけると、
より簡単に仕上がります。
フルーツの代わりにナッツを盛りつ
ける等、多様なアレンジも可能です。

ボルシチの代わりに、
好きな具材を加えたレトルトシチュー等を
使うと、
手軽にポットパイを作ることが可能です。
また、
パイを浮
かしたい場合は、
ピケを入れずに焼き上げると簡単に出来ます。

CT-3

PL-12

クッキータルト小

アメリカンブリゼ

オードブルいろいろ

ハーブチキンのパイ包み焼き

デザートのような見た目が楽しい、
カラフルな前菜。
クッキータルトを使用し、
甘味と塩気が絶妙なオードブルタルト。

ローズマリーの風味が食欲をそそる、
チキンのクリスマスパイディッシュ。
ジューシーなお肉とバリッとした食感のパイが嬉しい、豪華メニュー。

【材料 】

クッキータルト小（CT-3）
【作り方】きのこのトマトクリーム煮

①オリーブオイルで炒め、塩胡椒をしたきのこにトマト缶を加え煮詰める。

②ヨーグルトを加えよく混ぜ、塩胡椒で味を整える。CT-3に盛り、
プチトマト
をのせる。

【作り方】カリフラワーとポテトのピューレ

① 鍋にカリフラワー・じゃがいも・水を入れ、柔らかくなるまで茹で、潰す。

② 豆乳を加え、好みの固さに伸ばし、粉チーズ・塩胡椒で味を整える。

③ CT-3に盛り、
ピンクペッパー・ローズマリーを飾る。
【作り方】クリームチーズとスモークサーモンのペッパー風味

①クリームチーズはクリーム状にし、
刻んだピクルスを加え、
塩胡椒で味を整える。
②アスパラガスは茹で、
スライスする。

③ CT-3に①を盛り、
スモークサーモンをのせる。黒胡椒をふり、②を添える。
【作り方】マスタードエッグ

① 固ゆで卵を作り、
黄身の一部はざるでこし細かくし、
トッピングにとっておく。

②ボウルに残りの卵を入れ潰し、
マヨネーズ・粒マスタードで和え、
塩で味を整える。
③ CT-3に盛り、黄身を散らしイタリアンパセリを添える。
【作り方】海老とアボカドのオーロラソース

① むきえびをさっと茹で、食べやすい大きさに切る。
アボカドも同じくらいの
大きさに切り、
レモン果汁をまぶす。

②ボウルにマヨネーズ・ケチャップを入れて混ぜ、
えび・アボカドを入れ、
和える。

【材料：2人分】

パイシート PL アメリカンブリゼ ....1/2枚
塗り卵...........................................適量
鶏もも肉
（皮付き）.......................250g
ローズマリー................................1本
にんにく........................................1片
玉葱 ..............................................40g

マッシュルーム .............2個
プチトマト......................4個
塩、胡椒、
白ワイン........適量
オリーブオイル .............小さじ1
トマトソース...................適量

【作り方】

① 鶏肉は余分な脂を除き、2等分にする。
②にんにく・玉葱・マッシュルームは薄切りにし、
プチトマト・ローズマリーは2
等分にする。
③フライパンにオリーブオイル・にんにく・ローズマリーを入れ弱火にし、香り
がしてきたら塩胡椒した鶏肉を中火でカリッとするまで焼く。

④ 鶏肉を裏返し、玉葱とマッシュルームも炒める。
白ワインを加え蒸し焼きに
し、野菜は塩胡椒で味を整え鶏肉と共に冷ます。
⑤アメリカンブリゼを2等分し、16x16cm程度に伸ばし周囲1cmくらい内
側に切り込みを入れる。
⑥ 中央に野菜を敷き、鶏肉を皮目が上になるように置く。切り込みを入れた
パイを反対側にクロスさせ重ね、表面に塗り卵をぬる。
⑦プチトマトを並べ210℃に余熱したオーブンで15〜20分焼く。星形に抜
いて焼いたパイ・ローズマリー・トマトソース・野菜と共に盛りつける。

③ CT-3に盛り、刻んだパセリを散らし、
２等分にしたプチトマトを添える。
ひと口メモ

ひと口メモ

色々な大きさのタルトがあると、
さらにパーティーが華やぎ
ます。同じ具材でもパイタルトを使用することで、軽い食感の
オードブルを作ることが可能です。

具材をパイですっぽり包んだり、チキンの代わりに具材を
サーモンや牛肉にすると、
グッと雰囲気が変わります。
また、
ソースをホワイトに変えることで、
まろやかにも仕上げられます。

商品詳細一覧

※寸法、容量、重量につきましては製品によって多少の誤差がございますので、参考値とさせて頂きます。

＜レシピ使用商品＞

＜焼成パイの寸法表記＞

［タルトタイプ］

1 「フルーツパイ」で使用 ※①で代用可能
2 「ボルシチのポットパイ」で使用 ※②で代用可能
3 「オードブルいろいろ」で使用 ※③で代用可能
4 「ハーブチキンのパイ包み焼き」で使用 ※④で代用可能

［ミルフィーユタイプ］
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◆焼成パイ
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［取扱い上のご注意］開封後はなるべくお早めにご使用ください。

◆シェフのパイ・ラボ

※焼成型は容量を記載し、
それ以外は重量を記載しています。
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②
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②

〔取り扱い上の注意〕 冷凍パイ生地 ●シート状は常温
（25℃）で 5 〜 10 分程度解凍してください。ロール状は解凍しにくいため冷蔵（5℃以下）
で一晩解凍することをお勧めします。●解凍開封後は冷蔵（5℃以下）で保存し、当日中にご使用くだ
さい。パイシートファストベイク -10 については、解凍開封後は冷蔵（5℃以下）で保存し、5 日以内にご使用ください。●一度解凍したものを再冷凍しますと品質が劣化する恐れがありますので必要量のみ解凍してください。●パイ生地の表面に
黒い小さな点が出ることがありますが、これは原料由来の成分によるもので品質に問題はありません。 焼成パイ ●開封後はなるべくお早めにご使用ください。
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