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070

co n t e n t s

第 2 特集
070

夏の酒とつまみ

0 18

泡割り上手、つまみ上手になる方法

「造り」を知ってちょっぴり酒通になろう
step2 酒から発想する泡割り上手になろう
step3 泡割りから発想するつまみ上手になろう

巻頭特集

072 step1

スイーツ大特集
今、注目の2つのトレンド

70 sパティシエ×クラシック菓子

080 ［×泡×α］
でつくる

ノンアルコールカクテル
081
顧問

ミクソロジストは ビターズ で味を決める！

014 「オーボンヴュータン」
河田勝彦シェフによる

金井 満

クラシック菓子講座

Mitsuru Kanai

発行人

坂西理絵
Rie Sakanishi

編集顧問 齋藤 壽
Hisashi Saito

編集長

君島佐和子
Sawako Kimijima

085

メキシコ現地取材

018

ノパル&トゥナの旅

副編集長 伊東由美子
Yumiko Ito

「ラブリコチエ」
「ラ スプランドゥール」
「オー・プティ・グルマン」
「パティスリー・アカシエ」
「パティスリー・ミラベル」
「パティスリー ラヴィルリエ」
「マテリエル」
「パーク ハイアット 東京」
「パティスリーブリーズ」
「和光チョコレートサロン」
「パスティッチェリア イソオ」
「アビニヨン」
「マ・プリエール」
「アグネスホテル東京 ル・コワンヴェール」
「パティスリー・ル・リス」
「ケ・モンテベロ」
「アルカション」
「ドゥーパティスリーカフェ」
「パティスリー プレジール」
「パティスリー ルシェルシェ」
「ラトリエ・
ドゥ・マッサ」
「ミッシェルバッハ」
「パティスリーS」
「SAKURA」
「パティスリー雪乃下」
「カカオエット パリ」
「ラ ブティックドゥ ジョエル・ロブション」
「パティスリー ヴォワザン」

曽根清子
Kiyoko Sone

編集
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文
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林 律子
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浅井裕喜
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Yuki Asai

デザイン
片岡修一
（PULL/PUSH）
Syuichi Kataoka

近藤正哉
（キングコン・デザイン）

085

091

Eri Morosawa

遠藤百合子
Yuriko Endo

中嶋香織

005 TABLE WARE

Kaori Nakajima

庄司 誠
（EBITAI DESIGN）

007 KITCHEN WARE
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関口佳香里
（PULL/PUSH）
Kagari Sekiguchi

発行
株式会社 料理通信社
〒160-0022
東京都新宿区新宿 1-28-3
川辺第二ビル7F
TEL 03-5919-0445
FAX 03-5919-0448
発売
株式会社 角川春樹事務所
〒102-0074
東京都千代田区九段南
2-1-30
TEL 03-3263-5881
FAX 03-3263-6087
印刷・製本
凸版印刷株式会社
Ⓒ 料理通信社 2011
禁無断転載・複写
Printed in Japan

003｜料理通信 SEPTEMBER 2011

009 FOOD
011 World Topics
──Sydney,Firenze, Hong Kong,Bruxelle,
New York, Paris,Barcelona

089 安くて旨くて、何が悪い！%1
──京都「レジョン」

091 これだけは知っておきたい
「イタリア土着ブドウ品種24」!1
──ガリオッポ・赤
（カラーブリア州）

092 新米オーナーズ・ストーリー %8
──シェリーズ バーガー カフェ

60年代生まれにとってのクラシック
エーグルドゥース 寺井則彦 × パリセヴェイユ 金子美明

028

連載
001 表紙の店

096 絶対作れる! 挑戦レシピ $8

033

70 sのお手本

先輩・師匠たちのクラシック
ピエール・エルメ
「ピエール・エルメ・パリ」
ジャン＝ポール・エヴァン
「ジャン＝ポール・エヴァン」
杉野英実「イデミスギノ」 木村成克「ラ・ヴィエイユ・フランス」

──「タテルヨシノ」大葉のヴィシソワーズ

100 食のプロを刺激する店 ^4
──「アルフレード・ポジターノ」

102 世界に伝えたい日本の老舗 @8

042

──「笹乃雪」

クラシックを愛する素朴系女子パティシエ
「A.Kラボ」
「メゾン ロミ・ユニ」
「やきがしやシュシュクル」
「シトロン・シュクレ」

104 Information

046

106 new open

サロン・デュ・ショコラ・プロ 主催者インタビュー

107 バックナンバー

047 from PARIS クラシック菓子は、
実はパン屋にある！

108 スペシャルプレゼント＆定期購読

051

109 料理通信ONLINEのご案内

056 from PARIS & TOKYO

110 月と星から学ぶ食の占星学

062

フィナンシェ&マドレーヌ大図鑑
進化するクラシック2大トレンド

パリ・ブレスト&サヴァラン、ババ

112 次号予告・編集後記
062

094 食の世界の美しき仕事人たち %8

80's from Paris

パリで台頭する若手パティシエたち

──岩城ゆかり
（ワインブロードキャスター）

064
※「クリエイション魂」「クリエイター・インタビュー」「何でもテイスティング講座」は休載します。

042

対談「クラシックとは 裏付け であり、 引き出し です」

10 0

Masaya Kondo

両澤絵里
（キングコン・デザイン）

'70年代生まれパティシエ
28人登場！

ルレ・デセール講習会報告
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