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現代フランス料理技術特別講習会

美食家キュルノンスキーがフランス料理の宝庫、美食の国と称賛したブルター
ニュ地方。その料理の継承者として高く評価されている、ステファン・ココズカ
氏による、ブルターニュ料理と氏のスペシアリテ３６種の紹介
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講師

ステファン・ココズカ氏
(M.Stéphane KOKOSZKA)

Association des Maîtres Cuisiniers de France
（フランス料理最高技術者協会 会員）
プロスペール・モンタニエ協会会員
コンクール・デ・メイユール・アプランティ・ド・フランス
審査委員会委員

◆略歴◆

１９６０年に生まれる。
１９７７年
キュジーヌ・クラシックの職業適正証、職業教育免状を取得。
１９７７年〜７８年
＜ホテル・チボリ＞（シャトーヌフ・シュル・シェ−エル）で
キュジニエ。
１９７８年
兵役。仕官用のレストランでシェフ。
１９７９年〜８０年
＜ホテル・チボリ＞でシェフ・ド・パルティ。
１９８０年〜８１年
＜ホテル・クリヨン＞（パリ）でシェフ・ド・パルティ。
１９８１年〜８５年
＜ホテル・デュ・リヴァージュ＞（ジアン）でシェフ・ド・パル
ティ、後にスー・シェフ。
１９８５年１１月〜
２５歳で＜ホテル・ド・ラ・マルヌ＞をブルターニュ地方北部のパン
ポールにオープンし、オーナー・シェフとなる。その後もルドワイヤ
ン（パリ）、ロジェー・ヴェルジェ（ムージャン）、ホテル・マルチ
ネス（カンヌ）他でその技術の研鑚を重ねる。
今やブルターニュ料理の特性を現代に生かす継承者として活躍し、フ
ランスはもとより国際的にも高く評価され現在に至る。

＜その他＞
・コンクール・キュイジーヌ・アルティステック（プラ・ショー部門）受賞（2000 年）
・Association des Maîtres Cuisiniers de France 監査委員他
◇メッサージュ◇
料理とは、それを作る料理人を映し出すものと私は考えています。しかしながら、控
えめでそれを食べる人に理解されうるものでなければなりません。さまざまな風味を
合わせすぎると、人々を惑わせ混乱させてしまいます。私は３種類くらいで充分であ
ると考えます。私達のすべての顧客が他と比べてより味覚が特別に発達しているわけ
ではないのです。
彼らがレストランに望むことは、気分良くすごせるか、心地よいひとときを過ごせる
か、そして我々が喜びとともに細心の配慮を込めて作る料理から思
いがけない発見を得て美味しく味わえるか、ということなのです。
シェフは自分の料理、創造性を通して顧客に食の喜びを見出させます。シェフの仕事
はその日の感情や気分によって違い、一皿として今日と明日とで全く同じものはあり
ません。それがまさに料理の魅力であり我々の仕事の素晴らしさなのです。
私は他人に捧げ、喜びを与え、幸せそうな人を見ることが好きです。そしてそれが私
の仕事の反映し、私を前に押し進めてゆく原点でもあります。
２００７年１月
Stéphane KOKOSZKA
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郷土色溢れるブルターニュ料理と
顧客に愛されている個性あるスペシアリテ。
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1.Nage de langoustines à l’ananas, jus au pain d’epice et sorbet au camembert (E)
ナージュ・ド・ラグスティーヌ・ア・ララナス ジュ・ド・パン・デピス
ソルベ・カマンベール

2.Soupe crémeuse d’huîtres et saint jacques au safran (S)
スープ・クレムーズ・ユイットル・エ・サンジャック・オ・サフラン

3.Tournedos de homard et craquant de tête de veau, jus de crustacés (P)
トゥルヌド・ド・オマール・エ・クラカンド・テット・ド・ヴォー
ジュ・ド・クリュスタッセ

4.Filet de sole en deux manières, cannellonis de celeries au crabe et galette de pommes de terre (P)
フィレ・ド・ソールエン・ドゥー・マニエール カネロニ・オ・クラブ・
エ・ガレット・ド・ポム・ド・テール・オ・ラングスティーヌ

5.Croustillant de pigeonneau aux langoustines et petits légumes (V)
クルスティアン・ド・ピジョノー・オ・ラングステーヌ・ エ・プティ・レギューム

6.Petit far Breton cuit à la minute, sa glace au pain grillé (D)
プティ・ファール・ブルトン・キュイ・ア・ラ・ミニュット グラス・オ・パン・グリエ

7.Virtuel de foie gras en crème de pommes de terre (E)
ヴィルテュエル・ド・フォワ・グラ

クレーム・ド・ポム・ド・テール

8.Fondant de choux fleur aux miettes de crabe fin, coulis de tomates (E)
フォンダン・ド・シュー・フルール ミエット・ド・クラブ
クーリ・ド・トマト

9.Filet de rouget en croûte d’herbes et macaronis (P)
フィレ・ド・ルージェ・アン・クルート・デルブ・エ・マカロニ

10.Millefeuille de barbue aux vermicelles de légumes, jus de langoustines à l’orange (P)
ミルフイユ・ド・バルビュ ヴェミセル・ド・レギューム
ジュ・ド・ラングスティーヌ・ア・ロランジュ

11.Filet de canettes aux pommes et cidre, choucroute de navets (V)
フィレ・ド・カネット・オ・ポム・エ・シードル シュークルート・ド・ナヴェ

12.Triologie de chocolats en harmonie de légumes (D)
トリオロジー・ド・ショコラ・アン・アルモニー・ド・レギューム

HH･II
(E)…アントレ、(S)…スープ、(P)…魚介料理
(V)…肉料理、 (D)…デセール

11. FILET DE CANANETTE AUX POMMES ET CIDRE
CHOUCROUTE DE NAVETS(V)
フィレ・ド・カネット・オ・ポム・エ・シードル
シュークルート・ド・ナヴェ

4人分
4……………フィレ・ド・カネット
2…………… リンゴ
300cc……… シードル
1…………… ナヴェ･ロン（大根）
フォン・ド・ヴォー
フォン・ド・ヴォライユ
生クリーム
バター
白ワイン
セルフイユ
シュークルート・ド・ナヴェ

4 personnes
4 … … … …filets de canettes
2………… pommes
300cc …… cidre
1………… navets longs
fond de veau
fond de volaille
crème liquide
beurre
vin blanc
cerfeuil
choucroute de navets

SPECIMEN
実際のCDにはプロセスの概略が付いています。
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