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◆略歴◆
１９６０年１月生まれる
１９７６年-１９７８年 職業教育終了証（BEP）、職業適性証書（ＣＡＰ、cuisine）取得
１９７８年
ジャキイ･マルカン氏(ディシプル･ポール・ボキューズ協会会長)の
レストラン・レ・エシェット-コミ
１９７９年
ダニエル･レロン氏（M.O.F）のレストランダニエル・エ・ダニス(リヨン)シェフ・ド・パルティ（１つ星)
１９８０年
レストランル・サングリア-シェフ・ド・パルティ
１９８０年-１９８１年 レストランポール・ボキューズ-シェフ・ド・パルティ（３つ星）
１９８２年-１９８３年 レストラン・モルヴァンでスー・シェフ（１つ星）
１９８４年
レストランル・デュック・アンギャン（パリ）-スー・シェフ（２つ星）
１９８５年
グランホテル・ラヴィ（ボージェンシー）-シェフ（１つ星）
１９８６年
シャトー・ド・オーブリエール-シェフ、コンクールド・ラ・フォワール
（１位、トゥ―ル）
１９８７年
レストラン・マキシムをポワティエに開店する
１９８８年
ミシュラン･ガイド１つ星を得る
１９９０年
ジュンヌ･レストラトゥール・ド・フランス会員となる
１９９６年
ポワトゥー・シャラント地域圏のジュンヌ･シェフ・ド・ランネに選ばれる
１９９７年
Association des Maitres Cuisiniers de France
（フランス料理最高技術者協会）会員となる
２０００年
ポワトゥー・シャラント地域圏のシェフ・ド・ランネに選ばれる
２００３年
フランス国家功労勲章をジャック・シラク大統領より授与される
２００４年
ヌーヴォー･シェフ・ド・ランネに選ばれる
２００８年-現在
マキシム・コンサルティングを設立し、その豊富な経験と卓越した調理技術でプロ
を対象とした技術指導やホテル・レストラン企業のアドバイザーとして世界に活躍
し高く評価されている。

◇クリスチャン・ルージェ氏

メッサージュ◇

料理は芸術です。
あらゆる芸術には忍耐がともないます。
それは人と人そして異なる文化との
分かち合いの芸術なのですから。
クリスチャン・ルージェ
Christian ROUGIER
2015年12月
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6.Noisettes de chevreuil au chocolat amer
ノワゼット・ド・シュヴルイユ・オ・ショコラ・アメール

600g……………フィレ・ド・シュヴルイユ（デゾゼ）
1本………………キャロット
1個………………タマネギ
1スープスプーン……グロゼイユのジュレ
1スープスプーン……ムータルド
1カフェスプーン……コショウ（粗びき）
30g………………赤ワインヴィネガー
½ ℓ………………赤ワイン
１束………………ローズマリー
20ｇ………………フォン・ド・ジビエ・リエ
50g………………ショコラ アカリグア70％
適量……………塩、コショウ
50g………………ピーナッツ・オイル
50g………………バター

pour 4 personnes
600g………filet de chevreuil désossé
1……………carotte
1……………oignon
1càs………gelée de groseille
1càs……… moutarde
1càc………poivre concassé
30g…………vinaigre de vin rouge
1/2ℓ ………vin rouge corsé, type Syra
1branche……romarin
20g…………fond de gibier lié
50g…………chocolat ACARIGUA 70%
QS…………sel, poivre
50g…………huile d’arachide
50g…………beurre
４人分
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無断転載を禁じます。

①タマネギをミルポワにし、少なめのオイルで炒めてから、ミルポワにしたキャロットを加える。
②フィレ・ド・シュヴルイユは２㎝位の厚さに切り、塩、コショウし、表面をピーナッツ・オイル
とバターで焼き、ペーパーの上に取り常温に置いておく。
③①の野菜に火が入ったら、ムータルドを加え、クロゼイユのジュレを加える。
④③に赤ワインヴィネガー、赤ワインをいれて沸騰させ、フランベし、ローズマリーを加えて煮詰める。
⑤フォン・ド・ジビエ・リエを３回くらいに分けて④に加え、入れては煮詰めることを繰り返し、
煮詰まったらシノワで漉し、味を確かめ、ショコラを加え、泡立て器で混ぜる。
⑥焼いたシュヴルイユは適宜温めて皿に盛り、ソースを周りにかける。肉の焼き色を見せるように
肉にはかけない。アルファルファをあしらう。
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9.Charlotte de tomate confite au chèvre frais, sauce Jean Yann
シャルロット・ド・トマト・コンフィ・オ・シェーブル・フレ、ソース・ジャン・ヤン

160g…………シェーヴル（ブーシュ型）
20g…………コンサントレ・トマト
50ｇ………… ワインヴィネガー
150g…………オリーヴ・オイル
（+ 50g 追加分）
適量…………エルブ・ド・プロヴァンス
適量…………エストラゴン
適量…………シブレット

4 + 2 …………belles tomates
160g…………bûche de chèvre frais
20g…………concentré de tomate
50g………… vinaigre de vin
150g…………huile d’olive
( + 50g supplémentaire)
QS…………herbes de provenc
QS…………estragon
QS…………ciboulette

4+ 2個 ………トマト
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①トマト４個は２つに切り、断面に塩、コショウ、オリーブオイル、エルブ・ド・プロヴァンスを
振りかけて、１７５℃のオーブンで３０～３５分焼く。（酸味を和らげるために砂糖少々を振っ
ても良い）３５分焼いたら、１３０℃に下げてさらに焼く。
②その後サラマンダーに移して水分を飛ばす。
③トマト２個をカットし、トマト・ペースト、赤ワインヴィネガー、コショウ、塩を入れてバー
ミックスにかける。
④③の分量の３０％くらいのオリーブオイルを加えて混ぜ、エストラゴン、シブレットのアッシェ
を加える。
⑤シェーブルチーズは厚めに切る。
シェーブルの切った面にオリーブオイルをぬり、粗挽きコショウ、フルール・ド・セルをふる。
⑥②のトマトが冷めたら、セルクルの中にトマトを置き、上にシェーブルをのせ、更に上にもう一
つトマトをのせる。
⑦④のソースを敷き、⑥を置き、シブレット等のグリーンをあしらう。
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