
◯材料（直径18ｃｍ丸型１台分）
無塩バター　65ｇ
砂糖　40ｇ
塩ひとつまみ　0.5ｇ
小麦粉 （薄力粉または中力粉）　90g

◯作り方
［１］バターはやわらかめのポマード状にする。薄く切って600Wの電子レンジで20～30秒加熱する。
完全な溶かしバターにならないように注意。

［２］１に砂糖、塩ひとつまみをを加えて混ぜる。

［３］ふるった小麦粉を加え、ゴムベラで混ぜて生地をまとめる。

［４］オーブンプレート、ベーキングシートかシルパッド、18ｃｍの型を用意し、3の生地を広げる。　

［５］170℃に予熱したオーブンで25分焼く。

［６］オーブンから取り出してさます。

魔法のクイックタルト生地

注意
・このレシピで使用された小麦粉はすべて中力～準強力粉約８～１１％のタンパク質を含む小麦粉を使用しています。
（フランスの小麦粉はタンパク質の量で分類されているわけではありません。）小麦粉を使う場合は薄力粉でも中力粉でも、
薄力粉と強力粉を混ぜたものでも、どれでも使用可能です。

・生地に使用しているのは粒の細かいグラニュー糖です。上白糖でも代用できます。
生地に結晶の大きい砂糖（結晶の粒が大きいグラニュー糖など）を使用した場合は、焼き上がり後に砂糖の粒の食感が残ったり、
生地の結着に影響が出る可能性があるので使わないでください。

・生地の無塩バターは有塩バターでもかまいません。その場合材料の塩は削除してもいいですし、入れても問題ないです。
塩が強めの生地もおいしいです。

ラップを巻きつけたスプーンで広げると、生地が張りつかず、作業が楽です。POINT
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クレーム・パティシエール（カスタードクリーム）　
◯材料 18ｃｍタルト用（でき上がり量約400g）

粉ゼラチン　3ｇ
水　15ｇ
牛乳　250ｇ
砂糖　55ｇ
卵黄　3個

コーンスターチ　12ｇ
小麦粉　12ｇ
無塩バター　25ｇ
バニラエキストラクト　小さじ2（またはバニラエッセンス　数滴）

◯作り方
［1］粉ゼラチンに水を加えてふやかしておく。

［２］牛乳を鍋に入れ、鍋底全体に沈殿させるように半量の砂糖を入れる。牛乳は混ぜず砂糖は溶かさないこと

      （砂糖が鍋底に沈殿していると牛乳のタンパク質が鍋底に張りつきません）。

［３］ボウルに残りの砂糖と卵黄を入れ、ホイッパーで少し白くなるくらいまでよく混ぜる。

［４］ふるっておいた粉類を加えて混ぜる。

［５］２の牛乳を80℃くらいまで温める。

［６］５を４に加えて混ぜる。

［７］６をこしながら鍋に戻し入れる。

［８］中火から弱中火ほどの火加減を維持して、ホイッパーで素早く撹拌しながら加熱する。

［９］火が入ってかたまってきたら、そのまま30秒～1分間混ぜながら加熱する。

［10］徐々にやわらかくなり、つやのある滑らかでとろとろしたクリームになると火が通ってきた証拠。

         ここまできたら火を止める。

［11］さらに撹拌しながら冷たいバターを加える。

［12］ふやかしたゼラチンを加える。

［13］バニラエキストラクトを加えて混ぜる。

［14］バットなどにラップを敷き、12のカスタードクリームを流し入れる。

［15］上からもピッタリとラップをする。

［16］保冷剤や袋に入れた氷などを上にのせて冷やし、そのまま冷蔵庫に15～20分入れる。

［17］冷えたら小さめのボウルに移し、電動ホイッパーでよく撹拌して滑らかにする。

ここがカスタードの味を左右するとても重要なポイント！よく加熱しないと粉っぽいカスタードになります。POINT

バターを加えることで風味を与え、クリーム状にする時にダマが残りにくくなります。POINT

ゼラチンはクリームがダレてやわらかくなるのを防ぎます。POINT

クリームがよく冷えているとかたいですが、よく混ぜると滑らかになってきます。この作業は力が要ります。

電動ホイッパーを使いましょう。

POINT

でき上がりのクリームの温度が上がって緩いと感じたら、冷蔵庫で冷やしてダレないかたさまで調節してください。POINT
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◯Ingredients (for one 18cm round mold)
65g unsalted butter
40g sugar
A pinch of salt 0.5g
90g flour (cake flour, all purpose flour)

◯ How to make
［１］Cut the butter into thin slices. Heat in a microwave oven at 600W for 20 -30 seconds to 
        soften the butter. Be careful not to let it become completely melted butter.

［２］Add sugar and a pinch of salt and mix.

［３］Add the flour and mix with a spatula.

［４］Prepare an oven plate, a baking sheet or a silpat, Spread out the dough an 18cm mold.　

［５］Bake in a preheated oven at 170℃ for 25 minutes.

［６］Remove from oven and let cool.

Magic Quick Tart Dough

Notes.
The flour used in this recipe is French Type 45 flour. (In France, flour is not classified by protein content). 
You can use cake flour or all-purpose flour.

For the dough, I use fine granulated sugar. Do not use large crystal sugar
 (such as granulated sugar with large crystal grains) in the dough, as it may leave a grainy texture after baking and 
affect the binding of the dough.

The unsalted butter in the dough can also be salted butter. The dough with more salt is also delicious.

If you use a spoon wrapped with plastic wrap, the dough will not stick to the spoon and will be easier to work with.POINT
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Crème pâtissière (custard cream)　
◯Ingredients for 18cm tart (about 400g)

3 g powdered gelatin

15 g water

250g milk

55g sugar

3 egg yolks

12g cornstarch

12g flour

25g unsalted butter

2 teaspoons vanilla extract

◯ How to make
［1］Add water to the gelatin powder.

［２］Place the milk in a saucepan and add half the sugar, allowing it to settle to the bottom of the pan. 

       Do not stir the milk and do not dissolve the sugar (if the sugar settles on the bottom of the pan, 

       the protein in the milk will not stick to the bottom of the pan).

［３］Put the remaining sugar and egg yolks in a bowl and mix well with a whipper until slightly white.

［４］Add the flour and mix.

［５］ Heat the milk to about 80°C.

［６］Add the milk and mix.

［７］Pour the mixture back into the pan while straining.

［８］ Keep the heat at medium to low-medium heat, stirring quickly with a whipper.

［９］When it starts to heat up and clump together, continue to heat while stirring for 30  seconds to 1 minute.

［10］Gradually soften into a glossy, smooth, thick cream, indicating that it is cooked. 

         When it reaches this point, turn off the heat.

［11］Add the cold butter while stirring further.

［12］Add the softened gelatin.

［13］ Add the vanilla extract.

［14］Pour the custard cream into a container lined with plastic wrap.

［15］ Cover tightly with plastic wrap from the top.

［16］Place a cooler or bag of ice on top and refrigerate for 15 to 20 minutes.

［17］Once chilled, transfer to a small bowl and stir well with an electric whipper to make it smooth.

This is a very important point that affects the taste of the custard! If it is not heated enough,

 it will not be a smooth custard and will not taste good.

POINT

The addition of butter adds flavor and prevents lumps from remaining when mixing.POINT

The gelatin will prevent the cream from dripping and becoming soft.POINT

When the cream is well chilled, it will be stiff, but if you mix it well, it will become smooth. This process requires a lot of 

strength. Use an electric whipper.

POINT

If you feel that the finished cream is too loose, cool it in the refrigerator and adjust the consistency to prevent dripping.POINT
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