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パティスリー優勝作品
チョコレート細工担当

平素よりアンベール社マロン製品およびシコリ社冷凍フルーツ製
品にご愛顧を賜り誠に有難うございます。
この度アンベール・ジャパン株式会社では、バスチャン・ジラー
ル氏をお迎えし、アンベール社各種マロン製品とシコリ社冷凍フ
ルーツ製品を使用した特別洋菓子講習会を開催致します。ジラー
ル氏は 2017 年、リヨンの SIRHA で開催された第 15 回クー
プ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリーで見事優勝され、他
にも様々コンクールへの参加、受賞を果たしてこられました。現
在はフランス国内外でパティスリー全般のデモンストレーション
や、講師、社内研修など精力的にご活躍されています。この機会
をお見逃しないよう、是非ご参加ください！
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2014－2017 ポテル・エ・シャボにてシェフ補佐-パティスリー研究開発
現在 シェフパティシエ コンサルタント
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