～NBA 千葉支部創立 60 周年記念～

ちばカクテルフェスティバル 2017
プロフェッショナル部門 応募要項
〈大会概要〉
名称：

～NBA 千葉支部創立 60 周年記念～ ちばカクテルフェスティバル 2017

主催：

日本バーテンダー協会千葉県本部千葉支部

後援：（順不同） 千葉県、千葉市、（一社）日本バーテンダー協会（N.B.A）、（一財）カクテル文化振興会
協賛：

賛助会メーカー各社

協力：

千葉大学 水島ゼミ、東京ベイ幕張ホール

日程：

２０１７年８月６日（日）

会場：

アパホテル＆リゾート 東京ベイ幕張ホール

大会テーマ：

『カクテルでつなぐ千葉』

応募資格：

バー・ホテル・レストラン等に勤務するバーテンダーまたはそれに準じる方で、２０１７年４月１日時点で
２０歳以上の方。

応募期間：

５月下旬～６月３０日（金）必着

応募方法：

指定の応募用紙・レシピ用紙に必要事項を記入、写真を同封の上事務局宛にご郵送ください。
※写真データを応募用紙のメールアドレスにも送ってください。
〒279-0004 千葉県浦安市猫実４丁目２０-１０近藤ビル２F
BAR CHINON 内｢ちばカクテルフェスティバル 2017 事務局｣

作品規定：

①ベース・スピリッツは別途記載の対象ブランドの中から選んで使用する。（20ｍｌ以上）※別途参照❶
②使用材料は基本的に賛助会各社の取り扱い商品を使用。※別途参照❷ 副材料についてはその限り
ではない。詳細は技術研究部の判断とする。
③レシピの分量はｍｌで表記、ショートカクテルは総量６０ml としロングカクテルは６０ml に限定しない。
１ｔｓｐ、１dash、１drop は総量に含まない。重複は不可。
④創作カクテルでセパレーツ（フロート）された作品のテイスティング（味覚審査）は、混ぜ合わせてからか
そのままかをデコレーション/ガーニッシュに記載すること。
⑤調合タイプ（シェーク、ステア、ビルド、ブレンド、その他）は自由。
⑥スノースタイルは壇上にて行う。
⑦ガーニッシュ及びデコレーションは食用に適する野菜、果実、果実の皮、食用花、等を使用（著しく高価
な果実等、入手困難なものは使用しない）。競技の時は事前に準備し、カウンター上で５杯分飾る。
⑧５杯分作成。制限時間は６分とする。
⑨使用グラス及び調合器具は各自持参。（ショートカクテルは３～５オンスグラス、ロングカクテルは
１０～１２オンスグラス）
⑩使用材料は副材料も含め６種類までとし、各自持参。
⑪ちばにちなんだカクテルの創作をお願いします。

書類審査：

審査結果につきましては、７月１３日（木）発送の郵便にて通知させていただきます。

表彰内容：

グランプリ（千葉県知事賞）１名 金賞２名 銀賞３名 銅賞５名
ベストテクニカル１名 ベストテイスト１名 ベストネーミング１名

お問い合わせ： ①募集要項、大会ルールについて
NBA 千葉支部 技術研究部

BAR CHINON 鈴木一博 TEL 047-381-1333

②大会必要書類、チケット等について
大会実行委員会 BAR HIDEOUT 中橋悠生 TEL 043-222-0255

〈参加費用について〉
大会参加費：

８,０００円
（選手は一人一枚チケットを購入いただきエントリー費とかえさせていただきます。当日ご持参ください）

交通費・宿泊費： 会場までの交通費・宿泊費は自己負担でお願いいたします。

〈使用材料について〉

※❶

ベース・スピリッツにつきましては、下記対象ブランドの中から選んでご使用ください。（順不同）
タンカレーナンバーテン、ビーフィーター、スターオブボンベイ、No.3 ロンドンドライジン、
ボビーズ スキーダム・ドライジン、ボルスジュネヴァ
ケテル ワン、グレイグース、アプルトン ホワイト、バカルディ エイト、
サウザブルー、ドン・フリオ （レポサド/アネホ）、カサドレス（ブランコ/レポサド/アネホ）
ブルガル エクストラドライ、クエルボエスペシャル シルバー、
ジョニーウォーカー・ゴールド、メーカーズマーク、ジャックダニエル ブラック、デュワーズ 12ｙ、
※２０ml 以上使用すること。
※大会当日競技に使用するベース・スピリッツにつきましては主催者側でご用意いたします。

〈賛助会一覧〉

※❷

アサヒ飲料株式会社

ジャパン メディア セールス

株式会社フードライナー

アサヒビール株式会社

スコッチモルト販売株式会社

ブリストル・ジャポン株式会社

株式会社ウィスク・イー

SOPEXA JAPON（フランス食品振興会）

株式会社プロムテック・ビズ

エアポートトレーディング株式会社

宝酒造株式会社

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社

竹廣株式会社

株式会社ベンチャーウイスキー

雄山株式会社

株式会社田中文悟商店

本坊酒造株式会社

株式会社角川アスキー総合研究所

株式会社デザインアンドデベロップメント

ミリオン商事株式会社

株式会社北澤企画事務所

東レ株式会社

株式会社武蔵屋

木下インターナショナル株式会社

株式会社都光酒販

村岡食品工業株式会社

キリンビール株式会社

ドーバー洋酒貿易株式会社

株式会社明治屋

キリン・ディアジオ株式会社

株式会社ナランハ

モルソン・クアーズ・ジャパン株式会社

株式会社久米島の久米仙

株式会社新潟印刷

大和貿易株式会社

有限会社クレシェーレ

新潟県佐渡海洋深層水株式会社

UNITED FOODS INTERNATIONAL 株式会社

国分グループ本社株式会社

日和商事株式会社

株式会社ユニオンフード

小西酒造株式会社

日本コカ・コーラ株式会社

ユニオンリカーズ株式会社

サッポロビール株式会社

日仏貿易株式会社

横山興業株式会社

株式会社佐弘商事

日本酒類販売株式会社

吉乃川株式会社

三悦刃物有限会社

日本蒸留酒酒造組合 東京支部

株式会社 Returner Japan

サントリー酒類株式会社

日本製紙株式会社

立正コーポレーション株式会社

サントリーアライド株式会社

株式会社日本トリム 東京支社

リードオフジャパン株式会社

三陽物産株式会社

日本名門酒会 株式会社岡永

株式会社レイジースーザン

三和酒類株式会社

バカルディ ジャパン株式会社

株式会社レーベン販売

ジャパンインサイト株式会社

フィリップ モリス ジャパン合同会社

Remy Cointreau Japan 株式会社

株式会社ジャパンインポートシステム

富士ミネラルウォーター株式会社

～NBA 千葉支部創立 60 周年記念～

ちばカクテルフェスティバル 2017

No.

プロフェッショナル部門 応募用紙
作品名

フリガナ

生年月日
年

氏名

月

日

性別 （男・女）

所属団体
□NBA

□PBO

□HBA

□無所属

（

）支部

勤務先店名 〒
□郵便物希望
自宅住所 〒
□郵便物希望
連絡先
勤務先電話番号
携帯電話番号
E-mail アドレス

プロフィール写真

ご自身の営業の様子を写した写真を同封してください。
（写真の裏に氏名を記入してください）
併せて下記メールアドレスにも同じ写真データを添付して送ってください。（カラー写真/ファイル名をご自身のフルネ
ームでお願いします。
）

chibacocktail2017@gmail.com

～NBA 千葉支部創立 60 周年記念～

ちばカクテルフェスティバル 2017

No.

プロフェッショナル部門 レシピ用紙
フリガナ
作品名

作品名の意味

Recipe

分量は ml で記入してください。

使用材料

種

商標名

別

□ショートカクテル

調 合 方 法

□シェーク

グラスの容量･種類

OZ

デコレーション・ガーニッシュ

創作意図（80 文字以内）

賛助会社名

□ミディアムカクテル

□ステア

□ブレンド

セパレートの場合

分量 （ml）

□ロングカクテル
□ビルド

□その他

□混ぜ合わせてから飲む □そのまま飲む

