
会　場：  東武ホテル レバント東京（〒130-0013  東京都墨田区錦糸1-2-2     tel. 03-5611-5511）
主　催：  NPO法人プロフェッショナル・バーテンダーズ機構（PBO）
協　力：  PBOサポートメンバー
アサヒビール株式会社／株式会社ウィスク・イー／MHDモエ ヘネシー ディアジオ株式会社／木下インターナショナル株式会社
キリン・ディアジオ株式会社／キリンビール株式会社／国分グループ本社株式会社／サントリー酒類株式会社／三陽物産株式会社
三和酒類株式会社／ジャパンインサイト株式会社／株式会社ジャパンインポートシステム／ドーバー洋酒貿易株式会社
NINE LEAVES蒸留所／株式会社ナランハ／日仏貿易株式会社／日本コカ・コーラ株式会社／バカルディ ジャパン株式会社
ペルノ･リカール･ジャパン株式会社／株式会社武蔵屋／株式会社ユニオンフード／リードオフジャパン株式会社
株式会社ルピシア／株式会社レイジースーザン／レミーコアントロージャパン株式会社

PBOバーテンダーズ・コンペティション 2018
第1部  クリエイションカップ （13:00～）
第2部  MVBカップ （15:00～）
第3部  カクテルパーティー＆表彰式 （18:15開始予定）

2018.3.18 SUN

PBO
Bartender s
Competition

2018



●会場 東武ホテルレバント東京（4階大宴会場『錦』）
 東京都墨田区錦糸1-2-2　tel. 03-5611-5511

●交通 JR総武線「錦糸町駅」北口より徒歩3分
 東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」3出口より徒歩3分
 東京駅よりJR総武快速線で8分

●お問合せ PBO総務局　tel.03-5784-5868

○第1部・第2部観戦チケット（第3部は除く）… 5,000円（当日受付で購入頂けます）

○共通チケット（第1部～第3部）… 前売り9,000円／当日12,000円
チケット

PBOメンバーによる、想像力・発想力・技術力・味覚を総合評価するカクテルフェスティバルを
継承した創作カクテルコンペティション
優勝選手には台湾で開催されるTBA GOLDEN CUPへの出場に招待

第 1部　クリエイションカップ（13:00～）

PBOプロフェッショナル・バーテンダー認定試験に合格した年齢25歳以上で、
過去にPBO主催大会において受賞歴のあるPBOメンバーによる、知識力・想像力・技術力・接客
能力を競うPBO最高栄誉のコンペティション
筆記試験部門・創作カクテル部門の合計得点上位5名をファイナリストとして選出
模擬カウンターによる接客審査に挑み、アドバンテージを含む最高得点を獲得した選手を最優秀
バーテンダー（MVB）として表彰

第 2部　MVBカップ（15:00～）

○ホテル自慢のお料理をビュッフェスタイルでお楽しみ頂けます
○たくさんのお酒・カクテルをご提供致します
　・サポートメンバー特設ブースにて様々なお酒の試飲
　・PBO委員によるスタンダードカクテルのご提供
　・過去のMVB受賞者による受賞カクテルのご提供
　・PBOエグゼクティブ・スペシャリストによるスタンダードカクテルのご提供
　・MVBカップよりファイナリストによる受賞作品のご提供
　・クリエイションカップ出場選手　全作品の試飲

第 3部 カクテルパーティー＆表彰式（18:15開始予定）

過去のMVB受賞者
・今田　俊則　2016年 MVB受賞作品 「Japanesque」
・野田　浩史　2005年 MVB受賞作品 「FIORINA ～夢咲かせて～」
・新谷　彰教　2008年 MVB受賞作品 「ASIAN Destiny」
・大沢　智枝　2010年 MVB受賞作品 「Quartet」

PBOエグゼクティブ・スペシャリスト
・上田　和男　ギムレット （東京）
・中田　耀子　ホワイトレディ （北海道）
・宮内　　誠　サイドカー （横浜）
・草間　常明　ニューヨーク （東京）

PBO委員
・宮本　　真　ダイキリ （熊本）
・山下　克美　サイレントサード （広島）
・盛田　博智　バラライカ （北海道）
・寅谷　幹夫　ジャックローズ （青森）

PBOバーテンダーズコンペティション 2018
2018年3月18日（日）
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