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テーマ「Let's enjoy cocktail world カクテルの世界を楽しもう！」

8 25［日］
2019年

● 当日のご入場券について（4Fが受付となります）
当日はお買い求めいただいた入場チケットを4F受付にお渡し下さい。入場リストバンドとパンフレットをお渡しいたします。

● チケットの購入について
入場チケットは、チケットぴあ、もしくは全国のPBOカクテル＆バーフェスタ委員各店舗にてお買い求め下さい。

［注意事項］●下記の注意事項を必ずお読みいただき、ご同意の上チケットをお買い求めくださいませ。●20歳未満の方は入場いただけません。ご同伴のお子様も同様となります。ご入場時に年齢確認をさせていた
だく場合がございます。●お車での来場はご遠慮下さい。公共交通機関等をご利用下さい。●ご購入後のチケットの払い戻しはいたしません。また、チケットの破損・紛失等の責任を負いかねます。●飲食物のお持込
みはご遠慮ください。●ペットはご同伴いただけません。●会場内および施設内での迷惑行為等があった場合、ご退場いただくことがあります。●会場内にてPBO広報が撮影した写真などを、PBOホームページ等に
掲載および公衆発信することがあります。●カクテル作り体験等での衣服の破損や負傷等について、主催者は責任を負いかねます。●救急搬送が必要と主催者が判断した場合、主催者の判断を優先させていただき
ます。●当イベントは洋酒の世界をお楽しみいただくイベントです。過剰な飲酒にご留意ください。十分な水分補給をお願い致します。

PBOカクテル＆バーフェスタ　事務局　
〒150-0043　東京都渋谷区道玄坂2-23-13 渋谷DELITOWER 9F     TEL. 03-5784-5868

お問い
合わせ

PBOホームページ

第5回PBOカクテル＆バーフェスタ2019
開場 13：45 ／ 開演 14：00
会場：東武ホテル レバント東京（錦糸町）
前売り券 5,000円／当日券 6,000円

Pコード ： 642-839 ／ 興行名 ： 第5回PBO主催 カクテル＆バーフェスタ 2019

[出展協力]
ウイスキー文化研究所／チョーヤ梅酒株式会社／株式会社フィディア／株式会社ベンチャーウイスキー／本坊酒造株式会社



PBOカクテル＆バーフェスタとは？
「カクテルの世界を楽しもう」をメインテーマに開催する参加型イベントです。
洋酒やカクテルの試飲はもちろん、セミナーやカクテル作り体験を通して、洋酒文化やバーテンダー技術を
楽しく学んでいただく事を目的にNPO法人プロフェッショナル・バーテンダーズ機構が企画運営しています。

会場「錦」
2019年度MVB（モスト・ヴァリアブル・バーテンダー）による
受賞カクテルと、PBO委員6名が本日の為に考案した
オリジナルカクテルをご提供。

PBOが誇るエグゼクティブ・スペシャリスト4名による
スタンダードカクテルをご提供。

体験コーナーをより楽しんでいただく為に開催するセミナー。
シェイク体験の講師はPBOバイスチェアマンの長友修一氏。
ベネンシア体験の講師はPBO九州エリアマネージャー宮本真氏。
シェイク・ベネンシア体験に必要な技術や理論をお聞きいただけます。

PBOバーテンダーがシェイクの方法を
レクチャー後、4種のスタンダードカクテルの
中から1種お選びいただき、実際に作成。
その後試飲ができます。

シェリー酒を樽からグラスに移すベネンシアを
実際に体験できるブース。
PBOベネンシアドール資格認定者による
シェリー酒の試飲も行います。

映画「カクテル」でもおなじみ、ボトルを
空中で回したりしながら作成する技術を
プロのフレアバーテンダーがレクチャー。

フレアバーテンディング
体験ブース

2019年度MVB・PBO委員
オリジナルカクテルブース

PBOエグゼクティブ・スペシャリスト
カクテルブース

体験セミナー

シェイク体験ブース

ベネンシア体験ブース

鈴木健司

山野井有三 松本徹 宮崎優子

長友修一 新橋清

上田和男
マティーニ

佐藤謙一
ダイキリ

宮内誠
ギムレット

北村聡
オリンピック

PBOメンバーがスタンダードカクテルをご提供。
まずはお馴染みのカクテルが皆様をお出迎えいたします。

PBOメンバー
スタンダードカクテルブース

14：15
|

15：00

16：45
|

17：30

16：45
|

17：30

14：15
|

15：00

PBOサポートメンバー各社による試飲ブース。
また、PBOメンバーがブース内にて
おすすめの商品をご提供いたします。

ワールドリカー
セレクションゾーン

14：15
|

17：30

15：15 - 17：30

毎年恒例のPBOエリアによるご当地素材を使用した
地産地消カクテルブース。
今年はご来場いただきましたお客様に
人気投票を行っていただき、
No.1地産地消カクテルを決定いたします。

PBOファーム・トゥ・グラス15：15
|

16：30

14：15 - 17：30

14：15 - 17：30

4F

4F ホワイエ

 堀内信輔
カクテル名

『Healing Forest』

来年に開催される東京オリンピックをテーマに
8名の選手がオリジナルカクテルをお客様にご提供。
一番美味しいと思ったカクテルに投票していただき、
チャンピオンを1名決定いたします。

東京オリンピック
カクテルコンペティション

15：15
|

16：30

※各選手が提供するオリジナルカクテルは250杯限定となっております。
　試飲されたい方はお早目に会場へお越し下さるようお願い申し上げます。

250杯限定

PBO理事2019年
MVB

錦糸町 東武ホテル レバント東京自慢のおつまみをご提供するブース。
カクテルや洋酒とのマリアージュをお楽しみ下さい。

アペタイザーブース14：15
|

17：30

※こちらのブースはチケット代とは別途、現金にて頂戴いたします。
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