
2013年 11月 18日（月曜日）

ウェスティンホテル仙台
『グランドボールルーム』

第7回 H.B.A.ジュニア・カクテルコンペティション

KIRIN CUP & Cocktail festival 2013

一般社団法人 日本ホテルバーメンズ協会 キリンビール株式会社 共催



開場 14:00

開演 14:30

タンカレーNo. TEN部門

ディアジオ ワールドクラス2013日本代表

15：40（開始予定）

休憩

19:00

14：00～19：20

タイムスケジュール

15:00(開始予定）

シロック部門

表彰式

宮崎剛志氏（奈良ホテル）デモンストレーション

フォアローゼズ部門
17：00（開始予定）
17：45（終了予定）

カクテルフェスティバル（同時進行）

カクテルサーブ（選手）
18:05

フォアローゼズ セミナー
18:35



タンカレー No.TEN部門

第7回 H.B.A./キリンビール株式会社 共催ジュニアカクテルコンペティション

KIRIN CUP

No. ホテル名・選手名 カクテル名 作品のイメージ デコレーション等

タンカレー No.TEN 20 ｍｌ

オリジナル・ピーチツリー 10 ｍｌ

キューゼニア クレームドカシス 20％ 10 ｍｌ

トロピカーナピュアプレミアム グレープフルーツ 20 ｍｌ

モナン ローズ・シロップ 1 ｔｓｐ

タンカレー No.TEN 20 ｍｌ

オリジナル・ピーチツリー 20 ｍｌ

レモンジュース 20 ｍｌ

モナン アマレット・シロップ 1 ｔｓｐ

タンカレー No.TEN 25 ｍｌ

永昌源 荔枝酒（ライチチュウ） 25 ｍｌ

トロピカル ヨーグルト 5 ｍｌ

ライムジュース 5 ｍｌ

タンカレー No.TEN 30 ｍｌ

永昌源 荔枝酒（ライチチュウ） 10 ｍｌ

カルピス 1 ｔｓｐ

キリンの泡 薫るグレープ ＆ ホップ 20 ｍｌ

タンカレー No.TEN 30 ｍｌ

永昌源 金柑酒（キンカンチュウ） 10 ｍｌ

レモンジュース 10 ｍｌ

北山村のじゃばらじゃばら（20％混合果汁飲料） 10 ｍｌニシムラ タカヤ
cure smile 笑顔が笑顔を生み出し広がっていく。

西村 孝也

優しく包み込む
前を向き歩んでいく、絆と共に。

そんな途切れることのない笑顔のバトンが日本中を幸せ
にいたします。

5

北ビワコホテルグラツィエ キュアスマイル
絆がもたらす幸福の笑顔。 マラスキーノチェリー、グ

レープフルーツピール、オ
レンジピール、胡麻、プ
ルーン、爪楊枝

それは心の結わい。

4

ＡＮＡクラウンプラザホテル
沖縄ハーバービュー ラップ ジェントリー

それはあなたの存在…

マシュマロで包んだ、ハー
ト型のオレンジピールとグ
レープフルーツピールを
グラスのエッジに付ける。
なお、グレープフルーツ
ピールとオレンジピールは
パスタで固定する。

ヨシカワ アユミ
Wrap Gently

私を優しく包み込み、時に私を強く奮い立たせる。生ま
れる安心、繋がる絆。

吉川 あゆ美

3

ウェスティンホテル仙台 ユワイ 今の私があるのは、今日まで関わる全ての方々がいてく
れたから。

竹串、グレープフルーツ
ピール、レットカラント

クロバ ショウヘイ
結

様々な関わりから生まれる幾つもの想いが勇気になる。
私をそっと後押ししてくれたもの。

黒羽 祥平

太陽の光が溢れる「未来への扉」

～輝く未来へ～
さらに輝きを放つように願を込めて・・・

ブラックオリーブにレモン
ピールベルローズを刺し
グラスの縁に飾るモトヤマ エリ

希望 大切な人と誓う新たな一歩

本山 恵理

1

ホテルメトロポリタン プレミアム リボンド

～ふたたび～

2

グランドエクシブ那須白河 キボウ

あの日の出会いが再び心によみがえり

レシピ

グレープフルーツピール、
ライムピール、ベルロー
ズ、カクテルピックハナヤマ ミカ

Premium Rebond あなたとの特別な絆に変わる。

端山 美佳
そしてそれが、永遠になりますように・・・

2013年11月18日 於：ウェスティンホテル仙台



タンカレー No.TEN部門

第7回 H.B.A./キリンビール株式会社 共催ジュニアカクテルコンペティション

KIRIN CUP

No. ホテル名・選手名 カクテル名 作品のイメージ デコレーション等レシピ

タンカレー No.TEN 20 ｍｌ

永昌源 林檎酒（リンチンチュウ） 20 ml

グレープフルーツジュース 15 ml

卵白 5 ml

グレナデンシロップ 1 tsp

タンカレー No.TEN 20 ml

オリジナル・ピーチツリー 10 ml

貴妃（カイフェ）ライチ 10 ml

トロピカーナ 100％ジュース アップル 20 ml

キューゼニア クレームドカシス 16％ 1 tsp

タンカレー No.TEN 35 ml

オリジナル・ピーチツリー 10 ml

キューゼニア ブルーキュラソー 5 ml

レモンジュース 10 ml

マラスキーノスタイル レッドチェリー 1 個

タンカレー No.TEN 30 ｍｌ

永昌源 林檎酒（リンチンチュウ） 20 ｍｌ

ライムジュース 5 ｍｌ

マラスキーノ 5 ｍｌ

ゆかり

タンカレー No.TEN 30 ｍｌ

永昌源 林檎酒（リンチンチュウ） 10 ｍｌ

キューゼニア バハナジャングル 10 ｍｌ

ライムジュース 10 ｍｌ

モナン モヒートミント・シロップ 1 ｔｓｐ

バナナピール、リンゴピー
ル、ライムピールをつけた
カクテルピックをグラスの
縁にかける

ササキ ミツヒサ
Familiar

そんな風に繰り返す当たり前のやりとりが、気づけばかけ
がえのない絆に変わる。

佐々木 満久 ～家族の絆～
“離れていても、そばにいる” 家族への感謝をこの一杯
に込めて。

たすきの輪に見立てて、ラ
イムと、ゆかりでスノースタ
イルにする。ゆかり（縁）で
仲間との繋がりをイメージ
しています。

サカモト ヤスヒサ
ＴＡＳＵＫＩ たすきに込めた同志たちの熱き想い。

坂本 恭久 仲間と掴む未来
その先にある明るい未来を掴むため…

9

福山ニューキャッスルホテル タスキ どんな辛い困難も仲間と心を一つにすれば乗り越えられ
る。

適量

10

札幌全日空ホテル ファミリア
「ただいま」 『おかえり』

8

オークラアカデミアパークホテル コネクト ハート
世界中どこからでも見る事の出来る大空。

レモンピール カクテルピ
ン マラスキーノチェリー

モテギ ナオ
Connect Hearts まずは見上げてみましょう

茂木 直 空は世界を結ぶ
どんな時でも私達はこの空というリボンで結ばれていま
す。

レモンとオレンジのピール
をハート形に切り、グラス
のふちに飾ります。ナガミツ シュウジ

Eternal Ties
どんなに遠く離れていても、どんなことが起きても、二人
の絆は永遠のもの。

永光 秀次 ～永遠の絆～
２人で飲んだこのカクテル。 二人で誓った永遠の夢。

共に手を取り助け合うことで、やがて芽となり蕾となり、永
遠に咲く絆の花となる。

奥田 奈央 ～共に育む絆の花～
皆の心を一つに。未来に笑顔と絆の花が咲き誇りますよ
うに！

7

ホテルオークラ東京 エターナル タイズ
人と人との強い結びつき。

6

リーガロイヤルホテル トモカ
私達の心に蒔いた希望の種は、

オクダ ナオ
絆花

ライムピール、オレンジ
ピール、グレープフルーツ
ピール、乾燥パスタをグラ
スのエッジに飾る。

2013年11月18日 於：ウェスティンホテル仙台



シロック部門

第7回 H.B.A./キリンビール株式会社 共催ジュニアカクテルコンペティション

KIRIN CUP

No. ホテル名・選手名 カクテル名 作品のイメージ デコレーション等

シロック 25 ml

オリジナル・アップルバレル 10 ml

メルシャン 甘熟ぶどうのおいしいワイン(白) 15 ml

トロピカーナ 100％ジュース グレープフルーツ 15 ml

ミントの葉 5 枚

シロック 30 ml

キューゼニア アプリコットブランデー 15 ml

キューゼニア クレームドカシス 16％ 10 ml

レモンジュース 5 ml

小岩井 純粋はちみつ [アカシア]

シロック 30 ml

永昌源 林檎酒（リンチンチュウ） 10 ml

柚子ジュース 10 ml

シュガー シロップ 10 ml

キリンレモン 40 ml

シロック 20 ml

永昌源 林檎酒（リンチンチュウ） 20 ml

ハーブ コーディアル クラシックジンジャー 10 ml

柚子ジュース 10 ml

キリンレモン 30 ml

シロック 20 ml

メルシャン 完熟あらごし梅酒 梅まっこい 20 ml

永昌源 山楂酒（サンザシチュウ） 15 ml

トロピカーナ 100％ジュース オレンジ 10 ml

カルピス 5 ml

1

富士屋ホテル

グレープフルーツピール、
アラザン、ブラックオリー
ブ、竹串、リボン、ストロー

ライムピール、タピオカ、マ
ラスキーノチェリー、パイ
ナップルリーフ、竹串、松
葉串、ストロー

適量

レシピ

ツナグ

3

京王プラザホテル ピュアドロップ

絆の歌を

2

翼をイメージした林檎に
ハートを型取ったオレンジ
ピールをパスタで固定しグ
ラスのエッジにかける。2本
のストローをリボンで結び
グラスにさす。

5

名古屋マリオットアソシアホテル アライバル ウィング
目の前に広がる様々な絆のかたち。

キムラ レイ
Arrival Wing

全てを力に変え、自分と仲間を信じて、思いきり羽ばた
こう！

木村 励 ～キセキの翼～
必ずゴールまで連れていってくれる”キセキの翼”を背
に、未来の到達地へ。

雨上がり、木の葉の上にできた小さな雫。

カトウ ユキ
Pure Drop その一滴がこぼれ落ち水面を揺らすように、

加藤 由紀 ～笑顔の雫～
笑顔の輪が広がっていくことを願って創作しました。

4

カクテルバーマイスター倉吉 ｼﾞｭ・ｼｬﾝﾃ 固く結ばれた絆を譜面に乗せて。輝く未来に届くように
…。

タカノ トモエ
Je・Chante Ｊｅ・Ｃｈａnte!!希望を胸に私は歌う。

髙野 ともえ

すりおろしたレモンの皮、
はちみつ

ヒラセ ケンイチ
Bon Relation 優しさに包まれたあたたかい思い出…

平瀬 憲一 愛しい家族の絆
いつまでも続く愛しい家族への想い。

インターコンチネンタル大阪 ボン リレイション
両親の愛情いっぱいに育った子どもたち。

皆で集まって乾杯すると楽しい。そして美味しさが増す。
更に笑顔も溢れる。 グレープフルーツのピー

ルで作ったリボンと、ベル
ローズをストローに巻きつ
け、グラスに添える。

ニシオカ ユウコ
ツナグ おいしさから笑顔に、皆の笑顔のバトンをツナグ…

西岡 由布子 ～おいしさから笑顔のバトン～
そんな乾杯の一杯でありたい。

2013年11月18日 於：ウェスティンホテル仙台



シロック部門

第7回 H.B.A./キリンビール株式会社 共催ジュニアカクテルコンペティション

KIRIN CUP

No. ホテル名・選手名 カクテル名 作品のイメージ デコレーション等レシピ

シロック 30 ｍｌ

トロピカーナ ホームメイドスタイル マスカットブレンド 40 ｍｌ

モナン クランベリー・シロップ 10 ｍｌ

コドーニュ クラシコ・セコ 80 ｍｌ

マスカット（デコレーション用） 1 粒

シロック 30 ｍｌ

貴妃（カイフェ）ライチ 20 ｍｌ

レモンジュース 10 ｍｌ

キリン タンサン 180 ｍｌ

キューゼニア ブルーキュラソー 1 ｔｓｐ

シロック 25 ml

永昌源 にごり杏露酒（シンルチュウ） 25 ml

トロピカーナフルーツ×フルーツオレンジ 20 ml

トックブランシュ マンゴー 1 tsp

ローズマリー 1 片

シロック 30 ml

永昌源 山楂酒（サンザシチュウ） 20 ml

永昌源 檸檬酒（ニンモンチュウ） 10 ml

モナン アマレット・シロップ 1 tsp

トロピカーナ ホームメイドスタイル アップル 30 ml

9

京都ブライトンホテル シャン デスポワール

心より感謝

タムラ カズヒロ
Chant d’Espoir

田村 和裕 ～希望の詩を短冊に～

レモンピール、ライムピー
ル、パイナップルの葉、ブ
ラックオリーブ、パスタ

この地、仙台で熱き詩(ウタ)を短冊に宿す。

マラスキーノチェリー。オレ
ンジ・ピール。ライム・ピー
ル。パイナップルの葉。爪
楊枝。

レモンピール、ベルローズ

スィングメジャーカップに
乗せたマスカットをグラス
に飾る。（飲む前に、絆と
いう名の種をイメージした
マスカットをグラスに落と
す。）

復興への大きな願いが刻まれていく。私も描く、山査子
の花言葉「希望」を胸に。

小さな紙に綴られた思い思いの言葉。

8

Living Bar M&W TOKYO ミリオンスマイル
燦々と輝く太陽のもと、心をつなぐ笑顔の輪。

アベ アキラ
Million Smile 喜びを明日への活力に変えて…。

阿部 央 笑顔の輪
幸せを、そしておいしさを笑顔に。

6

品川プリンスホテル バブルズ ブライト 人と人とが支え合うと絆という名の種が生まれる。その種
を解き放つ瞬間、

イマナリ ユタカ
Bubble's Bright

そこには数億にも湧き立つ気泡が希望の光となって煌
めく。

今成 豊 ～未来への種まき～
さぁ、貴方も輝く未来への種をまこう！

7

宮城蔵王ロイヤルホテル ディープグラティチュード 復興のご支援をいただいている日本全国の方への感謝
を表現しました。

おりますというメッセージも込めております。
コグマ タケミ

Ｄｅｅｐｇｒａｔｉｔｕｄｏ ブルーの色でおだやかな海や空を少しずつとり戻して

小熊 広海

2013年11月18日 於：ウェスティンホテル仙台



フォアローゼズ部門

第7回 H.B.A./キリンビール株式会社 共催ジュニアカクテルコンペティション

KIRIN CUP

No. ホテル名・選手名 カクテル名 作品のイメージ デコレーション等

フォアローゼズ 40 ml

永昌源 杏露酒（シンルチュウ） 10 ml

キリン ソルティライチ 10 ml

小岩井 純粋はちみつ [アカシア] 1 tsp

フォアローゼズ 20 ml

永昌源 藍苺酒（ランメイチュウ） 20 ml

キリン トマトジュース 10 ml

レモンジュース 1 ｔｓｐ

モナン チェリー・シロップ 10 ml

フォアローゼズ シングルバレル 20 ｍｌ

永昌源 にごり杏露酒（シンルチュウ） 20 ｍｌ

オリジナル・ピーチツリー 10 ｍｌ

グレープフルーツジュース 10 ｍｌ

グレナデンシロップ 0.5 ｔｓｐ

フォアローゼズ プラチナ 25 ml

ゴディバ チョコレートリキュール 15 ml

永昌源 珈琲酒（コーヒーチュウ） 1 tsp

クリーム 45％ 10 ml

モナン アーモンド・シロップ 10 ml

フォアローゼズ ブラック 30 ｍｌ

永昌源 檸檬酒（ニンモンチュウ） 20 ｍｌ

柚子ジュース 10 ｍｌ

グレナデンシロップ 1 Ｄｒｏｐ

レシピ

1

ANAクラウンプラザホテル神戸 アカリ
マラスキーノチェリーと、月
と星型にカットしたレモン
の皮をカクテルピンに刺
し、添える。

ミズイ シズカ
暖輝 忘れないで欲しい、１つの家族であることを。

水井 静香 ～同じ空の下で～
あの月のように、優しく笑い合おう。

その絆が活力となり未来へと歩みを進めている。

2

京王プラザホテル レッドストリング
“Red String”それは人と人を繋ぐ運命の赤い糸。

運命の赤い糸

見上げれば、満天の星空。私たちは、この空の下で繋がっている。

3

ホテルニューオータニ長岡 ホット ハート
人とひととがつながることであたたかい気持ちになれる。

オレンジピール、南天の
葉、ラディッシュ、竹串、松
葉串ナカネ ヨウスケ

Red String 世界の人々との繋がり、絆に助けられた東北。

中根 庸介

グレープフルーツの皮とオレン
ジの皮をハート形の型で抜き、
グラスの縁に飾る。

タナカ アユミ
ほっと HＥＡＲＴ 大切な人と一緒にいるだけでほっとする。

田中 あゆみ
そんな優しさをイメージした一杯をつくりました。

4

ホテルオークラ東京 ココローズ
人と人をつなぐ、絆の 『ココロ』

～心に咲く愛の花～
『ココローズ』 優しさと笑顔、おもてなしの息吹を閉じ込
めて…

ハート形にくり抜いたオレ
ンジ、レモン、ライムのピー
ルをピックに刺し、ベル
ローズを飾る。

オシダ タツヤ
CoCoRo-Se 愛を意味する、魅惑の花 『ローズ』

押田 達也

グレナデンシロップ、グラ
ニュー糖、ベルローズ、パ
イナップルの葉シュクノベ マオ

Ｊｕｌｉａ
皆の手を取り合い逆境を乗り越え信じ進めば咲かない
花はない。

宿野部 真央

5

グランドエキシブ那須白河 ジュリア
曲がりくねる道の先に堂々と咲き誇る一輪の花。

～希望の華～
人々の心にある花を今、咲かせよう。

2013年11月18日於：ウェスティンホテル仙台



フォアローゼズ部門

第7回 H.B.A./キリンビール株式会社 共催ジュニアカクテルコンペティション

KIRIN CUP

No. ホテル名・選手名 カクテル名 作品のイメージ デコレーション等レシピ

フォアローゼズ ブラック 30 ml

オリジナル・アップルバレル 20 ml

トロピカーナ ピュアプレミアム グレープフルーツ 10 ｍｌ

モナン シナモン・シロップ 1 tsp

フォアローゼズ ブラック 30 ml

キューゼニア アプリコットブランデー 20 ml

オリジナル・ピーチツリー 10 ml

レモンジュース 1 tsp

フォアローゼズ ブラック 30 ｍｌ

オリジナル・アップルバレル 15 ｍｌ

トロピカーナ 100％ジュース パインアップル 10 ml

グレナデンシロップ 5 ｍｌ

レモンジュース 1 tsp

フォアローゼズ ブラック 20 ml

オリジナル・ピーチツリー 15 ml

グレープフルーツジュース 20 ml

モナン ストロベリー・シロップ 5 ml

オレンジピール 1 片

レモンの皮にベルローズ
を４輪刺してグラスのエッ
ジに飾るタカトウ ナオヤ

Tiny rose その小さな幸せの価値を実感できることが肝心。

高藤 直哉
そんな幸せと絆が詰まった一杯です。

東京ドームホテル札幌 タイニーローズ 幸福 それは愛されているという確信。 「幸せはたくさ
んある」 と思えた方が幸せになる。

～小さな幸福～

6

アークバー ヒーリングハート
苦難を乗り越え、懸命に生きる東北の人々。

イエダ シュンスケ
Healing Heart 彼らの心に束の間の癒しを...

家田 峻輔 ～こころ癒す一杯～

8

THE BAR MAIN
(ザ バー メイン）

ユウキ
絆を力に！

ライムの皮、リンゴの皮で
作ったデコレーションをグ
ラスのエッジに飾る。

9

ホテル日航福岡 スマイル アゲイン

その想いは新たな絆を生み、一杯のカクテルとなって東
北の地へ...

7

ブラックオリーブとベル
ローズをグラスのエッジに
飾る。ツツミ サヤカ

優絆
今この時を乗り越えた向こう側には、強くなった東北と、
明るい未来が待っています。

堤 沙耶香
たくさんの勇気、あふれる優絆を胸にまた一歩前に進もう！！

手をつなごう。笑顔で溢れる世界の為に、、、。 チョコレートでペイントした
オレンジピール。ライム
ピールを爪楊枝で固定し
グラスのエッジに飾る。

ヤマダ ケイスケ
Ｓｍｉｌｅ ａｇａｉｎ 手をつなごう。夢で溢れる未来の為に、、、。

山田 圭介 ～笑顔”華”咲く～
Ｓｍｉｌｅ ａｇａｉｎ。 笑顔咲かせて夢咲かせて。

2013年11月18日於：ウェスティンホテル仙台


