
第1回 H.B.A./国分株式会社 共催カクテルコンペティション

ヤングバーメンズ チャレンジ部門

No. 選手名 ホテル名 所属支部 No. 選手名 ホテル名 所属支部

タナカ アユミ ニシムラ シュウヘイ

田中 あゆみ 西村 秀平

サカモト ヤスヒサ オオタ カズマ

坂本 恭久 太田 和馬

ワタズ ユウスケ イマムラ リョウ

渡津 悠介 今村 涼

ミヤチ エミ サカモト トモヤ

宮地 恵美 坂本 朋也

モトキ ユウイチ ニシザキ ヒロユキ

元木 佑一 西崎 宏幸

イワシロ トモヤ

岩城 友也

東海支部

西関東支部

東関東支部

北海道支部

東京支部

阪神支部

九州支部

沖縄支部ホテルニューグランド

ホテルオークラ東京ベイ

オーセントホテル小樽

ザ・プリンスパークタワー東京

シェラトン都ホテル大阪

BAR 倉吉（大名店）

沖縄残波岬ロイヤルホテル

北越支部

中四国支部

京滋奈支部

7

8

9

10

11

4

5

6

ホテルニューオータニ長岡

福山ニューキャッスルホテル

Bar Thistle

1

2

3

名古屋観光ホテル
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ショートカクテル部門

第1回 H.B.A./国分株式会社 共催カクテルコンペティション

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

山紫水明 40 ｍｌ

生ゆず酒の素 15 ｍｌ

モナン キウイ シロップ 5 ｍｌ

桜塩 適量

イーグル・レア シングル バレル 10年 20 ｍｌ

ワイルド・アフリカ クリーム 15 ｍｌ

カボチャ 15 ｇ

メープルシロップ 10 ml

シナモンパウダー 1 ｇ

トマーチン１２年 30 ml

ペマルティン アモンティリャド 20 ml

モナン フランボワーズ 10 ml

チョコレートビター 1 dash

山紫水明 30 ml

アリーゼ・ブルー 10 ml

ボルス パルフェタムール 5 ml

モナン アマレット シロップ 5 ml

フレッシュ レモン ジュース 10 ml

アリーゼ ワイルド・パッション 30 ｍｌ

勘兵衛 本醸造 20 ｍｌ

飲む酢 あまおう 10 ｍｌ

モナン モヒート ミント シロップ 1 ｔｓｐ

レモンピール 1 ea

奄美の杜 20 ｍｌ

アリーゼ レッド・パッション 20 ｍｌ

モナン パイナップル 10 ｍｌ

フレッシュ レモンジュース 10 ｍｌ

そんな愛を紡ぎ繋ぐ思いをカクテルに映して。

今日の疲れを癒し、グラスを傾け物想う。

柴田 智彩子

6

Salon Bar Thistle アイツムギ 愛情を込め、丁寧に織り込まれた奄美の伝統工芸、大島紬。
着るほどに

ミヤシタ ジュン アイツムギ 風合いが増し母から子へ、そして孫へと受け継がれる着物。

宮下 純

食用花、レッドチェリー、レモ
ンピール、松葉串

～明日への贈り物～
明日への架け橋となる一杯、私が捧げる贈り物。

5

名古屋マリオットアソシアホテル プリモ レガーロ
目まぐるしく流れる時間の中で、心を休めに立ち寄るホテルバー。

レモンの果皮を螺旋状にし、
グラスのエッジに飾る

シバタ チサコ Ｐｒｉｍｏ Ｒｅｇａｌｏ

レモンピールで月、リンゴで
星を型どりパスタで月と星をと
め、水飴を使いアラザンを月
に接着し、グラスのエッジに

飾る。フジカワ カツヒロ Petit Jour 空には夜の終わりを知らせる夜明けの明星。

藤川 勝浩 ～始まりのとき～
～Petit Jour～それは新たな幕開け。

4

アッセンブルオンエイト プティ ジュール 世界の目覚めと共に水平線にゆったりと広がっていくブルーの
煌めき。

ラズベリーシロップで濡らした
グラスを砕いたアーモンドで
スノースタイルにする

イズミ コウスケ Time Trip 時とともに新しく、いつまでも成長していきたい。

泉 孝祐 時を越えて
夢を乗せて未来をめざして。

3

リーガロイヤルホテル タイムトリップ 過去から未来へ。時を経ても変わらない、重ねた時間は明日
へと続く道。

カボチャの花をイメージした
カボチャの皮をグラスエッジ
に飾る。

コバヤシ ジュン Pumpkin Kiss
カクテルが唇に触れたその瞬間、キミの素敵な笑顔が目に浮
かぶ。

小林 淳

2

ホテル グランパシフィック LE DAIBA パンプキン キッス
イーグル・レアと、あま～いカボチャがおりなすハーモニー。

～あの頃を忘れずに～
そしてボクとの出会いのキスを・・・。

1

ホテル アローレ ｼｰﾆｯｸ ﾋﾞｭｰﾃｨｰ

山紫水明

山は日に映えて紫色に、川の水は澄んで清らかに。

レシピ

桜塩でグラスの縁をスノー
スタイル

ホリグチ ヤスノリ Scenic beauty
瞼を閉じれば思い出す、美しい景色をグラスに込めてお
届けします。

堀口 泰則
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ショートカクテル部門

第1回 H.B.A./国分株式会社 共催カクテルコンペティション

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

ワイルド・アフリカ クリーム 27 ｍｌ

ペール・マグロワール フィーヌ・カルバドス 8 ｍｌ

フレッシュ アップル ジュース 15 ｍｌ

マスカルポーネ 10 ｍｌ

ハニー シロップ 1 tsp

アリーゼ ゴールド・パッション 40 ｍｌ

アリーゼ ワイルド・パッション 10 ｍｌ

フレッシュ レモン ジュース 5 ｍｌ

モナン グァバ シロップ 5 ml

アリーゼ ゴールド・パッション 40 ml

レリティエ・ギュイヨ クレーム・ド・ぺシェ 10 ml

シークワーサー ジュース 10 ml

キャプテンモルガン 1 tsp

勘兵衛 本醸造 30 ml

ペール・マグロワール フィーヌ・カルバドス 15 ml

アリーゼ・ローズ 15 ml

大葉 0.5 枚

プチトマト 1 個

イーグル・レア シングルバレル10年 20 ml

ワイルド・アフリカ クリーム 15 ml

アイスコーヒー 15 ml

モナンキャラメルシロップ 10 ml

シナモンパウダー 2 ｇ

イーグル・レア シングルバレル10年 30 ｍｌ

グレープジュース 20 ｍｌ

フォション ティーリキュール 10 ml

カリブ 0.5 ｔｓｐ

レーズン 1 ea

レーズン・レモンピール・カク
テルピック

ヤマシタ ユリコ EAGLE EYE 遥か遠くの景色までもがくっきりと映る。

山下 由里子 慧眼
目の前の甘い誘惑が罠であることも、もちろん知っている。

12

ホテル日航大阪 イーグルアイ
時にしなやかに、時に俊敏に、大空を舞う雄姿の目には

シナモンパウダーを鷲の形に
振り飾る

ミヤシタ アキラ WILD WING 沢山の柔らかな羽に、あふれんばかりの愛を携え、

宮下 彰 未来への翼
”WILD WING" さあ、今、未来へ翼を広げよう！

11

パレスホテル東京 ワイルドウィング
幾千の大切な思い出が、今は大事なあなただけの強い翼

カクテルピックに刺したプチト
マト

コバシガワ ヤスユキ 和 国「日本」。

小橋川 康之 和の国の美しき宝
時代が移り変われども人と人の想いやり、優しさの心こそ・・・美
しき宝。

10

Bar Radio ヤワラ 美しく彩る四季を感じ、和の香りに心を和ませ、礼儀・文化・伝
統を重んじる

グレープフルーツピール・オ
レンジピール・ライムピールを
パスタで刺して固定し、グラス
のエッジに飾る。

エダヒロ タカユキ Summer Grace 夏の恵みを全て受けいれ成長していく姿は幼かったあの夏の思い出。

枝廣 隆行 ～初夏の香り～
今思えば、安らぎの風景・・・

9

ホテルグランヴィア広島 サマー・グレイス
眩しい太陽と向かい合い力強く咲く日葵。

ベルローズ、スパイラルライム
ピール、レモンピール、ゴー
ルドスプレー、松葉串、カクテ
ルピンに刺し、グラスに飾る。

タカノ トモエ VICTOLIZE アリーゼと共に歩む勝利への道。

髙野 ともえ 未来を翔けて
栄光の未来を翔けて、いざ・・・VICTOLIZE!!

8

カクテルバー マイスター倉吉 ヴィクトリーゼ
恐れぬ強さとたゆまない努力。

リンゴ、ミントサカイ タカトシ Ｊａｂｕｌａｎｉ Ａｐｐｌｅ 華やかなリンゴには、『最も美しい人へ』という花言葉。

酒井 貴利 祝いの華
美しくしなやかに舞う貴女に捧げる、この一杯。

7

ＴＨＥ ＢＡＲ ｌｅ ｐｅｔｉｔ ｐｒｉｎｃｅ ジャブラニ アップル
南アフリカのズールー語で祝う・祝杯という意味のジャブラニ。
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ロングカクテル部門

第1回 H.B.A./国分株式会社 共催カクテルコンペティション

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

ワイルド・アフリカ クリーム 40 ml

はちみつ 10 ml

キングストン レッド キュラソー 10 ml

カンパリ 1 tsp

卵黄 0.5 個

アリーゼ レッド・パッション 30 ｍｌ

アリーゼ ゴールド・パッション 10 ｍｌ

ヒーリングチェリーリキュール 10 ｍｌ

ザクロジュース 20 ｍｌ

モナンローズシロップ 1 ｔｓｐ

アリーゼ ゴールド・パッション 40 ｍｌ

レリティエ・ギュイヨ クレーム・ド・ペシェ 20 ｍｌ

フレッシュ オレンジジュース 20 ｍｌ

モナン・バニラシロップ 10 ｍｌ

レリティエ・ギュイヨ クレーム・ド・ぺシェ 30 ml

アリーゼ ゴールド・パッション 15 ml

ペール・マグロワール フィーヌ・カルヴァドス 10 ml

フレッシュグレープフルーツ ジュース 15 ml

モナン 洋なし シロップ 1 tsp

アリーゼ・ローズ 40 ml

ﾚﾘﾃｨｴｷﾞｭｲﾖ・ｸﾚｰﾑ・ﾄﾞ･ｶｼｽ・ﾄﾞ・ﾃﾞｨｼﾞｮﾝ･ﾉﾜｰﾙ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ 15 ml

ペール・マグロワール V.S.O.P ペイ・ドージュ 5 ml

レリティエ・ギュイヨ クレーム・ド・ぺシェ 1 ｔｓｐ

ジャカール・ブリュット・モザイク・ブラン 30 ml

アリーゼ・ブルー 45 ml

ジェット ２７ 10 ml

フレッシュ パイナップル ジュース 30 ml

フレッシュ レモン ジュース 5 ml

ジャカール・ブリュット・モザイク・ブラン 30 ml

レシピ

人々の心を祝福してくれる海の息吹が、心を満たしてくれる。

6

横浜ベイホテル東急 ｵｰｼｬﾝ ﾌﾞﾚｽ
全ての生命の起源と言われている海。

レモンピールで風をイメージ
したものを、乾燥パスタで二
つを組み合わせて、グラスの
淵に飾ります。

コミヤ ジュンイチロウ Ocean Bless
青や緑など様々な顔を持ち、全てを包み込む優しさを持つ。
その優しさで、

小宮 純一郎

グラスの脚にリボンを使い、
ベルローズをつける。タテマツ ユウスケ Ｄｏｚｅｎ Ｒｏｓｅ １輪の薔薇を僕の胸に渡し、僕の想いに応えてくれる瞬間を、

立松 祐輔
ドキドキしながら、君の答えを待っている。

～幸せを願う花～
母が私にくれた愛や願いを、次の世代へと繋ぐために、共に
歩んでいきます。

5

ウェスティンナゴヤキャッスル ダーズンローズ
ついにこの想いを君に伝えた。愛のしるしとして贈るダーズンローズ。

をグラスに込めて表現しました。

4

札幌全日空ホテル ブライダル・ヴェール
それは“愛する人の幸福を願い続ける”という意味を持つ花。

ストロー（2本）
シュガー
パッションフルーツピール
グレープフルーツピール

ササキ ミツヒサ Bridal veil 『生まれてきてくれてありがとう』

佐々木 満久

3

ホテルニューオータニ エターナル パッション
情熱のリキュール・アリーゼをモチーフに

白デンファレ・スパイラルライ
ムをグラスに飾る。 ストロー2
本を添える

オカダ ハルノリ Eternal Passion
バーテンダーのカクテルに対する永遠に限りなく続く 情熱・
想い

岡田 東宣 限りのない情熱・想い

ブラックオリーブに、爪楊枝
でレモンピール、パイナップ
ルの葉、ベルローズを刺しグ
ラスに飾る。

クロバ ショウヘイ Ｒｕｎ Ｗａｙ
明日をひらく。準備は整った。いざスタートラインへ。未来の舞
台へと繋がる今、

黒羽 祥平 ～夢の序章～
夢の序章。

2

ウェスティンホテル仙台 ラン ウェイ 夢を追いかけひた走る。待ち受けるであろう数々の困難に立ち
向かう情熱を燃やし

1

ヒルトン東京 ジェネギフト
人類の起源アフリカ。

ライムピール、ベルローズ、
デンファレの花びら、で贈り
物の花束に見立てる。その
際、爪楊枝を隠し串に使用
する。レモンピール、オレンジ
ピールを螺旋状にし、遺伝子
をイメージする。

カシハラ タク Genegift
その昔、一人の母の卵子遺伝子から、人類は世界中に広まっ
て行った。

柏原 拓
～世代を超えた贈り物～

(遺伝子の贈り物）

母から子へ脈々と受け継がれてきた愛の螺旋は、世代を超え
た最高の贈り物。
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ロングカクテル部門

第1回 H.B.A./国分株式会社 共催カクテルコンペティション

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

アリーゼ・ブルー 40 ｍｌ

イーグル・レア シングルバレル １０年 10 ｍｌ

フレッシュユズジュース 5 ｍｌ

モナンキウイシロップ 5 ｍｌ

KWV ドゥミセック 60 ｍｌ

山紫水明 30 ml

アリーゼ・ブルー 30 ml

シュガーシロップ 1 ｔｓｐ

緑茶葉 1 tsp

ライムピール 1 枚

アリーゼ・ローズ 30 ml

イーグル・レア シングルバレル １０年 25 ml

フレッシュ クリーム 15 ml

モナン ストロベリーシロップ 10 ml

フレッシュ ストロベリー 20 ml

アリーゼ ゴールド・パッション 50 ml

ヨーグルト ドリンク 20 ml

ドーバートックブランシュマンゴー 1 ｔｓｐ

ワイルド・アフリカ クリーム 40 ml

ペール・マグロワール フィーヌ・カルヴァドス 15 ml

モナン ジンジャーブレッド・シロップ 1 tsp

エスプレッソ コーヒー 20 ml

サンブーカ 1 Spray

アリーゼ・ブルー 40 ml

ペール・マグロワール V.S.O.P ペイ・ドージュ 20 ml

モナン パッションフルーツ シロップ 1 ｔｓｐ

トニックウォーター 20 ml

ミントリーフ 30 枚

至福のひとときにアティーズを・・・

輝く太陽の下たわわに実った果実達。
ミントリーフ
ストロー
マドラー

キタキ キヨカズ Jardin Clair それらを優しく包み込むのは爽やかな新緑のカーテン。

北木 亨和 ～清澄（きよすみ）～
透明感溢れる明るい庭園の瑞々しさをいっぱいに詰め込ん
で、今、貴方に届けます。

11

福山ニューキャッスルホテル アティーズ
アティーズとは、安らぎという意味をもちます。

リボンの付いたストローイケモト スミコ Atease 世代をこえて永く愛され続け、多くの人のこころに安らぎを届けたい

池本 須美子

12

リーガロイヤルホテル ジャルダン クレール

どこか懐かしい思い出がそこに・・・

10

Living Bar M&W TOKYO アンソレイユ 麗らかな日射しに包まれる至福の一時。鳥達は歌い、草花は
華やぐ…

～ひだまり～

マラスキーノ・チェリー。オレ
ンジ・ピール(太陽型)。ライ
ム・ピール(葉型)。パイナップ
ルの葉(葉型)。爪楊枝。

アベ アキラ Ensoleille
いつまでも愛され続ける暖かなぬくもりをグラスの中に閉じ込
めました。

阿部 央

9

西鉄グランドホテル アリーゼ ボンボン
紳士淑女の愛されるスイーツ。

グラスのエッジにイチゴとミン
トを飾り、ストローを２本さす

マツオ タケヒコ Alize Bon Bon
アリーゼのエレガントな味わいとイーグルレアの豊潤な香りで
新たな大人のスイーツを創作しました。

松尾 武彦 ～大人のスイーツ～

ライムピール、グレープフ
ルーツピール、マラスキーノ
チェリー、穂紫蘇、ストロー
(紐で結んだもの)

テラサワ アイリ 初逢瀬
積もる月日を優しく撫でる。澄んだ想いは混ざり合い、今新た
なプロローグへ。

寺澤 愛里 ～銀杏が茂る浪花の街で～
銀杏が茂る浪花の街で初逢瀬。

～Jewel cocktail～

8

大阪新阪急ホテル ハツオウセ 生える新緑青々と、水面に映る二人の歩み。心にそよぐ青風
は

7

ホテルグランヴィア京都 クリソコラ “クリソコラ” 幸運・繁栄をもたらす鮮やかなブルーグリーンの
パワーストーン。 グラスの足上部に金粉スプ

レーをかける。結晶を型取っ
て金粉スプレーをあしらった
柚子ピールをグラスのエッジ
にハンギング。

オクダ マミ Ｃｈｒｙｓｏｃｏｌｌａ
様々な大地で結晶化する宝石は、大陸の垣根なく世界を繋ぐ
海のように輝いている。

奥田 真巳
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