
2016年9月29日（木曜日）

第4回 H.B.A./KOKUBU共催カクテルコンペティション

3階『富士の間』
ホテルメトロポリタン



アリーゼ部門

第4回 H.B.A./KOKUBU 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

アリーゼ ゴールド・パッション 40 ｍｌ

フレッシュ人参ジュース 15 ｍｌ

にっぽんの果実　熊本産　でこぽん 5 ｍｌ

フレッシュ レモン ジュース 1 tsp

ディル 1 g

アリーゼ　ゴールド・パッション 30 ｍｌ

K&K にっぽんの果実 山形県産 黄桃(黄金桃) 20 ｍｌ

本家松浦 ちょこっと贅沢 にごりゆず酒 10 ｍｌ

アリーゼ　ゴールド・パッション 40 ｍｌ

ペール　マグロワール　フィーヌ　VS　カルバドス 5 ｍｌ

K&K 日本の果実　山形県産黄桃 15 ｍｌ

フレッシュ　エストラゴン 1 ea

アリーゼ　ブルー 40 ｍｌ

フライシャー　リースリング 10 ｍｌ

K&K 日本の果実　青森県産　りんご（ふじ） 10 ｍｌ

レリティエ・ギュイヨ　クレーム・ド・ペシェ 1 ｔｓｐ

アリーゼ　ローズ 20 ｍｌ

レリティエ・ギュイヨ　クレーム・ド・ペシェ 15 ml

ヘイマンズ　オールド・トム・ジン 5 ml

フライシャー　ゲヴェルツトラミネール 5 ｍｌ

フレッシュ グレープフルーツ　ジュース 15 ml

5

イマイ　カツヒロ

フローラル　ブーケ アリーゼローズ（偏西風）が運ぶ果実の甘い香りをグラス
の中へ。

レモンピール、
オレンジピール、
グレープフルーツピール

今井　克広 Floral Bouquet ふくよかな余韻は食事の席に華を添えます。カクテルと
料理のマリアージュ。

Ｂar TACT
新しい出会いに祝福の花束を…。

4

ニワ　クニヒロ

アオウミ

見渡す限り光り輝く海と果てしなく広がる空。

オレンジピール リンゴピー
ル

丹羽　邦博 碧海 寄せてはかえす波の音色（ねいろ）は緑玉の調べ。

パレスホテル東京　 緑玉の調べ
碧海の恵みをうけた幸との至極のハーモニーを、お楽し
みください。

3

ミヤシタ　ジュン

トゥールビヨン　ドール アリーゼの風が料理と交わる“パーフェクトリー・パート
ナード”

エストラゴン宮下　純 Tourbillon　dore' 黄金の組み合わせによってグラスとフードが行き交うと

Salon Bar Thistle
現れる“金の旋風”をお楽しみ下さい。

2

ササキ シンゴ

プライムマリッジ

「プライムマリッジ」それは最愛の人との運命の出会い。

ラディッシュ、グレープフ
ルーツピール、オレンジ
ピール、ベルローズ

佐々木真悟 Prime Marriage 金色に輝く二つの運命が、いま貴方のもとで結びあう。

東京會舘 運命の出会い
いつまでも続く口福(こうふく)な時間を貴方と共に…

1

イワサカ　カオリ

ピュア　リング 広大な海、豊かな台地、輝く太陽から生まれ育まれる生
命。

ディル岩坂　佳織 Pure Ring その純粋な生命が一つになり、新しい風を巻き起こす。

エクシブ有馬離宮 ～自然のハーモニー～
一つの輪になり奏でるハーモニーをお楽しみ下さい。

レシピ

 2016年9月29日 於：ホテルメトロポリタン



アリーゼ部門

第4回 H.B.A./KOKUBU 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 グリーン・パッション 40 ml

ヘイマンズ オールド トム ジン 10 ml

K&K にっぽんの果実　東北産　洋梨 10 ml

フレッシュ ライム ジュース 5 ml

アリーゼ　ゴールド・パッション 30 ｍｌ

アリーゼ　ココ 20 ｍｌ

にっぽんの果実　山形県産黄桃 10 ｍｌ

フレッシュ レモン ジュース 1 ｔｓｐ

アリーゼ　ブルー 40 ml

アリーゼローズ 10 ml

レリティエ・ギュイヨ クレームドペシェ 10 ml

フレッシ レモン ジュース 1 tsp

アリーゼ ローズ 35 ml

K＆Kにっぽんの果実　東北産　白桃（あかつき） 15 ml

K＆Kにっぽんの果実　宮崎県産　日向夏 10 ml

フレッシュ レモン ジュース 1 dash

いい塩梅

アリーゼ グリーン・パッション 30 ｍｌ

ペール・マグロワール フィーヌ・カルヴァドス 15 ｍｌ

ペマルティン モスカテル 10 ｍｌ

5 ｍｌ

レッドチェリー(K&K)、ベル
ローズ、デンファレ

北原　一仁 Plage 海の幸と共に・・・。

ホテル日航福岡 浜辺

キタハラ　カズヒト

プラージュ 暑い日差しが差し込む夏の浜辺。瑞々しく、たわわに熟
れた真夏の果実を味わい、至福の一時を。

8

ニシザキ　ヒロユキ

マリアーゼ 最高のパートナー。調和し結びつく事で互いを高め合
う。

ブラックオリーブ・レモン
ピール・ライムピール・ベ
ルローズ

西崎　宏幸 Maliaze この一杯のカクテルがパーフェクトなマリアージュになる
よう想いを込めて・・・

BAR 坂梨

小さな出会いと小さな驚きが溢れる一杯です。

いい塩梅渥美　陽介 Petit Merveille 塩のミネラルは甘みを引き立てるキューピット。

富士屋ホテル 小さな驚き

9

アツミ　ヨウスケ

プチ　メルヴェイユ 華麗なライチの風味とほのかな酸味が、クリーミーなウニ
と絶妙にマッチ。

ライムピール名取　麻子 Richelizé 様々な風が出会い、新しい恵みの風となって、いつの時
代にも

札幌プリンスホテル
発見と喜びというプレゼントを届けてくれる。

6

ナトリ　アサコ

リシェリーゼ

～ 恵みの風 ～

海の風が恵みを与えてくれる。山の風が恵みを与えてく
れる。

7

10

シバタ　チサコ

パルトネール 一瞬で心奪われ惹かれあう二人、自然と一つになってい
く。

レッドチェリー、ライムピー
ル、レモンピール

柴田　智彩子 PARTENAIRE そんな恋のように料理とカクテルも恋に落ちていく。

名古屋マリオットアソシアホテル

レリティエ・ギュイヨクレーム・ド・カシス・ド・ディジョン・ノワー
ル・ド・ブルゴーニュ

～ときめく瞬間～
運命の巡り合いは奇跡を起こし、そして幸せに満ち溢れ
る。

 2016年9月29日 於：ホテルメトロポリタン



ジャカール、ローズマウント部門

第4回 H.B.A./KOKUBU 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

ローズマウント ダイヤモンド ラベル シャルドネ 60 ｍｌ

レリティエ　ギュイヨ　クレーム　ド　カシス　ノワール　ド　ブルゴーニュ 20 ｍｌ

レリティエ　ギュイヨ　クレーム　ド　ペシェ 20 ｍｌ

ローズマリー 3 本

ベル ローズ 1 ko

ローズマウント　ブレンド　トラミネール・リースリング 60 ml

ヘイマンズ　オールド　トム　ジン 15 ml

アリーゼ　ココ 15 ml

ケイアンドケイ　トウホクサン　ハクトウ 20 ml

フレッシュ　ライム ジュース 5 ml

ローズマウント ブレンド トラミネール リースリング 90 ml

アリーゼ ローズ 30 ml

ヘイマンズ オールド・トム・ジン 20 ml

フレッシュ オレンジジュース 10 ml

フレッシュ タイム 1 ea

シャンパーニュ・ジャカール　ブリュット・モザイク　白 90 ｍｌ

アリーゼ　レッド　パッション 25 ｍｌ

ヘイマンズ　ロンドン　ドライ　ジン 20 ｍｌ

フレッシュ　トマト　ジュース 15 ｍｌ

ミニトマト 1 個

シャンパーニュ・ジャカール　ブリュット・モザイク　白 80 ｍｌ

アリーゼ　グリーン・パッション 30 ｍｌ

レリティエ・ギュイヨ　クレーム・ド・ペシェ 15 ｍｌ

アリーゼ　ココ 10 ｍｌ

フレッシュ　レモン　ジュース 5 ｍｌ

5

タテマツ　ユウスケ

ハピネス　アワー

陽射しが注がれる中、木陰で味わうこの一杯。

リング状にしたレモンピー
ル

立松　祐輔 Happiness Hour ささやかな喜びが積み重なり、幸せが生まれる。

ウェスティンナゴヤキャッスル 至福のひととき
この幸せをかみしめて、至福のひとときをすごす。

4

サシハラ　ヨシノリ

サンセット　グロウ

雲の隙間から沈みゆく夕陽と広がる風景。

ミニトマト指原　義憲 Sunset Glow 夕焼けを眺め、寄り添いながら日が暮れるまで語り合う。

ホテル大阪ベイタワー 情熱
二人の熱い想いは、シャンパンの泡の様に湧き上がる。

バードソング

自然が美しく残る、ローズマウント・エステートワイナリー。

オレンジピール フレッシュ
タイム

中山　陽子 Ｂｉｒｄｓｏｎｇ ほら、グラスを傾ければ、広大な畑でさえずる小鳥のか
わいい声が聞こえてくるでしょう？

ホテルグランヴィア京都 アッパーハンター・ヴァレーの自然より

1

コバヤシ　ジュン

マリッジ ローズ

小林　淳 Marriage Rose

グランドニッコー東京 台場 ～新たなる出逢い～

2

サカイ　タカトシ

ブートニア　ローズ

酒井　貴利 Ｂｏｕｔｏｎｎｉｅｒｅ　Ｒｏｓｅ

ＴＨＥ　ＢＡＲ　Ｌｅ　Ｐｅｔｉｔ　Ｐｒｉｎｃｅ ローズマウントに咲く一輪のバラ

3

ナカヤマ　ヨウコ

レシピ

ローズの名のもとに集まった立役者たちがおりなすハーモニー。

ローズマリー・ベルローズひとたびお料理に合わせれば、その相乗効果は無限大だ。

新たなる出逢いに乾杯！！

ワインの特徴である白いバラをイメージして、ジンで力強
さを、ココナッツでコクを、

Ｋ＆Ｋ東北産白桃、ライム
ピール

白桃で上品な甘さを、ライムで爽やかな酸味を、エレガ
ントにより上のクラスのワインへ。

 2016年9月29日　於：ホテルメトロポリタン



ジャカール、ローズマウント部門

第4回 H.B.A./KOKUBU 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

シャンパーニュ・ジャカール ブリュット・モザイク 白 60 ml

アリーゼ ブルー 50 ml

レリティエ・ギュイヨ クレーム・ド・ペシェ 5 ml

フレッシュ レモン ジュース 5 ml

フレッシュ ジンジャー ジュース 1 ｔｓｐ

シャンパーニュ・ジャカール　ブリュット・モザイク　白 80 ml

アリーゼ　レッド・パッション 20 ml

レリティエ・ギュイヨ　クレーム・ド・ペシェ 10 ml

K&Kにっぽんの果実　山形県産　黄桃（黄金桃） 30 ml

シャンパーニュ・ジャカール　ブリュット・モザイク　白 90 ｍｌ

アリーゼ　ゴールド・パッション 30 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 20 ｍｌ

本家松浦　無添加　生ゆず酒の素 10 ｍｌ

マツナガ　マサル オブリジェ アリーゼ　ゴールド　パッション 30 ｍｌ 音楽用語で必要不可欠という意味のオブリジェ。

レリティエギュイヨ　クレーム　ド　ペシェ 20 ml

松永　勝 Oblige レリティエギュイヨ　クレーム　ド　カシス　ド　ディジョン 10 ml 食事に欠かせないこのカクテルは素材の味わいを引き立て、

フレッシュ　グレープフルーツジュース 30 ml

ロイヤルパークホテル ～奏でるマリアージュ～ ローズマウント　ダイヤモンドラベル　シャルドネ 40 ml 至福の旋律を奏でます…。

シャンパーニュ・ジャカール　ブリュット・モザイク　白 30 ｍｌ

ローズマウント ダイヤモンドラベル シャルドネ 15 ｍｌ

アリーゼ ココ 15 ｍｌ

K&K 日本の果実 宮崎県産 日向夏 50 ｍｌ

フレッシュ チャービル 1 ea

8

ヨコオ　ナオミ

レ・ヴァンダンジュ

神の恵みに乾杯！祝杯を上げ今年も祭りが始まった。

ライムピール横尾　直美 Les　Vendanges 苦楽を共にした仲間たち。豊穣に感謝し歌い、踊り、笑う。

リーガロイヤルホテル　 ～ブドウ収穫祭～

酒神バッカスに捧げるレ・ヴァンダンジュ。喜び溢れる収穫祭。

7

タナカ　アユミ

イル　ソーレ

真夏の海、照りつける太陽の光でオレンジ色に輝く海。

田中　あゆみ Il Sole 南国の風に吹かれながら、白い浜辺で過ごす夏のひとときを・・・

ホテルニューオータニ長岡 オレンジの海

6

イトウ　ユウキ

ラヴァーズ　デュエット

幾千の時を越え、めぐり逢えた小さな奇跡。

オレンジスライス、オレンジ
ピール、ベルローズ、ライ
ムピール

伊藤　優樹 Lovers' Duet 二人の奏でるメロディーは、やがて世界へと響き渡る。

横浜ロイヤルパークホテル 奏逢～かなであい～
幸せのメロディーが、貴方の元にも届きます様に・・・。

10

サイトウ ケイ

ボン マリ

齋藤 圭 Bom Mari

ホテルニューオータニ 奇跡の出会い

9
ブラックオリーブ、ベル
ローズ（赤） 、音符型グ
レープフルーツピール

偶然と必然が織りなす奇跡の出会い。

チャービル二つの思いが重なり合いカタチになる時、幸せの時が刻まれる。

この素晴らしき良き巡り合わせに乾杯。

 2016年9月29日　於：ホテルメトロポリタン



　　　　　　　　スピリッツ、ウィスキー部門

第4回 H.B.A./KOKUBU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

ヘイマンズ オールド・トム・ジン 25 ml

アリーゼ ゴールド・パッション 15 ml

フレッシュ レモンジュース 5 ml

にっぽんの果実　東北産　白桃（あかつき） 15 ml

トマーティン　12年 30 ｍｌ

レリティエ　ギュイヨ　クレーム・ド・ミュール 20 ｍｌ

アリーゼ　レッド・パッション 5 ｍｌ

コクブ 炭酸水（天然水使用）ボトル缶 80 ｍｌ

　 　 　

ヘイマンズ　ロンドンドライジン 30 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 レモンジュース 10 ｍｌ

フレッシュ　ディル 1 片

セブンシーズ　ジャパニーズ　ラム 25 ｍｌ

レリティエ・ギュイヨ クレーム・ド・カシス・ド・ディジョン 10 ｍｌ

にっぽんの果実 瀬戸内産八朔 25 ｍｌ

トマーティン　12年 30 ｍｌ

レリティエ・ギュイヨ クレーム・ド・フランボワーズ 15 ｍｌ

ペマルティン・ヴィノ・デ・モスカテル 10 ｍｌ

フレッシュ レモンジュース 5 ｍｌ
5

ミワ　ユウタ

レゾナンス

互いの波長が重なり合い、織りなす音色。

レモンピール、ライムピー
ル

三輪　悠太 Resonance それはあなたに感動と、こころ豊かなひと時を運んでくれ
る。

名古屋マリオットアソシアホテル

“Resonance”、至福の余韻を求めて。

4

アユカワ　ハジメ

ケーズ タイム 女性や若い方にも「缶つま」と共に楽しんで頂きたいと思
い創作致しました。

にっぽんの果実 瀬戸内
産八朔

鮎川　創 K's Time ご自宅でもツイストしやすいシンプルなレシピ。

横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ ～KOKUBUを嗜む～
今宵、K's Timeで貴方は癒される。

3

ヤマグチ　テルユキ

ハイエンド　タイム

今宵、あなたに贈る最高のマリアージュ

ディル　ベルローズ　ブ
ラックオリーブ

山口　輝之 High-End Time それは気品高い味わいと華やかな香りが奏でる優しい
旋律

ホテルグランヴィア広島 ～口福のマリアージュ～
いつまでも続く長い余韻と共に・・・至福の時に身を委ね
て・・・

2

チク　カズヒロ

スモーキー　マリアージュ 異国風土のマリアージュ。スコットランドのピートが香る「ト
マーティン」と、

オレンジピール、レモン
ピール

知久　和広 Smoky Mariage 日本の桜チップが香る「缶つまsmoke貝柱」の

京王プラザホテル 出会いと繋がり
味覚の共演をお楽しみください。

1

マスダ テッペイ

フレーバー フュージョン

香りを全身で感じ目を瞑る。

ローズマリー、ベルロー
ズ、ブラックオリーブ、レモ
ンピール

増田 鉄平 Flavor　Fusion 海の恵みの味に、芳醇な果物の香り、ハーブの香りとの
融合。

香りが奏でる詩
香りの生み出す詩は、どこまでも続いていく余韻となる。

レシピ

 2016年9月29日　於：ホテルメトロポリタン



　　　　　　　　スピリッツ、ウィスキー部門

第4回 H.B.A./KOKUBU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

トマーティン　12年 30 ml

アリーゼ　レッド・パッション 15 ml

レリティエ・ギュイヨ　クレーム・ド・ペシェ 10 ml

ペマルティン　モスカテル 5 ml

オレンジピール

トマーティン　12年 30 ml

アリーゼ ゴールド・パッション 30 ml

フレッシュ レモンジュース 1 tsp

トマーティン 12年 35 ml

アリーゼ　ローズ 5 ml

フレッシュ グレープフルーツ ジュース 15 ml

ペマルティン モスカテル 5 ml

レモン グラス

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 20 ｍｌ

ペマルティン　モスカテル 20 ｍｌ

トマーティン ク・ボカン 1 spy

セブンシーズ　シルバー 30 ml

アリーゼ　ブルー 15 ml

K＆K　青森県産　りんご(ふじ) 10 ml

本家松浦　無添加　生すだち酒の素 5 ml

佐藤　大介 Smoky Magic 焦した樽の味わい、包み込むクリーム、葡萄の甘さ、振り
かける煙の霧

ホテルメトロポリタン ～驚きのマリアージュ～
「マリアージュ」 食材と飲物を繋ぐ魔法、其れは正に
Smoky Magic

6

キタキ　キヨカズ

リレーション

大自然と情熱のハーモニー。

オレンジピール
K&K 国産 さくらんぼ

北木　亨和 Ｒｅｌａｔｉｏｎ 心地よい香りと味わいは、新しい風によって運ばれてき
ます。

リーガロイヤルホテル ～新たな結びつき～
～Relation～結びついたそれらは新たな息吹として、
今、貴方のもとへ・・・

Trendo

東京ドームホテル札幌

川村　康祐 Ocean's Bounty

仙台国際ホテル ～海からの贈り物～

流行の兆し

10

カワムラ　コウスケ

オーシャンズ　バウンティー

7

タカトウ　ナオヤ

トレンド

高藤　直哉

8

イマゾノ　イサオ

アロマニスキー

今園　勲 Aromanisky

セルリアンタワー東急ホテル ～ウイスキーアロマの泉～

9

サトウ　ダイスケ

スモーキーマジック

アリーゼとトマーティン。最高の洋酒である。

しかし、この２つが混合し１つになった時、完璧な相棒と
なる。

まさにパーフェクトリーパートナード。世界中でTrendo
が・・・

どこまでも続く水平線を眺めながら海辺でのひと時を過
ごす。

オレンジピール
波の音に包まれながら、海の幸を肴にそっとカクテルに
口をつける。

今日は時間を忘れ、海の魅力を堪能しよう。

花やハーブ、フルーツなどウイスキーから湧き出る香りを
集め、

グレープフルーツピール、
レモングラス、ベルローズ

食事と相乗する１杯を

グラスに表現いたしました。

燻製「貝柱」との至福の時間

オレンジピール

 2016年9月29日　於：ホテルメトロポリタン


