第3回 H.B.A./国分株式会社 共催カクテルコンペティション

名古屋東急ホテル
『ヴェルサイユ』
2015年 8月 5日（水曜日）

第3回 H.B.A./国分株式会社 共催カクテルコンペティション
アリーゼ部門

No.

ホテル名・選手名

レシピ

カクテル名
アリーゼ ココ

ヨコオ ナオミ

1

横尾 直美

Perlacion

リーガロイヤルホテル

～永遠(ﾄﾜ)の輝き～

ニシダ ショウ

2

ペルラシオン

グリーン トラベル

西田 翔

Green Travel

B4

旅の始まり

ペマルティン アモンティリアード
ペマルティン モスカテル
K＆Kにっぽんの果実 東北産 白桃（あかつき）
アラザン

3

フェドゥ ラ フォーレ

佐々木 雄平

Fée de la forêt

秋田キャッスルホテル

森の妖精

イーグル レア シングルバレル 10年

15 ml 頬を撫でる優しい風が身を包む。

オレンジピール

アリーゼ ゴールド・パッション
フレッシュ オレンジ ジュース
ペルノ アブサン
フレッシュ ペパーミント

アリーゼ グリーン・パッション
アツミ ヨウスケ

4

ココナツビーチ

渥美 陽介

ココ夏ビーチ

富士屋ホテル

Summer Green

アリーゼ ココ
K＆Kにっぽんの果実 宮崎県産 日向夏
モナン パイナップル・シロップ

5

トロピカリーゼ

藤田 修康

Tropicalize

グランドエクシブ浜名湖
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1 tsp 受け継がれる想いや伝統、新たな出会いを求めて歩き 食用金粉をふりかけたマ
ラスキーノミントチェリーを
1 peel 出す。
グラスのエッジに飾る。
～Green Travel～世代を越えて旅する緑の宝石。

30 ｍｌ 世界中で愛される「アリーゼ」が織り成す、BARだけに現
20 ｍｌ れる素敵な妖精。
10 ｍｌ 都会の喧騒から離れ、あなたとアリーゼをつなぐ特別な レモンピールをハート型に
カットし、ミントチェリーと一
1 dash 夜の懸け橋に…。
緒にグラスの縁に飾る。
4枚

30 ml ココナッツの甘い香りが吹きぬける浜辺のサマータイ
10 ml ム。
20 ml 白い砂浜とエメラルドグリーンの海、南国ムードいっぱ
1 tsp いのビーチを表現しました。

ココナッツパウダー

アリーゼ ココ
フジタ ノブヤス

10 ml その昔、人魚が流した涙は海におち真珠になるという。
アリーゼココでグラスの
1/2 tsp かなしみを喜びに変えるその宝石は富と健康をもたらす エッジを濡らし、細かくし
たアラザンでスノースタイ
20 ml お護り。
ルにする。
時を越え、人々に愛され輝き続ける海からの贈りもの。

45 ml

モナン アップルパイ シロップ

アリーゼ グリーン・パッション

25 ml 今こそ生まれ変わる時！様々なトロピカルカクテルの想
15 ml いを継承し、

パジェス エオラ

10 ml

フレッシュ オレンジジュース
モナン エルダーフラワー・シロップ

デコレーション等

30 ml

アリーゼ グリーンパッション

アリーゼ グリーン・パッション
ササキ ユウヘイ

作品のイメージ

グラスの縁半分をモナン
パイナップル・シロップで
濡らし、ココナッツパウ
ダーでハーフスノースタイ
ルにする。

デンファレをブラックオ
世代を越えて愛され続けていく一杯となる事を願って… リーブに刺し、グラスの縁
10 ml
に飾る。
1 tsp 新しい時代の幕開けがここから始まる！

第3回 H.B.A./国分株式会社 共催カクテルコンペティション
アリーゼ部門

No.

ホテル名・選手名

ココロオドル

ヤマダ ケイスケ

6

レシピ

カクテル名

山田 圭介

ココロオドル

ホテル日航福岡

～Feel So Nice～

アリーゼ ココ

40 ｍｌ

フレッシュ レモン ジュース

白い雲と青い海。照りつける太陽と風にそよぐココヤシ
10 ｍｌ の木。

モナン パイナップル シロップ
モナン ブルーキュラソー・シロップ

ロンド

7

大塚 慎一郎

RONDO ～輪舞曲～

京王プラザホテル

新緑の奏

アリーゼ ココ
デルモンテ パイナップル ジュース
ミントリーフ
グリーンチェリー

アリーゼ グリーン・パッション

8

ナカヤマ ヨウコ

ジャルダン ヴェール

中山 陽子

Jardin Vert

ホテルグランヴィア京都

秘境の楽園

オオサキ ヒロタダ

9

大崎 寛惟

エテルリーゼ

Éterlizé

10 ｍｌ 時代、世代を超えても人々を魅了し続ける、ココロオド
ル一杯を感じて・・・。

塩

アリーゼ グリーン・パッション
オオツカ シンイチロウ

作品のイメージ

10

グリーンチェリーを先端に
20 ｍｌ やがて大地が色とりどりの花々で染め上げられ、くるくる 刺したカクテルピックにラ
イムピールと音符型にカッ
3 茎 と風に舞う花弁は
トしたオレンジピールを刺
しグラスに飾る。
1 ea
華麗に踊る輪舞曲を思わせる。
30 ｍｌ

フレッシュ セルフィーユ

色鮮やかな緑、花々の官能的な香り。木漏れ日の先に
15 ｍｌ は、悠々と翼を広げる鳥たち。
ブラックオリーブに金粉を
ふる。ライムピールとセル
10 ｍｌ
ここは古より自然が創りあげた美しい庭。その神秘的な フィーユをブラックオリー
5 ｍｌ 魅力に誰もが心奪われる。
ブに挿し、グラスの縁に飾
る。
1 ea

アリーゼ グリーン・パッション

45 ml

フレッシュ グレープフルーツ ジュース

10 ml どこまでも続く大地を吹き抜ける風「エテルリーゼ」

イーグル レア シングルバレル 10年
アリーゼ ココ
フレッシュ ライム ジュース

K＆Kにっぽんの果実 東北産 白桃（あかつき）

5 ml

ペルノ アブサン

1

親から子へ代々語り継がれるその風は、

dash

メビウスの輪をイメージし
たレモンピール、ライム
ピール、オリーブをグラス
の縁に飾る。

永遠の風

ナトリ アサコ

ホリゾン

名取 麻子

HORIZON

札幌プリンスホテル

～ 展望 ～
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ブルーキュラソウシロップ
と塩でグラスをウエーブス
タイルにする。
マラスキーノチェリー、ミン
ト

30 ｍｌ 暖かな季節が訪れる頃、草木はやわらかな陽だまりに
10 ｍｌ 包まれる。

吹くと「永遠に幸せを運んでくる」と言われている。
ホテルグランヴィア大阪

デコレーション等

アリーゼ ブルー・パッション

40 ml

モナン モヒート ミント・シロップ

交わる様で 交わらない、空と海のホリゾン。晴れた日
10 ml は、

フレッシュ ライム ジュース
セブンシーズ ジャパニーズ ラム

ライムの皮の表面、裏面
の綿皮を用い、雲と風に
10 ml
乗り大空を翔る海鳥をモ
海は空に染められて、青に染まる。遥か遠くに展望を
チーフにしたデコレーショ
1 tsp
ンを乾燥パスタでつなぎ
見出しては、人と人の過去や未来ものせて思いを繋い グラスに飾る。
でゆく。
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ジャカール部門

No.

ホテル名・選手名

ル セルクル

タテマツ ユウスケ

1

2

立松 祐輔

Le Cercle

ウェスティンナゴヤキャッスル

巡り行く世代の輪

フルタ ユウヤ

ロイヤル アヴェニール

古田 祐也

Royal Avenir

京都ホテルオークラ

サトウ ダイスケ

3

レシピ

カクテル名

～輝かしい未来へ～

デヴォーション

佐藤 大介

Devotion

ホテルメトロポリタン

～伝えたい想い～

ジャカール ブリュット・モザイク 白

90 ml

アリーゼ ローズ

30 ml 誰にでも愛されたいと願い、創ったこの一杯。

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

25 ml 親から子へ、子から孫へ、引き継がれていくかのように
15 ml 巡り行き、

ヘイマンズ オールド・トム・ジン
フレッシュ ライム ジュース

4

グラン ドール

鈴木 貴

Gran D'or

Bar TACT

輝く未来へ

マキウチ ヒデアキ

5

ボー カドー

牧内 秀昌

Beau Cadeau

名古屋東急ホテル

素敵な贈り物
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デコレーション等

スパイラルにしたライム
ピールの先端をグラスの
縁に飾る。

0.5 tsp 今もこれからもずっと愛され続けていく。

ジャカール ブリュット・モザイク 白

90 ml

アリーゼ グリーン パッション

グラスの底から美しく立ち上がるエレガントな気泡と共
20 ml に、

フレッシュ オレンジ ジュース

15 ml 二人の幸せな物語が家族の世代を越えて語り継がれま 金箔を振りかけたベル
ローズ、ブラックオリーブ
10 ml すように。
をグラスの縁に飾る
輝かしい未来への門出にこの一杯を…。
30 ml

ジャカール ブリュット・モザイク 白

90 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

15 ｍｌ 両親、友人、恋人たちの深い愛情が支えとなり力となる

ボルス マラスキーノ

10 ｍｌ

デルモンテ クランベリー20%

10 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

モナン ポワール・シロップ

モナン ピンクグレープフルーツ・シロップ

ジャカール ブリュット・モザイク 白
スズキ タカシ

作品のイメージ

感謝の気持ち、お世話になった方々へ捧げたい。

1 ｔｓｐ 世代を超えて共に喜び、笑顔はじける幸せを。

100 ｍｌ

アリーゼ グリーン パッション

30 ｍｌ 先代が守り受け継がれる大いなるテロワール。

ペールマグロワール V.S.O.P ペイドージュ
アリーゼ ブルー パッション

10 ｍｌ やがて実りを迎えた果実は輝くシャンパーニュとなる。
5 ｍｌ 今、新たな味わいと出会い

モナン ポワール・シロップ

10 ｍｌ 未来へ羽ばたくでしょう。貿易風にのせて・・・

ジャカール ブリュット・モザイク 白

90 ml

アリーゼ ローズ

20 ml 伝統と現代の洗練された雰囲気の調和を目指し、

アリーゼ ゴールド・パッション

20 ml

K＆Kにっぽんの果実 東北産 白桃（あかつき）
フレッシュ レモン ジュース

黒オリーブにベルローズ
を差したものに金粉をか
ける。グラスのエッジに飾
る。

葉型のライムピールと枝
付きレーズンをグラスの
エッジに掛ける。

マラスキーノチェリーにベ
ルローズを差し金粉をふり
世界中で世代を越え愛され続けてきたジャカール。
かけたものをグラスのエッ
20 ml
ジに飾る。グラスの脚にリ
ボンを結びつけておく。
1 tsp 明日から始まる夢や希望の想いを込めてこの素敵な贈
り物を皆様へ。
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ジャカール部門

No.

ホテル名・選手名

レシピ

カクテル名

ジャカール ブリュット・モザイク 白

6

シガヒロアキ

エターナル ドリーム

志賀宏明

Eternal Dream

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

イーグル レア シングルバレル 10年
フレッシュ オレンジ ジュース

作品のイメージ

デコレーション等

120 ml
長年に渡り愛されるカクテルを創作する事はバーテン
15 ｍｌ ダーにとって永遠の夢。

翼の形に切ったオレンジ
20 ｍｌ この一杯が多くのお客様に幸せな時間を届けられます ピールをマラスキーノチェ
リーに刺し、グラスのエッ
15 ｍｌ ように。
ジに飾る。

ホテルニューオータニ長岡
ジャカール ブリュット・モザイク 白

7

オカノ ハルカ

ゴールド アリュール

岡野 悠

Gold Allure

アリーゼ ゴールド・パッション
ペール・マグロワール・フィーヌ・カルヴァドス
モナン エルダーフラワー・シロップ

60 ml
アリュールとは女性の魅力を意味する最高の褒め言葉
25 ml として知られます。
ライムピール、レモンピー
ル、リンゴの皮、竹串を使
25 ml その黄金の魅力を持つ女性の輝かしさをカクテルとデ 用し、帽子を被った横顔
の女性を作る。それに切り
10 ml コレーションで表現しました。
込みを入れデコレーション
をグラスのエッジに飾る。

福山ニューキャッスルホテル

クロス エイジ

ヨシダ ヒロキ

8

吉田 宏樹

Cross Age

ホテルニューオータニ

～伝統と現代の融合～

ジャカール ブリュット・モザイク 白

90 ml

アリーゼ グリーン・パッション

25 ml 伝統的なジャカール、革新的なアリーゼ。

アリーゼ ブルー・パッション

15 ml それぞれの時代を生きた両雄は今、交わり新しい時代
15 ml を築いていく。

フレッシュ グレープフルーツ ジュース
モナン エルダーフラワー・シロップ

ジャカール ブリュット・モザイク 白
タケワカ ノブタカ

9

10

シェレトワール

竹若 信孝

Ciel Étoilé

grand-bar(グランバール)

～星を飲む～

キタキキヨカズ

プラヤ ノルテ

北木亨和

Playa Norte

リーガロイヤルホテル
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本家松浦 無添加 生ゆず酒の素
K＆Kにっぽんの果実 東北産 白桃（あかつき）
モナン バニラ・シロップ

5 ml それらはいずれ、伝統となりこれからも受け継がれてい
くだろう。
110 ml
まるで夜空を閉じ込めたように眩しく煌めくジャカールの
30 ml 泡立ち。

ブラックオリーブ、レモン
30 ml 受け継がれるその輝きは、いつまでも人々を魅了し続け ピール、食用金粉、乾燥
パスタで作ったガーニッ
5 ml る。
シュをグラスエッジに飾る
さぁ、グラスの中の星空を飲み干そう。

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

アリーゼ ゴールド・パッション

20 ml

アリーゼ ブルー・パッション

10 ml

砂糖

蜂蜜を塗った筆でグラス
側面に融合をイメージし
た絵を描き、グラニュー糖
を振りかける。

白い砂浜。遠浅に広がるエメラルドグリーンのカリブ海。

そこはカリブでも有数の素敵なビーチプラヤノルテ。
その姿を守り続ける人々の想いはいつの時代も受け継
がれていく。

アリーゼブルーと砂糖で
コーラルスタイルを施す。
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スピリッツ・ウィスキー部門

No.

ホテル名・選手名

セブン ハーツ
ヒロツ ユウヘイ

1

廣津 佑平

Seven Hearts

ホテルニューオータニ博多

～毎日、感謝の心を～

ブランシュ･べべ
イマナリ ユタカ

2

今成 豊
品川プリンスホテル

Blanche Bébé
～純白の時代～

ダンディズム カフェ
ナカネ ヨウスケ

3

中根 庸介

Dandyism Café

京王プラザホテル

男の嗜み

グランドール
ミヤギ コズエ

4

宮城 梢

Grandeur

ゴールデン ウインザー
カワスミ ノゾミ

河隅 望

GOLDEN WINDSOR

作品のイメージ

セブンシーズ ジャパニーズ ラム

20 ml

アリーゼ ココ

何気ない日々の中で、私達は常に誰かの支えを必要と
15 ml しながら生きている。

卵白

15 ml

毎日（1週間）、感謝の心を忘れない為に、

フレッシュ クリーム

5 ml

モナン ストロベリー シロップ

5 ml ありがとうの気持ちと共にこのカクテルを贈ります。

ヘイマンズ オールド・トム・ジン

25 ｍｌ

アリーゼ ココ

誰もが過ごした幼少時代。歳を重ね疲労した心身も、こ
15 ｍｌ の一杯でタイムスリップ。

牛乳

10 ｍｌ

モナン ピニャコラーダ・シロップ

10 ｍｌ

純真無垢で真っ白な赤子の心に還りながら、

セブンシーズ ジャパニーズ ラム

30 ml

ワイルド・アフリカ クリーム

甘く芳醇な味わいの中にほのかな苦味が心地よい男の
10 ml コーヒーブレイク。

アイスコーヒー

10 ml

モナン キャラメル・シロップ

10 ml

シナモン スティック

Dandyism Caféを片手にホッと一息。

40 ｍｌ

モナン シナモン・シロップ

10 ｍｌ 信じる者は強くなる。

デルモンテ パイナップルジュース

10 ｍｌ

40 ｍｌ

アリーゼ ゴールド パッション

ヘイマンズ蒸溜所からほど近くに位置するウインザー
10 ｍｌ 城。

エルダーフラワー コーディアル

10 ｍｌ その姿は築城から数百年が経った今もなお、荘厳にし
1 ｔｓｐ て豪華絢爛。
色褪せぬ王室の宝は、世代を超えて受け継がれる。

アークバー
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仕上がったカクテルにシ
ナモンパウダーを振りかけ
る。

蝶ネクタイ型のオレンジ
ピールを串でシナモンス
ティックに留め、グラスに
入れる。

羽をイメージしたレモン
今こそ己の翼をもって大きな人生（ゆめ）にはばたく時。 ピールをマラスキーノチェ
1 ｔｓｐ
リーにさし、グラスに飾る。
1 ea Proud of you 新しいステージの幕開けだ

ヘイマンズ オールド・トム・ジン

フレッシュ レモン ジュース

ブラックオリーブにベル
ローズを留めて、アラザン
に水あめをつけ、ベル
ローズの花びらに飾る。

1 ea

イーグル レア シングルバレル 10年

フォション ティーリキュール

デコレーション等

大人だからこそ味わえる贅沢な一杯を今貴方に。

シナモン ～カッシア～ パウダー

レモン ピール

ホテル オリオンモトブ
リゾートアンドスパ

5

レシピ

カクテル名

カットしたグレープフルー
ツピール、ライムピールと
ベルローズを串で留め、
グラスの縁に飾る。

第3回 H.B.A./国分株式会社共催カクテルコンペティション
スピリッツ・ウィスキー部門

No.

ホテル名・選手名

フォークロア
シラトリ ケイカ

6

白鳥 慶果
ホテル日航大阪

Folklore
未来へ残したい想い

カーナ ベンソン
タケシタ サキ

7

竹下 紗希

Cana Bencao

cocktail bar BLUE MOON

プレステージ
イトウ タカヤ

8

伊藤 隆也

Prestige

横浜ベイシェラトン
ホテル&タワーズ

～さらなる高みへ～

ウエダ タカシ

上田 高史

Eagle Hunter

京都東急ホテル

無敵

エルバーニャ
シマモト ヒサシ

10

嶋本 久志

Erbanha

ホテルグランヴィア大阪

癒しのハーブ

2015年8月5日 於：名古屋東急ホテル

作品のイメージ

ヘイマンズ ロンドン・ドライ・ジン

30 ml

ペマルティン・モスカテル

世界で名を馳せた先代の信念と志を受け継ぐﾍｲﾏﾝ
10 ml 氏。

デコレーション等

マラスキノ・スタイル・チェリー

ｱﾗｻﾞﾝを付けたﾍﾞﾙﾛｰｽﾞと
10 ml 彼の熱い想いは世界へ届き、これに心動かされた者の 南天の葉を、ﾏﾗｽｷﾉ･ｽﾀｲ
ﾙ･ﾁｪﾘｰに刺して、ｸﾞﾗｽの
10 ml 一杯が、
縁に飾る。
1 ea 今宵ｸﾞﾗｽへ注がれ次の世代へと永遠に語り継がれる。

アグアカーナ カシャーサ

35 ml

フレッシュ ライム ジュース

15 ml 目の前に広がるサトウキビ畑。

モナン パイナップル・シロップ

10 ml

レリティエ・ギュイヨ クレーム・ド・カシス・ド・ディジョン
ジョシー リキュール・デ・ザ・ジャスミン

ボルス ブルー

1 tsp

カルダモン パウダー

00

風に吹かれながらグラスを交わす。
Cana Bencaoを口いっぱいに感じて・・・

トマーティン 12年

30 ｍｌ

KWV ケープ ルビー

20 ｍｌ 煌めく未来への希望はこの瞬間にある。

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

オレンジ ピール

1 ea

こだわりは、人を創り、人を育てる。

グラスの縁をライムで濡ら
しカルダモンパウダーで
ハーフムーンスタイルに
する。

オレンジピールをする。

そして、この一杯と共に、、、さらなる高みへ。

イーグル ハンター

9

レシピ

カクテル名

イーグルレア シングルバレル 10年

30 ｍｌ

アリーゼ ゴールド パッション

10 ｍｌ 一心不乱に獲物を追い続け、狩りをするイーグル。

モナン グレナデン シロップ

10 ｍｌ

フレッシュ オレンジ ジュース

10 ml

ブラック オリーブ

代々受け継いできた誇りと情熱が他を圧倒してきた。

1 個 その精神をまた次世代へと継承していく。狙った獲物は
逃がさない！！

アグアカーナ カシャーサ

40 ml

モナン エルダーフラワー・シロップ

10 ml 老若男女問わず、「癒し」を求める現代人。

ハーブティ カモミール
フレッシュ ライム ジュース
ミント リーフ

5 ml ブラジルで愛され続けるカイピリーニャが、ハーブと
5 ml シェークの力で「癒し」を纏い、
10 枚 国境と世代を超えて愛される。

翼をイメージしたレモン
ピールをブラックオリーブ
に刺し、それをグラスの縁
に飾る

