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 特別後援  PARRAINAGE EXCEPTIONNEL 

メートル・キュイジニエ・ド・フランス協会
Association des Maîtres Cuisiniers de France 

クープ・ジョルジュ・バティスト協会
Association de la Coupe Georges Baptiste 

 後　援  PARRAINAGE 

農林水産省
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

在日フランス大使館
Ambassade de France au Japon 

フランス共和国農業・農産食品業・林業省
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Fôret 

パリ市  イル・ド・フランス地方商工会議所
Chambre de Commerce et d'industrie de région Paris île-de-France 

フェランディ・パリ
FERRANDI PARIS 

在日フランス商工会議所
Chambre de Commerce et d'Industrie Française du Japon(CCIFJ) 

フランス観光開発機構
ATOUT FRANCE 

フランス農事功労章受章者協会
Membres de l'Ordre du Mérite Agricole au Japon 

クラブガストロノミック・プロスペール・モンタニェ日本支部
Club Gastronomique Prosper Montagné Délégation du Japon 

内閣府認定公益社団法人全日本司厨士協会
All Japan Chefs Association 

一般社団法人日本エスコフィエ協会
Association des Disciples d'Auguste Escoffier du Japon 

社団法人日本ホテル協会
Japan Hotel Association 

ゴブラン会
GOBELIN Association Gastronomique au Japon 

トック・ブランシュ国際倶楽部
Toques Blanches Japon 

フランスチーズ鑑評騎士の会日本支部
Confrérie des chevaliers du Taste-Fromage de France au Japon 

日本味覚教育協会
L'Association de Leçon du Goût au Japon 

 協　賛  CONCOURS

東京ガス株式会社
Tokyo Gas Co., Ltd 

ユニリーバ・フランス（マイユ）
Unilever France (MAILLE) 

藤次郎株式会社
TOJIRO CO., LTD 

サラド／グラン  アデュール
SARRADE / GRAND ADOUR 

SOPEXA JAPON
SOPEXA JAPON 

グランド・ディスティルリー・プルー
Grandes Distilleries Peureux 

エールフランス航空
AIR FRANCE 

株式会社正木牧場
Pastry Masaki 

ネスレネスプレッソ株式会社
Nestlé Nespresso K.K 

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社（G. H. マム）
Pernod Ricard Japan （G.H.Mumm) 

新田ゼラチン株式会社
Nitta Zelatin Inc. 

中沢乳業株式会社
Nakazawa Nyugyo Co., Ltd 

ダノンウォーターズオブジャパン株式会社（エビアン）
Danone Waters of Japan Co., Ltd (evian) 

ヴランケンポメリージャパン株式会社（シャトー・ゴルドン）
VRANKEN POMMERY JAPAN co., ltd (Château La Gordonne) 

ピエール・オテイザ／エルバージュ・ド・ベリー
Pierre Oteiza / Élevage de Berry 

株式会社フェルミエ
Fermier 

ルレ・エ・シャトー
Relais & Châteaux 

株式会社ペリドット
Peridot Co., Ltd 

サントリービール株式会社
Suntory Beer Limited 

伯方塩業株式会社
HAKATA SALT CO., LTD 

 協　力   COOPERATION

アヴァンセの会
Association des Lauréats du Concours MCF AVANCÉ 

クラブ・アトラス
Club ATLAS 

メートル・ド・セルヴィスの会
Association des Maîtres de Service 

全日本メートル・ド・テル連盟
Union Nationale des Maîtres d'Hôtel du Japon 

ロイヤルパークホテル
Royal Park Hotel 

コンクール、ガラパーティへのご後援、ご協賛、ご協力に感謝いたします
Avec tous nos remerciements pour vos parrainage, concours et coopération

メートル・キュイジニエ・ド・フランス “ ジャン・シリンジャー杯 ”  
Trophée Maîtres Cuisiniers de France « Jean Schillinger »

 第 15 回  2013 年 
Le 15ème 2013

マルセイユがヨーロッパ文化首都に選ばれた年。地方大会、決勝共にテーマを『地中海』とした。また決勝メイン食材に、
12 年ぶりに輸入解禁となったフランス産仔牛肉が指定された。審査員にはメートル・キュイジニエ・ド・フランス協会副
会長のアラン・ノネ氏やマルセイユの誇る三ツ星シェフ「ル・プティニース」のジェラール・パセダ氏らを迎えた。平松氏
は 2015 年パリで行われた、第 65 回プロスペール・モンタニェ国際料理コンクールに日本代表として出場、3 位に入賞した。
À l'occasion du titre de Capitale européenne de la culture attribué à Marseille pour 2013, FFCC a choisi comme 
thème de concours « la Méditerranée ». Le produit imposé du plat principal était le carré de veau français. Le 
Japon a en effet officiellement annoncé en 2013 la levée de l'embargo imposé aux viandes bovines françaises 
depuis la crise de la vache. M. Alain Nonnet, vice-président de l’Association Maîtres Cuisiniers de France et le 
Grand Chef Gérald Passsédat, trois étoiles au Guide Michelin, ont participé au jury du concours.
M.Hiramatsu a remporté le 3ème prix au 65ème Concours Prosper Montagné organisé à Paris en 2015.
●参加数：241　●優勝：平松惇氏 / ザ・プリンスパークタワー東京
●審査委員長：（フランス名誉審査委員長）アラン・ノネ氏（日本名誉審査委員長）中村勝宏氏

　（フランス審査委員長）ジェラール・パセダ氏（日本審査委員長）青柳義幸氏
●特別審査員：レジス・マルコン氏
●課題：（地方大会）『地中海』をイメージした温製魚料理

　（決勝）メイン料理『地中海』をイメージしたフランス産仔牛を使った皿盛り料理、
デザート『地中海』をイメージした柑橘系フルーツを使った皿盛りデザート

・Nombre de participants: 241   ・Lauréat: M.Jun Hiramatsu (« The Prince Park Towar Tokyo »)
・Président d'honneur du Jury français: M.Alain Nonnet
・Président d'honneur du Jury japonais: M.Katsuhiro Nakamura
・Président du jury français: M.Gerald Passédat
・Président du Jury japonais: M.Yoshiyuki  Aoyagi
・Membre spécial du jury: M.Régis Marcon
・Thème: Un plat de poisson d'inspiration méditerranéenne

Pour la finale, un plat utilisant le veau français, inspiré de la Méditerranée.
 Un dessert utilisant les agrumes, inspiré de la Méditerranée.

メートル・ド・セルヴィス杯 Coupe Maîtres de Service

《学生部門》これまで開催していた学生のコミ（見習い）コンクールから進化した形で、2013 年より「メートル・
ド・セルヴィス杯」学生部門を開催。予選から実力を見せた岡田琢也氏が優勝となった。
La catégorie « élève » a été créée pour remplacer le concours de commis qui existait auparavant. Les 
éliminatoires régionales et la finale ont eu lieu, et M. Takuya Okada a remporté le premier prix en démontrant 
ses techniques très maîtrisées au cours des épreuves.
● 参加者数：32 名　● 優勝：岡田琢也氏 / 辻調理技術研究所
● 課題：（地域予選）フルーツのカッティング、外国語によるコーヒーのサービス

　 （決勝）実技審査（前菜、デザート、カクテル）、筆記試験
・Nombre de participants: 32
・Lauréat: M. Takuya Okada (Tsuji Culinary Institute of Advanced Studies)
・Epreuves: -Eliminatoire régionale: Découpage de fruit et Service du café NESPRESSO en englais ou français

 -Finale: 3épreuves pratiques (entrée, dessert, cocktail) et Epreuve écrite

《プロ部門》これまで開催してきた決勝のレストランサービス形式実技審査を、CGB 世界大会と同様のアトリエ形
式実技審査に採用し、決勝実技 8 課題の公開審査で開催した。2 度目のコンクール挑戦となる三浦和也氏が 1 位
となり、学生・プロ部門とも辻調理師専門学校が優勝を飾る結果となった。
Les épreuves ont été organisées sous forme d'ateliers conformément aux mêmes critères que l’international 
de CGB, et non pas sous forme de restaurant comme les éditions précédentes, c’est-à-dire le service du menu 
assigné. À sa deuxième participation, M. Kazuya Miura a remporté le premier prix dans cette catégorie. Il en 
résulte que l’Ecole Tsuji a monopolisé les deux titres, meilleur étudiant et meilleur pro de cette année.
● 参加者数：87 名
● 優勝：三浦和也氏 / エコール辻 大阪　辻フランス・イタリア料理マスターカレッジ
● 課題：（地域予選）フルーツのカッティング 2 種、AOC チーズの口頭試問

　 （準決勝）外国語によるオーダーテイク、筆記試験
　 （決勝）実技課題 8 課題（前菜、魚、肉、デザート、ワイン・アルコールの外国語に

よる試飲とコメント、カクテル、コーヒーと食後酒、テーブルセッティング）
・Nombre de participants: 87
・Lauréat: M. Kazuya Miura (Ecole Tsuji French ＆ Italian Master Cooking College)
・Epreuves: -Eliminatoire régionale: Découpage de fruit et Epreuve orale sur les fromages AOC

 -Demi-finale: Prise de commande en langue étrangère
 -Finale: 8 épreuves pratiques (entrée, poisson, viande, dessert, vins et alcools, café et digéstif, table pour
2 personnes et décoration sur un des trois thèmes choisi)

《学生部門・プロ部門共通審査員》
● 審査委員長：（フランス審査委員長）フランク・ランギーユ氏、（日本審査委員長）山本正弘氏
● フランス来日審査員：アンドレ・ソレール、オリヴィエ・ノベリ、アントワーヌ・ペス

・Président du jury : MM.Franck Languille, Masahiro Yamamoto
・Jurys français invités : MM.André Soler, Olivier Novelli, Antoine Pèse

FFCC コンクールの軌跡

「第 16 回メートル・ド ･ セルヴィス杯」コンクール協議会
 Comité de La 16ème Coupe Maîtres de Service

メートル・ド ･ セルヴィスの会　Association des Maîtres de Service
全日本メートル・ドテル連盟　Union Nationale des Maîtres d'Hôtel du Japon
一般社団法人日本ソムリエ協会　Japan Sommelier Association
一般社団法人日本バーテンダー協会　NIPPON BARTENDERS' ASSOCIATION
レストラン支配人協議会（R.M.C）Restaurant Managers Conference
一般社団法人 日本ホテル・レストランサービス技能協会
The Japan Hotel and Restaurant Service Development Association

全国宴会支配人議会（全国 B.M.C.）Banquet Managers' Conference
ダイニング・マネージャーズ・コンフェランス（関東 D.M.C）Dining Manager's Conference


