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親愛なる選手の皆さん、

APGF が主催するサービスコンクール「メートル・ド・セルヴィス杯」に参加されたことを、心から祝福したいと
思います。

なぜなら、このコンクールのレベルは極めて高く、参加するためには、食材の知識をさらに深める勉強とデクパー
ジュやフランベというサービス技能の集中的なトレーニング、そしてサービスに際してあらゆる動作をムダなくコ
ントロールするだけでなく、自然な態度を保ちながら、お客様の注文を取る技術など、一方ならぬ努力が必要とさ
れるからです。

日本におけるメートル・ドテルの仕事の価値を高めようとする皆さんの努力に、心から称賛をおくります。19 回
を重ねてきた本年のコンクールには、レストランサービスという仕事に卓越を求める皆さんの熱い思いが凝集され
ています。

まことに残念なことに、数か月にわたり世界中で人の交流、人の移動を妨げている新型コロナのせいで、私は本年
審査委員として来日することができません。
このコンクールは APGF メンバーの大きな貢献なしには開催されなかったでしょう。とりわけ大沢晴美会長とコン
クール入賞者を中心とした「メートル・ド・セルヴィスの会」の皆さんに心より御礼申し上げます。ありがとうご
ざいます。

１０月２５日が「食卓のアート」を盛り上げる交流の場となるようお祈り申しあげます。
食の友情を。

フランク・ランギーユ
ブルボン宮（フランス国民議会議事堂）メートル・ドテル

クープ・ジョルジョ・バティスト協会（フランス／欧州／国際）会長

Chers candidats,

Je tiens à vous féliciter pour votre engagement dans le concours de maitres de service de salle organisé par l’association 
APGF.

Cette compétition est d’un niveau très élevée et demande une implication exceptionnelle.  
Des recherches afin d’approfondir vos connaissances sur les produits ainsi qu’un entrainement intensif sur les 
techniques de service : découpage et flambage.

Maitrise des gestes et aussi aisance devant les convives lors de la prise de commande.
Bravo pour cet engagement et la valorisation des Maitres d’hôtel  dans votre pays.
Cette 19 édition montre l’attachement que vous portez au service de salle et l’excellence du concours.
Hélas , je ne pourrai pas me joindre à vous et faire partie du jury cette année.

Je regrette sincèrement cette situation mais la COVID perturbe depuis plusieurs mois les échanges entre les peuples et 
les déplacements à travers le monde.
Cette compétition ne pourrai avoir lieu sans le dévouement des membres de l’APGF en particulier sa Présidente Mme 
Harumi OSAWA et les anciens vainqueurs du concours de MAITRES DE SERVICE. Merci à eux.

Que ce lundi 25 octobre soit une journée d’échanges et de  mise en avant  des Arts de la table.
Salutations gourmandes.

Franck LANGUILLE
Maîtres d’hôtel au Palais Bourbon

Président de la COUPE GEORGES BAPTISTE Nationale, Européenne et Internationale

『レストラン文化の承継』 によせて Message pour la Transmission de la Tradition et l’Innovation de la Gastronomie Française

 

温製料理　Plat principal

ブーダンノワールと林檎のピュレ　　　グラトン　　　甲烏賊を赤ピーマンのチャツネ　　       オマールエビのタブレ　　　蟹のババロア ピスタチオ風味
Boudin noir                                  　　　　　Graton 　　　    Sêche & chutney de poivron rouge                       Taboulé de homard                          Bavaroise de Crabs et Poivron jaune

ムール貝のヴィルロワ　　　　揚げ春巻き　　　　スープ ドゥ ポワソン　　　　鶏肉の揚げカナッペ　　　　ミートパイ　
Moule Villeroy 　　　　　　　　   NEM à l'oriental      　　Soupe de poisson  　　 　　　　　Canapé frite　     　                      Pithiviers 
リヨン風ソーセージとマイユのマスタード　　　　グルヌイユのフリット　　　　国産牛タンのクロケット
Saucisse liyonnaise et moutarde　　　　　　　　　　　  　 Cuisse de grenouille 　                          　Croquette de Langue de Bœufe

ソール　ボンヌファン　　　　すずきのﾊﾟｲ包み焼き  ソースショロン　　　　バスク豚のロースト　黒オリーブソース　
Sole bonne femme 　　　　　　　　Ber en croût sauce choron 　　　　　　　　　　　　   Canard challandais chez Bourgaud rôti  Canard challandais chez Bourgaud rôti  
タンドリーチキン ほうれん草のココナツ風味添え　　　　豚足とフォワグラのファルシ　レンズ豆と一緒に　
Poulet TANDORI acommpagné d'épinard au coco  　　　　　　　　　Pied de cochon farci au foie gras accompagné de lentilles de Puy

協賛企業様ドリンクメニュー

明治記念館特製各種アミューズ・ピンチョスメニュー
冷製前菜料理　Entrée Froide

温製前菜料理　Entrée Chaude

協賛企業様メニュー  
みかど協和株式会社  MIKADO KYOWA SEED CO., LTD.

「レベリオン」（仮称）と農園野菜のシャルロット仕立て  ハーブの香り
“Rebelion”(TBD) et légumes de la ferme à la charlotte,parfumé d’herbes
帆立貝のポワレ  「レベリオン」（仮称）と「金美プラス」のヴルーテ
Poêlé de coquille Saint-Jacque, velouté de “Rebelion”(TBD) et de carotte “Kinbi plus”

「レベリオン」（仮称）と牛挽肉のアシェパルマンティエ
“Rebelion”(TBD) et hashis parmantier aux joues de bœuf
真子鰈のポワレ  「デリシャスドーム®」（仮称）のタルタルと
コリアンダーの香り
Carrelet  poêlé et tartare de “Delicious dome®” (TBD)  à la coriandre

福井県（福井ガストロノミー協会）
　　　Prefecture de FUKUI（Association of Fukui Gastronomie）

ルージエ  ジャポン　ROUGIÉ Japon
フォアグラのポワレ  セロリラブとサワークリームのムース  トリフソース
Foie gras Poêlè et Mousse de céleri-rave au crème aigre
フォアグラのコンフィー  雲丹とポン酢ゼリー添え
Confit de Foie gras et Oursin au gelée de "PONZU"

アンドロス ジャパン株式会社　ANDROS JAPAN K.K.
鮪・アボガド・山芋のミルフィーユ　｢THE EDOMAE 赤酢｣鮨スタイル
Thon rouge marine au sauce Soja Avocats et Igname

牛ロース肉のエギュイエット  八丁味噌ソース
Aiguillette de Bœuf sauce "MISO"

エルベモンス熟成      モンドール　ボーフォール　ミモレット８ヶ月　アペリチーズ　
Mons Fromager Affineur   Mont d'Or　    Beaufort　           Mimolette               　Fromage de chèvre

フィナンシェ　マドレーヌ　ダコワーズ　リーフパイ　 　 ケーク・オ・フリュイ
Financiers　　 Madeleines   　Dacquoise         Tarte aux feuilles    Cake aux Fruits

ロドルフ・ルムニエ  バター  ポワヴル・ソヴァージュ・ド・マダガスカル
RODOLPHE LE MEUNIER  BEURRE DE BARATTE AU POIVRE SAUVAGE DE MADAGASCAR

ローストビーフ野菜巻き胡麻ソース　
RODOLPHE LE MEUNIER　
岩魚のジュレとエストラゴンクレーム　
Gelée de Poisson de Roche sauce crème de Estragon
鮟鱇のエスカベ　　　　　野菜のグレック
Escabèche de Lotte 　　　      Grecque de Légumes 

私市釀造株式会社　Kisaichi Brewing Co., Ltd.　

合資会社  八丁味噌（屋号  カクキュー)　KAKUKYU, HATCHO MISO Limited Partnership

有限会社まるみ(フロマージュ ドウ ミテス)　MARUM CO., LTD. (Fromage de Mythese) 

株式会社ビゴ東京　BGIOT Tokyo  

フレンチ・エフ・アンド・ビージャパン株式会社　French F&B Japan Co., Ltd.

株式会社TOMONARI のアクリル枡を使った各種料理　TOMONARI INC

福井県新ブランド米 ｢さかほまれ」
Le nouveau Ris ｢SAKAHOMARE｣de la Préfecture "FUKUI"
真羽太のムニエル  大麦のリゾット添え
Morue à la meunière et Rizotte aux Orge
福井産甘エビのタルタル  クリームレフォールソース
Tartare de "AMAEBI" sauce crème de Raifort
福井県養殖サーモントラウトのスモーク
Truite fumé d’élevage de "Fukui"

パート・フリュイ 3種（苺/ ポワール / バナナ）
Pâte de Fruits（Frais / Poire /Banana ）
パッションフルーツとヨーグルトのムース
Mousse de Fruit de Passion et Yaourt
ココナッツのシュープリーズ　ダンテチュール添え
Noix de Coco en surprise,sabayon parfumé à la noisette, croquant de danteille
グラス・シャーベット（シトロン・ヴェール / フランボワーズ/ マンゴー）
Glace et Sorbet aux Fruits （Citron vert /Framboise  / Mangue)

カフィテス　プレミアムロースト　　Cafitesse Premium Roast

JDEプロフェショナル　JDE Professional 

株式会社ハーベス　HARVES Co., Ltd.

株式会社信州たかやまワイナリー　Sinshu TAKAYAMA Winery Co., Ltd.

富美菊酒造株式会社  Fumigiku Sake Brewry Co., Ltd.

株式会社Traders Market　Traders Market Co., Ltd. 

サッポロビール株式会社　SAPPORO BREWERIES LTD.

株式会社デニオ総合研究所　DENIAU Sogokenkyusho LTD.

株式会社瀬戸酒造　SETO SHUZO Co., Ltd.

奥会津金山  天然炭酸の水　SPARKLING Mineral Water "OKU-Aizu Kaneyama
奥会津金山  天然水　Mineral Water "OKU-Aizu Kaneyama

信州たかやまワイナリー シャルドネ2019　Shinshu Takayama　Winery Chardonnay 2019
信州たかやまメルロー&カベルネ2018　Shinshu Takayama Winery Merlot & Cabernet2018 

羽根屋  純米吟醸  富の香  生原酒　Haneya Junmaiginjo Tominokari
羽根屋  純米吟醸  煌火　Haneya Junmaiginjo Tominokaori 　

シャンパーニュ コレ ブリュット　CHAMPAGNE COLLET BRUT

Mシャプティエ　M.Chapoutier
リュベロン ブラン ラ シボワーズ　Luberon Blanc La Ciboise 2019
コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ ルージュ シナルグ　Cotes du Rhone Villages Rouge Synargues 2019

1883メゾンルータン  ユズシロップ  1883 MAISON ROUTIN YUZU SIROP
1883メゾンルータン  バイオレットシロップ 1883 MAISON ROUTIN  VIOLET SIROP
1883メゾンルータン  マンゴーシロップ  1883 Maison ROUTIN MANGO SIROP  

「セトイチ　手の鳴る方へ」　Setoichi Tenonaruhoue
「セトイチ　風が吹いたら」　Setoichi Kazegahuitara 

川島孝
Takashi KAWASHIMA
ラ・ロシェル南青山

総料理長
La Rochelle Minamiaoyama

Chef exécutif

株式会社正木牧場　Masaki Farm Co., Ltd.

T  
ransmission de la Tradition et l’Innovation
                     de la Gastronomie Française      カクテルパーティー　メニュー統括

株式会社明治記念館C＆S　洋食部総料理長 能勢  洋
Executive Chef,  Meiji-Kinenkan C&S CO., LTD. Hiroshi NOSEshi NOSE

レストラン文化の承継
～次世代にバトンをつなげ～

ビゴのパン各種  Pains Boulangerie


