


日本唯一、
 「クープ・ジョルジュ・バティスト協会(CGB)」
特別後援の世界基準レストランサービスコンクール

2017年レストランサービスコンクール

主催 ：  フランスレストラン文化振興協会　Association de la Promotion de Gastronomie Française(APGF)

エントリー締切

8/3
THU

決勝
10/30
MON

コンクールに向けたサービス講習会開催中！

◆ 日程および会場

◆ 審査員◆ 課題

●予選

「メートル・ド・セルヴィス杯」は、フランスに本部を置く、サービスコンクールの国際的権威
「ク－プ・ジョルジュ・バティスト協会（CGB）」のノウハウを踏襲し、CGB協会の特別
後援のもと1994年から開催しています。
第14回（2010年）優勝者宮崎辰氏は、2012年「クープ・ジョルジュ・バティスト」サー
ヴィス世界コンクール東京大会で、日本人で初優勝を果たしました。

日程 ： 2017年 8月4日（金） 課題発送　
8月18日（金） 課題提出期限（当日消印有効）
8月22日（火） 予選通過者選考（同日、本人にメールで合否通知）

① 課題 Ⅰ　 筆記問題　レストラン、サービスに関わる一般知識
② 課題Ⅱ　指定食材によるルセット作成
③ 課題Ⅲ　指定テーマによる論文（800字程度）

5月23日（火）・5月31日（水）・6月21日（水）・6月26日（月）
8月1日（火） 会場 ： フランス料理文化センター（東京）
7月18日（火）
会場 ： ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド（神戸）

メートル・ド・セルヴィス杯に向けたサービス講習会

第17回 “メートル・ド・セルヴィス杯”
17ÈME COUPE MAÎTRES DE SERVICE COUPE GEORGES BAPTISTE

特別後援 ：  在日フランス大使館  クープ・ジョルジュ・バティスト（CGB）協会

フランス審査委員長
フランク・ランギーユ氏 (クープ・ジョルジュ・バティスト協会会長)
日本名誉審査委員長
下野 隆祥氏 (フランスレストラン文化振興協会顧問)

日本審査委員長
山本 正弘氏 （株式会社学士会館精養軒）

「第17回メートル・ド・セルヴィス杯」コンクール実行委員会
メートル・ド・セルヴィスの会、全日本メートル・ド・テル連盟 ほか

◆ 参加対象………飲食・サービス業に携わる方（決勝審査日の10月30日時点で45歳以下であること、性別・経験年数は問いません。）
◆ 応募方法………裏面エントリー必要事項をメール、またはFAXにて事務局あてに送付、エントリー費をお振込みください。ご入金の確認をもってエントリー完了とします。

8月4日(金)正午時点のエントリー完了者に予選課題を発送します。
◆ エントリー費……【予選】 一般8,000円　会員6,500円（メートル・ド・セルヴィスの会、全日本メートル・ド・テル連盟）

お振り込みいただいたエントリー費のご返金はいたしません。
【準決勝・決勝】 6,000円（予選通過者、一般・会員とも同額） 
決勝進出者は表彰式・授賞式ガラパーティーに招待となります。
エントリー費振込先 ： 三菱東京UFJ銀行渋谷支店　普通 1504654　フランスレストラン文化振興協会 代表 大沢晴美

◆ 賞　　品………優勝者にはパリで行われる「プロスペール･モンタニエ国際料理コンクール」観戦のフランス旅行およびその他副賞が与えられます。
◆ 主　　催………フランスレストラン文化振興協会（APGF）
◆ 運　　営………第17回「メートル・ド・セルヴィス杯」コンクール実行委員会
◆ 後　　援………フランス農事功労章受章者協会（MOMAJ）、コブラン会、クラブ･ガストロノミック･プロスペール･モンタニエ 日本支部 ほか
◆ 特別協賛………株式会社 正木牧場
◆ 会場協力………東京ガス株式会社、ホテル ラ･スイート神戸ハーバーランド、株式会社学士会館精養軒、明治記念館
◆ 運営協力………フランス料理文化センター（東京ガスコミュニケーションズ株式会社）

予 選 （郵送される課題を期限までに提出 / 返送する）

準決勝 （実技審査・筆記試験、12名）

決 勝 （実技審査、5名）

準決勝進出が決定した方には準決勝および決勝の詳細を再度お知らせいたします

●準決勝

●決勝

　2017年 9月27日（水） 会場 ： 東京ガス業務用ショールーム「厨BO!SHIODOME」フランス料理文化センター（東京）

2017年10月30日（月） 会場 ： 学士会館精養軒（東京）

①レストラン形式による実技審査
　テーブル、使用器材の準備からサービスまで総合的な能力を審査する

① 課題 Ⅰ 　フルーツのカッティング
② 課題Ⅱ　外国語によるオーダーテイク（フランス語又は英語）
③ 課題Ⅲ　チーズの知識
④ 課題Ⅳ    筆記試験

●結果発表、授賞式ガラパーティー （同日） 会場 ： 明治記念館（東京）

●エントリー締め切り 2017年8月3日（木）

フランスレストラン文化振興協会(APGF)

■お問い合わせ・お申し込みは
FAXあるいはメールでお願い致します

〒104-0061 東京都中央区銀座8-4-9 奥山ビル 6F
FAX：03-6252-4775　 Mail: info@apgf.jp



① エントリー方法と締め切り・・・2017年8月3日(木)到着分まで有効

② 予選　  2017年 8月4日（金）  課題発送
8月18日（金） 課題提出期限（当日消印有効）
8月22日（火） 予選通過者選考（同日、本人にメールで合否通知）

④ 決勝  2017年10月30日 （月） 会場 ： 学士会館精養軒（東京）

③準決勝 2017年 9月27日（水） 会場 ： 東京ガス業務用ショールーム「厨BO!SHIODOME」
フランス料理文化センター（東京）

※いただいた個人情報は、当協会が主催するコンクール、および講習会その他の催しなどの企画運営業務に必要な範囲で使用いたします。
ご本人に無断で第三者に開示・提供することはございません。

エントリー必要事項をメールまたはFAXにて事務局あてに送付し、エントリー費をお振込みください。
ご入金の確認をもってエントリー完了とします。8月4日（金）正午時点のエントリー完了者に予選課題を発送します。
エントリー費 : 【予選】 一般8,000円　会員6,500円（メートル・ド・セルヴィスの会、全日本メートル・ド・テル連盟）

　【準決勝・決勝】 6,000円（予選通過者、 一般・会員とも同額） 決勝進出者は表彰式・授賞式ガラパーティーは招待
　　　　　

第17回 “メートル・ド・セルヴィス杯“  申込書 FAX：03-6252-4775

（ 一般 ・ 会員 ）

Mail :  info@apgf.jp2017年 レストランサービスコンクール

フリガナ
氏　  名

生年月日

（  男　・　女  ）

西暦 年 月 日（2017年10月30日時点で： 歳）

希望連絡先
課題送付先
住所

〒 － ＊郵便番号は必ず記入

TEL：（ ）　　　　－

FAX：（ ）　　　    － 携帯電話番号：（ ） －

サービス業経験年数( 年）

勤務先住所

TEL：（ ） － FAX：（ ） －

メールアドレス

FAXの場合は
送信面にご注意下さい。

FAXの場合は
送信面にご注意下さい。

2017年  レストランサービスコンクール
 第17回 “メートル・ ド・セルヴィス杯”

＜参加手順＞

〒 －
＊郵便番号は必ず記入

フリガナ
勤務先名

@

■メールの場合は、上記申込書①～⑥の番号を明記の上、送信してください。

【エントリー費振込み先】三菱東京UFJ銀行渋谷支店 普通　1504654
フランスレストラン文化振興協会　代表　大沢晴美

（同日） 会場 ： 明治記念館（東京）結果発表、授賞式ガラパーティ

コンクールの内容に関するご質問は、FAXまたはメールにてAPGF事務局までお問い合わせください。

Association de la Promotion de Gastronomie Française（APGF）
フランスレストラン文化振興協会（代表 大沢晴美）連絡事務所 〒104-0061 東京都中央区銀座8-4-9 奥山ビル ６階

FAX : 03-6252-4775　Mail : info@apgf.jp

8月4日（金）正午時点のエントリー完了者に予選課題を発送します
↓

※金額は税込

①

②

③

④

⑥

⑤

終了しました





プロスペール･モンタニエ国際コンクールの出場権をかけて! !

決勝
10/30
MON

エントリー締切

伝統と革新を問う、
 日本唯一の
 「皿盛り」料理コンクール！

第17回 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”
2017年 フランス料理コンクール

・エントリー 締め切り 2017年 8月1日（火）
・ルセット提出 締め切り 2017年 8月1日（火）（当日消印有効）
・1次予選（ルセット審査） 2017年 8月7日（月）

17ÈME TROPHÉE MAÎTRES CUISINIERS DE FRANCE ‘‘JEAN SCHILLINGER’’

◆日程および会場

予 選 （ルセット審査）
および地方大会 （実技審査）

◆ 参加対象……… プロの料理人（決勝日時点で23歳以上の方、性別・経験年数不問）
◆ 応募方法……… ルセットの送付および書類の提出 :裏面エントリー用紙に必要事項をご記入のうえ､期日(８月１日)までにフランスレストラン文化振興協会(APGF)宛にメール、FAX
　　　　　　　　  または郵送にて送付、エントリー費を振り込んでください。振込みの確認ができ次第、募集要項､ルセット用紙をお送りします｡
◆ エントリー費…… 10,000円（税込）エントリー費振込先：三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 普通1504654 フランスレストラン文化振興協会代表  大沢晴美
　　　　　　　　  決勝進出者は表彰式・授賞式からパーティーにご招待となります。★お振込みいただいたエントリー費の返金はいたしません。
◆ 賞　　品……… 優勝者にはプロスペール・モンタニエ国際コンクール（フランス）出場権およびその他副賞が与えられます。
◆ 主　　催……… フランスレストラン文化振興協会 (APGF)
◆ 後　　援……… フランス農事功労章受章者協会(MOMAJ)､ゴブラン会､クラブガストロノミック プロスペール・モンタニエ日本支部　ほか
◆ 運　　営……… 第 17回メートル・キュイジニエ・ド・フランス“ジャン・シリンジャー杯 ”コンクール実行委員会
◆ 特別協賛……… 株式会社正木牧場
◆ 会場協力……… 東京ガス株式会社、学校法人大和学園 京都調理師専門学校、明治記念館
◆ 運営協力……… フランス料理文化センター（東京ガスコミュニケーションズ株式会社）

●課題 ： 真鯛を使用したレストランで提供する温製メイン料理 ガルニチュール2品以上
 　　　  指定食材 ： 真鯛 (天然 1,5kg前後使用)
 　　　  指定ガルニチュール ： クルジェット (ズッキーニ) のフラン
●盛り付け ： 皿盛り 4人分

決 勝 （実技審査）

●課題 ： レストランで供する温製メイン料理とデザート　
　　　　【メイン料理】   [メイン食材] フランス産仔羊とガルニチュール3種
 　　　　指定ガルニチュール ： スフレ・ポム・ド・テール(別皿・直径12cmのココットを使用)                 
　　　　【デザート】モンブランの自由な発想
●盛り付け ： いずれも皿盛り 4人分

●西日本大会(京都)-実技審査

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”はメートル・キュイジニエ・ド
・フランス協会の全面的な後援を得て、
1994年から開催しているプロ向けの料理
コンクールです。

アヴァンセの会はフランス語で「進取の人、進歩する人」という意味。FFCC主催の料理
コンクール歴代優勝者が集まり、2004年に設立されました。フランス料理を志す若者に
自らが持つ知識と経験を継承すべく活動を展開、コンクールの運営を担っています。
2011年よりプロスペール・モンタニエ国際料理コンクールに選手を送り出し、2014年に
は隈元香己氏が初優勝を果たしました。

◆審査員　

◆課題　

フランス審査委員長　クリスチャン・テットドワ氏（メートル・キュイジニエ・ド・フランス協会会長、『クリスチャン・テットドワ』★、1996年MOF）
　　　　　　　　　　レジス・マルコン氏（『レジス・エ・ジャック・マルコン』★★★）
日本名誉審査委員長　中村勝宏氏（『ホテルメトロポリタンエドモント』統括名誉総料理長）
日本審査委員長    青柳義幸氏（アヴァンセの会名誉会長、株式会社明治記念館調理室 洋食部総料理長）
料理コンクール実行委員長　朝比奈 悟氏 (アヴァンセの会会長､ 『アサヒナガストロノーム』総料理長）
アヴァンセの会、クラブ アトラス（会長 高良康之氏）会員　ほか

●決勝 　
　2017年10月30日(月) 東京ガス業務用ショールーム「厨BO!SHIODOME」フランス料理文化センター（東京）

●結果発表､授賞式ガラパーティ
　2017年10月30日(月) 明治記念館 (東京)

特別後援 ： 在日フランス大使館   メートル・キュイジニエ・ド・フランス協会
主　　催 ： フランスレストラン文化振興協会

8 / 1
TUE

Association de la Promotion de Gastronomie Française(APGF)

2017年 9月3日(日)
対象府県：大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀、愛知、三重、岐阜、広島､ 岡山、鳥取、島根、山口､ 香川、愛媛、徳島、
　　　　    高知、福井、石川、富山､福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島､ 沖縄

学校法人大和学園 京都調理師専門学校（京都市）

●東日本大会(東京)-実技審査
2017年９月7日（木）

対象都県：東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡、山梨、長野、新潟、福島、山形、宮城、秋田、岩手、青森、北海道
東京ガス業務用ショールーム「厨BO!SHIODOME」フランス料理文化センター（東京）

フランスレストラン文化振興協会(APGF)

■お問い合わせ・お申し込みは
　FAXあるいはメールでお願い致します

〒104-0061 東京都中央区銀座8-4-9 奥山ビル 6F　
FAX：03-6252-4775　 Mail: info@apgf.jp



■メールの場合は、上記申込書①～⑦の番号を明記の上、送信してください。
※この申込書に記載いただいた個人情報は、当協会が主催するコンクール、および講習会その他の催しなど企画運営業務に必要な範囲で使用い
　たします。ご本人様に無断で第三者に開示・提供することはございません。

2017年  フランス料理コンクール
第17回 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”

＜参加手順＞

下記エントリー用紙に必要事項をご記入の上、フランスレストラン文化振興協会(APGF)へメールまたはFAX、郵送にて送付し
エントリー費を下記口座までお振込み下さい(応募1件10,000円､税込)

　　　　　　　　　　　　　　　　

振り込みが確認できた時点で、応募要項、ルセット用紙を郵送します。

西日本･東日本出場選手を地方別に選出します。

④⑤にて決勝進出選手８名を選抜します。
決勝進出選手は10月20日までにルセットを提出してください。

第17回 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” 申込書
FAX：03-6252-47752017年 フランス料理コンクール

フリガナ
氏　  名

生年月日

（  男　・　女  ）

西暦　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日(2017年10月30日決勝の時点で：　　　　　　歳)
希望連絡先

希望連絡先住所

フリガナ
勤務先名

経験年数（　　　　　年）

都道
所在地:　　　　　　　　　府県所属部署（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（いずれかに○）　自宅　・　勤務先

メールアドレス

地方大会会場
勤務先勤務先の所在都道府県に応じた会場でご参加下さい

FAXの場合は
送信面にご注意下さい。

FAXの場合は
送信面にご注意下さい。

① エントリー方法と締め切り・・・2017年8月1日 (火)エントリー料振込確認分まで有効

② 予選ルセット提出・・・2017年８月１日(火)　当日消印有効(郵送のみ)

③ 予選(ルセット審査)・・・2017年8月７日(月)

　 結果発表、授賞式ガラパーティ・・・同日　会場：明治記念館（東京）

①

②
③

④

⑥

⑤

④ 西日本地方大会(実技審査)・・・2017年9月3日(日)会場 ：学校法人大和学園 京都調理師専門学校（京都）

コンクールの内容に関するご質問は、FAXまたはメールにてAPGF事務局までお問い合わせください。

@

↓

⑤ 東日本地方大会(実技審査)・・・2017年9月7日(木)会場 ：東京ガス業務用ショールーム「厨BO!SHIODOME 」

⑥ 決勝(実技審査)・・・2017年10月30日 （月）会場：東京ガス業務用ショールーム「厨BO!SHIODOME 」

(いずれかに○) 　　　　　　東日本(東京)   　　・　　   西日本(京都)

【エントリー費振込み先】三菱東京UFJ銀行渋谷支店 普通　1504654
　　　　　　　　　　　　フランスレストラン文化振興協会　代表　大沢晴美

Association de la Promotion de Gastronomie Française（APGF）
フランスレストラン文化振興協会（代表 大沢晴美）連絡事務所 〒104-0061 東京都中央区銀座8-4-9 奥山ビル ６階

FAX : 03-6252-4775　Mail : info@apgf.jp

〒　　  　　－　　　  　　 　　　＊郵便番号は必ず記入

TEL：（　　　　　）　　　　－　　　　　　　　　　　

FAX：（　　　　　）　　　    － 携帯電話番号：（　　　　　　）　　　　　　－　　　　　　　

フランス料理文化センター（東京）

フランス料理文化センター（東京）

Mail :  info@apgf.jp

⑦

終了しました




