カクテルで奏でる横濱ヒストリー
今から157年前、
日本は横浜の地から近代文明の扉を開きました。
開港の翌年には早くも外人居留区70番に
『横浜ホテル』
（中区山下町70番地。
レス
トランかをり付近）
が開業し、
同時に我が国初のバーが誕生しました。
その後、洋酒販売、
ビール製造やビヤホールの開業、製氷機製造、今もなお世界中
で愛飲されるカクテルの創作など、横浜は我が国における洋酒飲料文化の故郷で
あり聖地であると言っても過言ではありません。
また横浜という街は、西洋文化の入り口だった為にお酒の文化と共に西洋音楽も
いちはやく浸透した街でもあります。
お酒の文化と音楽の文化は、古来より深い繋
がりのある歴史ある文化です。横浜にはクラシック、
ジャズにはじまり、
ロック、
ソウ
ル、
レゲエ、
ヒップホップと様々な音楽が街の時代と共に発展し、
その時々の流行の
音楽が常に流れていました。
今年も、
『横浜芸術アクション事業音楽部門の“横浜音祭り２０１６”』
が開催され、
「ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン」、
「ヨコハマ アコースティック フェス
ティバル」、
「横濱JAZZ プロムナード」、
「日本丸吹奏楽演会」、
「ウィーン少年合唱
団」、
「横浜ゴスペル祭」、
など、様々な音楽の祭典が開催される舞台にもなってい
ます。
もちろん、
こうした音楽祭だけでなく、街にはミュージックバーやジャズ喫茶、
ストリートミュージックなど、音楽は横浜の日常の風景に溶け込んでいます。
開港から明治時代にかけ、横浜は様々な西洋文化を吸収する非常に活気ある街
でした。
音楽も例外ではなく、軍楽隊のマーチから始まり、外国人居留地における室内楽
さらに合唱、
オーケストラ等、本格的な質の高いコンサートが開催されておりまし
た。
それらを物語るように横浜居留地において、音楽家クリスチャン・ワーグナー
が、室内楽やオーケストラを紹介する等の文化活動を行い、
その活動は当時の英

【ヨコハマカクテルコンペティション2016選手募集】
■名称
■主催
■協力
■後援

■協賛
■日程
■会場
■応募期間
■応募資格
■応募方法

■注意事項
■作品規定

■書類審査
■表彰及び賞
■お問い合わせ

YOKOHAMA COCKTAIL COMPETITION 2016

字新聞『ジャパン・パンチ』(１８７６年１０月号）
にも掲載されていました。大作曲
家リヒャルト・ワーグナーが欧州で楽劇「ニーベリングの指輪」
の初演をし、大好評
を博した時期とも重なっており、
当時の横浜ではすでに質の高い洋楽演奏が日常
的に行なわれていたことを理解することが出来ます。
これは日本のどこよりも早い時
期のことで、
日本の近代音楽の歴史も横浜から始められたと言えます。

生年月日

フリガナ

音楽とカクテルは似ていて、音楽（サウンド）
も、
お酒もジャンルの壁を取り除き、
日々新しい音楽（サウンド）
やカクテルが生まれています。
常に新しい文化を取り入れ続けて来た、
まさに
『 横浜 』
らしい芸術（アート）
です。

氏名

19

年

所属団体 □NBA
□HBA

月

□PBO
□一般

日

（

支部）

勤務先店名

音楽芸術（サウンドアート）
も人間の五感すべてで創り出すものです。
バーテンダー
も同じように、
目
（視覚）
・鼻（嗅覚）
・口
（味覚）
・耳（聴覚）
・手（触覚）
の感性を研ぎ
澄まし、
カクテルを創りあげます。
それは、音楽家・美術家・舞踏家・華道家・茶道家などの芸術家（アーティスト）
に
は、
すべてにあてはまることでしょう。

勤務先住所*

〒

□郵便物希望

自宅住所*

私たちは、
この歴史と先人が育んできた芸術の魂を大いなる資産として継承すると
共に、新たな未来へ向け、
カクテルを通じて横浜の歴史・文化を継承することを信
念に、新たな時代への航路へと進み、
より複合的な文化を擁するバイタリティを
もって発展し、
また国際的な変化にもいち早く対し、新しいものに対する許容性や
寛容性が、新たな時代の“ネオ”クロスオーバーを生み出すことでしょう。
日本のパイオニアとしての役割を果たす
『 横浜 』
からアジア、世界へと発信させて
いきたいと強く願います。

〒

□郵便物希望

連絡先

勤務先TEL

自宅TEL

携帯電話番号

E-mail
※パソコンのE-mailアドレスが無ければ、携帯電話のアドレスをご記入ください。

*郵便物の配送希望場所（勤務先・自宅のいずれか）
を記入してください。 □に必ずチェックマークを入れてください。

そしてここ
『 横浜 』
で、
カクテルのアーティストが奏でるシェイカーのサウンドから
新しい歴史（ヒストリー）
が生まれることを夢みています。

フリガナ

作品名 ＊音楽と横浜を連想させる作品が好ましい

平成28年 4月吉日
第１０回記念大会
ヨコハマカクテルコンペティション２０１６実行委員会一同

ヨコハマカクテルコンペティション2016
日本バーテンダー協会 神奈川県本部 横浜支部
一般社団法人 日本バーテンダー協会 関東統括本部
一般社団法人 日本ホテルバーメンズ協会 西関東支部
横浜市、公益財団法人横浜コンべンションビューロー、横浜アーツフィスティバル実行委員会、
横浜カクテル倶楽部、横浜バーネットワーク、NPO法人プロフェッショナル・バーテンダーズ機構
横浜支部、一般財団法人カクテル文化振興会
賛助会メーカー各社
2016年7月31日
（日） 12:00開場 13:00開会
横浜ベイホテル東急
2016年4月1日
（金）〜5月16日
（月）必着
バー、ホテル、
レストランなどに勤務されているバーテンダーまたはそれに準じる方。 2016年7
月1日現在20歳以上の方。
指定の応募用紙に必要事項を記入、写真同封の上、事務局宛に郵送ください。
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドファンテ1F
Bar HALEKULANI 内「ヨコハマカクテルコンペティション2016事務局」
応募は一人一作品に限ります。
応募作品はテーマの「音楽」
と
「横浜」
を連想させる作品が好ましい。
①カクテルの材料は必ず賛助会各社の取り扱い商品に限る。副材料についてはその限りではな
い。アイスクリーム等の二次加工製品は使用不可。
②レシピの分量はmlで表記、
ショートカクテルは総量60mlとし、
ロングカクテルは60mlに限定し
ない。1tsp、1dash、1dropは総量に含まない。
③創作カクテルでセパレーツ
（フロート）
された作品のテイスティング
（味覚審査）
は、混ぜ合わせ
てからか、
そのままかをデコレーション/ガーニッシュに記入すること。
④調合タイプ（シェーク、
ステア、
ビルド、
ブレンド、
その他）
は自由。
⑤スノースタイルは壇上にて行なう。
⑥ガーニッシュ及びデコレーションは食用に適する野菜、果実、果実の皮、食用花、等を使用（著
しく高価な果実等、入手困難なものは使用しない）。
リボンや紙でできた⑦ものも不可。競技のと
きは事前に準備し、
カウンター上で5杯分飾る。
5杯分制作。時間は6分とする。
⑧使用グラス及び調合器具は各自持参。
（ショートカクテルは3〜5オンスグラス、
ロングカクテル
は10〜12オンスグラス）
⑨使用材料は副材料も含め6種類までとし、各自持参。
通過者には5月23日
（月）
までに郵送にてご連絡いたします。
グランプリ横浜市長賞1名
金賞5名 銀賞10名 銅賞15名
ベストネーミング賞1名 ベストテクニカル賞1名 ベストテイスト賞1名 ベストファン賞1名
●ＮＢＡ横浜支部 技術研究部
カサブランカ片野酒類販売 片野 Tel.045-228-7377
katano̲yasuo@yahoo.co.jp
●ＨＢＡ西関東支部
横浜ロイヤルパークホテル シリウス 濱崎 Tel.045-221-1155
sirius2@yrph.com
■ヨコハマカクテルコンペティションホームページ http://www.yokohama-cocktail.jp/
■フェイスブックページ https://facebook.com/Yokohama

No.

ヨコハマカクテルコンペティション 2016 応募用紙

作品名の意味・読み方（30字以内）

【賛助会 会社（ 50 音順）】

① アサヒ飲料株式会社
② アサヒビール株式会社
③ 株式会社ウィスク・イー
④ エアポートトレーディング株式会社
⑤ MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社
⑥ 遊山株式会社
⑦ 株式会社角川アスキー総合研究所
⑧ 株式会社北澤企画事務所
⑨ 木下インターナショナル株式会社
⑩ キリンビール株式会社
⑪ キリン・ディアジオ株式会社
⑫ 株式会社久米島の久米仙
⑬ 有限会社クレシェーレ
⑭ 国分グループ本社株式会社
⑮ サッポロビール株式会社
⑯ 株式会社佐弘商事
⑰ 三悦刃物有限会社
⑱ サントリー酒類株式会社
⑲ サントリーアライド株式会社
⑳ 三陽物産株式会社
21 三和酒類株式会社
○
22 ジャパンインサイ
ト株式会社
○
23 株式会社ジャパンインポー
トシステム
○
24 スコッチモルト販売株式会社
○
25
○ SOPEXA JAPON（フランス食品振興会）
26 宝酒造株式会社
○
27 竹廣株式会社
○
28 株式会社田中文悟商店
○
29 株式会社デザインアンドデべロップメント
○
30 東レ株式会社
○
31 ドーバー洋酒貿易株式会社
○
32 株式会社ナランハ
○
33 株式会社新潟印刷
○
34 新潟県佐渡海洋深層水株式会社
○
35 日本コカ・コーラ株式会社
○
36 日仏貿易株式会社
○
37 日本酒類販売株式会社
○
38 日本蒸留酒酒造組合 東京支部
○
39 日本製紙株式会社
○
40 株式会社日本トリム 東京支社
○
41 日本名門酒会 株式会社岡永
○
42 バカルディ ジャパン株式会社
○
43 フィリップモリスジャパン株式会社
○
44 富士ミネラルウォーター株式会社
○
45 有限会社フードライナー
○
46 ブリス
トル・ジャポン株式会社
○
47 株式会社プロムテック・ビズ
○
48 ペルノ・リカール・ジャパン株式会社
○
49 株式会社ベンチャーウイスキー
○
50 本坊酒造株式会社
○
51 マルコメ株式会社
○
52 株式会社三美
○
53 ミリオン商事株式会社
○
54 株式会社武蔵屋
○
55 村岡食品工業株式会社
○
56 株式会社明治屋
○
57
○ モルソン・クアーズ・ジャパン株式会社
58 大和貿易株式会社
○
59 UNITED FOODS INTERNATIONAL 株式会社
○
60 株式会社ユニオンフード
○
61 ユニオンリカーズ株式会社
○
62 横山興業株式会社
○
63 吉乃川株式会社
○
64 株式会社 Returner Japan
○
65 リードオフジャパン株式会社
○
66 株式会社レイジースーザン
○
67 株式会社レーベン販売
○
68 Remy Cointreau Japan 株式会社
○

Recipe（ 使用材料・商品銘柄は日本語にて記入すること）

種

別

ショート、
ロング 共に分量は㎖で記入してください。

商品銘柄

使用材料

□ショートドリンク

□ロングドリンク

分量

作り方

□シェーク

□ステア

□ブレンド

賛助会社名NO.

□ビルド

デコレーション／ガーニッシュ
（使用材料のみ記入）

創作意図（70字以内）

ここから切り離してご使用ください。

【ヨコハマカクテルコンペティション2016 開催にあたり】

カクテルプレゼンテーション
（30字以内）※解説、意味、広告コピー等、自由に表現してください。

写真を同封してください！
ご自身の営業の様子を写した写真のプリント
（顔が鮮明なもの）
を1枚を同封してください。
（写真の裏には名前を明記する）
※書類審査通過者のみ、
パンフレットに使用するため後日
「画像データ」
を提出していただきます。必ずデータがある写真をご用意ください。
※携帯電話で撮影した写真でも
「顔の部分が証明写真程度で30万画素以上」
あれば大丈夫です。

□その他

