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１．目的 

この大会は、主に一般社団法人全日本司厨士協会に所属する青年司厨士の技能を競う

ことにより努力目標を与え、調理技術の向上を図るとともに、各地の優れた食文化や地

産地消を意識した地域特産食材と協賛企業の指定食材を活用して新しい料理を創造し、

西欧各国との交流、見聞を広め、日本における西洋料理の発展および食生活の改善、進

展に寄与することを目的とする。 

 

２．実施機関 

 主 催   一般社団法人全日本司厨士協会 

 後 援   厚生労働省・外務省・農林水産省（申請予定） 

 協 賛   ネスレ日本株式会社 

 協 力   学校法人誠心学園 東京誠心調理師専門学校 

 

３．予選日程、競技会場 

   2022年 8月 30日（火） 名古屋調理師専門学校 

 

４．参加資格 

本選開催年に 35歳以下（昭和 63（1988）年１月１日以降の生まれ）の協会会員および

調理師。 

但し、トック・ドール料理コンテストの過去の大会で優勝した者は除く。 

 

５．参加申し込み等 

2022年 8月 22日(月)までに、レシピ・料理写真・材料集計表を以下の送付先に 

メールにて送信。 

【送付先】ajca_toukai@yahoo.co.jp 

一般社団法人全日本司厨士協会 東海地方本部 事務局 宛て 

 

６．提出書類等 

（１）申込書 

別添「第 29回トック・ドール料理コンテスト 出場申込書」に必要事項を 

記入のこと。 

（２）メニュー・レシピ  

別添「メニュー・レシピ」に入力。 

地方特産品（地産地消食材）を使用すること（創造性、独創性の審査対象）。 

ただし、地産地消食材に関しては各都道府県または市町村のブランド認定食材 

「米」200ｇ以内（証明書またはパッケージ、生産者の Webサイトの商品説明 

を印刷したものでも可。当日競技で使用する米は各自持参）。 

ネスレ製品指定食材を必ず使用。ネスレ製品共通食材はリストの中から５種類 

以上を使用のこと。指定食材はレシピに明記する。  
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（３）作品写真  

画像の縦横比を固定したままリサイズ（拡大・縮小）した JPEG形式の写真を 

別添「作品写真」に貼付すること。 

（４）共通食材集計表、ネスレ製品集計表 

食材必要数を別添「競技用材料集計表」「ネスレ製品集計表」に入力のこと。 

      

７．課題  

第１課題【前菜】 

指定食材３種類を使用して、４人分の前菜を作成する。 

     

指定食材：①殻付生帆立(L) ４枚 ②有頭海老(16-20)４本  

③サーモン(皮付フィレ) 200g  

１人前目安 110ｇ～120g  提出皿温度 15℃～25℃ 

①ソースは１種類とする 

②競技用食材の中からデンプン質・繊維質を含まなければならない。 

 

第２課題【肉料理】 

指定食材を使用して、４人分のメインの肉料理を作成する。 

 

指定食材：福島県産伊達鶏 中抜き丸 1.2kg ×１羽 

１人前目安 160g～170g  提出皿温度 50℃～60℃。 

     ①２種類の異なる調理法を使用すること。 

     ②１つのソースを使用すること。 

     ③補足的な付け合せを３種類含まなければならない。 

  

第３課題【デザート】 

調理法の異なる３種類のデザートを一皿に盛り、４人分作成する。 

また、30%(４人分に対して)のミステリー食材を競技当日の朝配布するので、 

４人分で最低 15%以上使用すること。 

指定食材：ネスレ共通食材の中から、３種類使用する。 

１人分目安 110g～120g、 提出皿温度 15℃～25℃ 

     ①１つのソースを使用すること。 

     ②補足的な付け合せ、飾り付けを含まなければならない。 

＊ 盛り付けは指定された皿に盛り付けのこと。 

２人分は各皿盛り（１皿試食審査、１皿写真・レセプション会場展示）、 

２人分はプラッター盛りで作成する。 
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８．その他 

（１）審査  世界司厨士協会連盟（WORLDCHEFS）審査基準による減点法。 

（２）服装  競技はシェフコート（社名入り可）、安全靴を着用。 

全体ミーティング・青年フォーラム参加の際は、スーツ（協会 

バッジ・WORLDCHEFSバッジ・協会ネクタイ）着用。 

（３）持参品 健康保険証 

 

＊ 競技会場へのスマートフォン、電子機器の持ち込み、またはそれに準ずる行為は一

切禁止といたします。なお、競技中に持ち込み等が確認された場合、その時点で失

格となりますのでご注意ください。ただし、レシピの持ち込みは可とします。提出

したものを事務局で印刷して当日配布します。 

 

＊ コンテストやネスレ製品に関して、ネスレ日本株式会社各営業所への直接の問い合

わせは厳禁とします。不明点は、毛塚教育指導委員長 ape31boggi@yahoo.co.jpに問

い合わせをお願いします。 

 

＊ 選手のみなさまからいただく個人情報は、本コンテスト以外の目的には使用いたし

ません。 
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第２９回トック・ドール料理コンテスト 指定食材一覧 

 

指定食材（４人分） 

第１課題 【前菜】①殻付生帆立(L) ４枚 ②有頭海老(16-20) ４本 

③サーモン(皮付フィレ)  200g 

第２課題 【肉料理】福島県産「伊達鶏」中抜き 1.2kg×1羽 

第３課題 【デザート】ネスレ共通食材の中から３種類使用する 

 

ネスレ製品指定食材（必ず第１課題～第３課題の中で使用のこと） 

★ マギー ブイヨングラニュレイト 

★ マギー 無添加シリーズ（コンソメチキン、コンソメビーフ、ブイヨン野菜） 

の３品の内 1品使用  

★  マギー トマトクーリ 

★ マギー ココナッツミルクノンスイート 

★ シェフシリーズ（ジュ・ド・コキーユ（液状濃縮）、フュメ・ド・ポワッソン（粉

末））の２品の内１品使用 

 

ネスレ製品共通食材（選択使用可、５種類以上使用のこと）   

 マギー  ザ・ブイヨン 

 マギー  鮮湯チキンコンソメストック（液状濃縮） 

 マギー  チキンコンソメ 

 マギー  ビーフコンソメ 

 Ｃ＆Ｂ  純カレーパウダー 

 マギー  スパイスイットタンドリーチキン 

 マギー  アスピック 

 シェフ ホワイトソース 

 マギー デミグラスソース 

 マギー クリーミーマッシュポテトミックス 

 ドチェロ デザートソース カラメル 

 ドチェロ デザートソース ストロベリー 

 ネスカフェ エクセラ 

 ネスレ 特選ココア 

 ネスレ ブライト  

 

 ※レシピ作成の際の分類明記基準     

  （指）指定食材・（ネ指）ネスレ製品指定食材・（ネ共）ネスレ製品共通食材・ 

  （特）持ち込み特産食材 
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第２９回トック・ドール料理コンテスト 共通食材一覧 

                         

品名 限度 品名 限度 

玉葱 Ｍ 1個 アーモンドパウダー 100g 

人参 Ｍ 1本 牛乳 500cc 

セロリ 1本 生クリーム 38% 400cc 

ニンニク 1株 ヨーグルト 200cc 

エシャロット 1個 無塩バター 225g 

ズッキーニ 1本 サラダオイル 200cc 

グリーンアスパラガス Ｍ 4本 ＥＸオリーブオイル 100cc 

カブ Ｍ 4個 生パン粉 100g 

じゃが芋 2個 強力粉 500g 

さつま芋 Ｍ １個 薄力粉 500g 

トマト Ｍ 4個 コーンスターチ 50g 

チェリートマト 16個 板ゼラチン 4g 6枚 

パプリカ（黄） 2個 冷凍ラズベリー 50g 

パプリカ（赤） 2個 レモン 2個 

ほうれん草 1束 オレンジ 2個 

マッシュルーム Ｍ 200g ブランデー 20cc 

パセリ 30g 白ワイン 200cc 

セルフェィーユ 5g 赤ワイン 200cc 

バジル 5g グランマルニエ 40cc 

タイム 5g フレンチマスタード 30g 

ローズマリー 5g 白粒胡椒 20g 

ミント 5g 塩 50g 

ベイリーフ 2枚 鶏卵 Ｍ 8個 

グラニュー糖 200g ダークチェリー 缶 20粒 

蜂蜜 30g 洋梨 缶 １個 

バニラビーンズ １本 トマトペースト 30g 

ビターチョコレート 100g 白ワインビネガー 100cc 

ホワイトチョコレート 100g バルサミコ酢 40cc 

スイートチョコレート 100g 干しぶどう 50g 

※限度は把握の目安としての単位で記載しています。 
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第２９回トック・ドール料理コンテスト 器具一覧 

◆各調理台に準備している器具 

品 名 数 量 品 名 数 量 

オーブン用トレー １枚 ミルクパン（15cm） １個 

まな板（肉･魚･野菜・他） ４枚 ソースパン（18cm） １個 

ボール（15～27cm） ５個セット ソースパン（21cm） １個 

金ザル（19cm） 各１個 シルバーストーンフライパン １枚(30cm) 

スパテラ（24・33cm） 各１本 P缶（白胡椒入り） １個 

菜箸（小） １組 塩入れポット １個 

丸レードル（180㏄） １個 ペッパーミル １個 

横口レードル １個 オイルポット １個 

穴あきレードル １個 計量カップ（200cc） １個 

泡立て（20・30cm） １本 計量スプーン（5・15cc） 各１個 

角浅バット 298×232×58 ２枚 ハンドソープ １本 

角浅バット 248×202×45 １枚 洗剤 １本 

材料皿 ４枚 スポンジ １個 

ソテーパン（18cm） １個 亀の子タワシ １個 

ソテーパン（24cm） １個 プリンカップ(90cc) 20個 

ソテーパン（28cm） １個 キムタオル 10枚 

アルコールスプレー １本 ラップ（15cm） １本 

味見用ティースプーン 20本 ペーパータオル １ロール 

ゴムベラ ２本 電子秤 1台 

◆共同使用器具 

鉄製フライパン（32cm・22cm） 角型蒸し器 タミ（ステンレス） 製氷機 

すり鉢（すりこぎ棒） シノワ ロボクープ アルミホイル 

ゴム手袋(Ｓ・Ｍ・Ｌ) ミキサー ラップ(30cm) ベーキングシート 

◆持参できる器具  

ナイフ類 ハサミ 竹串 極小型の泡立て 抜き型 

絞り袋（口金） トング 30cm未満 皮剥き バーミックス ミルサー 

シルパット パレットナイフ 茶漉し 小型ハンドミキサー たこ糸 

シノワ(小) ピンセット 各種型類（セルクル等） くり抜き 

スプーン２本 フォーク１本 おろし器(おろし金)  

◆その他 

1. 競技時の布巾等の使用については、各調理台備え付けのキッチンペーパー、キムタオルを使用の

こと。オーブン、鍋つかみ用のトーション各自１枚は競技当日の朝配布します。 

2. 料理皿は全て競技会場で準備された物を使用のこと。(皿カバー４枚含む) 

冷凍庫、サラマンダー、バーナーの使用は不可です。 

3. なお、上記に記載のない調理機材、備品を使用の場合は、事前に教育指導委員長まで、使用機材

名、機材の写真、容量等を明記の上ご連絡ください。使用の可否は決定後メールにてお知らせい

たしますが、基本は本ページに記載されている器具での競技とします。 
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第２９回トック・ドール料理コンテスト 本選スケジュール 

 

２月 27日（月） 

於：学校法人誠心学園 東京誠心調理師專門学校 

 

時 間 項 目 備 考 

７：00 
競技会場開門 

選手集合 
７階選手控室 

７：30 

選手競技会場へ移動 

審査委員による衛生面検査 

（手指の怪我、服装等の確認） 

 

５階競技会場 

７：40 

開会式 

大会会長挨拶 

ネスレ日本株式会社 

ネスレプロフェショナル様挨拶 

審査委員長挨拶 

実行委員長挨拶 

注意事項伝達等 

写真撮影 

５階競技会場 

８：00 競技開始宣言 タイムキーパー 

13：30 課題１提出  

13：50 課題３提出  

14：10 課題２提出  

14：50 作品搬出開始 品川プリンスホテル 

15：00 選手移動開始 宿泊者チェックイン 

16：30 選手作品の確認  

17：30 表彰式会場開場  

18：00 表彰式・レセプション 20：30終了予定 

 


