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◐盛皿は個人盛り、4 皿分でも良いですか？またその場合、皿にソースを流して

写真を撮って良いですか？ 
プラッターに直接盛れる料理をアシエット 4皿に盛ってはいけない。ココット・キャスロール等

を使わなくてはならない料理、一人前ずつしか出来ない料理の時(ソースの中に料理が入ってい

る状態等)は規約⑦に該当いたします。ソースは基本的にはソシエールに入れて下さい。 

 
◐ガルニチュールは 4 人分であれば何種類でも良いか？ 
4 人分であれば何種類でも構いません。 

 
◐圧力鍋は使用可能ですか？ 
時間内での調理が難しいこともあるかと思いますので、圧力鍋の使用を認めます。但し、準決勝

に進まれた場合は会場に圧力鍋の用意はございませんので各自持ち込んで調理をしていただく

こととなります。 

 
◐社内で数人の申し込みは可能ですか？ 
同一社内での参加人数に制限はありません。 

 
◐食せないものは添えないとのことですが、塩パイでローストしたものは規約違

反でしょうか？（実際塩パイは食せません。） 
一つの調理方法ですので違反ではありません。 

 
◐盛り皿は自由とのことですが、一部表記で“プラッター”と記されております。

特に指定はなく、陶器や石、木でも構わないという解釈でしょうか？ 
規約⑦の通り盛り皿は自由です。材質に指定はなく、プラッター・陶器・石・木でも構いません。

大きさは自由です。ただし、4人前を一皿に盛ることを基本とします。アン・ココットのように

仕上げる場合はプラッターにのせて提出してください。 

 
◐50 代でも参加可能ですか？ 
規約のフランス料理歴７年以上の日本在住者 参加資格を満たして入れば年齢は問いません。若

い人たちの為にも是非参加をお待ちしております。 

 
 
◐盛り皿は自由とありますが、前回通り 4 人分をプラッターに盛っても良いので



しょうか？ 
料理 4人分を一皿のプラッターでも陶器の皿でも構いません。 

 
◐既製品のフルーツのシロップ煮、又はアルコール漬けは使用可能か？ 
可能です。 

◐乾燥キノコは、もどした状態で持ち込みが可能か？ 
可能です。 

◐鹿肉のロース肉使用の場合は骨付きでないといけないのか？又、正肉の状態で

の使用分量に切り分けて持ち込みは可能か？ 
正肉で良いが、ブロックのままです。 

（ブロックのままで）掃除したものは不可です。 

◐コンクール規約、予選⑦のところですが、盛り皿は自由 4 人分を一皿に盛る。

とありますが、大きさも、かたちも、自由なプラッターに 4 人分盛り付けると

いうことですか？皿に 4人分盛り付けるということでしょうか。 
プラッターに 4 人分直接盛り付ける。ソースは別添え。 

アシエットに 1 人分盛ることは出来ない。 

En cocotte のような調理でプラッターに直接盛り付けるのが不可能な料理はプラッターを敷き

皿として使うこともできる。 

◐フォンドボーをソースのベースで使用しようと思っていましたが使用不可の

欄にフォンとありましたがフォンドボーもダメなのでしょうか？ 

使用不可の Fond は、既製品の瓶,缶製品の事。 

Fond de veau, fond de volaille, fond de gibier--------,fond の状態ならば持ち 

込み可能。 

(持ち込み不可 Sauce になっているものーーーーー煮詰めた物 ) 

◐食材の件なのですが、フォワグラのテリーヌのようなマリネして 2日かかるも

のは使ってもよろしいのでしょうか？ 

マリネしたものは認めません。 

他の方法を考えて下さい。 

◐規約⑦の盛り皿ですが 

１人前ずつ一皿仕上げで、４皿作成するのではなく 

４人前を大きな大皿に盛りつけるということで 

よろしいでしょうか？ 

１人分のアシエット盛りはいけません。 

 

 

◐また規約⑧ではソースはプラッターには流さないと 



記載されていますので、お皿盛りの場合はソースを 

かけても構わないとの解釈でよろしいでしょうか？ 

お皿盛りの意味が分かりません。 

プラッター盛りの場合は、ソースはソーシエールで提出です。 

プラッターに流してはいけません。 

 

◐ 持込み可能なジュやフォンの材料は記載するのでしょうか？ 

何の Fondなのかは記載してください。それを作るのに必要な材料の記載はいらない。 

 

◐ 出来上がったソースは、ソーシエール以外の器に入れることは可能でしょう

か？ 

ソーシエールと同じ使い方なら可能です。 

 

◐鹿肉に関しては、原価はどれだけかかっても良いのでしょうか？ 

鹿肉は原価の中には含まれません。 

 

◐ 鹿肉を一度マリネしたいのですが、それは可能でしょうか？ 

掃除したり、ポーションカットした物のマリネは認めませんが 

掃除してないブロックのまゝのものは認めます。 

 

◐製品のフルーツピューレやコンフィチュール、果汁を絞ったものは使用出来ま

すでしょうか？ 

既製品のフルーツピューレやコンフィチュール、ジュースは持ち込むことができます。 

生の果汁を搾っての持ち込みは出来ません。会場で制作時間内で搾って下さい。 

 

◐温製の鹿肉の付け合わせは冷たいものでも可能ですか？ 

可能です。 

 
◐フォン・ド・ヴォは自分で仕込んだものを持ち込むということでよろしいでし

ょうか？ 
可能です。 

 

◐テーマが鹿ですが、鹿のフォンも自分で仕込んで持ち込み可能でしょうか？ 
可能です。 

 
 



 
 

◐ブリオッシュは焼いたものを持ち込んではダメでしょうか？カットしてクル

トンにする予定ですが・・・。 
ダメです。 

 

◐揚げ油、塩、胡椒なども原価に反映されますか？ 

揚げ油は計算しませんが使用量の指示をお願いします。 

 

◐仕上がりの分量が少量で、4人前ではなく 10人前か 20人前くらい作らないと

無理な場合は、別の欄にでも「レシピに仕上がりは 10 人前です」など、記入し

てもいいのですか？ 

それとも 4 人前の分量だけ記入し、実際作る時は 10人前で作り、食材を多めに

持って行ってもいいのですか？ 

物が何なのかによります。Duxsellesを champignon de paris １ヶ分しか使わない時に 

その分量だけとは言えないと理解します。 

原価は４人分の数字を入れてください。残りは無駄にせず持ち帰れるようにパックしてください。 

捨てるようなことが有ると現場審査で減点対象になります。 

    

◐燻製した調理方法で考えています。 

盛り皿に料理を置き、その上にガラスのボールで蓋をして、中に燻製香を封じ

込めようと思っています。 

そういう盛り方も大丈夫でしょうか？ 

器としての使用範囲で認められます。 

 

◐ガルニチュールを例えばオレンジの皮を器にして盛り付けるのは可能です

か？不可能ならばココットに入れて盛り込むのは大丈夫ですか？ 

 

ガルニテュールが器を使わなくてはいけない物ならば使わざるを得ないと思いますが 

（液体の中に固形物がある物）―－可能 

器も食べれるように加工されている物－－可能。 

無くてもよい食べれない物は好ましくない。―－－不可 

 

 

 

 



◐ミンチ機械は使うことは可能ですか？ 

 

ミンチのマシンはありません。 

マシンを持ち込むか、 

挽いたものを持ち込んでもらいます。あくまでもマシンを掛けた状態でそれ以上の作 

業が加えられたものは認めません。 

 

◐使用可食材についてですが。 

寿司用おぼろこぶのシートは OK でしょうか？ 

 
使うことに問題はありません。 

◐シュー生地は仕込んで塊の状態で持ち込みは可能でしょうか？ 

認めません 

◐ルセットの塩 少々など金額が出しにくい、または１円に満たない場合は何と

記入すればよろしいでしょうか 
 
塩、胡椒、少量のスパイスなど安価で少量の使用範囲は認めるが、 

明らかに計量できるものは原価に入れてください。小数点以下は計算外でよい。 
 
◐高さを出すためにプラッターの上に木や、プラスチックの台などを置いてその

上にメインやガロニを置いても良いのでしょうか？ 

 

食せないものを盛ってはいけない。 

規約に書いている事に当てはまる、必要性が無ければ認めない。 

 

◐製品のパンデピスは持ち込み可能でしょうか。 

ダメです。 

 

◐フレッシュジロール使用の際、泥付きのままだと衛生上よろしくないと思われ

るのですが泥を落としての持ち込みは可能ですか。 

泥を落としての持ち込みは認められます。 

◐フォン・ド・ヴォとブイヨンを使いますが、これらも原価に入れるのでしょう

か？入れる場合はどのように金額を出せばよろしいでしょうか？   



当然入ります。 

作るには、材料が必要だと思いますが。 

両方とも食材です。 

それももっとも多用する物です。 

これを計算しないで原価など出せません。 

 

◐鹿の臓物は鹿肉と同じく食材コストにはのせないのでしょうか？ 

 

食材原価には含まれません。 

 

◐規約にある高級食材の単価はチルド品も冷凍品も指定単価での計算でしょう

か？コストの面でフレッシュより CAS 冷凍の物での使用も考えております。 

 

仕入量、ネームにより毎回価格差があり公平さが保たれません。 

不本意とは思いますが、今回より指示固定原価にしました。 

 

 

◐揚げ物をするのですが揚げ油も原価に含むのでしょうか？ 
揚げ油も 5 リットルで何グラムの物が何個揚げれるかで単価は出ます。その中で５０分の１な

のか、200 分の１なのか計算できますが、今回は原価に含まれません。 

 
◐原価は鹿肉以外で・・・とありますが、材料表には鹿肉とその金額も記載する

のでしょうか？ 
 

使用材料は書いてください。 

原価票には、鹿肉、鹿の内臓等の原価計算は書かなくてよい。 

 

 

◐規約⑦ 

盛り皿は自由。４人分を一皿に盛る 

４人分をアンココットのように仕上げるときはプラッターに載せて提出する。 

とあります。 

アンココットではない場合、盛り付けるのはプラッターではなく「皿」なので

しょうか。 

◐プラッターに盛る事は、減点対象や規約違反に当てはまるのでしょうか。 

  



一皿で４人分盛れるプラッター、その他の器に直接盛ること、キャセロールなどのソーサーとし

て使うことは出来ます。 

アシエットに１人分ｘ４皿は認めません。 

必要のない器、飾りは認めません。 

今回は、調理方法、鹿肉の部位、ガル二テュールの品数、などの指定、制限がないので、作る料

理に合い必然的に使うことが認められるものを使うことを認めています。 

 

◐アピールポイントの１００字以内というのは、濁点は含まれますでしょうか？ 

 

むろん含まれます。 

 

◐トリュフに関して、チベット産の冷凍のものを使用する予定ですが、指定単価

額の KG/160,000で計算しなければならないですか？ 

 

指定単価とは、別と考えて下さい。はっきりとわかるように書いてください。 

又、単価を間違えないように書いてください。全ての食材の単価はチェック対象に 

なります。 

 

 

◐鹿肉をミンチで使用する場合挽いた状態での持ち込みは可能でしょうか？ 
 

挽いたものを持ち込んでもらいます。あくまでもマシンを掛けた状態でそれ以上の 

作業が加えられたものは認めません。 

 

◐食材についてですが､山菜の水煮･塩漬けにした物の持ち込みは､可能でしょう

か？ 

更にその葉(蕗の葉など)の塩漬けや､ブドウの葉の塩漬けも持ち込みは可能で

しょうか？ 

 

問い合わせの食材については、ジャムやドライフルーツなどと同レベルに考えます。 

書かれている食材に関しては持ち込み可能ですが、手を加えたものはいけません。 

 

 

◐フォンドシブルイユの持ち込みは可能との事ですが、原価は鹿の骨など以外

（ミルポワや赤ワインなど）だけで計算して記入すればよろしいでしょうか？ 

 



ほかのフォンと同じように計算、原価を記入してください。原価計算 

の中に含まれます。 

 

◐ピスタチオは、プードルの状態のものを使用するのは可能でしょうか？ 

 

可能です。 

 

◐材料表と作り方の用紙は A4 で指定の行数、文字数、余白であれば自由なので

しょうか？  

 

ホームページにある『ルセット書き方見本』に書かれていることを守っていただければ他は自由

です。（ホームページのルセットの書き方見本の赤字の部分も含め再度ご確認ください） 

 

◐ホームページの雛形を何枚か印刷して書いても良いのでしょうか？ 

 

よいです。 

 

◐エピスを使用しますが、少量で 1円未満なので、単価記入欄には un peuと記

入し、キロ単価は記入でよろしいでしょうか？ 

使用量には un peu、単価を記入してください。 

原価は―を引いてください。 

 

◐パイ使用するのですが、ルセットに feuilletage の表記で構いませんか？ 

その表記で問題ありません。 

 

◐料理タイトルに 〇〇産の鹿と産地を入れた方がよろしいのですか？ 

 

国内物であれば良いので、どちらでもよい。 

 

◐フラジョレはフレッシュが入らないため冷凍使用可能ですか？ 

 

冷凍品持ち込み可能です。 

 

◐ローリエ、タイムなどの単価も kg になおしますか？ 

フレッシュ？ 乾燥品？ 



単価が計算できると思います。 

フレッシュならば、当然１円以上になると思います。その時は、原価表に記載、計算対象です。 

乾燥品も、１円以上ならば、原価参入対象になります。 

 

◐書類審査の結果はいつ発表になるでしょうか？ 
ホームページにて通過者のみを 7月 4日(金)に発表予定です。 

 
◐郵送でのお知らせになるのでしょうか？ 
通過者のみ早急に郵送でお知らせ致します。 

 

  
◐規約⑥に 単価はすべて１ｋｇ １ℓに換算して 記載とありますが、  
 

   金箔          金額が大きすぎて計算しにくい  
御社において、金箔は計算しないで、原価に入れないでやっているとは思えませんが。 

   パートフィロ     枚 のほうが計算しやすい 
仕入は、１枚の単価でしていますか？ １ｋｇに何枚だからと計算すれば１枚のグラムが出るの

では？  仕入が枚数での金額ならば枚単価でもよいが。 

   卵           個 のほうが計算しやすい 
 仕入状態での単価で結構ですが、通常、１箱＝１０ｋｇで入個数１４０個～２００個入り（LL, 

L, M, S サイズ）、差があると思いますが。 

など ㎏で計算しにくいものも ｋｇで計算するべきでしょうか？ 
      
◐食材などの記入をワープロ打ちしたいのですが、 
 書式に余白：上下３ｃｍ 左右各２ｃｍ  とあります。   
しかしながらワープロ技術がなくどうしてもズレがでてしまうのですが、 
上記条件でないと 原点もしくは審査不能などのぺナルティがあるのでしょう

か？ 
その場合 不本意ではございますが手書きも検討しています。 
 
手書きでも構いません。 

 


