
  

 

記者配布資料                     平成２７年９月１７日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

（同時資料提供：大阪府政記者会） 
 

“大阪らしい料理・デザート”を競う料理コンテスト 
「第６回食の都･大阪グランプリ」 

決勝競技ならびに表彰式の開催について（取材方お願い） 
 
 

【お問合先】 

大阪商工会議所 流通・サービス産業部 (伊藤・野田・高橋) 

ＴＥＬ ０６－６９４４－６４９３ 

大阪府環境農林水産部流通対策室大阪産ブランド推進Ｇ（岩本・小野）  

ＴＥＬ ０６－６２１０－９６０５ 
 
 
○ ｢食の都・大阪｣推進会議（代表＝小嶋淳司・大阪商工会議所副会頭、松本孝・大阪商工会議所

食料部会長／事務局＝大阪商工会議所）は、プロの料理人・パティシエを対象に“飲食店等で

通常提供できる大阪らしい料理、デザート”を競う料理コンテスト「第６回食の都・大阪グラ

ンプリ」の決勝を、大阪産（もん）のブランド化を推進する大阪府との共催で、９月２３日（水・

祝）に辻学園調理・製菓専門学校（大阪市北区西天満１－３－１７）で行います。 

○ 当日は、「和食･日本料理」「洋食･西洋料理」「中国･韓国･アジア料理」「デザート･和洋菓子」

の４部門で、合計２３７作品の中から書類審査（２回）を通過した１６作品（４部門×４人＝

１６人）による決勝競技（調理）を行います。 

○ 「あまから手帖」編集顧問の門上武司氏(審査委員長)、大阪府「大阪産(もん)ＰＲ大使」のハ

イヒール・モモコ氏(特別審査委員)をはじめ、大阪のミシュラン・スターシェフなどで構成さ

れる審査員７名が、当日調理された料理を試食審査し、各部門の優勝者各１名(計４名)と、そ

の中からグランプリ１名を選出します。また各部門から１名(計４名)「大阪産(もん)特別賞」

を選出し、表彰式ではハイヒール・モモコ氏が受賞者を発表し、竹内廣行大阪府副知事が表彰

状を手渡す予定です。また、大阪府広報担当副知事のもずやん(大阪府の公式マスコット)も表

彰式に登場予定です。さらに、今回から「大阪外食産業協会特別賞」を新設。外食産業でも概

ね対応可能な作品のうち優れたものを選出し、藤尾政弘氏(特別審査委員・(一社)大阪外食産業

協会代表理事会長・㈱フジオフードシステム代表取締役)から表彰状を手渡す予定です。 

○ また、同日は、併催イベントとして、「祇園さヽ木」店主の佐々木浩氏による講演会を開催す

るほか、飲食店独立開業経験発表会等も開催します。 

○ 本コンテストの審査はブラインド方式（競技者の店名や氏名を伏せての審査）ですが、当日は、

決勝が行われる調理室、審査室、表彰式会場や併催の講演会会場をプレスオープンとします。

また、審査対象の１６品の一部は、報道関係者の皆様にも実際にお召し上がりいただけるよう

ご用意しておりますので、ぜひご取材いただきますようお願い申し上げます。取材いただける

場合は、準備の都合上、資料１に必要事項をご記入の上、９月２１日（月）までにＦＡＸにて

ご回示いただけますと幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。 

以 上 

＜添付資料＞ 
・資料１：「第６回食の都・大阪グランプリ」決勝の取材要領及び出欠回示 
・資料２：「第６回食の都・大阪グランプリ」開催概要 
・資料３：決勝進出者の名簿およびレシピ 
・決勝会場「辻学園調理・製菓専門学校」までのアクセス地図 
・「第６回食の都・大阪グランプリ」募集要項 
・同日の併催イベント チラシ  



資料１ 

「第６回食の都・大阪グランプリ」の取材要領及び出欠回示 
                                  

                           「食の都・大阪」推進会議 
（本件担当事務局：大阪商工会議所・大阪府） 

 
１．日 時  平成２７年９月２３日（水・祝） 

         受  付 １階玄関受付９：４０～（この時間以降も随時受付をさせていただきます） 

         調理時間 和食･日本料理部門 ……………１０：２０～１１：５０ 

              洋食･西洋料理部門 ……………１０：５０～１２：２０ 

              中国･韓国･アジア料理部門……１１：３０～１３：００ 

              デザート･和洋菓子部門 ………１１：３０～１３：３０ 

         試食審査 …………………………………… １１：４０頃から順次（１６作品） 

         表彰式･記念撮影…………………………… １５：００～１６：００ 

２．場 所  辻学園 調理・製菓専門学校（大阪市北区西天満１－３－１７） ※地図参照 

３．ご来場  お車でご来場の場合、恐縮ですが周辺のコインパーキングをご利用下さい。※地図参照 

４．ご案内・ご留意点  

   ＜競技(調理)について＞ 

・決勝競技(調理)は、上記４部門、別々の調理室にて開始・終了時刻をずらしながら行います。 

   ＜試食審査について＞ 

・審査は、ブラインド方式（競技者の店名や氏名を伏せて審査）にて行うため、競技室（調理室）

とは別の審査室（３階サロン）にて行います。報道関係者の皆様方は、競技室に加え、この審

査室にもご入室いただき、決勝審査員の試食審査をご取材いただきますようお願い申し上げま

す。なお、最終選考の協議が始まりましたら、ご退室いただきますようお願い申し上げます。 

・決勝作品１６作品の一部をお召し上がりいただけます。但し、ご試食の環境（サーブ面等）に

ついては、十分アテンドをさせていただけない可能性もありますので予めご了承ください。 

   ＜表彰式・記念撮影について＞ 

・審査委員長の門上武司氏（「あまから手帖」編集顧問）、特別審査委員のハイヒール・モモコ

氏（大阪府「大阪産（もん）ＰＲ大使」）、竹内廣行大阪府副知事らが出席（予定）し、決勝

結果発表・表彰式ならびに記念撮影を行います。（いずれも８階栄養士講義室） 

   ＜決勝進出者名簿について＞ 

・ブラインド審査ですので、表彰式開始（同日１５：００）までは記載事項の公開はお控えくだ

さいますとともに審査室内では審査員の目に触れないようお取り扱いにご注意頂きますようお

願い申し上げます。開催日前に事前取材（収録）をされます場合は、事務局にご一報願います。

決勝進出者および所属店との連絡・調整等で取材協力させていただきます。 

   ＜プレス控室について＞ 

    ４階普通教室６を報道関係者様の控室としてご用意しております。（貴重品は常時お持ちください） 

   ＜大会本部について＞ 

    ３階サロンが大会本部（事務局常駐）兼審査室です。 
 

※本件担当：「食の都･大阪」推進会議 
○大阪商工会議所 流通・サービス産業部 経営支援担当（伊藤・野田・高橋） 
  ＴＥＬ ０６－６９４４－６４９３ ＦＡＸ ０６－６９４４－６５６５ 

    携帯（伊藤）：０８０－１４３２－８５５３ メール：ito@osaka.cci.or.jp 
  ○大阪府 環境農林水産部 流通対策室 大阪産ブランド推進Ｇ（岩本・小林） 

ＴＥＬ ０６－６２１０－９６０５ 

おって、報道関係の皆様方には当日、決勝作品のお料理の一部をお召し上がりいただく関係上、ご出席
いただける場合は下記に必要事項をご記入の上９月２１日（月）までにＦＡＸでご返送いただきますよ
うお願い申し上げます。 

 

ＦＡＸ：０６－６９４４－６５６５ 
「第６回食の都・大阪グランプリ」（９/23(水・祝) 於 辻学園調理・製菓専門学校）を 

 
取材します(予定含む) 

   
 貴社名                  お名前                      
※ご記入いただきました情報は、会場である辻学園に提供するとともに大阪商工会議所・大阪府からご連絡をさせていただく際に使用します。 



資料２ 

第６回食の都･大阪グランプリ（平成２７年９月２３日(水・祝)）開催概要 

【料理コンテスト】 
 

「第６回食の都･大阪グランプリ」 

【併催イベント】 
飲食店独立開業経験発表会＆ミニ交流会 

 “ 他 店 差 別 化 メ ニ ュ ー ” 説 明 会 
「祇園さヽ木」佐々木浩氏講演会 

１０：２０～１１：５０（９０分間） 

  和食･日本料理部門 決勝競技(調理) 

  ５階調理実習室３ 

１０：５０～１２：２０（９０分間） 

  洋食･西洋料理部門 決勝競技(調理) 

  ４階調理実習室２ 

１１：３０～１３：００（９０分間） 

  中国･韓国･アジア料理部門 決勝競技(調理) 

  ６階調理実習室６ 

１１：３０～１３：３０（１２０分間） 

  デザート･和洋菓子部門 決勝競技(調理) 

  １階製菓実習室  

１１：００～１２：２０（８０分間） 

 飲食店独立開業経験発表会 

 ８階栄養士講義室 

  「Il Povero Diavolo」 

店主 羽田 達彦 氏 

   「日本料理 寺田」 

    店主 寺田 繁 氏 

ミニ交流会（受講者と発表者の交流。立食・軽食） 

 ８階栄養士給食管理室 

１２：３０～１３：００（３０分間） 

 “他店差別化メニュー”説明会 

 ８階栄養士給食管理室 

１３：３０～１４：４５（７５分間） 

 「名料理人を生み出す人育ての極意 

 －「祇園さヽ木」店主が考える親父
おやっさん

の役目と 

弟子の心構え、そして経営哲学－ 

 「祇園さヽ木」 

店主 佐々木 浩 氏 

８階栄養士講義室   

１１：２０～  審査員直前会議開催 ３階サロン 

１１：４０頃～ 試食審査開始 ３階サロン 

※決勝審査員７人が、和・洋・中・ 
         デザートの１６作品を試食審査 

１３：５０頃～ 最終審査会議 ３階サロン 

（２０分程度） ※審査員以外はご退席いただきます 

１５：００   決勝結果発表・表彰式 ８階栄養士講義室 
 
①主催者挨拶 「食の都・大阪」推進会議 代表 小嶋淳司（大阪商工会議所副会頭） 
       大阪府副知事  
②協賛企業紹介 
③審査員紹介 
④佳作紹介・表彰 （紹介：ＭＣ、表彰：「食の都・大阪」推進会議 代表 松本孝） 
⑤決勝進出者・作品紹介（紹介：ＭＣ） 
⑥大阪外食産業協会特別賞（数名）発表・表彰（発表・表彰：藤尾政弘特別審査委員） 
⑦大阪産(もん)特別賞(４名)発表・表彰(発表:ハイヒール･モモコ特別審査委員、表彰:竹内廣行大阪府副知事) 
⑧部門別優勝（４名）発表・表彰（発表：ＭＣ、表彰：門上武司審査委員長） 
⑨優秀賞（１２名）表彰 （表彰：門上武司審査委員長） 
⑩グランプリ（１名）発表・表彰（発表：「食の都・大阪」推進会議 代表 松本孝、表彰：「食の都・ 

大阪」推進会議 代表 小嶋淳司） 
⑪審査委員長講評（門上武司審査委員長） 
⑫部門別優勝者インタビュー（４名） 
⑬「励ましのことば」（ハイヒール・モモコ特別審査委員） 
 

１５：５０   記念撮影 ８階栄養士講義室 

 
＜応募状況＞ 

  
第１回 

23.2.6 

第２回 

23.11.27 

第３回 

24.12.2 

第４回 

25.10.13 

第５回 

26.11.23 

第６回（今回） 

27.9.23 

和 ８７ ９０ ９７ ６６ １０５ ７９ 

洋 ８３ ６８ ７３ ９０ ９８ １０７【過去最多】 

中 ４４ ３２ ３０ ３６ ３７ ２２ 

デ － ２８ ２０ ３７ ４７ ２９ 

合計 ２１４ ２１８ ２２０ ２２９ ２８７ ２３７ 
 



決勝会場「辻学園調理・製菓専門学校」までのアクセス地図 
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