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報道関係各位 

2016年2月5日（金）から4日間にわたって開催された国際製菓コンクール「ル・モンディアル・

デ・ザール・シュクレ2016」において、日本チームが第3位となり、2008年開催の第 1回大会から

5大会連続での受賞を果たしました。日本チームは、「ル ミュゼ ドゥ アッシュ」シェフ パティシ

エの藤井幸治さん（42歳）、「SUPER SWEETS SCHOOL 自由が丘校」講師の横田康子さん（35歳）

の2名です。 

本コンクールは2008年から2年に1度開催されている国別対抗の国際製菓コンクールです。本コ

ンクールでは事前に申請したテーマに基づき 20時間で 7種類の作品を制作します。7種類の作品の

内、アメ細工、パスティヤージュ、チョコレート細工では技術力と芸術性を、ガトー・ド・ヴォワ

イヤージュ、アントルメ、ボンボンショコラ、ショーフロアデザートでは技術力と芸術性に加え美

味しさを審査し、総合的に評価がなされます。「La Belle et la Bête（美女と野獣）」をテーマに戦いに

挑んだ日本チームは特に味への評価が高く、第3位となりました。 

【コンクール結果】 

上位順位 国名 テーマ 制作者 

第1位 イタリア La mer 
Mr. Luigi Bruno D'ANGELIS 

Ms. Sara ACCORRONI 

第2位 マレーシア Alice au Pays des Merveilles 
Mr. Chong KO WAI 

Ms.  Lau HWEI MIN 

第3位 日本 La Belle et la Bête 
藤井 幸治 

横田 康子 

国際製菓コンクール「ル・モンディアル・デ・ザール・シュクレ 2016」 

日本チーム 3位 5大会連続入賞 

授賞式の様子 日本チームの作品 



【コンクール結果（特別賞など）】 

【コンクール概要】 

◆コンクール名：ル・モンディアル・デ・ザール・シュクレ Le Mondial des Arts Sucrés 2016

◆開 催 回 数：第5回 

◆開 催 日 程：2016年 2月5日（金）～8日（月） 

◆開 催 場 所：パリ近郊 ヴィルパント・エクスポ会場 

（Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte） 

※「ユーロパン 2016」開催会場 

◆主 催：モンディアル・デ・ザール・シュクレ協会（Association du Mondial des Arts Sucrés） 

DGF（Distributeurs Grossistes de France）、ユーロパン（EUROPAIN） 

◆参 加 国 数：16ヶ国 

（オーストラリア、ブラジル、コロンビア、スペイン、フランス、イタリア、日

本、マレーシア、モロッコ、メキシコ、ロシア、シンガポール、スイス、台湾、

ウクライナ、ベトナム） 

◆本選の内容：20時間での実技審査、テーマ設定は自由（要事前申請） 

＜競技で製作する作品＞ 

① アメ細工 1点 

② パスティヤージュ（砂糖細工） 1点 

③ チョコレート細工 1点 

④ ガトー・ド・ヴォワイヤージュ 1種 

⑤ アントルメ 1種 

⑥ ボンボンショコラ 3種 

⑦ レストランのショーフロアデザート 1種 

◆賞 品：上位3チームが入賞。 

（賞金ならびにメダルを授与。優勝チームにはトロフィーを授与） 

この他、DGF賞、ユーロパン賞、プレス賞の特別賞が与えられる。 

ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社（以下 JFLA）の事業子会社である株式会社

アルカン（本社：東京都中央区／代表取締役社長：ロイドS.ナカノ、以下アルカン）は、本コンク

ールの主催者であるフランスの製菓材専門メーカー「DGF」社商品の輸入・販売元であり、本コン

クール創設時より日本チームの後援を行っています。若手パティシエ育成の意味を込めて、2018年

開催予定の第6回大会でも引き続き日本チームをサポートいたします。 

なお、第6回大会に出場する日本チームを決める「内海杯技術コンクール」は今年 11月に開催さ

れる予定です。 

その他特別賞 国名 テーマ 制作者 

プレス賞 シンガポール La Dynastie des Dalmatiens 
Mr.Lawrence WONG XING SHUN 

Ms.Chong KOO JEE 

ユーロパン賞 フランス French Cancan 
Mr.David BRIAND 

Ms.Muriele BENAROCH 

DGF賞 スイス Moulin Rouge 
Mr.Guillaume BICHET 
Ms.Sarah VICTORIA 



【日本チーム 出場者プロフィール】 

■藤井 幸治（ふじい こうじ） 1973年生まれ（42歳） 

デザイン学校卒業後、「パティスリーフランス ドンク」を経て、「ル ミュゼ ドゥ アッシュ」入社。

現在は和倉店のシェフパティシエとして勤務。 

主
な
受
賞
歴 

2011年 
石川県洋菓子技術コンテスト ピエスアーティスティック部門 優勝 

ジャパンケーキショー 味と技のピエスモンテ 銅賞 

2012年 
石川県洋菓子技術コンテスト 実技部門 優勝 

全日本洋菓子技術コンテスト 銅賞 

2014年 第 22回内海杯技術コンクール 優勝 

■横田 康子（よこた やすこ） 1981年生まれ（35歳） 

製菓学校卒業後、ドイツ菓子「ホーゲル」、「ル ショコラ ドゥ アッシュ」を経て、株式会社 

スーパースイーツ入社。現在は「スーパースイーツスクール自由が丘校」の講師を務めるほか、 

スイーツのコンサルタントなど幅広く活動している。 

主
な
受
賞
歴 

2004年 ジャパンケーキショー 味と技のピエスモンテ部門 銅賞 

2005年 ジャパンケーキショー 総合準グランプリ、味と技のピエスモンテ部門 連合会会長賞 

2006年 ルクサルド・グラン・プレミオ 入賞 

2008年 ジャパンケーキショー チョコレート工芸菓子部門 大会会長賞＋カレボー賞 

2009年 第 17回内海杯技術コンクール 総合 3位、味覚部門 1位 

【これまでの日本チームの実績】 

◆2008年 第1回大会 ＜2位＞ 

保坂 茂さん（パーク ハイアット東京）、藤本 美弥さん（グランド ハイアット東京） 

◆2010年 第2回大会 ＜1位＞ 

勝間 建次さん（オクシタニアル）、谷道 理絵さん（オクシタニアル） 

◆2012年 第3回大会 ＜1位＞ 

岡崎 正輝さん（グランド ハイアット東京）、芋生 玲子さん（パティスリー アテスウェイ） 

◆2014年 第4回大会 ＜2位＞ 

山下 貴弘さん（浦和ロイヤルパインズホテル）、佐藤 祐子さん（東京製菓学校） 

※在籍は大会当時の情報です。 

左から 横田康子さん、藤井幸治さん 



ユーロパン（EUROPAIN）について 

「ユーロパン」は、フランスで 2年に1度開催される世界最大の製パン・製菓の見本市です。世

界各国の製パン・製菓関連企業（約 800社）が出店し、期間中約 9万2千人の入場者数を誇ります

（ユーロパン2012実績）。 

DGF（Distributeurs Grossistes de France）について 

DGFは、フランスにおける製菓材料開発の第一人者ジャッキー・ジレが 1986 年に創立した製菓

材料メーカーです。MOF（フランスの国家最優秀職人賞）有資格者が技術指導・品質管理・開発を

担当、品質を第一に、プロの視点から作業性を追求した製品開発を行っています。また、同社は製

菓において必要とされるすべての商品を備えていることでも知られています。DGF製品のディスト

リビューターは、フランス国内に 40社以上、また日本を含め海外にも 20社以上あり、世界中に商

品を展開しています。パリ西郊のシャントルーにある本社にはプロフェッショナルのための学校と

してインターナショナル・キュリナリー・スクールを併設し、製菓の次世代を担う人材の育成も行

っています。 

内海会について 

「内海会」（会長：横田秀夫）は現代ホテルベーカリーの創始者として、日本の洋菓子界に多大な功

績を残した故・内海安雄（うつみ・やすお）の思想を継承することを目的に、氏の門下生が集まり

発足しました。氏の生前から、新しい洋菓子技術・技能の研鑚と、それを担う若い菓子職人の育成

および業界全体の技術向上を目指して活動をしています。 

 現在洋菓子店のオーナーシェフ、ホテルのベーカリーシェフ、さらに関連企業を含めて約 350名

の会員で構成されています。 

◆株式会社アルカンについて 

株式会社アルカンは 1980 年にフランス料理等の食材をヨーロッパより輸入する専門商社として 

スタートし、この分野では草分け的存在とされています。創業以来 30 余年、高級食材やワインを 

全国の有名ホテル・レストラン等へお届けしており、現在の取扱商品は、業務用食材のみならず、 

製菓用材料、百貨店・スペシャリティストア向けのグロッサリー食品や、ワインなどの酒類等、 

多彩な商品群となっています。 

＜アルカンサイト URL：http://www.arcane-jp.com/＞ 

◆ジャパン・フード&リカー・アライアンスグループ（JFLAグループ）について

JFLA グループは、持株会社である「ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社」のもと、 

食品・酒類製造販売、高級食材・酒類輸入等の機能を有した 9 社のメンバー企業が集合する、新しい形

の食品関連企業グループです。当社グループは、風土に根ざした伝統的な食文化を継承しながら、 

ますます多様化するお客様のニーズに応える商品ならびにサービスをお届けすることで、健康で豊かな 

食生活に貢献してまいります。 

 ＜JFLAサイト URL：http://www.j-fla.com/＞ 

【主な JFLAグループメンバー企業（2014年11月25日現在）】 

■食品・酒類製造販売… 盛田株式会社／加賀の井酒造株式会社／株式会社老田酒造店／中川酒造株式会社／ 

見砂酒造株式会社 

■食品・酒類輸入販売… 株式会社アルカン ■水産品加工販売… 株式会社イメックス 

＜報道機関のお問合せ先＞ 

ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 

管理本部 広報・IR部 

tel:03-5614-6671 fax:03-3660-1421 




