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チーズは美味しい !

それは作られチーズだけが美味しくしているのではなく、食べやすさ、食べるタイミング、バランスの取れたマリアー

ジュ、そして美味しさを誘うアーティスティックなアレンジメント。様々な角度でチーズという素材から美味しさが解

き放たれ、皆さまの喜びにとつながります。 

フロマジェ。その言葉はフランス語でフロマージュ ( チーズ ) を取り扱う従事者の呼称ですが、日本のフロマジェは

様々な角度からチーズの可能性を引き出すチーズアート ( 美味しさの技法 ) を取り扱います。本大会は、そのチーズ

アート ( 美味しさの技法 ) を競い合う日本一決定戦です。職人匠のチーズを通してどのような美意識を創造してくれ

るのでしょう。どの国よりも繊細な表現力を持つといわれる日本のフロマジェたちを、ぜひ皆さまとご一緒に楽しみし

皆さま  こんにちは。この度の日本最優秀フロマジェ選手権大会を主催する日本チーズアートフロマジェ協会をとても誇

りに思っております。この大会は我々チーズの業界にとってのプロモーションになり、そして発展につながります。

今回の大会を運営することに力を尽くしてくれた理事長の金子、理事の村瀬に感謝申し上げます。そして今後もこの大会

が続くよう、支援してまいります。今年 9 月フランス・トゥールで開催されるモンデュアル・デュ・フロマージュ世界最

優秀フロマジェコンクールを主催する私にとって、この度の日本最優秀フロマジェ選手権大会の勝者 2 名を世界大会にお

迎えすることをとても楽しみにしております。フロマジェジャパン 2021 のご成功と選手のご健闘をお祈りいたします。

本日のプログラム

ようこそ 　世界一熱いフロマジェジャパン 2021 　へ ごあいさつ

選手気分が味わえる！

ブラインドテイスティング

《 14 :00～ チケットと交換　※数量限定 》
13：30～　出口にてチーズ配布開始！

3種のチーズ食べて、チーズの乳種や

特徴を当てるブラインドテイスティ

ングを実施。正解者の中から10名の方

にチーズのプレゼントをご用意して

おります。

Rodolphe Le Meunier　

ロドルフ・ル・ムニエ

2007 年フランス国家最高職人章 MOF フロマジェ／ 2007 年フロマジェ国際大会優勝。チーズ熟成士としての才能がフランス国内外に認められ、彼の熟成したチーズは高級デリカテッセンや高級レストランで楽しまれる。

第 3 回 日本最優秀フロマジェ選手権大会 2021

職人たちの作ったチーズを
フロマジェたちの手にバトンが渡され
美味しさと魅力をカタチにする。
そして皆さんに感動をお届けします

チーズ従事者のサービス技能日本一決定戦

12:30 ～ 13:30

13:30 ～ 14:00  

14:00 ～ 16:30  

　

16:30 ～ 17:30  

17:30 ～  　　　
　　
18:00 頃 　　　  

課題 A　味のマリアージュテスト「フルム ダンベール」

課題 B　アーティスティックカットテスト「コンテ」

課題 C　チーズプラトー制作 【テーマ : Artisan アルティザン】

スピーチテスト

休憩

課題 A・B・Cの制作

　

各選手のインタビュー

表彰式＆結果発表　集合写真撮影　
　　
終了予定

裏面を
check!

Event

クイズに参加しよう！

クイズのチーズを配布！



決 勝 課 題 の 詳 細
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　本大会は2021年9月にフランス トゥールで開催される第5回世界最優秀フロマジェコン
クール（Concours Mondial du Meilleur Fromager）の国内予選を兼ねており、フロマジェの世界
大会で入賞できる次世代のフロマジェの選出、育成、サポートをすることを目的としていま
す。また日本国内におけるフロマジェ大会により、地域を超えた交流、情報交換の場をつくり、
業界全体の活性化を図ると共に、チーズ知識を始めとるチーズプラトー、チーズカット技術・

選択問題 20問

■課題チーズ：フルム・ダンベール 約250g 

■制作時間：3-Aスタートから30分後までに課題3-Aを仕上げ提出

■制作条件：３種の副食材を使ってフルム・ダンベールのマリアージュアレンジを12人前制作。

　黒いスレート25cm×25cm ２枚に６人前ずつ盛り付ける。

　※審査員のテイスティング審査あり。

たっ沿に」ンザィテルア「”nasitrA ehT“マーテ題課、し用使をズーチう違のプイタ■

　チーズプラトーを制作。

■制作時間：課題 3-A、3-B を含み ２時間30分。２時間30分後に仕上げる。

■制作条件：

1. 盛りつけ範囲（75 ㎝×75 ㎝×75 ㎝以内までのスペース）に立体的に仕上げる。

2. 使用チーズ：ナチュラルチーズの中から主催者指定のチーズ9種と選手セレクチーズ3種の計12種を使用す

　ること。残してもよいが12種をすべて使用すること。制作後、チーズの残量も審査対象になります。

チーズカットのスタイルは問わない。

3. 副食材、盛り付ける什器は各自用意すること。

4. ネームカードを用意すること。

 字文000,1～008トーポレにマーテを」noitatnemreF/酵発「 ：１題課 ■

■ 課題２： チーズプラトー制作 テーマ「発酵/ Fermentation」  5種のチーズを使った立体構成(50cm×50cm×50cm )、制作写真５枚添付・説明文A4２ページ以内

課題

課題
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チーズ名、タイプや製法、乳種、生産地域、熟成期間（日数）

課題
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一 次 予 選 課 題 の 紹 介

The Artisan -アルティザン-課題テーマ

フルム・ダンベール課題チーズ

筆記テスト

開

公

非

開

公

制限時間：20分

制限時間：150分

ブラインドテイスティング４種のPDOチーズ 制限時間：10分

タイプの違う２種のチーズを200gのブロックにカット。

カッティングテスト 制限時間：５分

国産（日本）チーズの中から１つチーズを選んで、チーズのプレゼンテーションをするスピーチテスト。

※審査員のテイスティング審査あり。

スピーチテスト

味のマリアージュ

制限時間：５分

1-A

2-A

2-B

2-C

3-A

■課題チーズ：コンテ 約500g 

■制作時間：3-Aスタートから60分後までに課題3-Bを仕上げ提出

■制作条件：副食材の使用は禁止。高さ1㎝のグリーン色の天然大理石30㎝×30㎝1枚に盛り付ける。

　※チーズの残量チェックあり。

コンテ課題チーズアーティスティックカットテスト3-B

チーズプラトー制作3-C

予選には2つの課題がありました。

アーティスティック性の研鑽によるナチュラルチーズの可能性を広げる大会です。
フロマジェジャパンという趣旨は、日本における「フロマジェ」というチーズ従事者
の技術向上を図るとともに、日本にサービス技術を持つフロマジェという新しい職
業種を根付かせ、サービス技能を持つフロマジェたちが国内外で活躍できるよう支
援をしていくものです。

フロマジェジャパン 第３回日本最優秀フロマジェ選手権大会



池谷 美和
Cheese & Cooking Salon My Table  主宰 Cheese Dining ItaRu  オーナーシェフ

東京都港区出身／東京都在住 大阪府豊中市出身／大阪府在住

レストラン Noeud.TOKYO  勤務
フレンチレストラン chez olivier 勤務

山形県山形市／東京都在住
福岡県北九州市出身／東京都在住

お家で Cheese「お家ぃず」主宰 東陽製袋株式会社 TOYO Cheese Factory 取締役
愛知県江南市出身／東京都在住 北海道十勝地方出身／北海道帯広市在住

植田 良二

「食のエンターテイメントで地域社会に貢献する」この

言葉をモットーに日々営業しております。しかし今はコ

ロナ禍で食を楽しむ機会が減り非常に悲しい状況です。

今回この大会で課題の、マリアージュ・カット・プラトー

などで魅せる様々なチーズ表情に触れていただき、チー

ズアートの魅力を是非お楽しみください！

前回に続き２度目のファイナリストとなりました。あ

の日から約２年。自分自身の成長を確かめる日でもあ

ります。作り手が情熱と愛情を傾け育んだ美しいチー

ズ。フロマジェとしてその美味しさ、奥深いチーズアー

トの世界、素晴らしさをお伝え出来ればと思います。

今回も大きな挑戦でしたが課題に取り組む日々は楽し

くもあり、心を寄せてくれた友人達の声援の力強さに

勇気も貰っています。すべての出会いに感謝しながら、

そして楽しむ気持ちも忘れずに全力で臨みます。

CAFA® フロマジェ／ CAFA® チーズアート認定講師／ CAFA® チーズ鑑評士 (Cheese Expert) ／（一社）日本 

フードアナリスト協会 認定フードアナリスト
CAFA®フロマジェ ／ CAFA®チーズアート認定講師 ／ CAFA® チーズ鑑評士 (Cheese Expert) ／ CPAチーズプ

ロフェッショナル／ホテル・テーマパークなどを経て2009年に開業。現在Cheese Dining ItaRuオーナーシェ

フ。チーズを使った料理を多数提供しております。

CAFA®フロマジェ／ CAFA®チーズアート認定講師 ／ J.S.A. ソムリエ CAFA®フロマジェ／ CAFA®チーズ鑑評士 (Cheese Expert)／ C.P.A. チーズプロフェッショナル／ C.P.A. チー

ズ検定認定講師／ J.S.A ソムリエ／フランスの 3 つ星を含む国内外の複数のミシェラン星付きレストランで

の経験を活かし、現在はフレンチレストラン chez olivier にてフロマジエやソムリエを含むサービスとして

従事。

CAFA®フロマジェ／ CAFA®チーズアート認定講師／ CAFA®チーズ鑑評士 (Cheese Expert)／ C.P.A チーズ

プロフェッショナル／ C.P.A認定チーズ検定講師／ＨＣＣＰ普及指導員（公益社団法人日本食品衛生協会）

／食品衛生責任者（一般社団法人東京都食品衛生協会）

CAFA®フロマジェ／ CAFA®チーズアート認定講師／ CAFA®チーズ鑑評士 (Cheese Expert)

有限会社 WAKONN　代表取締役 子ども向け料理教室 �kodomo patissier� 代表

石川県金沢市出身／東京都在住 兵庫県神戸市出身／東京都在住

CAFA®フロマジェ／ CAFA®チーズアート認定講師／ CAFA®チーズ鑑評士 (Cheese Expert)／ C.P.A. チーズ

プロフェッショナル／ J.S.A. ワインエキスパート／ J.S.A.SAKE DIPLOMA INTERNATIONAL ／ WSET®Level3 

Award in Sake／フランスチーズ鑑評騎士／ Guilde Internationale des Fromagers Compagnon de 

Sainte-Uguzon ／北國新聞社文化センター チーズ講師／おもてなし講師／いしかわ観光特使／ NPO 法人

チーズプロフェッショナル協会理事

レストラン ロオジエ サービススタッフ

入社当初よりチーズワゴンでのサービスに始まり、仕入れや在庫管理を担当

CAFA®フロマジェ／ CAFA®チーズアート認定講師／ ル•コルドン•ブルーパリ本校　グランディプロム (料理、

製菓、パン ) 修了／リッツ•エスコフィエ•パリ 上級料理コース修了

田中 裕子

飲食の仕事に就いた頃から、いつかフロマージュを扱

う仕事がしたいと思っていました。

フランス料理店で働き始めてからは、もっと表現の仕

方や保存方法が知りたいとの思いが強くなり、今も学

び続けています。そして、アートフロマジェとの出会い

が、私の人生に彩りを与えてくれるものになりました。

自分の活躍によって多くの人にフロマージェの魅力を

伝えたい。この職業の魅力を伝え、フロマージュファン

を増やしたいです。
竹間 祥子

私とチーズの出会いは、フランス料理留学をしていた

さなマルシェのチーズ屋さん、売っているチーズも4，5

種類。しかしそのチーズの美味しさは衝撃的で今でも

その感動は忘れることが出来ません。この出会いのよ

うな感動を皆様に届けたい。この大会を通じてもっと

身近に魅力たっぷりのチーズの世界を「感じていただ

く」ことが出来るように、今回の大会では全力を尽くし

ます。

露口 粧子

私には今二つの思いがあります。一つめは国産チーズ

の魅力をより多くの方々にお伝えすることのできる自

分になりたいという思い、二つめはチーズを通じて誰

かを笑顔にしたいという思いです。決勝当日はご覧い

ただいた皆様に「わぁ！これ全部チーズ？」「食べてみ

たい♡」「真似してみたい♪」とわくわくした気持ちに

なっていただけるよう、また、コロナ禍明けの未来の時

間を楽しみに思い描いていただくきっかけとなれるよ

う最善を尽くします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。
長原 ちさと

初めてチーズアートと出会った瞬間、電流が流れる程

衝撃的な感動を与えられました！

この感動を一人でも多くの方にお伝えしたい！

世界中が笑顔を忘れ、大きく変化している今、この時こ

そチーズアートで、フロマジェの力で、世界を笑顔に出

来る！フロマジェの可能性を信じ　私らしく、笑顔で、

挑戦します。

 

早川 由紀

「暮らしの中に和魂洋才」をコンセプトに、WAKONNを

設立。日本と海外の食文化や暮らしの知恵、季節のしつ

らいの紹介を通し、チーズの魅力を広めるイベントやセ

ミナーを展開しています。チーズの造り手を訪ねる度

に、その情熱に感動します。自然と生き物の恩恵である

ミルクを大切に、手間暇をかけ、美味しさを追求して造

るチーズ。風土と水と人による芸術作品のようです。私

は、造り手と消費者の間を繋ぐ、語り部のようなフロマ

ジェを目指します。 山内 奈月

食を通して異文化や自然を知り、心と体の栄養になる食を

提案したい、そんな思いで、パリのコルドン・ブルーで料理

と製菓を学びました。

食を通じて子どもたちの健全育成に貢献したいと思い、

「子どものため」だけど、「子どもだまし」ではない、妥協し

ない本格的な料理を学べる料理教室を開いています。産地

の風土に根ざすチーズは、異なる食文化を知り、味覚と想

像力を広げてくれる食材です。チーズの奥深さを子どもた

ちに伝えています。

選 手 紹 介フ ァ イ ナ リ ス ト

F I N A L I S T

（※五十音順）

レストラン ロオジエ 勤務

静岡県出身／東京都在住

柚木 仁美

予選までに、プラトーを作成する為にレストランのスタ

ンバイをさぼらせてくれた同僚や、作品を芸術的におさ

めてくださったカメラマンさん、相談にのってくれた

シェフや上司たち、美しいチーズを運んでくれた業者さ

ん、そしてふるさとの家族にいい報告ができるように私

なりに楽しみながら精一杯頑張ります！

応援宜しくお願い致します！☆☆☆大会に向けて、

選手にインタビューしました！

各選手

決勝に向けての

自己紹介

コメントみなさん！応援してくださいね！

Inte
rvie

w！



3-B3-A

3-C

協賛 : LAMMAS

協賛 : Savancia

協賛 : コンテチーズ生産者協会

協賛 : Savancia

協賛 : 共働学舎新得農場

協賛 : 共働学舎新得農場
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協賛 : Fromi & コンテチーズ生産者協会 

協賛 : 十勝千年の森チーズ工房 キサラファーム

協賛 : 広内エゾリスの谷チーズ社

協賛 : 十勝品質事業協同組合 

問合先：一般社団法人日本チーズアートフロマジェ協会　フロマジェジャパン実行委員会事務局　TEL 03-6264-0530

一般社団法人日本チーズアートフロマジェ協会

サヴァンシアフロマージュ＆デイリージャポン株式会社

世界最優秀フロマジェコンクール2021
CONCOURS MONDIAL DU MEILLEUR FROMAGER

在日フランス大使館

ロドルフ・ル・ムニエ主催 協力

協賛

後援

サン・タンドレ

フランス　白カビ　牛乳製

バターのようなリッチな味わいでクリー

ミーな白カビチーズ。

ジェラール ミニ カマンベール

フランス　白カビ　牛乳製

ひと口サイズのカマンベール。外皮が薄く

滑らかな口当りで優しい風味。

コンテ

フランス　ハード　牛乳製

栗のようにほくほくとした食感。ナッティー

な風味が楽しめます。

（ 共働学舎新得農場／十勝品質事業協同組合
  十勝千年の森チーズ工房キサラファーム／広内エゾリスの谷チーズ社 ）（五十音順）　

（ SHIBUYA CHEESE STAND／新利根チーズ工房／ダイワファーム
  那須高原今牧場チーズ工房／ニセコチーズ工房／三良坂フロマージュ ）（五十音順）

十勝のチーズ工房

フロミジャポンコンテチーズ生産者協会

一般社団法人日本チーズ協会

LAMMAS株式会社 

松竹エリアマネジメントプロジェクト

選手セレクトチーズ 3種

各選手 3つ自身のセレクトのチーズ 3種使用予定！

課題テーマである、The Artisan -アルティザン-を選手は

どう仕上げるのか！

フルム・ダンベール

フランス　青カビ　牛乳製

熟成士が熟成をてがけた

フルム・ダンベール。

コンテ
フランス　ハード　牛乳製

フランスを代表するハードチーズ。栗のようなほく

ほくした食感と風味。選手たちは、チーズの熟成状

態を判断し、アーティスティックカット

に臨みます。

さくら

北海道新得町　ソフト　牛乳製　

口に含むと桜の香りがふんわりと広が

る、口溶けなめらかな優しい味わい。

十勝シェーブル・炭

北海道清水町　シェーヴル　 山羊乳製  

新鮮なヤギ乳で作った自信作。食用炭をまぶ

す事でマイルドな味わい。

コバン

北海道新得町　白カビ　牛乳製　

優しい風味で、広く愛されている食

べやすい白カビタイプチーズ。

十勝ラクレット 

モール ウオッシュ

北海道音更町　セミハード 　牛乳製    

十勝川温泉の「モール温泉水」を用いて熟成

させた、芳醇で香り高いラクレットチーズ

十勝のチーズ

十勝のチーズ

十勝のチーズ

十勝のチーズ

本日、公開決勝課題で使用するチーズリスト

協賛 : 一社)日本チーズ協会
ダイワファーム

ロビダイワ

宮崎県小林市　ウオッシュ　牛乳製 

ほどよくウォッシュチーズの特徴的な

香りがクセになるチーズ。クリーミー

でなめらかな味わい。

田中選手
露口選手
柚木選手

協賛 : 一社)日本チーズ協会
那須高原今牧場チーズ工房

みのり

栃木県那須町　セミハード 　牛乳製 

名は地元の酪農地帯「美野里」から。2ヵ月

間熟成。ミルクの優しい香りが広がります。

植田選手
竹間選手
早川選手

協賛 : 一社)日本チーズ協会
新利根チーズ工房

勝馬蹄

茨城県稲敷市　ソフト 　牛乳製 

ユニークな馬蹄形のチーズに竹炭が

まぶされています。

植田選手
竹間選手
早川選手

協賛 : 一社)日本チーズ協会
三良坂フロマージュ

カネストラート・

ペペロンチーノ・ぺぺ

 広島県三次市　セミハード 　牛乳製 

チーズの中にペペロンチーノ（唐辛子）

が入り、スパイシーな味わい。

田中選手
露口選手
柚木選手

協賛 : 一社)日本チーズ協会
SHIBUYA CHEESE STAND

出来立て
モッツアレッラ

東京都渋谷区　フレッシュ 　牛乳製 

弾力ある食感とジュっと滴るミルク感

は、フレッシュなモッツァレラならでは

の醍醐味です。

池谷選手
長原選手
山内選手

協賛 : 一社)日本チーズ協会
ニセコチーズ工房

二世古 椛
【momiji】12ヶ月

北海道ニセコ町　セミハード 　牛乳製 

二世古 ミモレットを 12 ヶ月以上熟成し

た工房を代表するチーズ。熟成からくる

旨味が楽しめます。

池谷選手
長原選手
山内選手


