
【2021 年 7 月 25 日 (日) 開催】  

『Princess Flair Cup 2021』  
同日開催 

『関西Rookies Flair Championship 2021』 

■開催日 
2021年 7 月 25 日 (日)  

■時間 
選手集合 11:00(選手ミーティング 11:15)  

開場 12:30 
大会スタート 13:00  
クローズ 18:00(予定)  

■チケット 
¥3.500- (当日チケット無し） 

■場所  

〒542-0081 大阪市中央区南船場 1丁目16-2 ふぁみーゆ南船場 B1F  

CELL 
http://cellcomplex.com/. 

■Princess Flair Cup 2021出場資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
anfa女性会員(エントリーフィー5.000円)                                                             
※関西地区会員は 26.000円(チケット6枚付き)  

■関西Rookies Flair Championship 2021 出場資格　　　　　　　　　　　　　　　
anfa関西地区会員(ルーキー)（エントリーフィー 4.000）　　　　　　　　　　　　　　　　　
※関西ルーキー25.000円(チケット6枚付き)                                                                 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今後の状況により、中止あるいは延期の可能性
があります。あらかじめ、ご承知おきのほど、よろしくお願いいたします。 

http://cellcomplex.com/


【エントリー受付について】                                                               
Princess Flair Cup・関西Rookies Flair Championship  

・エントリーはメールでのみ受付ます。 
エントリーは先着順とし6月30日(水)を締め切りとします。                           
※定員になり次第締め切りとします。  

【エントリー方法】Princess Flair Cup・関西Rookies Flair Championship  
・名前 
・フレアネーム 
・所属店舗 
・所属地区 
・フライヤー等の郵送先住所 
・電話連絡先 
上記を明記の上、anfa 関西地区 神村 
kamimura1miyuki1227@yahoo.co.jp  
までメールにてお願い致します。  

返信のメールをもってエントリー受付とさせていただきます。                       
返信のない時はエントリー出来ていない可能性があります。再度メールを送信し
てください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
エントリー開始前の質問なども上記のアドレスにお願い致します。 

エントリー締め切りは  6月30日(水)までとさせていただきます。　　　　　　
(Princess Flair Cup・関西Rookies Flair Championship)  
【Princess Flair Cup 2021】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全国のanfa女性会員がエントリー出来ます。          

【関西Rookies Flair Championship 2021】                                              
anfa関西地区会員ルーキーがエントリー出来ます。      



【音源・カクテルレシピ提出】                                                              
Princess Flair Cup・関西Rookies Flair Championship 

・使用する音源は、音源提出期日までにデータにてmp3、WAVの形式で 7月11
日(日)必着で下記アドレスまで送っていただけますようお願い致します。 
kamimura1miyuki1227@yahoo.co.jp                                                

・音源の提出期限を過ぎた場合 MISC-6 ポイント減点します。  

・レシピも事前提出とします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

ホームページからフォーマットをダウンロードしてご使用下さい。 
・レシピ提出期限日を過ぎた場合、カクテルポイント1/2点を減点します。　
https://ws.formzu.net/sfgen/S43870152/  
・エントリー受付後は Facebook のグループ内で選手、審査員、スタッフの情報
共有を行っていきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ルール変更のお知らせや質問などもこちらで行います。　　　　　　　　　　　　　　　
エントリー受付後にグループの招待を送りますのでよろしくお願い致します。  

※7月11日(日)までにカクテルレシピ、カクテル写真、本人写真、音源の提出を
お願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
レシピの表記分量はoz表記で統一願います。　　　　　　　　　　　　　　　　
また、商品名は(例)の通り正しく記載の事。  

※本大会はカクテル写真、本人写真も必須項目となっております。期日に注意し
必ず提出をお願い致します。 記入漏れ、不備等が無いようご注意ください。
(減点対象） 

■主催 
anfa 関西地区  

■協賛 
老松酒造株式会社・株式会社ナランハ・CT SPIRITS JAPAN                              



【Princess Flair Cup 2021】 

【ルール概要1 】  

5分の競技時間内にワーキングでカンパリソーダ1杯（カンパリ1.1/2oz)、梨園を
1oz以上使用したオリジナルカクテルを1杯を完成させる競技です。  

【ワーキングカクテル】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　カクテル名: カンパリソーダ                                                                    
カンパリ(1/2Full Bottle): 1.1/2 oz                                                            
ソーダ：Full Up                                                                                 
Glass: リビージブラルタル ハイボール　266ml (15236)                                         
Garnish:なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 

【オリジナルカクテル】　　　　　　　　　                                              
カクテル名:自由 
梨園:1oz以上 
Competitor’s Choice:自由 (フリーボトルを1種類使用できます)                  
Procedur:自由 
Glass:自由  
Garnish:自由  

※フリーボトル...好きなボトルのラベルを剥いて、好きなリカーを入れて使用で
きます。(リカーのみ使用可) 使用する本数は自由ですが、ボトルの種類は1種類
のみとします。 またフリーボトルに入れるリカーも1種類に統一してください。
フリーボトルの中身はレシピに記載していただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　
例)タンカレー(フリーボトル)                                                                                                       
フリーボトルが必要ないという方は使用しなくても結構です。 フリーボトル以外
のボトルのラベルを剥いて使用することはできません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 



※カンパリ・梨園はフリーボトルでは使用出来ません。 

【Princess Flair Cup 2021】  

TOTAL POINT 250 POINT (5分間) 

ディフィカルティ(Difficulty) 50ポイント  

クリエイティビティー(Creativity) 30ポイント 

オーバーオール（Overall) 50ポイント  

エクスプレッション【表現】(Expression) 50ポイント  

ワーキング(Working)  20ポイント 

味覚 50ポイント (味30 ネーミング5 創造性10 商品価値5)  

ペナルティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ドロップ 5ポイント 
スピル 3ポイント 
グラスやボトルの破損 10ポイント 
ドリンクの未完成 20ポイント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ワーキンクボトルのドロップ 8ポイント 

他人に危害を与えたり、危険にさらす行為、一般常識マナーの逸脱は失格 
その他MISC 6ポイント  

【ルール概要2】  
・ワーキングカクテルでの必要なもの（カンパリ、ソーダ、ハイボールグラス)、
梨園は会場にてご用意いたします。  

・ボトル内リカー量はカンパリ1/2 full bottle、その他のリカーは1/2oz以上とし
ます。  



・インフュージョン酒は使用不可とします。 

・ポアラーはプラスティックポアラーまたはスピルストップの指定とします。  

・ポータブルバーのセッティングは自由です。 

・時間内に完成しなかったドリンクは評価の対象になりません。  

・危険な行為、火を使う行為などを行った場合は失格となります。  

・オリジナルカクテルで使用するボトル、リカーを含むすべての道具は各自で持
参してください。 会場で用意するのはワーキングカクテルで必要な物、梨園、ア
イススコップ、キューブアイスのみです。  

・お酒以外の液体は、事前に液体を軽量したカラフェなどの容器を使う事が可能
です。 但しシロップ等を使用する場合はボトルを使用し液体を1/4 full bottle以
上入れてください。  

・オリジナルカクテルに使用する材料は各自で用意し保冷をお願いします。　　
（会場側の冷凍庫、冷蔵庫は使用出来ません）  

・ジュースコンテナは自由とします。内容量も自由です。各自ご用意ください。  

・カウンター上(バートップ、メイキング部分、アイスストック部分)に落としたア
イテムはドロップに含みません。原則として床に触れたにふれたものをドロップ
とします。  

・オリジナルカクテルは、ネーミング、味覚、クリエイティブ性、 商品価値の審
査を行います。ポアミスの減点はありません。                                           
但しカンパリ、梨園はポアミスMISC(-6ポイント)として減点対象です。  

・ボトルのテーピングはフリーボトルのみネックに5センチ以内、 ボディには幅
2センチのテープを2ラインまでとします。その他のボトルはネックに 5センチの
みとします。色は自由です。  

・ティンのテーピングも認めますが衛生面には細心の注意を払ってください 。   



【関西Rookies Flair Championship 2021】 

【ルール概要1】  

3分の競技時間内に梨園1oz以上使用したオリジナルカクテル1杯を完成させる競
技です。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

カクテル名:自由 
梨園:1oz以上 
Competitor’s Choice:自由 (フリーボトルを1種類使用できます)             
Procedur:自由 
Glass:自由  
Garnish:自由  

※フリーボトル...好きなボトルのラベルを剥いて、好きなリカーを入れて使用で
きます。(リカーのみ使用可) 使用する本数は自由ですが、ボトルの種類は1種類
のみとします。 またフリーボトルに入れるリカーも1種類に統一してください。
フリーボトルの中身はレシピに記載していただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
例)タンカレー(フリーボトル)                                                                       
フリーボトルが必要ないという方は使用しなくても結構です。 フリーボトル以外
のボトルのラベルを剥いて使用することはできません。 

※カンパリ・梨園はフリーボトルでは使用出来ません。 



【関西Rookies Flair Championship 2021】  

TOTAL POINT 125POINT (3分間) 

ディフィカルティ(Difficulty) 25ポイント  

クリエイティビティー(Creativity) 25ポイント 

オーバーオール（Overall) 25ポイント  

エクスプレッション【表現】(Expression) 25ポイント  

味覚 25ポイント 

ノードロップボーナス 10ポイント 

ペナルティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ドロップ 3ポイント 
スピル  1ポイント 
グラスやボトルの破損 5ポイント 
ドリンクの未完成 20ポイント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
他人に危害を与えたり、危険にさらす行為、一般常識マナーの逸脱は失格 
その他MISC 3ポイント  

【ルール概要2】  
・梨園は会場にてご用意いたします。  

・ボトル内リカー量は1/2oz以上とします。  

・インフュージョン酒は使用不可とします。 

・ポアラーはプラスティックポアラーまたはスピルストップの指定とします。  



・ポータブルバーのセッティングは自由です。 

・時間内に完成しなかったドリンクは評価の対象になりません。  

・危険な行為、火を使う行為などを行った場合は失格となります。  

・オリジナルカクテルで使用するボトル、リカーを含むすべての道具は各自で持
参してください。 会場で用意するのは梨園、アイススコップ、キューブアイスの
みです。  

・お酒以外の液体は、事前に液体を軽量したカラフェなどの容器を使う事が可能
です。 但しシロップ等を使用する場合はボトルを使用し液体を1/4 full bottle以
上入れてください。  

・オリジナルカクテルに使用する材料は各自で用意し保冷をお願いします。　　
（会場側の冷凍庫、冷蔵庫は使用出来ません）  

・ジュースコンテナは自由とします。内容量も自由です。各自ご用意ください。  

・カウンター上(バートップ、メイキング部分、アイスストック部分)に落としたア
イテムはドロップに含みません。原則として床に触れたにふれたものをドロップ
とします。  

・オリジナルカクテルは、ネーミング、味覚、クリエイティブ性、 商品価値の審
査を行います。ポアミスの減点はありません。                                           
但し、梨園はポアミスMISC(-3ポイント)として減点対象です。  

・ボトルのテーピングはフリーボトルのみネックに5センチ以内、 ボディには幅
2センチのテープを2ラインまでとします。その他のボトルはネックに 5センチの
みとします。色は自由です。  

・ティンのテーピングも認めますが衛生面には細心の注意を払って下さい。  




