
一次審査に対する質問と回答 2021/10/25

No. 受付日 区分 質問内容 回答 質問者

1 9月17日 審査部

献立表（様式4－1～４－３）2ページでは不足するため、ページ数を
増やしたいがどのように増やせばよいのか。（参加募集要項「一次審査に
関するFAQ」No.20/21の回答では行の挿入・削除はしないでくださいと
あるため）

ページ数を増やした献立表を添付しておりますのでご活用下さい。それでも不足する
場合は任意の行をコピーし、「合計行とその上の最下行の間　および　最上行」以外
の任意の行間に挿入してください。

株式会社エムズフード

2 9月22日 審査部
持ち込み食材について、金額の指定はありますが、持ち込みできる食材の
種類には制限は無いのでしょうか?

持ち込みできる食材は調味料のみとなります。指定金額内であれば種類の制限はあ
りません。食材として扱えるものは調味料に含みません。

ウオクニ株式会社

3 9月22日 審査部

ランチョンマットやメッセージカードは普段から手作りのものを付けています
が、これらのものは演出用品として使用してもよいのでしょうか?また金額は
用紙代を演出用品の金額と計算すればよいでしょうか

問題ありません。 ウオクニ株式会社

4 9月27日 審査部

持ち込みの装飾品に演出でトレイの脇に品書きやメッセージカードを配置
しても良いでしょうか。（Excelなどで作成した場合は非売品という扱いに
なりますか）

演出用品として用紙代を計算していただければ問題ありません。 フジ産業

5 9月27日 審査部
一般部門のお弁当にてアルミカップなどは装飾品もしくは食器のどちらの扱
いでしょうか。

演出用品となります。 フジ産業

6 9月27日 審査部

調味料は持ち込み可ではあるが、食品リスト外の調味料で同食材（別
メーカー）は持ち込み可能でしょうか。（例:味噌について、リスト内では
「田舎みそ」があるが、別メーカーの味噌を使用したいなど）

問題ありません。 フジ産業

7 9月28日 運営部 一次審査後、二次審査に関わる質問の受付けはありますか。 二次審査の開催要項配布の際に受付致します。 メ―キュー

8 9月28日 審査部 全ての食材、調味料は、各チームごとに用意されるのか。
食材は各チームに用意されます。調味料は各部門ごとに定められた場所に準備され
ます。

メ―キュー

9 9月28日 審査部

P25　献立表 治療食の記入例
一次審査提出時に「使用食器 品番・品名」と「コンセプト」の記入は不要
か。同じ食器を複数個（複数個所）使用することは可能か。

献立表には記入欄がありますのでご記入ください。同じ食器を複数個使用することは
可能です。

メ―キュー

10 9月28日 資材部
P37　使用食品
「06125　むきそら豆」は生のものですか。

冷凍の商品となります。 メ―キュー

11 9月28日 審査部
干ししいたけやひきじ、切干大根といった乾物を戻す作業も、指示時間内
で行うことになるか。

調理作業は当日のみとなっておりますが、食材の準備の時間を開会式の前に予定し
ております。1時間程度ありますので乾物を戻す時間としては問題ないと思います。二
次審査のオリエンテーションの際に改めてご説明致します。

メ―キュー

12 9月28日 資材部

P41 使用食材　「15086A　プリンミックスU（素のみ）」
P43 使用食材　「20006　ムースベース（プレーン）」
標準調理する際に牛乳など、他に必要な食材はあるか。また、それぞれの
分量はどれだけか。

プリンミックス　　80度以上の熱湯400ｍｌにプリンンミックス150ｇを入れ、泡立て
器で約1分間良くかき混ぜます。そこに牛乳200ｍｌを加え混ぜ、カップや型に流し
いれ冷蔵庫で約二時間冷やします。
　ムースベース　ムースベースと同量の冷たい牛乳を良く混ぜてください。

メ―キュー

13 9月28日 資材部
P36　使用食材　「06036　かぶ葉付き」
葉の付いた状態で用意されるのか。

葉の付いた状態でご用意します。 メ―キュー

14 9月28日 審査部

P9　1-（4）持ち込みについて
食材（調味料）は何種類まで持ち込み可能でしょうか。
また、提出後に「調味料として認められません」ということもありますか。

２番に準ずる。 メ―キュー
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15 9月28日 運営

P12　5　1）-①　調理・作業台について
戸棚や引き出しは使用可能でしょうか。
スチールラックや冷蔵庫のスペースに「チーム名」は明示されますか。

各チームに割り当てられている作業台の戸棚は引き出しの使用は可能です。それ以
外の部分に関しては使用できません。作業台、スチールラック、冷蔵庫に「チーム名」
は明示されます。

メ―キュー

16 9月28日 審査部

P33　一次審査に関するFAQについて
No1　に「笹は持ち込み食材に含まれる」とあるが、持ち込みは調味料の
みではないか。

FAQのNo1について、前回大会の内容を周到しており今大会の基準に沿っていない
記載になっておりました。大変申し訳ございません。「笹は演出用品」となります。

メ―キュー

17 9月28日 資材部
P35　食品について
食品名に記載がある「冷）」は冷凍の印でしょうか。

冷凍の印です。 メ―キュー

18 9月28日 審査部

P18 一次審査評価基準
「季節感」は、統一の指定があるのか、または、各社が自由に指定してよい
のか。

使用できる商品が開催時期のもの、開催地で購入可能なものとなりますので「夏」を
イメージしていただけたらと思います。

メ―キュー

19 9月29日 審査部

一次審査に関するFAQにNo.1について。P１１の共通事項（６）に持
ち込みは「調味料のみ」とありますが、No.1の回答では笹は持ち込み食材
と回答があるので乾物や常温品であれば持ち込みは可能でしょうか。

FAQのNo1について、前回大会の内容を周到しており今大会の基準に沿っていない
記載になっておりました。大変申し訳ございません。「笹は演出用品」となります。乾物
や常温品は食材となりますので持ち込みは不可となります。

株式会社ニッコクトラス
ト

20 9月29日 運営部
治療食部門　実技会場の電気レンジ、オーブンの段数について。P13に
「オーブン鉄板2枚」とあるので2段使用できると考えてよろしいでしょうか。

段数は１段使用となります。
株式会社ニッコクトラス
ト

21 9月29日 審査部

P9の治療食部門の食習慣の昼食について。「大皿:野菜と肉の炒め物」
というのは野菜と肉の炒め物を沢山食べる、という捉え方でよろしいでしょう
か。

参加者の捉え方で構いません。
株式会社ニッコクトラス
ト

22 9月29日 審査部
P9の治療食部門　対象者について。食習慣を見るとひとり暮らしのように
見受けられますがそのように考えてよろしいでしょうか?

参加者の捉え方で構いません。
株式会社ニッコクトラス
ト

23 9月29日 審査部 食器の大きさや枚数に指定はありますか? 指定はありません。展示スペースの大きさに合わせてご検討ください。 三重給食センター

24 9月29日 審査部

調理時間に「作業台片付け含む」と記載されていますが、シンク内に洗い
物が残っていなければ良いのか、コンロ・オーブンの清掃、シンクの吹き上げ
も必要なのか等、どこまで時間内に片付ければ良いのかを具体的に記述
してほしい。

作業台、流し台、機器・備品、消耗品類等、競技開始前の状態（洗浄・消毒、片
付け等）に戻すまでの時間とご理解ください。

日清医療食品

25 9月29日 審査部
試食各食2食は大皿盛りですか?料理毎決められた容器に人数分切り
分けたり、盛り付けなど必要になりますか?

試食用の容器に個別盛となります。試食分は味の審査になるので見栄えは展示を
参考に審査致します。

日清医療食品

26 9月29日 審査部

作業効率をあげる為、使い慣れたミキサーや圧力鍋など持込は可能です
か。また調理備品で足りない備品があれば持ち込んで良いですか。型の容
器やしぼり袋の持ち込みは可能ですか

問題ありません 日清医療食品
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27 9月29日 資材部

フルーツの皮を容器として使用したい場合は、演出用品になりますか?そ
れとも食材を用意して頂く際に依頼すれば良いですか。　また例えば、献
立上　きゅうり20ｇだが、⾧さ10cm必要と依頼すれば対応頂けますか。

皮のみを使用し、果肉を使わないのであれば食材ロスの観点からも本大会には適し
ていないとの判断になります。食材としても使用した上で、皮も使用したいということで
あれば問題ありません。（献立上使用量が30gとなっていても1個で納品となるので
皮は活用できると思います）容器として使用する場合もコンテスト時間内に作成して
いただきます。食材の必要量については対応は可能ですが、色や形状など細かな指
定は受けかねます。

日清医療食品

28 9月29日 運営部
作業台を効率的使用する為にショーケースや台を持ち込み、置いてもよい
ですか。

会場スペースの関係上、不可といたします。 日清医療食品

29 9月29日 運営部
各チーム、スチールラック使用となっていますが、作業上、コンテナ等を足元
においても良いですか。

会場スペースの関係上、不可といたします。持込されるコンテナ類の保管場所は別途
保管用のスペースを用意します。詳細は二次審査開催要項でご案内します。

日清医療食品

30 9月29日 審査部

治療食は持ち込み食器についての記載がなかったのですが、持ち込みは
可能ですか。　一次審査に関するFAQの16　食器で、お弁当は一般食
部門専用とありますが、治療食部門での使用は不可でしょうか

食器の持ち込みは不可となります。お弁当容器は一般食部門専用となりますので他
部門での使用は不可となります

日清医療食品

31 9月29日 審査部 食用花を演出用品として持ち込んでも良いですか。 食材として扱えるものは開催地の特性上、持ち込み不可となります。 日清医療食品

32 9月29日 審査部
乾燥食材でもどすのに時間がかかる食材は前日準備時に、水につける等
の作業をすることは可能ですか。

11番に準ずる 日清医療食品

33 9月30日 運営部 選手交代はどの時点まで可能か?
一次審査結果発表後になります。一次審査通過会社にはコンテスト（二次審査）
出場に関する資料・提出書類等に含めて出場選手の申請書をご案内いたします。

LEOC

34 9月30日 審査部

想定する季節と提供人数（二次選考時に現地で作成する食数ではな
く、軽費老人ホームで実際に提供する設定の食数という意味）は委託業
者側で自由に設定する認識でいいか?

季節については18番に準ずる。提供数については参加者側での設定で構いません。 LEOC

35 9月30日 資材部
肉は加工品指定可能とありますが、牛ヒレ肉を挽肉に加工することは可能
ですか

可能です （株）エム・エム・ピー

36 9月30日 審査部
野菜は廃棄率を含むとありますが、廃棄する皮等を献立に使用する場合
には献立に記入する必要はありますか?

可食用になる場合のみ記入してください （株）エム・エム・ピー

37 9月30日 資材部

鶏卵は卵白だけを使用したいのですが、指定食材には全卵のみで記載で
した。卵白の栄養価は直接入力可能ですか。食材は指定食材を使用す
る予定です。

卵黄　生と卵白　生のコードを追加いたします。 （株）エム・エム・ピー

38 9月30日 審査部 アルミカップを使用する場合、食材代に含まれますか? 5番に準ずる シップヘルスケアフード株
式会社

39 9月30日 審査部
テーブルクロスなどの持ち込みは可能ですか?（演出用品の範囲内で
す）

テーブルクロスの準備はございます。演出用品の範囲内であれば可能ですが、一般的
に購入可能な商品で展示スペースの大きさに合わせてご検討下さい。

シップヘルスケアフード株
式会社

40 9月30日 審査部 ごはんは用意していただけるとのことですが、食材代に含まれますか? 含まれます。精白米の金額で計算をお願いします。
シップヘルスケアフード株
式会社
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41 9月30日 審査部

各部門の持ち込みとして「食材（調味料）50円以内」とありますが、共
通事項のところに「食材の持ち込みは開催地の特性から調味料のみとさせ
て頂きます」と書かれているため、持ち込み食材は調味料のみと考えて良
いのでしょうか?
また、調味料の場合、ハーブ類は調味料として考えても良いのでしょうか?

乾燥ハーブ類は調味料として持ち込み可能ですが、生のものは食材となりますので持
ち込みはできません。

マルタフーズ

42 9月30日 審査部
持ち込み食品として駄菓子を調味料として使用したいとかんがえているの
ですが、駄菓子は調味料として扱えますでしょうか（例:飴）

持ち込みは調味料のみとなっております。食材として扱えるものは調味料に含みませ
ん。

富士産業

43 9月30日 審査部
おいり（香川の特産物:砂糖菓子）を味付けとして使用したいのですが
持ち込み可能でしょうか

持ち込みは調味料のみとなっております。食材として扱えるものは調味料に含みませ
ん。

富士産業

44 9月30日 運営部 包丁の数はいくつでしょうか。少ないようであれば準備したいと考えています 包丁は各自持込をお願いします。管理に関しても自己管理でお願いします。 富士産業

45 9月30日 運営部 コールドスプレーは持ち込み可能でしょうか 火気のあるところでの使用はできないため不可となります。 富士産業

46 9月30日 運営部?資材部?

手洗い洗剤、食器用洗剤、アルコール、スポンジは協会側で用意して下さ
ると記載がありましたが、それ以外の衛生用品は各自持ち込みするので
しょうか?（生野菜の消毒用のブリーチ、ニトリル手袋やキッチンペーパーな
どの消耗品　等）それとも用意されているもので行える範囲の衛生管理で
よろしいでしょうか

衛生管理については大量調理マニュアルに沿って行ってください。基本的な衛生品は
こちらで用意致しますが、手袋はメーカーやサイズの指定ができないため各社で持参し
ていただくことになります。詳細は二次審査の要綱に記載させていただきます。

富士産業

47 9月30日 資材部
食材リストにある鯛のフィレの皮付きを使用したいのですが、皮付きでしょう
か

申し訳ありません。皮なしの商品となっております。 富士産業

48 9月30日 資材部
食材を準備して頂く際に使用したい部位を指定できるのでしょうか?
（例:大根の真ん中部分やトマトの形状が丸丸しているものなど）

なるべくご希望に沿えるように善処いたしますが、仕入れの状況などもありますので当
日準備しております商品を使用して調理していただくことになります。

富士産業

49 9月30日 審査部 色粉は持ち込み（調味料）に入りますでしょうか 食紅に準ずるものであれば調味料として持ち込み可能です。 富士産業
50 9月30日 審査部 ドライアイスは演出に使用できますでしょうか 使用できません 富士産業

51 9月30日 審査部

P３０の「一次審査に関するFAQ」の２０に献立表の行挿入はおこなわ
ないようにとありますが、食材数に制限はありますでしょうか?行が足りない
ので挿入した方がよろしいでしょうか

1番に準ずる 富士産業

52 9月30日 審査部
展示スペースにはコンセントはありますでしょうか。演出費用内であれば電
飾は使用可能でしょうか

あくまでも大量調理に準じたコンテストとなっておりますので提供時にできない演出であ
れば不可となります。

富士産業

53 9月30日 資材部

要領にある食器一覧でサンプルを取り寄せたところ、廃盤になったと言われ
たものがありましたが、当日その食器の用意があるのか、もしくは違う食器の
提示があるのかを知りたいです。（資料２:食器リストの
105,106,107,110の4アイテムです）

資料２:食器リストの105,106,107,110の4アイテムは、廃盤となりました。
なるべく廃盤にならないような食器を選定しているのですが、今後もﾒｰｶｰ次第で提供
できない食器が発生するものと考えられます。　代替品をご用意致しますが、別キャラ
クター品は一部ご用意できず、似たような形状での代替品となることをご了承願いま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
現時点での可能な代替品105,106,107,110と109の5アイテムを差し替えし、再
度食器一覧一式をご紹介致します。

富士産業

54 9月30日 審査部
手作りの型は事前申請していれば調理器具・備品として持ち込みは可能
でしょうか

大量調理として使用可能な範囲内であれば可能です。食材を加工した型について
は不可となります。

富士産業

55 10月1日 資材部 プチトマトは何色がありますか 赤色のみとなります。
イフスコヘルスケア株式
会社
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56 10月1日 審査部

白飯以外の御飯（色ご飯など）にする場合、炊いたものを持ち込めます
か。また会場で炊飯できますか。もし、会場で炊飯する場合は炊飯器はあ
りますか。（もし炊飯器が無い場合は炊飯器の持ち込みは可能でしょう
か）

電力の関係上、炊飯器の持ち込みはご遠慮いただいております。白飯を味御飯に調
理することは可能ですが白米を炊飯器で味御飯を調理することは不可となります。

イフスコヘルスケア株式
会社

57 10月1日 審査部 乾物は前日から水に浸せますか 11番に準ずる イフスコヘルスケア株式
会社

58 10月1日 審査部 保存食は取りますか 大量調理マニュアルに準じて採取致します イフスコヘルスケア株式
会社

59 10月1日 審査部 大皿で同一のものは何皿まで使用できる等の制限はありますか ありません イフスコヘルスケア株式
会社

60 10月1日 審査部
献立表（様式４）にバイキングの楽しみ方を記載する際、イラストを添え
ても問題はないでしょうか

文章でコンセプトのみ記載してください
イフスコヘルスケア株式
会社

61 10月1日 審査部 備品等で型抜き用の型は持ち込み可能でしょうか 問題ありません イフスコヘルスケア株式
会社

62 10月1日 審査部
食材費について廃棄分含むとありますが、食品成分表を参考に廃棄分％
を含んだ分量での金額でよろしいのでしょうか

問題ありません 日本ユニテック

63 10月1日 審査部
果物の皮など食材にも演出にも利用したい場合は食材費に含まれるか演
出用品に含まれるかどちらでしょうか

27番に準ずる 日本ユニテック

64 10月1日 審査部 試食審査用2名分は大人の認識でよろしいでしょうか
それぞれの部門対象者の人数としております。試食審査用に関しては25番に準ず
る。

日本ユニテック

65 10月4日 審査部
献立作成者勤務事業所が特養でも病院や幼稚園勤務どのジャンルで
あっても、全部門でエントリー資格はありますか?

問題ありません 淀川食品

66 10月4日 審査部 演出用品100円は食材費800円とは別ですか? 演出用品は食材費に含みます 淀川食品

67 10月4日 審査部
演出用品は使用した分のみの価格で提示する事は可能ですか?(100
円の商品の中の、使用した部分のみの価格提示で良いか?)

問題ありません 淀川食品

68 10月4日 審査部
葉っぱ等は飾りや敷物で使った場合は演出用品で、料理を包んだりした
場合は持ち込み食材等になりますか?

食品衛生法に準じ、かつ非売品でない商品であれば使用可能です。
持ち込みの演出用品・装飾品として食材費用に含めてください。食材として扱えるも
のは持ち込み不可となります。

淀川食品

69 10月4日 審査部 演出用品でも食べられるものは持ち込み食材となりますか? 食材として扱えるものは持ち込み不可となります。 淀川食品

70 10月4日 審査部 開催月の季節感等を考慮する等の制限はありませんか? 18番に準ずる 淀川食品

71 10月4日 審査部
氷は食材としての使い方をしても良いですか?それとも氷銭の様な使用法
のみですか?

大量調理で提供可能な範囲であれば問題ありません。大きさや形状の指定はできま
せん。

淀川食品
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