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NEWS RELEASE 

 

ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京 

『チョコレート ショーピース コンペティション 2019』作品募集 

ホテルのキーコンセプト「The Essence of Tokyo」をテーマにしたチョコレート細工 

優勝者にはチョコレートの最新事情が学べる、4 泊 5 日パリの旅にご招待 

 
 
ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京【東京都港区赤坂／総支配人ミシェル･シェルトー】は、

2019 年 10 月から全館を挙げて開催するチョコレートをテーマにした祭典「チョコレート・センセーショ

ン」の関連イベントとして、「チョコレート ショーピース コンペティション 2019」と題し、本年 7 月 1 日

（月）から 8 月 31 日（土）の期間、チョコレート細工（ピエスモンテ）の作品を募集します。 
 

 同コンペティションは、片岡物産株式会社・バンホーテン プロフェッショナルの協賛、ならびにバリ

ーカレボージャパン株式会社の協力のもと、情熱と才能溢れるシェフやショコラティエの活躍を支援す

るために開催いたします。書類による一次審査を通過した最多 15 作品を、11 月 12 日（火）から 12 月

14 日（土）の期間、ホテル内パブリックスペースに展示し、基幹イベントの「チョコレート･センセーション」

を華やかに盛り上げます。その後、一般投票、および数名の著名なシェフによる二次審査を経て、優

勝者にはフランス（パリ近郊）にあるバリーカレボー社の工場見学などを通してチョコレートの最新事情

が学べる「東京・パリ往復航空券付き 4 泊 5 日の旅」が贈られます。 
 
 募集に当たっての作品の製作テーマは、ANA インターコンチネンタルホテル東京を表現するキーコ

ンセプト「The Essence of Tokyo（エッセンス・オブ・東京）」です。審査では、「東京の街のように進化を

続け、訪れるたびに新しく、心わきあがるような体験をお届けする」という同コンセプト（下記参照）をど

のように解釈し、チョコレート細工の作品に表現するか、その技術力や独創性、芸術性が評価のポイ

ントとなります。また、「チョコレート･センセーション」開催中、ホテル来館者による一般投票も行うなど、

お客様参画型の審査方法である点も特徴です。 
 
 自由な感性と創造性を発揮する機会として、皆様の積極的なご参加をお待ちしております。「チョコ

レート ショーピース コンペティション 2019」の募集要項など詳細は次頁のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANAIC1913－2019 年 6 月 24 日 

（上）ANA インターコンチネンタルホテル東京のキーコンセプト 

「The Essence of Tokyo」 全文 

 

（右）「チョコレート ショーピース コンペティション 2019」 ポスター 

 

 

 

The Essence of Tokyo 

あなただけの東京体験を、ここから。 
 

ひとたび足を踏み入れると、そこはまさに、東京の街なかのよう。 
 

国際都市ならではのエネルギーに満ちたにぎわいと、 

日本古来の気品ある趣や静けさが同居する空間。 
 

世界に誇るシェフたちによる彩りゆたかな食の体験は、 

あなたの感性を刺激し、新たな驚きや発見をもたらすでしょう。 
 

ここは、人生を旅する人が集まり、出会い、共鳴しあう場所。 
 

ANA インターコンチネンタルホテル東京は、東京の街とともに進化を続け、 

訪れるたびに新しく、心わきあがるような体験をあなたにお届けしていきます。 
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ANA インターコンチネンタルホテル東京 

『チョコレート ショーピース コンペティション 2019』概要 

主催： ANA インターコンチネンタルホテル東京 

協賛： 片岡物産株式会社・バンホーテン プロフェッショナル 

協力： バリーカレボージャパン株式会社 

■募集要項

参加資格： 20歳以上。パティスリー、コンフェクショナリー、レストラン、ケータリング、専門学校等で

職務に従事されている方。 

作品テーマ： ANAインターコンチネンタルホテル東京のキーコンセプト「The Essence of Tokyo」を表現 

作品のサイズと材料： 幅 30cm×奥行き 30cm×高さ 60～120cm（台座を除く） 

チョコレート細工（ピエスモンテ）を製作してください。

材料には片岡物産株式会社・バンホーテン プロフェッショナルが提供する

チョコレート 30ｋｇとカカオ由来の製品のみを使用。

※詳細規定についてはホームページをご確認ください。

■募集期間： 2019 年 7 月 1 日（月）～8 月 31 日（土） 24:00

■審査の流れ：

【一次審査】  9 月 1 日（日）～9 月 7 日（土） 書類選考により最多 15 作品を選出 

提出物： 

- 過去に製作したチョコレート細工作品の完成写真 1 枚

- 製作予定の作品のスケッチ

- 作品説明（400 字程度、日本語または英語）

【二次審査】 

① 11 月 12 日（火）～11 月 25 日（月） 館内作品展示と一般投票

チョコレートの祭典「チョコレート・センセーション」の関連イベントとして、「チョコレート ショー

ピース コンペティション 2019」の一次審査を通過した最多 15 作品をホテル館内に展示し、

同時にコンペティションの二次審査として一般投票を行います。

展示期間： 11 月 12 日（火）～12 月 14 日（土）

一般投票期間： 11 月 12 日（火）～11 月 25 日（月）

展示会場： ANA インターコンチネンタルホテル東京

② 11 月 26 日（火） 著名シェフ 4～5 名による審査

【結果発表】  11 月 26 日（火） 21 時頃

■優秀作品賞: 「あなただけのパリ体験」東京・パリ往復航空券付き 4 泊 5 日の旅 ペア 1 組ご招待

（優勝者）   ※旅行には、パリにあるインターコンチネンタルホテル宿泊とパリ近郊にあるバリーカレボー社の工場

やチョコレートアカデミーの見学が含まれます。 

【コンペティションに関するお問い合わせ】 

「チョコレート ショーピース コンペティション 2019」事務局 

Email： event@anaintercontinental-tokyo.jp （お問い合わせは E メールにて受付） 

ホームページ： https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/chocolate-competition-2019/

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-12-33 ANA インターコンチネンタルホテル東京 

アクセス： 東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅下車徒歩約 5 分

mailto:event@anaintercontinental-tokyo.jp
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/chocolate-competition-2019/
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― ホテル概要 

 

■ANA インターコンチネンタルホテル東京 

ANA InterContinental Tokyo 
 
 

The Essence of Tokyo 
あなただけの東京体験を、ここから。 
 

ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京【地上 37 階／客室数 844 室／12 のレストラン＆バー／大小 22

の宴会場】は、赤坂・六本木・霞が関まで各徒歩圏内という東京の中心部に立地し、周辺には中央官庁、

各国大公使館、内外の一流企業など、国際的な政治経済の中枢機能が集結しています。ビジネスとレジ

ャーの両拠点として機能するロケーションの良さが内外のお客様から評価されています。 

エネルギーに満ちた「東京」の街と同様に進化を続けた歴史とともに、その賑わいや人々の出会いを彷彿

とさせるような「訪れるたびに新しく、心わきあがるような体験」をおとどけすることを目指しています。35 階

にある国内最大級の広さ(600㎡)を誇る宿泊客専用ラウンジ「クラブインターコンチネンタル」は、まさにそ

れを象徴する施設です。皇居、国会議事堂、富士山など東京都心の最高の眺望を背景に、日本古来の

気品ある趣の中での寛ぎと時代に即した機能性がバランスよく融合した居住空間を創造しています。また、

12 のレストラン＆バーが、食の宝庫｢東京｣の今を彩る豊かな食の体験をお届けいたします。 

日本的なおもてなしの心が生む上質のホスピタリティと国際水準のサービスが調和したインターナショナ

ルホテルとして、これからも充実した施設とサービスの提供を図るべく進化を続けます。 

 

 

■インターコンチネンタル® ホテルズ&リゾーツ  InterContinental Hotels & Resorts 
 

インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツは、70年を超える歴史で培った豊富な経験で、現在、約 60ヶ

国に 200 のホテルやリゾートを展開し、世界中で魅力溢れる旅をお届けしています。お客様一人一人に

寄り添い、そっと気持ちを汲み取る、心地の良いおもてなしと、他にはない上質な施設や設備で、洗練さ

れた特別なひとときをお過ごしいただけます。さらに上質を追求するお客様は、インターコンチネンタルア

ンバサダープログラムやクラブインターコンチネンタルを通じ、ワンランク上のサービスをお楽しみください。

そして、旅慣れたお客様には、ご滞在を通じ、その土地ならではの魅力や新しい発見により、心豊かにな

る本物の体験をご紹介いたします。 

世界各地のインターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツで、グラマラスな InterContinental Life を。 

 

インターコンチネンタルブランドサイト：www.intercontinental.com 

 

 

 

 

 

プレスリリース常時公開中 https://anaintercontinental-tokyo.jp/press-release/ 

 

【ニュースリリースに関するお問い合わせ】 ※画像をご入用の際は、下記担当までご連絡いただければ幸いです。 

ANA インターコンチネンタルホテル東京 広報担当： 山下・森 

TEL：03-3505-1698/FAX：03-3505-3110  E-mail：sayaka.yamashita@anaintercontinental-tokyo.jp 

 

http://www.intercontinental.com/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/press-release/
mailto:sayaka.yamashita@anaintercontinental-tokyo.jp

