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第8回Ｓ１サーバーグランプリ実施概要

■開催名称

第8回Ｓ１サーバーグランプリ

■開催期間

２０１２年３月２９日～２０１３年３月１２日
エントリー
３月２９日～８月末
１次審査
エントリー費入金後～９月末まで
（訪問調査・筆記試験）
２次審査
１１月～１２月（各地区で開催）
地区大会
２０１２年１１月6日～１２月６日（各地区で開催）
全国大会
２０１３年３月１２日（東京 メルパルク東京 イベントホール）

■審査内容

＜１次審査＞
・訪問調査
調査員（一般公募）エントリー者のサービスを対面にて受け、繁盛店への道が
定めた５５ポイントのチェックポイント及び「また逢いたい度」にて審査。
・筆記試験
訪問・筆記合計点により２次審査進出者を決定。

＜２次審査＞
１次審査の各地区上位２０％のエントリー者また前年度２次審査まで進出した
認定サーバーにおいて１次審査免除を希望した者を対象に、繁盛店への道が
設定した飲食店で発生しそうなトラブル等への対応力を審査する規定審査と
繁盛店への道メンバーによる面談を実施
＜地区大会・全国大会＞
２次審査と同様の趣旨の規定審査と共通前提条件を設定し、その設定条件の
中で持ち時間以内に自由デモンストレーションを実施する自由審査、自身の
魅力であったり、接客にかける想いなど、自由にスピーチするスピーチ審査を
繁盛店への道が選出した審査員と、観客により審査。
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第8回Ｓ１サーバーグランプリ実施概要

■開催地区

全国９地区（北海道・東北・関東・東海・北信越・関西・四国・中国・九州）

■参加者数
（エントリー数）

８８７名

■参加企業数
（５名以上エントリー）

■協賛企業

※第７回大会は７１８名

５９社
※第７回大会は３９社

約72社（事務局管理分のみ）
※第7回大会は約６4社

■運営スタッフ数
（繁盛店への道メンバー）
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70名
※第7回大会は７７名

第8回Ｓ１サーバーグランプリ地区大会について

各 地 区 大 会 詳 細
地

区

開催日

会

地区大会進出者
（今大会エントリー数/昨年度エントリー数）

場

北海道

11/6

札幌エルプラザ

４名（32名/55名）

東

北

11/8

戦災復興記念館

５名（55名/43名）

関

東

11/20

中野ZERO 小ホール

８名（356名/219名）

北信越

11/20

金沢アートホール

５名（80名/59名）

東

海

11/28

熱田文化小劇場

５名（64名/72名）

関

西

12/6

四

国

12/4

高松テルメ

４名（32名/34名）

中

国

11/27

広島県民文化センター

５名（58名/80名）

九

州

12/6

福岡市市民福祉プラザ

５名（88名/58名）

大阪府立男女共同参画

青年センター

６名（122名/77名）

■地区大会進出者の人数について

各地区ごとのエントリー数によって競争率が大きく変わってしまうため、第５回大会より
以下の基準を設定しております。
エントリー数

５０名未満

５０名～９９名

１００名～１４９名

１５０名～２４９名

２５０名～

地区大会進出者人数

４

５

６

７

８

全国大会進出者人数

１

１

１

２

２
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第8回Ｓ１サーバーグランプリ全国大会概要

■開催会場

メルパルク東京

■開催日時

２０１２年３月２９日（火）
受付
開演

■ファイナリスト

イベントホール（東京）

１１時～ 開場 １２時１５分
１３時 終演 １７時００分

１０名（関東代表２名）
北海地区道代表：石田 光伸さん（九州名物と博多めし 芋の華 本店）
東北地区代表：佐々木 強太さん（伊達酒場強太朗）
関東地区代表：西島 里沙さん（居酒屋 六蔵 新宿東口店）
関東地区代表：禰冝田 賢二さん（ROSE ＆ CROWN Jr. 赤坂店）
東海地区代表：山本 嘉誉さん（ロッテリア 名古屋木場町店）
北信越地区代表：大畠 芳久さん（カフェ・アルコ プレーゴ）
関西地区代表：小谷
四国地区代表：須田
中国地区代表：羽生
九州地区代表：吉岡

忍さん（UCCカフェメルカード ジェイアール京都伊勢丹店）
信也さん（海鮮うまいもんや浜海道高松南店）
恭さん（ティア 愛と優しさの店）
達寛さん（Ａging Ｐork ＆ Ｖegetable 熟成屋）

■来場者数

1448名（会場：1582名定員）

■ブース出展企業

１１社
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第8回Ｓ１サーバーグランプリ来賓・審査員
来賓・審査員（全国大会）
■審査員一覧

■来賓一覧

順不同

順不同

大倉
近藤
坂本
里見
鴨頭
瀬川
千葉
深見
茂木
茂木
岩井

忠司 氏（株式会社 鳥貴族 代表取締役）
一美 氏（株式会社エイト 代表取締役）
孝 氏（俺の株式会社 代表取締役社長）
順子 氏（株式会社エー・ピーカンパニー 取締役 企画本部長）
嘉人 氏（株式会社ハッピーマイレージカンパニー代表取締役/サービスハピネスクリエイター）
あずさ 氏（フードジャーナリスト）
哲幸 氏（株式会社 商業界 出版2部 部長）
浩一 氏（株式会社プランズ 代表取締役社長/第7回S1サーバーグランプリ優勝者）
久美子 氏（伝説のカリスマ販売員）
信太郎 氏（亜細亜大学 経営学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 教授）
伸夫（NPO法人 繁盛店への道）

・秋元己 智雄 氏（株式会社ワンダーテーブル 代表取締役社長）
・アンソニー・ウォン 氏（ クリエイティブイータリー CEO）
・池原 晃喜 氏（情熱ダイニング株式会社 代表取締役）
・井辻 龍介 氏（井辻食産株式会社 代表取締役社長）
・遠藤 昭栄 氏（株式会社ロッテリア営業推進部 部長）
・及川 裕哉 氏（株式会社KYOTAファクトリー伊達酒場強太朗店長）
・大坪 友樹 氏（株式会社ラフダイニング 代表取締役）
・金澤 拓也 氏（株式会社カームデザイン 代表取締役）
・神山 幸久 氏（株式会社フィースト 代表取締役）
・河崎 秀典 氏（株式会社グッドピープル 代表取締役社長）
・神原 文弘 氏（株式会社すずらん 代表取締役）
・楠本 修二郎 氏（カフェ・カンパニー株式会社 代表取締役社長）
・佐々木 浩史 氏（株式会社スタイルスグループ 代表取締役社長）
・志摩 惠章 氏（株式会社コムネット 代表取締役社長）
・島内 明則 氏（GRANADA(グラナダ) 総支配人兼任シェフソムリエ）
・下遠野 亘 氏（株式会社スパイスワークス 代表取締役）
・高橋 順 氏（株式会社福しん 代表取締役社長）
・髙橋 忠昌 氏（株式会社なま粋 代表取締役社長）
・橘 秀希 氏（株式会社ル・クール 代表取締役社長）
・中原 健一朗 氏（株式会社ファロンダイニング 代表取締役）
・中原 美穂 氏（株式会社ファロンダイニング）
・野村 賢二 氏（ユーシーシーフードサービスシステム株式会社
・長谷川
・長谷川
・長谷川
・
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メルカード事業本部課長）
研二 氏（株式会社イー・フィールド代表取締役会長兼社長）
泰三 氏（株式会社ブルーコーポレーション 代表取締役）
勉 氏（日本居酒屋協会 会長/
株式会社エムファクトリー 代表取締役）

・早川 秀人 氏（株式会社アントワークス 代表取締役）
・林 幸二 氏（株式会社フードプランニング 代表取締役）
・濱本 木綿子 氏（有限会社ウィナー マネージャー）
・船木 知行 氏（ティーケーエスグループ株式会社まげねえ取締役社長）
・堀 勝彦 氏（株式会社カンパーニュレストラングループ 代表取締役）
・堀江 新一 氏（トラオム株式会社 代表取締役）
・松村 厚久 氏（株式会社ダイヤモンドダイニング 代表取締役社長）
・室山 誠一 氏（フォーフードジャパン株式会社 代表取締役）
・山崎 聡 氏（SOI）
・山根 浩揮 氏（NPO法人 居酒屋甲子園 理事長/
有限会社いっとく

代表取締役）

・横手 寛之 氏（株式会社道とん堀取締役 経営企画室室長）
・吉中 稔 氏（有限会社ジャックポットプランニング 常務取締役）
・吉村 慎吾 氏（株式会社ワークハピネス 代表取締役社長）
・若杉 和正 氏（株式会社ダイナック 代表取締役社長）
・山田 賢ニ 氏（アサヒビール株式会社 東京統括支社 副支社長）
・台 幸好 氏（キリンビールマーケティング株式会社
首都圏統括本部

・河合 洋幸 氏（サッポロビール株式会社

首都圏本部東京統括支社

東京支社支社長）
東京西支店長）

・永島 幸一 氏（サントリービア＆スピリッツ株式会社 東京支社長）
・菊池 意幸 氏（東芝TEC株式会社 システムソリューション事業本部
営業推進統括部 ビジネスパートナー 営業推進部 部長）

第8回Ｓ１サーバーグランプリ結果
■優勝者（グランプリ）

【関西地区代表】小谷
■平均点数

上位５位

■満点者（１０５点）人数
上位３位

忍さん（UCCカフェメルカード

第１位
第２位
第３位
第４位
第５位

株式会社PrunZ様（97点）
株式会社ロッテリア様（95.7点）
株式会社フレンド商会様（94.6点）

第１位
第２位
第３位

ユーシーシーフードフードサービスシステムズ株式会社様

ユーシーシーフードフードサービスシステムズ株式会社様（94.2点）

株式会社フィースト様（94点）

株式会社ロッテリア様
株式会社エイト様
株式会社エムアンドケイ様
株式会社外食文化研究所様
有限会社カフェクリエイト様
株式会社キープ・ウィルダイニング様
株式会社PrunZ 様
株式会社ワンダーテーブル様
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ジェーアール京都伊勢丹店）

