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【11月 10日は「いい丼」の日！】  
全国丼連盟主催「全国丼グランプリ 2014」 

日本全国の丼から 75の“金賞丼”を発表!! 

47都道府県からエントリーされた 1,300の丼のうち、日本を代表する丼を選出 

2014 年 11 月 10 日 

一般社団法人全国丼連盟 

一般社団法人全国丼連盟（事務局：東京都中央区／以下、全丼連）は、日本全国の素晴らしき丼を

多くの人に訴求する事を目的に、今年から「全国丼グランプリ」を実施しています。記念すべき第1回目である今

回、全国から1,300丼もエントリーされました。その中から一般投票で日本を代表するにふさわしい「金賞丼」が決

定しました。「金賞丼」を受賞した店舗のうち全丼連が選出した25店舗には、全国丼連盟メンバーが訪問し、各

店舗にて授賞式を実施いたしました。 

第一回「全国丼グランプリ」では、2014年7月22日（火）～8月31日（日）に全丼連が運営するWebサ

イトで全11部門から募集し、エントリーがあった全1,300丼を対象に、全丼連が一次審査を実施し、金賞候補

である「優秀丼」全200丼を選出いたしました。続く本選では、同Webサイトにおいて一般投票を実施し（9月

16日~10月10日）、その投票の結果によって金賞丼全75丼が決定いたしました。 

全丼連では、「全国丼グランプリ」をきっかけに、日本全国に存在する美味しい“丼”を多くの人に知っていただき、

各地域にある丼店舗への来客数増加はもちろん、丼を通して地域活性の一助となるよう、今後も活動を推進し

て参ります。 
 
■関連サイト：http://don.or.jp/project/gp20141110 

 

■第一回「全国丼グランプリ」 金賞丼 ※一部紹介         ※「金賞丼」受賞全店舗は次ページにて紹介 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■全丼連会長 よしもと芸人「とにかく明るい安村」氏 コメント 

全国丼連盟会長のドン(首領)安村です！皆さん、丼活してますか？ついに全国丼

グランプリ発表されましたね！激戦を勝ち抜いた 75 店舗の皆さんおめでとうございま

す！全部美味しそうで全部食べ歩きたい！次回はどの丼が賞を取るのか楽しみで

す！丼't think feel…丼杯！！！ 

 
お問合せ先：一般社団法人全国丼連盟広報事務局（株式会社オールアバウト内） 

TEL:03-6362-1359 FAX：03-6683-4229 担当：大貫・大竹 
MAIL：info@don.or.jp 

<東京都 くいしんぼう がぶ 「がぶ丼®」> 

<長野県 明治亭 「ソースかつ丼」> 

<大阪府 龍旗信 「すじマヨ丼」> 

<受賞コメント＞ 
駒ヶ根ソースかつ丼ができて 20 年間、耐えずお客
様にお越し頂き、支えられて今に至りますので、駒
ヶ根の味をご評価いただき、非常に嬉しいです。地
元の食材と自家製ソースにこだわったソースかつ丼
を食べに是非、駒ヶ根にお越しいただきたいです。 
 

<受賞コメント＞ 
生まれて初めて賞をいただきました。受賞を聞いて涙
が出るほど嬉しかったです(笑) 
食べた後に「食った食った！」みたいな感じよりも、心
地よさが残るような料理を常に目指しています。 

<受賞コメント＞ 
大阪で「すじ」といえば「煮込み」だが、すじマヨ丼の
すじは熱々のフライパンで脂をしっかり取りながら自
家製だれで炒めるのがポイント。この受賞を機会に
自慢のラーメンに加えて、すじマヨ丼を目当てにお
客さんが来店するようになるほど、人気商品に育っ
て欲しいと思っています。 

http://don.or.jp/project/gp20141110


 

 

 

■【「全国丼グランプリ」  金賞丼 一覧】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
■【授賞式キャラバン】  
「金賞丼」を受賞した店舗のうち全国丼が選出した25店舗へ、全国丼連盟メンバーが訪問し各店舗にて授賞

式を実施いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜宮城県 「静江館 山内鮮魚店」> 

店名 メニュー名 所在地 店名 メニュー名 所在地

三朝庵 カツ丼 東京都 鶴亀屋食堂 マグロ丼（中） 青森県

志多美屋本店 ソースカツ丼 群馬県 安田屋 日野田店 わらじカツ丼 埼玉県

とんかつ太郎 カツ丼 新潟県 深川つり舟 穴子天丼 東京都

ヨーロッパ軒総本店 ソースカツ丼 福井県 江戸屋 デカ盛りタルタルソースカツ丼 福井県

明治亭 ソースかつ丼 長野県 魚河岸 丸天 魚河岸店 海鮮かき揚げ丼 静岡県

吉兵衛 かつ丼 兵庫県 浪花焼肉 肉タレ屋 黒毛和牛ローストビーフ丼 大阪府

やまと カツ丼 岡山県 黒毛和牛 ニクゼン 特盛ステーキ丼 福岡県

静江館 山内鮮魚店 南三陸キラキラ丼 宮城県 柿崎商店 海鮮工房 磯丼（ほっき貝、つぶ貝、いくら） 北海道

油麩丼の会 とよま油麸丼 宮城県 青森魚菜センター のっけ丼 青森県

鮨割烹丸伊 のど黒炙り丼 新潟市 みなと食堂 ヒラメ漬け丼 青森県

美富久 ごぼとん丼 長野県 江ノ島小屋 小屋のまかない丼 神奈川県

和食処みよし コもロッケ丼 長野県 いきいき亭 近江町店 特選北陸丼 石川県

あつた蓬莱軒 ひつまぶし 愛知県 こばせ 開高丼 福井県

しんまち 有田たっちょほねく丼 和歌山県 博多魚がし 市場会館店 海鮮丼 福岡県

ほづみ亭 ぶり炙り丼 愛媛県

若栄屋 杵築ど～んと丼（うれしの） 大分県 ペンション スターボード 復興！あいなめ丼 宮城県

かのやばら園レストラン”ローズダイナー” かのや黒豚バラ薔薇丼 鹿児島県 BistroFujiyama フォアグラ丼 埼玉県

SAMURAI kitchen サーロインステーキ丼（HALAL MEAT from AU） 東京都

秋田比内地鶏や 極上親子丼 秋田県 滝の川 かにみそ丼 福井県

鳥茶屋　別亭 親子丼 東京都 龍旗信 津久野総本店 すじマヨ丼 大阪府

鳥つね自然洞 親子丼 東京都

和の食　いがらし 親子丼 東京都 清水ドライブイン　十勝亭 牛とろ丼 北海道

中村農場 親子丼 山梨県 牛丼専門サンボ 牛丼 東京都

鳥開総本家　名駅西口店 親子丼 愛知県 酒の穴 すきやき丼 東京都

地鶏料理専門店　無玄 親子丼（玉子ダブル） 徳島県 レストラン あんのん 能登牛丼 石川県

豚捨　おかげ横丁店 牛丼 三重県

天吉屋　新宿店 天吉丼 東京都 京都ホルモン梅しん 梅しん特製牛ホルモン丼 大阪府

天丼　金子半之助 天丼 東京都 神戸牛丼　広重 神戸牛丼 兵庫県

てんぷら黒川 かきあげ天丼 東京都

土手の伊勢屋 天丼 東京都 元祖　豚丼のぱんちょう 豚丼（梅） 北海道

白えび亭 白えび天丼 富山県 レストランハウス　かしわ 豚丼 北海道

浜のかきあげや かき揚げ丼 静岡県 たぬ金亭 豚玉丼 埼玉県

一味禅 海老穴子天丼 大阪府 野さか 豚味噌丼 埼玉県
名物　スタ丼　サッポロラーメン　国立本店 スタ丼 東京都

銀熊茶寮 国産和牛ステーキ丼 東京都 奈良のうまいものプラザ 大和ポークの炙りチャーシュー丼 奈良県

くいしんぼう　がぶ がぶ丼 東京都 古宮庵　アミュプラザ店 黒豚わっぜえか丼 鹿児島県

札幌軒 肉丼 東京都

里のうどん　南藤沢店 バラ丼 神奈川県 進来軒 天津丼 千葉県

国産牛ステーキ丼専門店　佰食屋 国産牛ステーキ丼 京都府 味芳斎 本店 麻婆丼 東京都

はふう　本店 ステーキ丼 京都府 上海王 よこすか衣笠丼 神奈川県

中国饗膳 粋廉 フカヒレあんかけご飯 京都府

宝楽 中華丼 兵庫県

中華丼　部門

天丼　部門

豚丼　部門

カツ丼　部門

ご当地丼　部門

バラエティ丼　部門

メガ丼　部門

肉丼　部門

海鮮丼　部門

牛丼　部門

親子丼　部門

＜富山県 「白えび亭」> ＜東京都 「SAMURAI Kitchen」> 



 

 

 

【第一回全国丼グラプリ 概要】 

 主催：全国丼連盟（All About 内） 

 対象作品：2014 年 7 月 22 日（火）～8 月 31 日（日）に全国丼 Web サイトにて、 

       「天丼」「カツ丼」「牛丼」「親子丼」「豚丼」「中華丼」「肉丼」「海鮮丼」「ご当地丼」 

       「バラエティ丼」「メガ盛り丼」全 11 部門から募集し、エントリーされた全 1,300 丼 

 

■審査方法 

 一次選考（審査／全国丼連盟）：エントリーされた丼の中から、部門別に「優秀丼」全 200 丼を選出 

 本選（一般投票）：選出した全 200 の「優秀丼」を対象に、WEB サイトにて一般投票で「金賞丼」を選出 

 

【全国丼連盟概要】 

 目的 ：丼ファンの全国組織化を目論み、丼を通じた地域活性化、 

     ”DONBURI”文化を世界に発信などを目的に 2014 年 6 月に設立。 

 理事長：西村俊彦（一般社団法人日本ハンバーグ協会会長） 

 会長：よしもと芸人 とにかく明るい安村 

 事務局：〒104-0061 東京都中央区銀座 7-13-21 

 活動内容： 

・「全国統一丼検定」の実施・・・公式サイト上で運営。合格すると全国丼連盟員として 

                   名刺が作成できます（有料） 

・Facebook ページで連盟員による全国津々浦々における活動（丼活）を掲載 

・「丼 MAP」の展開 

 

 

 

 

 
お問合せ先：一般社団法人全国丼連盟広報事務局（株式会社オールアバウト内） 

TEL:03-6362-1359 FAX：03-6683-4229 担当：大貫・大竹 
MAIL：info@don.or.jp 


