
 

 

■ 「第 2 回 全国丼グランプリ」  金賞丼 一覧  

店名 メニュー名 所在地 店名 メニュー名 所在地

あつた蓬莱軒 ひつまぶし 愛知 十勝亭 牛とろ丼 北海道

うなぎ料理　あつみ うな丼 静岡 いまきん食堂 あか牛丼 熊本

炭焼きうなぎ　かんたろう うな重 静岡 大衆食堂稲田屋 肉丼 広島

うなぎ　桜家 うなぎ丼 静岡 二光堂　寶来亭 松阪牛ステーキ丼 三重

うなぎ魚政 うなぎ坂東太郎　特上　うな重 東京 登起波分店 登 米沢牛　百年の牛丼 山形

つきじ　宮川本廛 鰻重　ロ（ろ） 東京 レストランあんのん 能登牛丼 石川

高田馬場 鰻専門店 愛川 鰻重　竹　 東京 北海道マルハ酒場 牛カルビ丼 東京

天ぷら　かき揚　光村 かき揚丼 愛知 静江館 山内鮮魚店 南三陸キラキラ丼 宮城

天丼あきば モダンかき揚げ丼 東京 藁焼きたたき 明神丸 塩タタキ丼 高知

下町天丼 秋光 五代目天丼 東京 鹿屋市漁協　みなと食堂 かのやカンパチ漬け丼 鹿児島

てんぷら黒川 かきあげ天丼 東京 江ノ島小屋 小屋のまかない丼 神奈川

土手の伊勢屋 天丼　ロ 東京 若栄屋 鯛茶漬うれしの 大分

天吉屋 天吉丼 東京 日本橋/つじ半 ぜいたく丼(しかない) 東京

天すけ 玉子天丼 東京 味処　佐とう ランチ海鮮膳 東京

金子半之助 江戸前天丼 東京 浅草　壽司清 旬の魚介の海鮮丼 東京

白えび亭 富山 白えび天丼 富山 こばせ 開高丼 福井

滝の川 かにみそ丼 福井

山浩水産 マグロの味噌串カツ丼 愛知

東屋　本店 特製カツ丼 熊本 鳥開総本家 親子丼 愛知

とんかつ勝烈亭 ひれかつ重（中） 熊本 八起庵 親子どんぶり 京都

明治亭 ソースかつ丼 長崎 中村農場 親子丼 山梨

青い塔 （あおいとう） ソースかつ丼 長崎 道頓堀今井 親子丼 大阪

坂本屋 かつ丼 東京 南ばら亭 阿波尾鶏親子丼 東京

キムカツ キムカツ丼 東京 鳥つね 湯島天神前店 親子丼 東京

ヨーロッパ軒総本店 ソースカツ丼 福井 鳥めし 鳥藤分店 親子丼 東京

牛乳屋食堂 ソースかつ丼 福島 鳥幸WINE PIARING 親子丼 東京

かつ丼　吉兵衛 かつ丼 兵庫 信州そば　むらた 親子丼 福岡

まごころ手と手 淡路どりの親子丼 兵庫

国産牛ステーキ丼専門店　佰食屋 国産牛ステーキ丼 京都

京都梅しん 牛ホルモン丼 京都 元祖　豚丼のぱんちょう 豚丼（梅）　 北海道

菅乃屋 上通店 桜カルビ丼 熊本 帯広はげ天　本店 豚丼 北海道

小塙 肉色彩どり丼 群馬 道の駅　あぐり窪川 米豚丼 高知

角煮丼専門店　トロトロ屋 角煮丼 神奈川 道の駅四万十とおわ とおわ豚丼 高知

里のうどん バラ丼 神奈川 たぬ金亭 豚玉丼 埼玉

札幌軒 肉丼 東京 炭火焼豚丼　信玄 豚丼 滋賀

新橋岡むら屋 デラ肉めし 東京 焼肉 陣力 鹿屋黒豚ばら丼 鹿児島

くいしんぼう がぶ がぶ丼 東京 豚三昧 天下無敵の豚丼 大阪

炭火焼　とんたん 豚丼 東京

炙り焼 丼・どん とん丼　筑波山 茨城 うまい肉と麺の店ヨネ家 幻霜肉丼 東京

清鮨 ちらし丼 岩手 豚大学 豚丼（中） 東京

肴蔵 ビフ丼 広島

浪花焼肉肉タレ屋 黒毛和牛ローストビーフ丼 大阪 本家 尾張屋 本店 衣笠丼 京都

鶴橋まぐろ食堂 赤身と中トロのハーフ丼 大阪 あなごめし　うえの あなごめし 広島

宮崎郷土料理どぎゃん 天使のローストビーフ丼 大阪 サバの駅 サバの漬け丼 青森

天下鳥ます 鬼盛タルタルからあげ丼 東京 龍旗信 すじマヨ丼 大阪

とんまさ びっくり牡蠣丼 奈良 龍ノ巣 かすとじ丼 大阪

大和家 からあげ丼 福岡 からあげ専門店　舷喜屋 中津からあげどんぶり 大分

レッドロック ローストビーフ丼 兵庫 味芳斎 本店 麻婆丼 東京

モンスーンカフェ代官山 ビビンバ丼 東京

中華 深せん ラムパクチー丼 東京

SAMURAI Kitchen サーロインステーキ丼 (Halal Meat) 東京

味処大丸 イカ月見丼 福岡

しんまち たっちょほねく丼 和歌山

バラエティ丼　部門

カツ丼　部門

「メガ盛り丼」部門

うな丼 部門

海鮮丼　部門

親子丼　部門

天丼　部門

肉丼　部門

豚丼　部門

牛丼　部門

 

 
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）担当：大貫 

TEL: 03-6362-1363 FAX：03-6683-4229  MAIL：pr@staff.allabout.co.jp 


