平成２６年２月２６日
東日本高速道路株式会社
ネクセリア東日本株式会社

「ＮＥＸＣＯ東日本 どんぶり王座決定戦！決勝大会」開催
どん

ど

ら どん

～ ３月１０日（月）ＳＡ・ＰＡ１５０店舗が作る『どら丼』（道楽丼）初代キングが決まる！ ～

ＮＥＸＣＯ東日本（東京都千代田区）は、３月１０日（月）に当社営業エリアにあるサービスエリア（ＳＡ）・パ
ーキングエリア（ＰＡ）の１５０店舗が競い合う「ＮＥＸＣＯ東日本 どんぶり王座決定戦！決勝大会」を初開
催します。
「ＮＥＸＣＯ東日本 どんぶり王座決定戦！」は、より多くのお客さまに地域食材を楽しんでいただくことを
目的として開催されるもので、ＳＡ・ＰＡ各店舗が新たに開発した、ドライブ（道）の途中でお楽しみいただけ
る、ＳＡ・ＰＡオリジナルのプレミアムどんぶりである『どら丼』（道楽丼）の頂点を決定する年に一度の料理コ
ンテストです。地域毎に分かれた９つの「ブロック大会」を勝ち抜いた精鋭１５店舗が『どら丼キング』の称号
をかけて、決勝大会に挑みます。
決勝大会では、審査委員長に陳建一さんをお招きすると共に、調理師免許や食育アドバイザーの資格
を持つ大食いタレントのギャル曽根さん、高速道路のＢ級グルメレポーターとしても活躍するタレントの川瀬
良子さんなど多彩な顔触れの審査委員にご参加いただきます。
◆『どら丼』（道楽丼）のコンセプト
① 「本物志向（食材）」②「高速オリジナル（独創性）」③「華やかさ（演出）」を体現した
そのエリアならではのプレミアム丼！
◆決勝大会について
○開催日：平成２６年３月１０日（月） 11：15～
○場 所：学校法人食糧学院 東京栄養食糧専門学校（東京都世田谷区池尻） 【別紙１】参照
○審査員：【２ページ目】参照
○表 彰：『どら丼キング』 １メニュー、特別賞 ３メニュー
※報道機関の取材に関しましては【別紙１】をご覧ください。
※このコンテストには、一般のお客さまはご入場できません。

審査委員長 陳 建一さん

ギャル曽根さん

川瀬 良子さん

記事等でご紹介いただく際は、“ＮＥＸＣＯ東日本”または“ネクスコ東日本”の愛称ご使用にご協力をお願いします。

◆決勝大会進出ＳＡ・ＰＡ（１５店舗）
【北海道ブロック代表】 道央道 有珠山ＳＡ（下り線）
【青森・岩手・秋田ブロック代表】 東北道 紫波ＳＡ（上り線）、前沢ＳＡ（下り線）
【宮城・福島ブロック代表】 東北道 長者原ＳＡ（上り線）、菅生ＰＡ（上り線）、阿武隈ＰＡ（下り線）
【茨城ブロック代表】 常磐道 友部ＳＡ（上り線）
【栃木ブロック代表】 東北道 上河内ＳＡ（上り線）
【群馬・長野ブロック代表】 関越道 赤城高原ＳＡ（上下線）
【千葉・神奈川ブロック代表】 館山道 市原ＳＡ（上り線）
【埼玉ブロック代表】 関越道 高坂ＳＡ（上り線）
【新潟・富山ブロック代表】 関越道 越後川口ＳＡ（上下線）、北陸道 越中境ＰＡ（下り線）
※決勝大会進出メニューは、【別紙２】をご覧ください。
◆「ＮＥＸＣＯ東日本 どんぶり王座決定戦！決勝大会」審査委員一覧
審査委員長
陳 建一 さん
四川飯店 オーナーシェフ
特別審査委員

柘植 末利 さん

審査委員

ギャル曽根 さん

学校法人食糧学院 東京調理師専門学校
校長
タレント

審査委員

川瀬 良子 さん

タレント

審査委員

大橋 菜央 さん

審査委員

鈴木 次雄

株式会社リクルートライフスタイル
関東・東北じゃらん 編集長
ネクセリア東日本株式会社
代表取締役社長

【別紙１】
◆「ＮＥＸＣＯ東日本 どんぶり王座決定戦！ 決勝大会」
○開催日時 ： 平成２６年３月１０日（月） 11：15～
○場所 ： 学校法人食糧学院 東京栄養食糧専門学校
（東京都世田谷区池尻２-２３-１１）
※ 報道機関の取材に関しましては、事前に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
※ このコンテストには、一般のお客さまは入場できません。
※ コンテストの概要は、当社ウェブサイト「ドラぷら」内サイト（http://sapa.driveplaza.com/sapa/）をご覧く
ださい。
（案内図）

※会場には、駐車場のご用意は
ございません。

池尻大橋駅東口より徒歩５分

「ＮＥＸＣＯ東日本

どんぶり王座決定戦！決勝大会」進出メニュー一覧

【別紙２】

①北海道ブロック

⑨群馬・長野ブロック

道央道 有珠山ＳＡ(下り線)

関越道 赤城高原ＳＡ(上り線)

こがね

黄金カツのみぞれ丼

まえばしころとん 棒ヒレみぞれ丼

850 円（税込）

980 円（税込）

②青森・岩手・秋田ブロック

⑩群馬・長野ブロック

東北道 前沢ＳＡ(下り線)

関越道 赤城高原ＳＡ(下り線)

陸(おか)の三色丼

三味一体！とろ旨チャーシューの火炙り丼

980 円（税込）

980 円（税込）

③青森・岩手・秋田ブロック

⑪千葉・神奈川ブロック

東北道 紫波ＳＡ(上り線)

館山道 市原ＳＡ(上り線)

情熱のローストビーフボウル

旨豚の黒米みそ漬け丼

750 円（税込）

880 円（税込）

④宮城・福島ブロック

⑫埼玉ブロック

東北道 長者原ＳＡ(上り線)

関越道 高坂ＳＡ(上り線)

は せ く ら どん

も

ろ ぶた

支倉丼(牛たん甘辛煮野菜のトマト煮添え)

毛呂豚の柚子塩丼

880 円（税込）

900 円（税込）

⑤宮城・福島ブロック

⑬新潟・富山ブロック

東北道 菅生ＰＡ(上り線)

関越道 越後川口ＳＡ(上り線)

ふわぁッとカリッと親子

越後湯葉丼

～竹鶏卵と森林鶏の親子丼～

750 円（税込）

780 円（税込）
⑥宮城・福島ブロック

⑭新潟・富山ブロック

東北道 阿武隈ＰＡ(下り線)

関越道 越後川口ＳＡ(下り線)

しらかわ こ う げ ん せいりゅう ぶた

白河 高原 清流 豚 の ミ ル フ ィ ー ユ カ ツ 丼

塩だれスープかつ丼

850 円（税込）

850 円（税込）

⑦茨城ブロック

⑮新潟・富山ブロック

常磐道 友部ＳＡ(上り線)

北陸道 越中境ＰＡ(下り線)

“茨城を食べつくそう”栄光の丼

越中特製かき揚丼

1,200 円（税込）

780 円（税込）

⑧栃木ブロック
東北道 上河内ＳＡ(上り線)
は ぐ ろ ぼんてん どん

うんめぇ～！羽黒梵天丼
880 円（税込）

「ＮＥＸＣＯ東日本

どんぶり王座決定戦！」概要

【別紙３】

ＮＥＸＣＯ東日本のＳＡ・ＰＡを地域毎に９ブロックに分け、平成 25 年 10 月 19 日（土）から 11 月 30
日（土）にかけて実施した「お客さま投票」より『７８店舗』を選抜し、地域毎に 12 月に開催された「ブロッ
ク大会」において地域の代表『15 店舗』を決定。その中から『どら丼』初代キングを決定します。

参加数＜１５０店舗＞⇒『ブロック大会』進出店舗＜７８店舗＞⇒『決勝大会』進出店舗＜１５店舗＞

＜各ブロック大会のスケジュールは以下のとおり＞
ブロック
北海道

開催日

開催場所

ブロック大会

決勝大会

進出店舗数

進出店舗数

１０（10）

１

８（19）

２

１２（28）

３

12／16(月)

北ガスショールーム（北海道札幌市）

12／12(木)

アイーナ（岩手県盛岡市）

宮城・福島

12／10(水)

エル・パーク仙台（宮城県仙台市）

栃木

12／13(金)

ＦＣ調理師専門学校（栃木県宇都宮市）

８（12）

１

群馬・長野

12／10(火)

長野調理製菓専門学校（長野県長野市）

８（18）

２

埼玉

12／5(木)

国際学院埼玉短期大学(埼玉県さいたま市)

８（11）

１

千葉・神奈川

12／13(金)

千葉調理師専門学校（千葉県千葉市）

８（15）

１

茨城

12／2(月)

中川学園調理技術専門学校（茨城県水戸市）

８（13）

１

新潟・富山

12／10(火)

新潟県調理師専門学校（新潟県新潟市）

８（24）

３

７８（150）

１５

青森・岩手・
秋田

合

計

※（ ）は各ブロックの参加店舗総数を指す。

