
豆腐丼チャレンジ
２０２２

豆腐マイスターが選ぶ今年注目の豆腐丼は？

＼10月2日は豆腐の日／



豆腐丼チャレンジ
キッズ部門

今年初設立の部門。参加者全員に参加賞を贈呈！



こたさん のぶねこさん まきこさん

絹厚揚げとゆで卵を麻薬液に漬けていたら
「僕切る〜ご飯にのせる〜」って
完成したのが「じっちの顔どーん」

　(じいちゃんの顔丼)

お豆腐ガパオ。お豆腐をひき肉のかわりにしました
ポロポロ感の中にふんわり優しい食感が好きです

温泉卵が好きなので温泉卵にしました
家族みんなが一緒に食べられるようにしました

(祖母や曾祖母のことです )



「わたしのスペシャル丼」(揚げ出し豆腐のあんかけ丼)
ごはんの上に乗せた揚げ出し豆腐に、甘めのタレで煮た野
菜としめじ、油あげ入りのあんかけをかけました😊

野菜を薄く切るところをがんばりました。
あんかけに油あげも入れたので、ふんわり甘い味になりまし
た！
家族がみんな「おいしい🥰」とたくさん食べてくれて嬉しかっ
たです！
次はたまごをかけて作ってみたいです！

あやちゃん

うどん屋さんのきつね飯。
甘辛のお揚げが美味しかったです。

そうたさん

せなさん

納豆を乗せて、納豆の醤油と
もみじおろしポン酢を掛けたよ！



実行委員の豆腐マイスターが
気になった、豆腐丼とは？！

【豆腐マイスターセレクト賞】

選ばれた方にはマイスターセレクトの豆腐関連詰め合わせをプレゼント！

【一般部門】



りっちゃん
チョイス

lakkaさん

豆腐どーーーーん
お醤油ご飯と共に🍚　

【豆腐マイスターセレクト賞】

https://twitter.com/lakka_fuwarlin


みっちゃん
チョイス

mioさん

豆腐ドライカレー丼

玉ねぎを炒めそぼろとカレー粉でカンタンドラ
イカレー
お豆腐はフライパンで軽く焼き仕上げにカ
レーをパラパラと振りました〜

【豆腐マイスターセレクト賞】

https://www.instagram.com/sakurasan_desuu/


かのちん
チョイス

Yoshiko Andoさん

ぶたに真珠丼🐖
石川県金沢市の百万石商事さんのビー玉豆腐で❣
味は6種
白…紅…カラシ…抹茶…黒ゴマ…ウニの6種♡
食べるのわくわく
自家製ぶたちゃん油揚げを添えて〜
周りにはモロヘイヤ。オクラ。めかぶで草原に🍃

【豆腐マイスターセレクト賞】

https://www.instagram.com/tohu_bu_/


あげゆき
チョイス

袴田 佳信さん

油揚げの編み込み丼

【豆腐マイスターセレクト賞】



あくやん
チョイス

太刀川雅子さん

お雑煮風のお出汁でちっちゃな焼きおに
ぎりとつるっと口当たりのいい絹ごし豆
腐を一緒に盛り付けます😊

【豆腐マイスターセレクト賞】

https://www.instagram.com/masako_t2/


かずよちゃん
チョイス

Haruko Kondoさん

油揚げ巻き巻き丼

油揚げを開いて鶏ひき肉、ねぎ、卵、乾燥おからを混ぜ
て種を作り大葉を敷いて巻く。
フライパンで転がしながら麺つゆで煮詰める。
白髪ネギ、大葉、糸とうがらしでトッピング

【豆腐マイスターセレクト賞】

https://www.instagram.com/harurupanda55/


りえちゃん
チョイス

Haruko Kondoさん

湯葉Don

セルクルでトマトリゾット🍅をつめて、その上に湯葉をの
せます。
ジェノベーゼソースは基本バジルで作りますが、手に入り
やすい小松菜🥬で😉

ちょっとおしゃれに盛り付けてみました✨

【豆腐マイスターセレクト賞】

https://www.instagram.com/harurupanda55/


のんたん
チョイス

midoriさん

すき焼きの焼き豆腐が大好き！
今夜はすき焼き😊
焼き豆腐とすき焼きの具材をごはんにのせて、
すき焼きのつゆをたっぷりかけて、生卵を落として、
豆腐丼完成！！！

【豆腐マイスターセレクト賞】

https://www.instagram.com/mmmmmmmmidori/


フローラ
チョイス

KyokoNakanoさん

松山あげのきつね丼

松山あげを甘辛く煮て、ご飯にのせるだけ。
在宅ワーク中、夏休み中の息子のランチに。
朝仕込んでおきました。
昨日のあまりのとうもろこしごはんにのっけて〜。

【豆腐マイスターセレクト賞】

https://www.instagram.com/kyon_non777/


なおみん
チョイス

島本海苔乾物さん

夏にぴったりの「豆腐丼」
素材を生かす枕崎産の「当店削りたて上花かつお」
と人気の「にしきごま」を使いました☺
「手作りだし醤油」をかけて、シンプルに😋🍴💕お
いしい､お手軽豆腐丼です✌

【豆腐マイスターセレクト賞】

https://www.instagram.com/shimamoto.kyoto/


実行委員長が選ぶ豆腐丼

【豆腐マイスター協会賞】

選ばれた方にはマイスターセレクトの豆腐関連詰め合わせをプレゼント！

【一般部門】



冷やし豆腐茶漬け

きいさん

自家製しば漬け＆ゴマの歯応えと豆腐の食
感のコントラストがめっちゃ美味しい❗
食欲が無い時でも火を使わずにすぐ作れて、
サラッとタンパク質も取れるからわが家の夏
のマスト✨
昆布茶でも出汁茶漬けでも素でも⭕

【豆腐マイスター協会賞】 豆腐
マイスター
協会賞

https://twitter.com/kiiikiiikiii444


麻婆豆腐
inとろーりオムレツ

わたりごはん料理教室さん

オムレツを切った中から
とろりと麻婆豆腐が出てくる！

【豆腐マイスター協会賞】 豆腐
マイスター
協会賞

https://www.instagram.com/kazarimakisushi_watari/


揚げ出し風豆腐丼

豆腐向上委員会さん

大岡山 にある桜井豆腐店 さん
にて購入した木綿豆腐で作りま
した！

【豆腐マイスター協会賞】 豆腐
マイスター
協会賞

https://www.instagram.com/tofufanjapan/


豆腐マイスターが選ぶ
豆腐屋の豆腐丼とは？！

【豆腐屋さん賞】

選ばれた店舗には豆腐丼 2023カレンダープレゼント！

【豆腐屋部門】



森政食品
福岡県嘉麻市

とうめしを
当店の絹ごし豆腐で作ってみました😊

つゆだくand 卵黄でぐっちゃぐちゃにし
て食べました😊

【豆腐屋さん賞】

https://www.instagram.com/morimasasyokuhin/


有限会社 村のおっさん
徳島県名東郡

ワイのしぼんでもた揚出しタワー丼

#豆腐丼チャレンジ2022 にupしようと思って揚出し豆腐タ
ワーを盛った直後に、充填ボイル終了のベルが鳴る ...

仕事を終えるとタワーが、しなびてしぼんでる
(ིིིʚིིི )写真です！

ちなみに、揚出しの豆腐は、充填こいまろ揚出し用スペ
シャル！ふもとにはゆし豆腐も配置
あんとゆし豆腐がまた合う！美味い
まあ...せっかくなんで応募しました！

【豆腐屋さん賞】



伊東豆腐店
宮城県仙台市

辛すぎて食べられないラーメンに、
「ふんわりなめらかざるとうふ」
をそのまま入れるだけで、
あら美味しい。

【豆腐屋さん賞】

https://www.instagram.com/takeshi_itotofu/


とうふ処 豆達人
宮城県亘理郡

冷やしゆし豆腐丼

ご飯に『ゆしどうふ』をぶっかけるだけでも、さらさ
ら〜っと食べれて美味ですが

見た目がただただ、真っ白なので🤣

鹹豆漿風に刻んだザーサイ&パクチーを載せて、
ラー油をかけてみました

【豆腐屋さん賞】

https://www.instagram.com/mametatu1028/


上田とうふ
京都府西京区

なんちゃって鰻丼

木綿たたいて海苔で皮再現しました😁
いい山椒かけるとgood

【豆腐屋さん賞】

https://www.instagram.com/uedatofu/


豆富食堂
東京都渋谷区

豆腐めし

炊くときは沸かさないようにじっくりことこ
と。
トッピングの揚げ玉で旨味をプラス、山椒
で締める事がポイントです。

【豆腐屋さん賞】

https://www.instagram.com/tofu_shokudo/


久在屋
京都市右京区

季節の辛子豆腐に
お米詰め込みました❗

【豆腐屋さん賞】



㈲坂津豆富店 さがのや
富山県氷見市

氷見牛と秋茗荷のフォアグラ風丼

柚子の入った絹で作ったとうふの味噌漬
けは抜群のなめらかさでまるでフォアグラ
のようです。サッと焼いた氷見牛と秋茗荷
のピクルスを引き立てるソースがわりのと
うふになってます。

【豆腐屋さん賞】



伊山豆腐店
京都府木津川市

寄せの白に合うように黒の海苔餡

【豆腐屋さん賞】

https://www.instagram.com/iyamatoufuten.kyoto/


兎豆屋
宮城県仙台市

豆腐、油揚げ、納豆の大豆三昧の３
色丼♪

だし醤油をかけてぐっちゃぐちゃに大胆に混ぜて
食べましょう！！
ちなみに醤油も大豆♪
みんな大豆から離れては生きられないよ！！
逃がさないよ！！(ﾉ˶>ᗜ <˵)ﾉ

【豆腐屋さん賞】

https://www.instagram.com/tomameya/


実行委員の豆腐マイスターが選ぶ
2023年の豆腐丼カレンダー

写真を選ばれた方にも、豆腐丼カレンダープレゼント 🎉
ご希望の方は個別で購入もできます！詳細は後日 Webページに掲載



1月

ほとりさん

2月

Yoshiko Andoさん

3月

デリス モアさん

5月

中川 佳省さん

4月

りっちゃん

9月

りえちゃん

6月

森結花さん

10月

みっちゃん

11月

平沼亜由美さん

12月

りえちゃん

7月

Hiromiさん

8月

村上 由実さん


