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報道関係各位 

2022 年 5 月 10 日 

株式会社出前館 

 日本最大級のデリバリーサービス『出前館』（運営：株式会社出前館）は、「売上賞」「新人賞」「リピート賞」の 3 部門でブランドを

選出し、表彰する「Demaecan Award 2021」を開催いたします。このたび、「Demaecan Award 2021」選出ブランドを発表いたし

ます。 

 

 

「Demaecan Award 2021」とは、100,000 店※を超える加盟店舗の中からユーザーレビューや注文数、売上金額、リピーターの

割合などを年間で集計し、「売上賞」「新人賞」「リピート賞」の 3 部門で選出されたブランドを表彰するグルメアワードです。全国ランキン

グとエリア毎ランキング（北海道、東北、関東、中部、近畿、中四国、九州沖縄の 7 エリア）のそれぞれ上位 10 ブランドが各部門で選

出されます。 

 

『出前館』は、フードデリバリーの日常化を目指し、さまざまな取り組みを進めています。2021 年 6 月には、シェアリングデリバリー®の全

国 47 都道府県へのサービス展開を達成し、2021 年 12 月には加盟店数が 100,000 店舗を突破しました。2022 年に入ってからも

オーダー数やアクティブユーザー数も順調に増え続けおり、ここまでサービスを展開することができているのは、ご利用いただくユーザーのみな

さま、商品をしっかりとお届けする配達員・パートナーのみなさま、そして、全国各地の加盟いただいている飲食店のみなさまあってこそだと

感じています。そこで『出前館』は、加盟いただいているブランドの中から 3 つの部門で秀でたブランドを選出し、ユーザーの皆さまにもこれま

で以上に多くのブランドを知っていただけるよう「Demaecan Award 2021」を開催することとなりました。 

 

※2021 年 12 月時点 

 

今回初めての開催となる「Demaecan Award 2021」にて選出されたブランドを発表いたします。 

 

 
 

『出前館』、加盟店を表彰する「Demaecan Award 2021」を初開催！ 

「売上賞」「新人賞」「リピート賞」3 部門の選出ブランドを発表！ 
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▼売上賞…売り上げ上位の人気ブランドを選出 

順位 全国 北海道 東北 関東 

1 もつ鍋 ホルモン焼き がばい まるべん ナポリタンとハンバーグ HACHI 

since1979 

もつ鍋 ホルモン焼き がばい 

2 鼎鍋 良質な火鍋出前 SHO-RIN すすきの本店 川香菜房 鼎鍋 良質な火鍋出前 

3 みん龍 とんかつ・中華料理の「うまい館」 ユニオンキッチンマーケット けいぐん 

4 けいぐん とんよし すごいまぜそば＆つけ麺 すごい

からあげ SHIZUKU 

味中味 

5 味中味 まるやま食堂 ゴーゴーカレー 仙台一番町スタ

ジアム 

ファイヤーハウスデリバリーサービ

ス 

6 ファイヤーハウスデリバリーサービス うぉんたな-DELI- ストロベリーコーンズ 柿家すし 

7 柿家すし 山でん 欅屋 本格インド料理 インドの恵み 

8 まるべん 中華料理 華馨園 焼肉 三水苑 広瀬通り e.デパチカ 西武池袋本店 

9 ロッソ豊中 インドカレー ミルチ 華笠 hanagasa BROZERS’ 

10 本格インド料理 インドの恵み SHO-RIN 麻生店 福香亭 上海エクスプレス 

 

順位 中部 近畿 中四国 九州沖縄 

1 台湾料理龍華 みん龍 ピザ・ロイヤルハット 木子亭 

2 アオキーズ・ピザ ロッソ豊中 天まる チャイナキッチン ワン 

3 ピザ・ピッツァ 中華料理 新京 お好み焼き 一銭 ピザクック 

4 中華料理 大盛華 ピザ・サントロペ オコノミ 3M だるま商店 

5 ピザ・ファクトリー・ザッピィ 北京料理 新京 お好み焼デリバリー あつあつ軒 ピザポケット 

6 こめっこ 中華料理 ほうらく お好み焼き 一銭【広島 1】 五郎家中央店 

7 全宝来 シカゴピザ DINING ＆ BAR MASALA 匠のてま 

8 インド亭 シカゴデリータ グルメ DON 小籠包の長城 

9 台湾油そば ぎん晴れ 55 ぬくぬく屋 ジャーニーピザ 宅配専門 玄海ざんまい 

10 ぴざどき 木曽餃子（伊昇屋） お好み焼き 一銭【広島 2】 香港プラザ 

 

▼新人賞…2021 年に新たに登場した勢いのあるブランドを選出 

順位 全国 北海道 東北 関東 

1 e.デパチカ 西武池袋本店 大盛どんぶりの店 どどん屋 すごいまぜそば＆つけ麺 すごい

からあげ SHIZUKU 

e.デパチカ 西武池袋本店 

2 丼丸 代々木店 とんかつの店 ミルカツ屋 欅屋 丼丸 代々木店 

3 錦盛 丼丸 世田谷区役所前店 大きいからあげの店 ばくから屋 きらら寿司 錦盛 丼丸 世田谷区役所前

店 

4 六厘舎 でか盛り海鮮問屋 革命飯店 世界のチェ・タケダ 六厘舎 

5 四川菜館 KOREAN KITCHEN 

COCCORI 

お好み焼き・焼きそば千房 ザ・

モール仙台長町店  

四川菜館 

6 BlueStarBurger 夜のスープカレー屋さん 華笠 hanagasa BlueStarBurger 

7 俺流塩らーめん池袋東口店 SAMA 大谷地総本店 アジアンダイニング ブッダ 俺流塩らーめん池袋東口店 

8 レイス ケバブ Reis Kebab らーめん吉山商店 福香亭 レイス ケバブ Reis Kebab 

9 魚丼 九条店 アジアン食堂スーリヤ ぐりるぼんてん TEN FINGERS BURGER 

10 TEN FINGERS BURGER curry × curry × curry インドネパール料理 KR Mr.タコス Mrs.ブリトー ～ チ

ーズ×メキシカン～ Mr.Tacos 

Mrs.Burrito Cheese＆

Mexican Field 
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順位 中部 近畿 中四国 九州沖縄 

1 味仙 今池本店 魚丼 九条店 MONSTER’S STEAK ＆ 

HAWAIIAN POKE LANIKAI 

岡山店 

小籠包の長城 

2 味仙 JR 名古屋駅店 魚丼屋たら福 関西大学前店 大阪王将 イオンモール広島府

中店 

だるま商店 

3 全宝来 スターバックス コーヒー 炭火焼肉ハラミ亭 らーめん小金太 

4 インド亭 大丸梅田店 ごちそうパラダイス 油そば専門店 歌志軒 鹿児島 餃子の王将 

5 味仙 八事店 インドネパールレストラン ビニタ 山城珈琲 博多からあげ響 

6 中国菜館味味 旨んまーいステーキ 東部市場

店 

中華料理龍江 麺屋剛 本店 

7 昇龍 宅配長次郎 大阪王将 広島大町店 おうちがダイニングジュジュ大在

店 

8 中華料理 友福 豚丼屋 TONTON 中華そば 陽気 ももや精肉堂 

9 ステーキ＆ハンバーグ ステーキよこ

い 

総本家 媽媽菜館六花 ちんちくりん びっくり亭 本店 

10 インド亭 千種姫池通店 ぎんのいえ インド＆ネパール料理 ナマステ 

ガネーシャマハル 

おうちがダイニングジュジュ森町

店 

 

▼リピート賞…長年リピーターに愛されている知る人ぞ知る人気ブランドを選出。 

順位 全国 北海道 東北 関東 

1 たいしょー 甚兵衛 川香菜房 自家製のお弁当 たんぽぽ 

2 自家製のお弁当 たんぽぽ とんかつ・中華料理の「うまい館」 ナポリタンとハンバーグ HACHI 

since1979 

けいゆー 

3 中華料理 新京 あじ太郎 ユニオンキッチンマーケット BOOTH SIDE KITCHEN 

4 けいゆー とんよし - ドルフィン 

5 甚兵衛 ロケットカレー - 三本松 中村屋 

6 好屋麺 ハンバーガーレストラン ルートナ

イン 

- 中華宅配専門 揚州人家 

7 順興閣 真御膳そば 蔵乃麺  中華料理 八起 

8 こめっこ 山でん - 中華料理 三幸苑 

9 BOOTH SIDE KITCHEN 聚寶龍（シュウホウドラゴン） - 生そば 入船 

10 ドルフィン 真御膳そば 正直家 - 日本亭 川口弥平店 

 

順位 中部 近畿 中四国 九州沖縄 

1 こめっこ たいしょー ほっかほっか亭（高知県） 順興閣 

2 万吉 中華料理 新京 グルメ DON 笑腹亭 

3 ピザ・ピッツァ 好屋麺 お好み焼き 一銭 チャイナキッチン ワン 

4 中華料理 大盛華 味悟空 出前将軍広島 木子亭 

5 ゑびすや めん処 幸喜心 ピザ・ロイヤルハット カツデリ 

6 アオキーズ・ピザ みん龍 デリバリー・レスト ピザポケット 

7 ピザコープ 中華料理 りんらん DELI＋ 炎炎 

8 ピザ・ファクトリー・ザッピィ あじな店だしまきや 広島お好み焼き 一銭【岡山】 香港プラザ 

9 ナンハウス 北京料理 新京 お好み焼き 一銭【広島 1】 ビッグベアーズ 

10 ぴざどき キッチン工房 洋食屋 お好み焼デリバリー あつあつ軒 ピザクック 
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全国ランキングにて選出された全ブランドとエリア別ランキング 1 位に選出されたブランドにトロフィーを贈呈します。そして、受賞された全

ブランドに、受賞ブランド限定ステッカー、限定ポスター、受賞ブランドで使用可能な限定ショップカードを贈呈し、『出前館』サイト内で受

賞ブランド限定アイコンを付与いたします。 

 

選出されたブランドの皆さま、誠におめでとうございます。 

 

▼景品一例（イメージ） 

 

『出前館』は、今後も加盟する店舗さまやご利用されるお客さまに満足していただけるようなサービスになれるようさまざまな取り組みを

進めてまいります。 
 
 
【『出前館』とは】 

『出前館』は、アプリやサイトから簡単に注文でき、さまざまなシーンで活用可能な全国 47 都道府県に展開する国内最大級のデリバリーサービスです。サービ
スを開始以降、加盟店舗数は拡大し、現在 100,000 店舗以上になりました。フードデリバリーサービスとして始まった『出前館』は、昨今では日用品の配達な
ど"ラストワンマイル"の領域までサービスを推し拡げ、進化し続けています。今後、フードデリバリーを起点とし、さまざまなシーンにフィットするサービスとして事業を
拡大し、ライフインフラとして進んでまいります。（https://demae-can.com/） 
 
 
【株式会社出前館 概要】 
（コード番号：2484 東京証券取引所 スタンダード 市場） 
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 丁目 27 番 5 号 リンクスクエア新宿  
代表者： 代表取締役社長 藤井 英雄 
WEB サイト：https://corporate.demae-can.com/ 
概要：日本最大級の出前サービス『出前館』の運営 
資本金：1 億円（2022 年 1 月 6 日現在） 

※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。 
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