
一般社団法人日本カレーパン協会

「いま一番うまいカレーパンはどれだ」

カレーパングランプリ
２０２２説明会



日本カレーパン協会とは

日本カレーパン協会は、

カレーパンを通じて地球に住むすべての人を笑顔にするために存在します。

美味しさが、人を笑顔にするのは、万国共通です。

カレーパンで地球、全員、笑顔を目指します。

日本カレーパン協会は、世の中に対してカレーパンを意識させることに全力を傾けてきました。

形・色・味の違いを知り、自分の「好き」を知り追求することの楽しさを知って頂く機会を創ってきま
した。

また日本で誕生したカレーパンが世界へわたり、笑顔が拡がっていきました。

私たちがカレーパンを通じて『地球』『全員』『笑顔』と掲げているのは、
好きなものを好きと言いながら、美味しいカレーパンを食べて笑顔あふれるまちをつくれると考え

ているからです。



カレーパンを知ってもらう活動：１

専務理事 宮脇小百合

メディア出演をしながらカレーパンの

美味しさを伝えております！

ヒルナンデス2021.03.20 ウラマヨ2021.03.20

オズマガジン2020.12月発売号

す・またん！2022.02.28



カレーパンを知ってもらう活動：１ー１

（ラジオ）4SEASONS2020.07.28
（ラジオ）CONNECT2020.7.28

（テレビ）サンデージャポン2020.10.4
（テレビ）マツコの知らない世界2020.10.6
（テレビ）スクール革命2020.10.14
（ネット）Yahoo!ニュース2020.11.03

（新聞）食品産業新聞社2020.11.03
（テレビ）スーパーJチャンネル2020.11.9
（テレビ）News every2020.11.10
（新聞）パンニュース2020.12.01

（テレビ）北海道テレビ 2020.12.05 
（テレビ）まるっと！サタデー 2020.12.05
（ラジオ）工藤淳之介3時のカルテット 2020.12.8
（ラジオ） High!MORNING！2020.12.08
（雑誌）オズマガジン2020.12.11

（雑誌）日経トレンディ2020.12
（新聞）北陸中日新聞
（新聞）北國新聞
（雑誌）おとなの週末

（テレビ）めざましテレビイマドキ 2021.01.07
（テレビ）メレンゲの気持ち 2021.01.23

（テレビ）スイモクチャンネル 2021.01.23
（テレビ）ももち浜ストア 2021.01.25
（雑誌）週刊ポスト 2021.02
（テレビ）ラスアイよろしく 2021.03.05

（ラジオ）ディリーフライヤー2021.03.12
（テレビ）ヒルナンデス2021.03.18
（テレビ）ウラマヨ！2021.03.20
（テレビ）冠とっ太郎2021.03.20

（新聞）バケット2021.03.22
（新聞）読売新聞2021.04.01
（テレビ）News every2021.04.07
（テレビ）満点ママ（TSSテレビ新広島 2021.04.08
（テレビ）ジェイコム多摩

（テレビ）ジェイコム東京
（テレビ）ジェイコム船橋
（ラジオ） AFTERNOON COLORS 2021.04.13
（テレビ） Live News イット！ 2021.04.15

（テレビ）ニュースここ大事（九州朝日放送） 2021.04.15
（雑誌）クロワッサン 2021.05
（テレビ）路線バスで寄り道旅 2021.05.01
（テレビ）ドデスカ！ 2021.05.07

（テレビ）ラヴィット！ 2021.0518
（テレビ）ニノさん 2021.05.23
（新聞）日経MJ 2021.5.28



カレーパンを知ってもらう活動：１ー２

（テレビ）マツコの知らない世界 2021.06.01
（テレビ）アップ！メーテレ名古屋 2021.06.03

（テレビ）アサデス 2021.06.12
（ラジオ）広島FMラジオ GOODJOG 2021.07.14
（テレビ）花咲かタイムズ（ＣＢＣテレビ） 2021.07.20
（雑誌）ＥＸ大衆９月号（2021.08）

（テレビ）１憶3000万人のＳＨＯＷチャンネル） 2021.08.28
（テレビ）ニュースエブリイ 2021.08.27
（新聞）富山新聞 2021.09.04
（新聞）胆江日日新聞 2021.09.05

（テレビ）いっちゃん☆KNB（北日本放送） 2021.09.08
（新聞）北日本新聞 2021.09.09
（ラジオ）KNBラジオ 2021.09.10
（テレビ）mix（テレビ山口） 2021.09.10
（新聞）はぎ時事新聞 2021.09.10

（テレビ）IAT岩手朝日テレビ 2021.10.01
（テレビ）ラヴィット！ 2021.10.06
（ラジオ）Tokyo UP DATE FM茨城 2021.10.21
（ネット） ITmedia ビジネスオンライン 2021.10.22

（情報誌）月間にいがた 2021.10.25
（テレビ）イット！ 2021.11.03
（テレビ）Nスタ 2021.11.03
（新聞）サンケイスポーツ新聞 2021.11.03

（テレビ）News every 2021.11.03

（テレビ）いっちゃん☆KNB（北日本放送） 2021.11.04
（テレビ）まるっと!サタデー 2021.11.06

（テレビ）今ドキ！北海道放送 2021.11.06
（テレビ）TeNYテレビ新潟 2021.1109
（テレビ）クイズ！脳ベルSHOW 2021.11.12
（テレビ）グッド！モーニング 2021.11.15

（テレビ）めざましテレビ 2021.11.16
（テレビ）南海放送「Beans」 2021.11.16
（テレビ）ちょい足し魔法のワンスパイス 2021.12.4
（テレビ）ZIP! 流行ニュースキテルネ！ 2021.12.15

（テレビ）じゃじゃじゃTV（岩手放送） 2021.12.25

（テレビ）究極クイズつくります 2022.01.16
（新聞）新潟日報社 2022.02.24
（テレビ）朝生ワイド す・またん！ 2022.02.28-03.03



カレーパンを知ってもらう活動：２



カレーパングランプリ２０２２

■趣旨

「いま一番美味しいカレーパンはどれだ？」を合言葉に開催している
カレーパングランプリ。

日本国民が選んだ、カレーパンの最前線にいるベーカリーの存在を
授賞式で讃えつつ、カレーパンの未来と共に歩む我々日本人の未来を

創るため授賞式を開催。

カレーパングランプリを通して、美味しいカレーパンを知ってもらうきっか
け、カレーパンの多様性の認知、カレーパンの地域への浸透、カレーパ
ンの更なるイノベーションを促します。

カレーパングランプリ２０２２



■開催および投票期間

エントリー期間 ：０４月０８日（金）１３時～０４月２４日（日）１３時
予選期間 ： ０４月２５日（月）１３時～０５月０９日（月）１３時
本選期間 ： ０６月０６日（月）１３時～０６月２０日（月）１３時
中間発表 ： ０６月１３日（月）１３時

結果発表 ： ０７月１８日（月）１３時 ※予定

カレーパングランプリ
エントリー
４月８日（金）
～４月２４日（日）
インターネット受付

カレーパングランプリ
予選投票

４月２５日（月）
～５月９日（月）
インターネット投票

結果発表
７月１８日（月）

カレーパングランプリの流れ

中間発表６月１３日（月）

カレーパングランプリ
本選投票
６月６日（月）
～６月２０日（月）
インターネット投票

カレーパングランプリ２０２２ スケジュール



■結果発表と受賞式について

結果発表：７月１８日（予定） カレーパングランプリ発表会場にて

※受賞店様には６月２１日以降に電話にてお伝えします。

授賞式の参加可否：６月２４日までに回答を頂きます。（予定）

賞状・トロフィーの発注：同上
※授賞式の開催時期は現在調整中です。
※スケジュールが変更となった場合は協会ＨＰ、Facebookよりご案内

致します。

カレーパングランプリ２０２２結果発表と受賞式



カレーパングランプリ２０２２ 受賞枠

■受賞枠 （７部門）

①西日本 揚げカレーパン部門 最高金賞 ／金賞
②西日本 焼きカレーパン部門 最高金賞 ／金賞
③東日本 揚げカレーパン部門 最高金賞 ／金賞
④東日本 焼きカレーパン部門 最高金賞 ／金賞
⑤チーズカレーパン部門 最高金賞 ／金賞
⑥キーマカレーパン部門 最高金賞 ／金賞
⑦バラエティ部門 最高金賞 ／金賞



カレーパングランプリ２０２２ 受賞発表



カレーパングランプリ２０２２ 副賞

■カレーパングランプリ受賞 副賞について

◆賞状は無料、トロフィーは、有料にて贈呈いたします
※追加で賞状やトロフィーが必要な場合は、追加注文は可能です。



カレーパングランプリ２０２２ 受賞効果１

【１】：カレーパングランプリ授賞式にて発表

■カレーパングランプリ受賞の効果



カレーパングランプリ２０２２ 受賞効果２

【２】：予選スタートした時から授賞式までメディアが注目をしていただけます。
地方のメディアからの取材も近年増えております。



カレーパングランプリ２０２２ 受賞効果３

【３】：日本カレーパン協会公式HPにて受賞結果掲載 （授賞式後）



カレーパングランプリ２０２２ 受賞効果４

【４】：日本カレーパン協会 facebookページ掲載 （カレーパングランプリ開催中から）



カレーパングランプリ２０２２ 受賞効果５

【５】：受賞した店舗様に
受賞ロゴデータを提供



カレーパングランプリ２０２２ 受賞効果５

【５】：永久的に「カレーパングランプリ２０２２ 最高金賞・金賞受賞」とPRできます



カレーパングランプリ２０２２ 受賞効果６

【６】：パンタジスタ（会員）１７,０００人にメルマガでご案内



カレーパングランプリ
エントリー
４月８日（金）
～４月２４日（日）
インターネット受付

カレーパングランプリ
予選投票

４月２５日（月）
～５月９日（月）
インターネット投票

結果発表
７月１８日（月）

中間発表６月１３日（月）

カレーパングランプリ
本選投票
６月６日（月）
～６月２０日（月）
インターネット投票

カレーパングランプリ２０２２ エントリーについて

エントリー方法



カレーパングランプリ２０２２ エントリー方法１

■エントリーについて

「カレーパングランプリ２０２２」エントリーフォームに必要事項を入力し、

作成したエントリーフォームにカレーパンの画像を添付して登録してく
ださい。

■エントリーの条件

・常設の店舗でカレーパンを販売していること
・店舗で販売されているカレーパンであること
・同じカレーパンでも店名（ブランド名）が違う場合は、ブランドごとにエ

ントリーする
・過去に受賞歴があるカレーパンもエントリーは可能です



カレーパングランプリ２０２２ エントリー方法２ エントリー画面イメージ



カレーパングランプリ２０２２ エントリー方法３

◆エントリーフォームの記入

1. 部門選択 内容により後で変更となる場合がございます

2. 店名 正式名称（原則変更不可） 店舗名は原則入れない

3. 商品名 正式名称（原則変更不可）

4. 商品名カナ
5. 都道府県
6. 住所（市区郡、町村）
7. 番地、建物
8. 店舗写真

9. 商品写真 背景白、文字が含まれることはNG

10.商品PR ２００字まで。越えた場合は切れます。

11.企業名
12.本社住所
13.担当者名
14.メールアドレス
15.電話番号



カレーパングランプリ２０２２ シード権について

■カレーパングランプリのシード権

◆昨年（２０２１年）、各部門で「最高金賞」、「金賞」を受賞した
カレーパンにはシード権がございます
※シードでもエントリーは必須

【ご注意】

①2016年～2020年受賞のカレーパンにはシード権はございません
②シード権は、受賞した「カレーパン」であり、お店に与えられるもの
ではございません

【重要】シード権をお持ちの方もエントリーを行ってください

シード権を使ってカレーパングランプリ２０２２に参加される場合は
エントリーをした後、本選からの参加となります。



カレーパングランプリ
エントリー
４月８日（金）
～４月２４日（日）
インターネット受付

カレーパングランプリ
予選投票

４月２５日（月）
～５月９日（月）
インターネット投票

結果発表
７月１８日（月）

中間発表６月１３日（月）

カレーパングランプリ
本選投票
６月６日（月）
～６月２０日（月）
インターネット投票

カレーパングランプリ２０２２ 予選投票について

予選投票の方法



カレーパングランプリ２０２２ 予選投票の方法１

■予選投票について

日本カレーパン協会のオフィシャルサイトで予選投票のページが準備

されますので、部門ごとに美味しいと思えるカレーパンに投票します。

■予選投票のルール

・ネットを使える人であれば誰でも投票可能です

→ メールアドレスの入力が必要（名前は必要ありません）
・カレーパン検定を受けなくても投票は可能です
・７つの部門、それぞれで１つのカレーパンに投票が可能です

→ １投票１ポイント
・1人が1回しか投票できません



カレーパングランプリ２０２２ 予選投票の方法２



カレーパングランプリ２０２２ 予選投票の方法３

■予選投票期間に行ってもらうこと

・お客様などにお声をかけて多くの方に投票をしてもらって
ください

・お知り合いのメディアの方や、プレスリリースを発信して
いただき、予選中であることをアピールしてください。

※協会においても、ホームページやfacebookページ、メディアへの

アピールなどをサポートさせていただきます。



カレーパングランプリ２０２２ 予選通過後の意思確認

■予選通過後に意思確認のご連絡

◆予選で投票数が多い、選ばれた「カレーパン」のお店に対して、

メールで本選に進まれるかどうかのご確認をさせていただきます。（予選終了３日以内）
※５月１２日までには予選通過のご案内をメールにてお届けいたします！

【本選参加をご希望される方に行ってもらうこと】

①本選参加の申し込みフォームから入力をして登録をお願いします

②本選参加費は、１種類 １１,０００円（税込）となりますので、請求書が届き次第
お振込みをお願いします

※本選申込をされて参加費をお振込みされたところから、カレーパングランプリの
ポスターを郵送とデータ渡しをさせていただきます

※お電話でご連絡をした際に、本選に進まれるかどうかは決めてください



カレーパングランプリ２０２２ 販促物について

カレーパングランプリ
告知ポスター

昨年（２０２１年）の
ポスターデザイン

※ポスターは、１種類の申し込みに
つき５枚のお届けをしております
ポスターのデータもAIデータとPDF

データの２つを準備してお届けして
おります
※６月３日までにポスターは到着予定



カレーパングランプリ
エントリー
４月８日（金）
～４月２４日（日）
インターネット受付

カレーパングランプリ
予選投票

４月２５日（月）
～５月９日（月）
インターネット投票

結果発表
７月１８日（月）

中間発表６月１３日（月）

カレーパングランプリ
本選投票
６月６日（月）
～６月２０日（月）
インターネット投票

カレーパングランプリ２０２２ 本選投票について

本選投票の方法



カレーパングランプリ２０２２ 本選投票の方法１

■本選投票について

日本カレーパン協会のオフィシャルサイトで本選投票のページが準備

されますので、部門ごとに美味しいと思えるカレーパンに投票します。

■本選投票のルール

・ネットを使える人であれば誰でも投票可能です

・カレーパン検定を受けたカレーパンタジスタは１投票が５ポイント

・カレーパン検定を受けていない場合は、メールアドレスの場合は
１投票が１ポイント

・７つの部門、それぞれで１つのカレーパンに投票が可能です
・1人が1回しか投票できません



カレーパングランプリ２０２２ 本選投票の方法２



◎一般的な投票を行う方法

各端末から
公式サイトにアクセス

カレーパングランプリ
投票のページから入力

１ポイント
の投票

◎５ポイントの投票を行う方法

各端末から
公式サイトにアクセス

カレーパン検定を受けて
パンタジスタになる

認定アドレスから
投票の入力をする

５ポイントで

投票ができる

カレーパングランプリ２０２２ 本選投票の方法３



カレーパングランプリ２０２２ 本選投票の方法４

■本選投票期間に行ってもらうこと

・ポスターやPOPなどを上手く活用してカレーパングランプリ参戦のこと

をアピールしてください

・カレーパン検定を受けていただくと５ポイントなので、出来る限り手間

がかかりますがカレーパン検定を受けていただけるようにしてくださ
い

・地方のメディアからの問い合わせも増えてくるかと思いますので、
メディア対応も行っていただき、更に広くカレーパングランプリ参戦を

知っていただけるようにお願いします（忙しい中本当にすみません）



カレーパングランプリ２０２２ 中間発表について

■中間発表について

時期 ： 本選が始まって８日目の６月１３日に中間発表が行われます。

掲載 ： 日本カレーパン協会のホームページにて中間発表を行わせて
いただきます （午後１時前後の予定）

内容 ： ７つの部門、それぞれベスト５を発表します

※例年、この中間発表から巻き返しがありますので、あくまでも目安とし

てください！



カレーパングランプリ２０２２ 本選終了後について

■本選終了後に受賞のご連絡

◆本選で投票数が多い、選ばれた「カレーパン」のお店に対して、

メールで受賞をされたことのご案内をさせていただきます。（本選終了３日以内）
※６月２３日までには受賞のご案内をメールにてお届けいたします！

【重要】この時点で最高金賞か金賞かはお伝えしておりません（７月１８日までお伝えはしません）

【授賞者様アンケートの内容】

◆授賞者様アンケートに必ずお返事をお願いします
①有料のトロフィーを希望するかどうか？ 希望本数？ （１本 13200円（税込））
②賞状は１枚が無料となりますが、追加希望されるかどうか？（１枚 1100円（税込））

③７月１８日の授賞式に参加されるかどうか（２名まで参加可能）

※７月１８日の授賞式で賞状とトロフィーをお渡しするために、早めの申し込みが

必要となります。６月２６日までにトロフィーの申し込みをいただいた場合は、
授賞式までにトロフィーがお渡し可能です



カレーパングランプリ２０２２ 本選最終最高金賞審査について

受賞上位カレーパンの実食最終審査を現在検討中
（得票数にて確定した、金賞受賞カレーパンの内、
上位1/3を試食審査し、最高金賞を決定）

現段階ではまだ未確定の為、やるやらないを含め、
確定し次第ホームページにて連絡します。



カレーパングランプリ
エントリー
４月８日（金）
～４月２４日（日）
インターネット受付

カレーパングランプリ
予選投票

４月２５日（月）
～５月９日（月）
インターネット投票

結果発表
７月１８日（月）

中間発表６月１３日（月）

カレーパングランプリ
本選投票
６月６日（月）
～６月２０日（月）
インターネット投票

カレーパングランプリ２０２２ 授賞式について

授賞式について



カレーパングランプリ２０２２ 授賞式について

■授賞式について

日時：２０２２年７月１８日（月） １３時開催予定

場所：大崎ブライトコアホール
東京都品川区北品川5丁目5-15 大崎ブライトコア3F

準備物： ①受賞したカレーパンを５個郵送かご持参ください（メディア対応用）
②ユニフォーム（お仕事で使用されているもの）

配布物： パンフレット５部
賞状 １枚、賞状用筒１本 （追加で発注された場合は追加分をお渡しとなります）

手提げ袋 １枚



一般社団法人日本カレーパン協会

スポンサー賞
２０２２説明会



スポンサー賞２０２２ スケジュール

◆エントリー期間 ：０５月１０日（火）～０５月１６日（月）
※専用Webページから出展者がエントリー

◆サンプル商品提供 ：０５月１１日（水）～ ５月２０日（金）
※専用Webで選択したサンプル商品をお届け

◆試食審査会 ：０６月上旬

◆結果発表 ：０７月１８日（月）※予定

スポンサー賞
エントリー

５月１０日（火）～５月１
６日（月）

インターネット申込

スポンサー賞
試食審査会
６月上旬予定
試食会にて審査

結果発表
７月１８日（月）
授賞式

※協会ホームページ

スポンサー賞の流れ



Q・B・B賞
六甲バター株式会社



会社概要

社名 六甲バター株式会社
ROKKO BUTTER CO.,LTD.

設立 昭和23年12月13日

資本金 28億4,320万円

東京証券取引所第1部上場

年商（連結） 549億 4,800万円（2020年）

従業員 430名（2020年12月末現在）

本社 神戸市中央区坂口通1丁目3番13号

TEL. (078)231-4681 （代表）
FAX. (078)231-4678

支店 東京・名古屋・大阪

その他営業所・出張所を設置

工場 稲美工場・長野工場・神戸工場

主な事業内容

•チーズ及び乳等を主原料とする食品の製造と販売
•ナッツ・デザート・チョコレート・マーガリン等の販売

神戸工場 (兵庫県神戸市)



沿 沿革

農林省指定のマーガリン工場として平和油脂工業株式会社設立

六甲バター株式会社と社名変更

オーストラリアから輸入した原料チーズでプロセスチーズを
生産、Q・B・Bブランドで日本全国に発売

世界で最初のスティックチーズを開発、発売

大阪証券取引所第2部上場

三菱商事株式会社と販売提携 日本で最初のスライスチーズを開発、発売

ベビーチーズを発売、Q・B・Bナッツを発売

Q・B・Bレアチーズケーキを発売

第24回モンドセレクションでレアチーズケーキ、
スライスチーズ、ポコットチーズが金賞を受賞

スイスのリンツ＆シュプルングリー社と日本における同社製
チョコレート製品の独占輸入販売権契約を締結

ＩＳＯ９００１を取得

ＩＳＯ１４００１を取得

１９４８
１９５４

１９５８

１９６０
１９６３
１９７１
１９７２

１９８２
１９８５

１９８９
２０００
２００１

売上高１００億円突破 1975
1972売上高５０億円突破

1990売上高２００億円突破

2000売上高３００億円突破

売上高３５０億円突破 2006

1992売上高２５０億円突破

1981売上高１５０億円突破

２００８創立60周年、稲美工場に第５プラントを新設

２０１０
２０１２

神戸市立六甲山牧場に、六甲山Ｑ･Ｂ･Ｂチーズ館オープン

大阪証券取引所 第1部上場
２０１３東京証券取引所 第1部上場 2014 売上高４００億円突破

２０１９チーズの生産体制の強化をはかるため神戸工場を新設
売上高４5０億円突破2015
売上高５００億円突破2018

２０２０

Company History



事業内容

2020年売上構成

部門

売上高

（百万
円）

構成比（％）

チーズ 52,282 95.1％

ナッツ 714 1.3％

チョコレートその他 1,950 3.6％

合計 54,948 100.00％

2020年売上額構成比

チーズ

95.1%

ナッツ

1.3%
チョコレートその他

3.6%



Q・B・B賞 対象商品（８アイテム）

■Q・B・B賞２０２２「対象商品について」
Q・B・B様の業務用チーズは次の７アイテムです。

【1526】
ダイスカットチーズ８
（１㎏）

【1883】
食物繊維＆減塩カット
チーズ５

【1530】
カットスライスチーズ
７４着色

【1854】
クリームチーズソフト
３００ｇ

【1549】
チーズ味スティック１８

（３０本）

【1778】
ゴルゴンゾーラ入り

チーズソース６０

【1873】
のび～るステック

チーズ４５



Q・B・B賞２０２２ 対象商品（詳細情報１）

■Q・B・B賞 対象商品スペック

※1kgタイプが対象です。



Q・B・B賞２０２２ 対象商品（詳細情報２）

■Q・B・B賞 対象商品スペック



Q・B・B賞２０２２ 対象商品（詳細情報３）

■Q・B・B賞 対象商品スペック

※300gタイプが対象です。



Q・B・B賞２０２２ 受賞効果

◆カレーパングランプリの【１】～ 【９】の
効果にプラス

【１０】：Q・B・B様とのコラボ企画が生まれます

【１１】：Q・B・B様よりPRをしていただけます



SHOWA賞
昭和産業株式会社



ＳＨＯＷＡ賞について

■ＳＨＯＷＡ賞について
2021年よりスポンサー賞『ＳＨＯＷＡ賞』を新設致しました。
ＳＨＯＷＡ賞につきましては、昭和産業様のＳベーカリーオイル（フライ油）と、
まめたん（⼤⾖ミート）を⽤いた創作揚げカレーパンを作成いただき、
カレーパングランプリ2022にて、SHOWA賞受賞カレーパンとして発表致します。
※Ｓベーカリーオイルとまめたん双⽅の製品を必ずご使⽤の上、エントリーをお願い致します！

ＳＨＯＷＡ賞 最⾼⾦賞
⾦賞



昭和産業株式会社様について

社名
昭和産業株式会社
設⽴
1936年2⽉18⽇
資本⾦
14,293百万 東京証券取引所第1部上場※2022年4⽉4⽇よりプライム市場
年商（連結）
2,560億（2021年度3⽉期）
従業員（連結）
2,899名（2021年3⽉末現在）
本社
東京都千代⽥区内神⽥２−２−１
TEL.03-3257-2011（代表）
⽀店
東京・⼤阪・名古屋 その他営業所・出張所を設置
⼯場
⿅島⼯場、神⼾⼯場、船橋⼯場 他

昭和産業は
〜穀物ソリューション・カンパニーです！！〜



⾷⽤油

糖化製品

⼩⻨粉

配合飼料

パスタ

プレミックス

＊画像は弊社製品です。

⼤⾖ミート

冷凍⾷品

〜穀物から様々な製品を製造しております！〜

昭和産業株式会社様 ～主力事業～



製品

⼀
般
消
費
者

ス
"
パ
"

ド
ラ
&
グ
ス
ト
ア

コ
ン
ビ
ニ

製パン

製麺

製菓

飲料

冷⾷
外
⾷

付
加
価
値 調味料

畜産

穀物 加⼯業者 流通

昭和産業株式会社様 主力事業昭和産業株式会社様 ～事業内容～



■ＳＨＯＷＡ賞 対象商品について
昭和産業様の対象商品は次の２つです！

Ｓベーカリーオイル（フライ油）
～４ｋｇ×３袋/ケース～

まめたん（大豆ミート）
～２００ｇ １袋～

⽇本カレーパン協会認定のフライオイル
油染みの少なさとサクサク感が継続！

今流⾏りの⼤⾖ミート
⼿軽な２００ｇタイプです！

ＳＨＯＷＡ賞について ～対象商品～



液体油脂

資材① 資材②

液体油に
独⾃技術を活⽤

固形油脂の効果を持ちながら、油の流動性を維持する

特許取得！第6868722号

ＳＨＯＷＡ賞2022 対象商品～Sベーカリーオイル～

〜当社独⾃技術の半流動状油脂〜

Sベーカリーオイル

対象商品 ～Sベーカリーオイル～



■Ｓベーカリーオイルの製品特⻑

油染み抑制効果

⾷感維持

作業性良好

l ⽣地がベタつかず、油っぽさを軽減！

l 液体油脂より⽣地のサクサク感が⻑持ち！

l 液体状態なので簡単にフライヤーへ投⼊可能！
l 低温下でも固化せず流動性が良好！

対象商品 ～Sベーカリーオイル～



■Ｓベーカリーオイルの製品特⻑〜油染み抑制〜

カ
レ
#
パ
ン
の
油
染
み

0

0.5

1

1.5

コントロール 試験区1 試験区2

(g
)

24時間後染み出し量（n=2）

液体油脂 Sベーカリー

オイル

固形油脂
（ショートニン

グ）

油染みを解決し、⽣地のベタつき・油っぽさを軽
減！！

＊画像はイメージ図です。

＊当社試験による⽐較。
油染み抑制効果は液体油脂と⽐較し発揮されます。

対象商品 ～Sベーカリーオイル～



■Ｓベーカリーオイルの製品特⻑〜⾷感維持〜
⽣地のサクサク感が⻑持ちします！！

官能評価 機械測定

＊当社試験による比較。

食感維持効果は液体油脂と比較し発揮されます。

Sベーカリー
オイル

液体油

官能点数

対象商品 ～Sベーカリーオイル～



12㎏/ケース

■Ｓベーカリーオイルの製品特⻑〜作業性良好〜
軽くて液体状なのでフライヤーへの投⼊が簡単！！

重い….

すくうのは⾯倒….

こんな悩み
のある⽅へ

＊画像はイメージ図です。

軽い！簡単！

4㎏/袋

液体状なので一気に投入

対象商品 ～Sベーカリーオイル～



■まめたんの製品特⻑
たんぱく質や⾷物繊維

がたっぷり！
まめたん100gあたり、たんぱく質47.5g、⾷物繊維14.6g
含有。植物性だから動物性脂肪ゼロで、コレステロール
もゼロ。

使い⽅簡単！
⽔でもどして3分！

⽔でもどすだけでひき⾁の代わりに！
⼿間も時間もかからず、ひき⾁と同じように様々な料理
が作れます。

保存に便利なチャック付
スタンディングパウチ！
使いたい時に使いたい分だけ使えるので、少量使⽤にも
おすすめ。スタンディングパウチで計量するときもラク
ラク。

挽⾁の代わりやフライの⾐に！

対象商品 ～まめたん～



Sベーカリーオイル まめたん

新たな揚げカレーパンを創作！！

ＳＨＯＷＡ賞について ～まとめ～



この２つの製品を使⽤した、
創作揚げカレーパンのご出品を

お待ちしております！



SHOWA賞2022 受賞効果❶

◆カレーパングランプリの【１】〜 【９】の効果にプラス

【１０】：昭和産業様よりの商品サポート

穀物ソリューション・カンパニーの知⾒を活かし
ベーカリー様の様々な悩みをサポートします！

【１１】：昭和産業様とのコラボ企画のご紹介

〜その①〜
⼤⾖ミートまめたんコラボプレゼント企画を実施
店舗⽤イベント告知ポスターや専⽤レシピを作成！
売上UPに繋がる⼤⾖ミートを試せるプレゼン企画で
店舗を盛り上げます！
※2021年4件・2022年1件実施

〜その②〜
⽇本カレーパン協会唯⼀の認定オイル
Ｓベーカリーオイルご使⽤ベーカリー様へ
「⽇本カレーパン協会認定」シールを協賛！
※2021-22年希望ベーカリー様にて実施

販促物サンプル



SHOWA賞2022 受賞効果❷

◆カレーパングランプリの【１】〜 【９】の効果にプラス

【１２】：昭和産業様よりベーカリー様をＰＲ

〜その①〜
各種⾷品業界向け展⽰会にてグランプリ受賞カレーパン
試⾷会＆ベーカリー様ＰＲの場の創出

※2022年02⽉16-18⽇
幕張メッセ開催 来場者数42,885名

デリカテッセントレードショーにて3⽇間⽇替わりでＰＲ

〜その②〜
スポンサー賞受賞ベーカリーご紹介パンフ＆ＭＡＰの
作成及び配布
ベーカリー様ご紹介パネルによるＰＲの実施

※2022年02⽉16-18⽇
幕張メッセ開催 来場者数42,885名

デリカテッセントレードショーにて3⽇間ＰＲ

2022年02月16-18日
デリカテッセントレードショー＠幕張

メッセ

販促物サンプル



日清製粉プレミックス賞

日清製粉プレミックス株式会社



製粉事業
日清製粉㈱

食品事業(加工・酵母・健食）
株式会社日清製粉ウェルナ

オリエンタル酵母工業㈱
日清ファルマ㈱

その他事業
（エンジニアリング・メッシュクロス）

日清エンジニアリング㈱

㈱日清NBCメッシュテック

日清製粉プレミックス株式会社① グループ説明

日清製粉、日清製
粉ウェルナから始
まったミックス粉
事業に特化した会
社です

中国、タイ、ベトナム
インドネシア

東京、名古屋（工場
含）、大阪、福岡

海外拠点 国内拠点

プレミックス事業
日清製粉プレミックス㈱

中食・惣菜事業
トオカツフーズ㈱

㈱ジョイアス・フーズ
イニシオフーズ㈱

「日清製粉プレミックス㈱」は業務用プ
レミックス事業を展開する「日清製粉グ
ループ」の事業会社のひとつです。
長年にわたって蓄積してきた小麦粉や
ミックス粉の知見をベースに、業界トッ
プクラスの課題解決力で、お客様のお手
伝いを致します。

日清製粉プレミックス会社説明



日清製粉プレミックス会社説明

日清製粉プレミックス株式会社② 親会社社名変更について（日清フーズ⇒「日清製粉ウェルナ」）



日清製粉プレミックス株式会社③ 企業概要

【社名】
日清製粉プレミックス株式会社

【業務内容】
業務用プレミックスの製造販売

（ブレッダー・バッターミックス、ベーカリーミックス、

ドーナツミックス、ケーキミックス 他）

【本社所在地】
〒103-8544 東京都中央区日本橋小網町19-12
TEL:03-5641-8201 

【取締役社長】
上條 天

【設立】
2012（平成24）年10月1日

【資本金】

400百万円

【国内拠点】
東京、名古屋（工場含）、大阪、福岡

【海外拠点】
中国、タイ、ベトナム、インドネシア

日清製粉プレミックス会社説明



日清製粉プレミックス会社説明

日清製粉プレミックス株式会社④ 沿革



日清製粉プレミックス株式会社⑤ 取り扱い商品例1

【ドーナツミックス】

ケーキドーナツ
（25㎏/袋）

もちもちケーキドーナツ
（25㎏/袋）

オールドファッション
（25㎏/袋）

クリンクルドーナツ
（25㎏/袋）

フレンチクルーラー
（10㎏/袋）

イーストドーナツ
（２５㎏/袋）

【ベーカリーミックス】

菓子パン
（10㎏/袋）

ホテル食パン
（10㎏/袋）

米粉パン
（10㎏/袋）

糖質制限パン
（10㎏/袋）

フランスパン
（10㎏/袋）

アルプス蒸しパン
（20㎏/袋）

ポンデケージョ
（10㎏/袋）

メロン皮
（25㎏/袋）

日清製粉プレミックス 取り扱い商品例１



日清製粉プレミックス株式会社⑥ 取り扱い商品例2

【シュガーグレーズ】

ドーナツシュガー
（10㎏/袋）

コーティングシュガー
（2㎏ｘ6/箱）

【和洋菓子ミックス】

仕上げ名人
※泣きにくいタイプ
（10㎏/袋）

グレーズ
（10㎏/袋）

【フードサービス】

お好み焼き・たこ焼き
（10㎏/袋）

たこ焼き
（10㎏/袋）

ケーキマフィン
（10㎏/袋）

しっとりケーキ
（20㎏/袋）

たまごパン
（20㎏/袋）

もちもちシュー
（20㎏/袋）

どら焼き
（10㎏/袋）

もちもち饅頭
（20㎏/袋）

たい焼き・大判焼き
（25㎏/袋）

ホットケーキ・パンケーキ
（10㎏/袋）

シフォンケーキ
（10㎏/袋）

日清製粉プレミックス 取り扱い商品例２



昨年受賞した作品の数々

特別金賞受賞

東京マリオットホテル様

海老グリーン
カレーパン

金賞受賞

ピーターパン様

カリカリお月見
カレーパン

金賞受賞 特別賞

大黒天物産様 レフボン様

カレーライスの入った
おおきなカレーパン

極うま甘口カレー



カレーパングランプリエントリー商品

用途： 即揚げもちもちカレーパンミックス

特徴： 成形冷凍状態でフライすることで効率よく
カレーパンが手軽に製造できます

原材料名：澱粉、小麦粉、砂糖、その他／加工でん

粉、ベーキングパウダー、カゼインナトリ
ウム、乳化剤、（一部に小麦・卵・乳成分・
大豆を含む）

品番：２２S

■今回のグランプリには、下記いずれかの商品を使用してご参加下さい。
※勿論両方のミックスを使って２種類ご応募頂いても結構です。

■その他の制約はございません。思う存分に腕を振るってエントリー下さい！

日清製粉プレミックス賞2022 対象商品

品番：２０J
用途： 国内麦小麦粉使用イーストドーナツミッ

クス

特徴： 国内麦小麦粉を使用したイーストドーナ
ツミックスです。ふんわり・もっちりした食
感のイーストドーナツが製造できます。

原材料名： 小麦粉、砂糖、ショートニング、その他
／ベーキングパウダー、乳化剤、糊料
（アルギン酸エステル、グァーガム）、ビ

タミンＣ、 （一部に小麦・乳成分・大豆を
含む）

※参加をご希望されるお得意先様は、①エントリー期間中にカレーパン協会のHPよりエントリー頂き、
②同協会の専用フォームから上記サンプルのお取り寄せをご依頼下さい（通常依頼を受けてから２
～３営業日以内にお届け致します）。



一般社団法人日本カレーパン協会

スポンサー賞２０２２まとめ



スポンサー賞２０２２ スケジュール

◆専用Webページから

出展者がエントリー

スポンサー賞
エントリー

５月１０日（火）～５月１
６日（月）

インターネット申込

スポンサー賞
試食審査会
６月上旬予定
試食会にて審査

結果発表
７月１８日（月）
授賞式

※協会ホームページ

スポンサー賞の流れ



スポンサー賞 エントリーの流れ１

サンプル申し込み
必要項目の入力
※文字の間違いがないように
入力をお願いします

①QBB賞・SHOWA賞・日清製粉
プレミックス賞の３つのスポン

サー賞から希望するものを選び
エントリーを行ってください。

※エントリーは１つでも、全てにエントリーも可能で
す。

※スポンサー賞の申し込みと一緒に、サンプル申
込専用ページからサンプル品のお申込みを行って
ください。



②エントリー後に、スポンサーからサンプル品が届きます

スポンサー賞 エントリーの流れ２

③サンプル品を使って、カレーパンの創作を行ってください
※サンプル品が足りない時は、再度依頼をすることが可能です

④審査会に提出するカレーパンが完成したら下記をお知らせ
ください
（店名、担当者、カレーパン名、カレーパン画像、カレーパンの特徴２００文字）

※サンプル商品提供 ：０５月１１日（水）～ ５月２０日（金）



スポンサー賞２０２２ スケジュール

スポンサー賞
エントリー

５月１０日（火）～５月１
６日（月）

インターネット申込

スポンサー賞
試食審査会
６月中旬

試食会にて審査

結果発表
７月１８日（月）
授賞式

※協会ホームページ

スポンサー賞の流れ

SHOWA賞審査会 ６月１４日（火）
日清製粉プレミックス賞６月１５日（水）
QBB賞審査会 ６月１６日（木）

試食審査会開催日



スポンサー賞２０２２ 授賞式

■授賞式について

日時：２０２２年７月１８日（月） １３時開催予定

場所：大崎ブライトコアホール
東京都品川区北品川5丁目5-15 大崎ブライトコア3F

準備物： ①受賞したカレーパンを５個郵送かご持参ください（メディア対応用）
②ユニフォーム（お仕事で使用されているもの）

配布物： パンフレット５部
賞状 １枚、賞状用筒１本 （追加で発注された場合は追加分をお渡しとなります）

手提げ袋 １枚



スポンサー賞２０２０ 副賞

■スポンサー賞受賞 副賞について

◆トロフィー１本と賞状１枚は、スポンサーから贈呈されます。
※追加で賞状やトロフィーが必要な場合は、追加注文は可能です。



カレーパングランプリ２０２２ 質疑応答

■質疑応答

ここまでのご説明につきまして、質問がある方は挙手をお願い致します。
※zoomのチャットに書き込みいただいても結構です。

後日、ご質問がある方は jimukyoku@currypan.jp まで
お問い合わせください。

mailto:jimukyoku@currypan.jp


一般社団法人日本カレーパン協会

ご清聴ありがとう
ございました


