第１期＿推奨製品一覧 【５５社 １５６製品】

受賞企業５０音順

企業名

製品名

ア

井村屋製菓
エイショク
大阪第一食糧
オシキリ食品

カ

鹿児島パールライス

大豆屋和蔵 大豆ッ子 シール１２０ｇ
水戸産小粒納豆
無洗米タワラ印ハイゴールド２１
十勝納豆（45g×3）
十勝納豆小粒（40g×3）
北海道納豆（50g×3）
わさび納豆（40g×3）
十勝ひきわり納豆（40g×2）
ＢＧ県内ヒノヒカリ
ＢＧ夏の新米
絹ごし豆腐
サガ豆腐
もめん豆腐
２４時間熟成精米 長崎県壱岐産天日干しこしひかり
２４時間熟成精米 長崎県特別栽培米にこまる
２４時間熟成精米 佐賀県唐津産特別栽培米夢しずく
もみ太郎
会津産大豆こすず納豆
とがずに炊ける無洗米 胚芽米宮城ひとめぼれ
とがずに炊ける無洗米 栃木コシヒカリ
とがずに炊ける無洗米 新潟コシヒカリ
無添くら寿司用寿司米（無洗米）
とがずに炊ける無洗米 秋田あきたこまち
はんなりもめん
すっぴんやっこ
まったりおぼろ
ナカセンナリもめん豆腐
ＢＧ京都こしひかり５Ｋｇ
ＢＧあきたこまち５Ｋｇ
サンライス無洗米 特別栽培米仁井田米香り米入り
サンライス無洗米 高知県産コシヒカリ
サンライス無洗米 高知県三原村産コシヒカリ
サンライス無洗米 清流の里米香り米入り
サンライス無洗米 ひのひかりブレンド香り米入り
ＢＧ無洗米 高知コシヒカリ
ＢＧ無洗米 高知ヒノヒカリ
ＢＧ無洗米 仁井田米
ＢＧ無洗米 仁井田米香り米入り
ＢＧ無洗米 新潟コシヒカリ
ＢＧ無洗米おくさま印 新潟こしひかり
ＢＧ無洗米おくさま印 秋田県あきたこまち
ＢＧ無洗米おくさま印 富山県こしひかり
ＢＧ無洗米おくさま印 大阪ミュージアム
おくさま印 発芽玄米兵庫県丹波産こしひかり
あらったくん富山コシヒカリ
特別栽培米米社氏新潟コシヒカリ
水田環境鑑定米大山の郷鳥取コシヒカリ
水田環境鑑定米夕映えの郷秋田あきたこまち
滋賀県環境こだわり農産物滋賀コシヒカリ
一力納豆
しその香納豆
五箇山堅豆腐
日本の大粒
都納豆
地から自慢小粒カップ
日本の黒豆
国産大粒納豆（カップ）
国産黒豆の煮豆無添加１５０ｇ
国産特別栽培大豆納豆
静岡県産黒大豆の大粒納豆
ホタル舞う米
美味しい絹ごしとうふ
美味しい木綿とうふ
美味しい豆しぼりとうふ
国産大豆なめらかとうふ
四季とうふ
国産有機小粒納豆（50g×2）
ＢＧ新潟コシヒカリ
ＢＧばかうけ
ＢＧコシヒカリ複数原料米
ＢＧ味自慢
ＢＧあきたこまち複数原料米
新潟佐渡コシヒカリ 朱鷺と暮らす郷づくり認証米
兵庫但馬コシヒカリ コウノトリ育むお米
京都丹後与謝野町コシヒカリ 天橋立と歩むお米
宮城ササニシキ 産地限定米ササニシキ物語
おらが納豆
越の錦米こしひかり（ＢＧ無洗米）

片岡商店
唐房米穀

元祖白糸本舗
木徳神糧

久在屋

京山
高知食糧

全国農業協同組合連合会 高知県本部

幸南食糧

幸福米穀

小金屋食品
五箇山特産組合ねこのくら工房
小杉食品

こだわりの味協同組合
サ

佐藤農園noBo★te★Ru
さとの雪食品

菅谷食品
千田みずほ

全農パールライス 東日本

タ

大豆工房おらが
高田食糧

［1／2］
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タ

製品名

タカラ米穀

ＢＧ無洗米 宮城県産ひとめぼれ
ＢＧ無洗米 宮城県産ササニシキ
農薬化学肥料不使用あいがも農法米ひとめぼれ
特別栽培米 宮城県加美町産ひとめぼれ
特別栽培米 宮城県加美町産ひとめぼれ金芽米
特別栽培米 兵庫県但馬産こしひかり（減農薬）
特別栽培米 兵庫県但馬産こしひかり（無農薬）
魚沼産こしひかり１等米「金芽米」
魚沼産こしひかり１等米「無洗米」
和きぬこし
和もめん
青大豆きぬこし
黒大豆きぬこし
御とうふ（絹）
御とうふ（クレソン）
絶品豆腐
金芽米 ＪＡ秋田おばこ米
業務用 金芽米
金芽米 ＡＢＣ Ｃｏｏking Ｓｔｕｄｉｏ
富士山環境保全のお米
東都生協 金芽米 長野コシヒカリ
本作り
遊作
登小粒納豆
喜大粒納豆
和ひきわり納豆
地大豆とうふ 絹
地大豆とうふ 木綿
地大豆くみ出しとうふ
愛と米ほたる米 ＪＡ松本ハイランド産こしひかり
ＢＧ無洗米 備蓄王ほたる米松本産こしひかり
ＢＧ無洗米 筑北産はざかけ米こしひかり
ＢＧ無洗米 業務用長野産こしひかり
ＢＧ無洗米 金芽米長野産こしひかり
ＢＧ無洗米 石川産こしひかり
ＢＧ無洗米 富山産こしひかり
ＢＧ無洗米 こしひかり（黄金）
ＢＧ無洗米 こしひかりブレンド（ハート）
ＢＧ無洗米 きらり無洗米
ＢＧ無洗米 山形はえぬき
金芽米 福島県阿武隈コシヒカリ
彩の国なっとう
国産大豆カップ納豆
金芽米 秋田あきたこまち
金芽米 岩手ひとめぼれ
金芽米 宮城ひとめぼれ
ＢＧ無洗米 滋賀ヒノヒカリ
ＢＧ無洗米 宮城ササニシキ
～手植え・手刈り・天日干し～お陽さまいっぱい米
能登の風コシヒカリ
ほっかほっか亭 ＢＧ製 愛情米
ＢＧ無洗米 環境こだわり米（滋賀）こしひかり
ＢＧ無洗米 環境こだわり米（滋賀）秋の詩
エコ・チャレンジＪＡささかみこしひかり無洗米
コア・フードＪＡささかみこしひかり
トキを育むお米（佐渡こしひかり）
うめてば豆腐
あずさ発芽玄米特別栽培米
おまめさん こんぶ豆
新潟産コシヒカリ有機栽培米
新潟産コシヒカリ特別栽培米
魚沼産コシヒカリ特別栽培米
発芽玄米入り小粒納豆
無洗米 ＧＡＰ山形はえぬき
無洗米 新潟コシヒカリ
無洗米 栃木なすのコシヒカリ
無洗米 岩手ひとめぼれ
無洗米 北海道ふっくりんこ
安曇野納豆
古今納豆
しっかり小粒納豆
やさと納豆
これがやさとの恵みだ。
紀州てまり豆腐
極
納豆旨造
ゴールドＡ
納豆職人

たじま農業協同組合
ディノス
寺田商店

どうし食と農の環
とうふの喜八
トーヨーライス

登喜和食品

栃木屋
ナ

中島屋降旗米穀

中橋商事

中山物産
日東食品
ニュー・ノザワ・フーズ

ハ

農園 槇ノ泉
能登わかば農業協同組合
ハークスレイ
パールライス滋賀
パルシステム 生活協同組合連合会

ファインフーズ
フジッコ
北越農林

マ

保谷納豆
ミツハシ

村田商店
ヤ

受賞企業５０音順

企業名

やさと農業協同組合
山口食品
山下食品

［2／2］

