
第２期＿授賞製品一覧  【９７社　２６３製品】 授賞企業５０音順

企業名 製品名

ア 秋山農園 おばあちゃんちの梅干し
あづま食品 特別栽培　国産小粒納豆

黒豆小粒なっとう
国産なっとうしょうりゅう
舌鼓
舌鼓カップ

イ 伊豆食文化公園 伊豆食の味噌
いなみの里梅園 はちみつ入り味梅

優梅（すぐれうめ）
芋慶 芋次郎
岩本食品 国産大豆　木綿豆腐

国産大豆　絹ごし豆腐
タレ付き２個分手盛り豆腐二個

ウ 魚沼コシヒカリ.com 無農薬魚沼コシヒカリ玄米
ウメタ 特選紀州南高梅はちみつ二段仕込み（９０ｇ）

特選紀州南高梅はちみつ二段仕込み（２８０ｇ）
エ エイショク 茨城県産納豆小粒
オ 大潟村あきたこまち生産者協会 大潟村産　こだわり発芽玄米

オーガニックライフ八ヶ岳 あいがも栽培　古代米餅
大久保豆腐店 東海七福神弁天とうふ

てらしたとうふ
豆乳入り　よせ豆腐
ざる豆腐
無洗米タワラ印ハイゴールド２１

岡畑農園 幻の梅１Ｋｇ
うまい梅１Ｋｇ
庭園梅しそ漬け１Ｋｇ
かつお風味味小町１Ｋｇ
恋梅１Ｋｇ

奥美濃しろとり物産センター 延年しそ漬け梅
オシキリ食品 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）

おとうふ工房いしかわ 極　笊豆腐
カ かぐや姫生産組合 炒豆有機手実米かぐや姫

片岡商店 サガ豆腐
絹ごし豆腐
もめん豆腐

唐房米穀 ２４時間熟成精米　長崎県壱岐産天日干しコシヒカリ
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

元祖白糸納豆 会津産大豆こすず納豆
キ 木徳神糧 宮城ひとめぼれ胚芽米

栃木コシヒカリ
秋田あきたこまち
新潟コシヒカリ
無添くら寿司用寿司米（無洗米）

きむら食品 うさぎ有機こがねもち
うさぎ発芽玄米もち

久在屋 すっぴんやっこ
はんなりもめん
まったりおぼろ

郷学の里 寄せ豆腐
味噌「無」シリーズ　麦麹
生しょうゆ「無」シリーズ
梅干（白加賀）「無」シリーズ

共生食品 水切り豆腐（もめん）
京都マルケイ漬物 根活健康米（玄米）

根活健康米（精白米）
京山 ＢＧ京都こしひかり５Ｋｇ

ＢＧ秋田小町５Ｋｇ
ク くすむら おぼろ豆腐

よせ豆腐
大袖の舞　木綿豆腐
大袖の舞　絹こし豆腐

久保食品 ナカセンナリもめん豆腐
大豆ぎっしり

コ 糀屋三郎右衛門 京の里
すずしろの里
米寿
おふくろ自慢
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コ 全国農業協同組合連合会　高知県本部 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

幸南食糧 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　コウノトリ育むお米
おくさま印　発芽玄米兵庫県丹波産こしひかり

小金屋食品 しその香納豆
一力納豆

農業組合法人五箇山特産組合　ねこのくら工房 五箇山堅豆腐
コジマフーズ 有機活性発芽玄米

有機玄米もち
有機玄米よもぎもち
有機白もち

小杉食品 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）
国産有機カップ納豆２Ｐ
特栽小粒カップ納豆２Ｐ
国産ＤＣ１５菌納豆
国産小粒納豆３Ｐ
国産中粒納豆３Ｐ

サ 佐藤農園　noBo★to★Ru ホタル舞う米
郷学の里 納豆（大粒）
さとの雪食品 国産大豆　寄せ盛り

国産大豆なめらかとうふ
四季とうふ
美味しい絹ごしとうふ
美味しい木綿とうふ

シ 新生産業 新潟のごぼう味噌
ス 菅谷食品 国産有機小粒納豆５０ｇ×２

国産有機大粒納豆５０ｇ×２
セ 千田みずほ ＢＧ味自慢

ＢＧばかうけ
ＢＧ新潟コシヒカリ
ＢＧコシヒカリ複数原料米
ＢＧあきたこまち複数原料米

タ 大豆工房おらが おらが納豆
高田食糧 ＢＧ無洗米
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
生産者限定　特別栽培米　宮城県加美町の近田利樹さんが丹精込めて作った米　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

たけのこや 小梅干し
大梅干し
しそ梅干し

たじま農業協同組合 特別栽培米　兵庫県但馬産こしひかりコウノトリ育むお米（減農薬）
特別栽培米　兵庫県但馬産こしひかりコウノトリ育むお米（無農薬）

玉松味噌醤油 本場仙台　無添加減塩味噌
一目千本桜　吟醸みそ
一目千本桜　醤油

チ チョーコー醤油 長崎麦味噌　限定仕込
輝麦（てるむぎ）
超特選　二段仕込み　丸大豆醤油
木樽仕込　国産丸大豆使用醤油

ツ 鶴味噌醸造 無添加あわせ　鶴
五穀みそ
金山寺みそ

テ ティエムアマドック大阪比内や 大阪比内や　卵かけごはんのしょうゆ
ディノス 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
てらがき農園 農薬を使用していない南高梅（昔梅）

農薬を使用していない南高梅（小梅）
農薬を使用していない南高梅（味梅）
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ト どうし食と農の環 御とうふ（絹）
御とうふ（木綿）
御とうふ（クレソン）

豆風花 和きぬこし
和もめん
青大豆きぬこし
黒大豆きぬこし

豆豊富　小堂食品 壽　汲みたま豆腐
壽　堅豆腐
壽　紅白お祝い豆腐
おおだるま１００％　絹豆腐
おおだるま１００％　木綿豆腐

とうふ屋しろ すくい豆腐
絹こし豆腐
青大豆絹こし豆腐
黒大豆絹こし豆腐

トーヨーライス 東都生協　金芽米　長野県産コシヒカリ
金芽米　ＪＡ秋田おばこ米
業務用金芽米
富士山　環境保全米
大和ひみこ米
金芽米　特別栽培米
道とん掘　金芽米
ファミリーマート　おむすび用金芽米
業務用ＢＧ無洗米

栃木屋 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

トナミ醤油 氷見乙女
とろろ庵 自然薯寄せ豆腐　山の精

ナ 中島屋降旗米穀 愛を米ほたる米　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

中田食品 紀州本漬け梅干
中日本食品 岐阜県産大豆　絹からしとうふ

岐阜県産大豆　絹わさびとうふ
中橋商事 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

中山物産 ＢＧ無洗米　山形はえぬき
金芽米　福島県阿武隈産コシヒカリ

ニ 日東食品 彩の国なっとう
国産大豆カップ納豆

ノ 農園　槇ノ泉 お陽さまいっぱい米
野瀬商店 畦豆（あぜまめ）豆腐　充填
野田味噌商店 ニッポンの味噌ヂカラ唐納豆

ニッポンの味噌ヂカラ赤だし
ニッポンの味噌ヂカラ豆味噌

能登わかば農業協同組合 能登の風コシヒカリ
ハ パールライス滋賀 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
八丁味噌 三河産大豆　八丁味噌
パルシステム生活協同組合連合会 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

フ ファインフーズ あずさ発芽玄米　特別栽培米
フジッコ おまめさん　こんぶ豆

ホ 北越農林 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

保谷納豆 発芽玄米入り小粒納豆
国産有機納豆
有機認定国産小粒
国産極大粒　つるの舞
埼玉の大豆でつくった納豆
東京の納豆売り少年
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マ 豆太 豆太まるとうふ（プレーン）
豆太まるとうふ（よもぎ）
豆太まるとうふ（ごま）

丸イ食品 曽我の梅干
曽我の紫蘇梅干
紀州の梅干
紀州の紫蘇梅干

マルサンアイ 国産素材１００％無添加生
丸昌稲垣 上久堅味噌
まるしん　豆冨店 国産　きぬ

国産　もめん
夢　よせ
夢　ざる

ミ みさか食品 北海道大豆煮
ミツハシ 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

みの治 手作りオリジナルもめん豆腐
ム 村田商店 安曇野　納豆

古今納豆
しっかり小粒納豆

モ 盛田　小鈴谷工場 国産無添加　八丁赤だし
ヤ やさと農業協同組合 やさと納豆

これがやさとの恵みだ。
やすぎ農業協同組合 ＢＧ無洗米　きぬむすめ（２Ｋｇ、５Ｋｇ）
ヤマキ 有機湧水木綿豆腐

有機おぼろ豆腐　ふんわりやんわり
有機玄米味噌
有機ＪＡＳ生醤油

山下食品 極（きわめ）
旨造（うまづくり）
ゴールドＡ
納豆職人

大和産業 ＢＧ無洗米　きらら３９７
ＢＧ無洗米　新潟コシヒカリ
ＢＧ無洗米　秋田あきたこまち
ＢＧ無洗米　岩手農薬節減ひとめぼれ
ＢＧ無洗米　明るい食卓

やまや 特別栽培　新潟産コシヒカリ
ユ 弓削銘水堂 西美濃之国ふじはし「河童重太郎の妻りんだ」

西美濃之国ふじはし「河童重太郎」
ヨ 羊蹄食品まめ屋本店 ふっくら大粒　豊小町納豆

黒千石納豆
洞爺湖納豆大粒
洞爺湖納豆小粒
洞爺湖納豆黒豆
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