
第３期＿受賞製品一覧　【１２５社　３４２製品】 受賞企業５０音順

企業名 製品名
ア 会津の納豆屋さん五代目元祖白糸納豆 会津産大豆こすず納豆

秋山農園 おばあちゃんの梅干し
あづま食品　株式会社 舌鼓

舌鼓カップ
国産なっとうしょうりゅう
黒豆小粒なっとう
特別栽培国産小粒納豆

イ 株式会社　池田製麺 幌加内産有機栽培蕎麦粉使用頑徹蕎麦（五割蕎麦）
伊豆食文化公園　株式会社 伊豆食の味噌
磯田園製茶　株式会社 深蒸し煎茶　岡女男面茶　金印
株式会社　伊藤農園 100％ピュアジュース　みかんしぼり

100％ピュアジュース　はっさくしぼり
株式会社　いなみの里梅園 志

はちみつ入り味梅
優梅（すぐれうめ）

井上梅干食品　株式会社 んめ
うす塩味梅
蔵出し梅２０％
りんご酢の梅
梅優々

株式会社　芋慶 芋次郎
有限会社　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
株式会社　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
オ 株式会社　エイショク 茨城県産納豆小粒

株式会社　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　株式会社 あいがも栽培　古代米餅
大久保豆腐店 当会七福神弁天とうふ

てらしたとうふ
豆乳入りよせ豆腐
ざる豆腐

株式会社　大阪第一食糧 無洗米タワラ印　ハイゴールド２１
株式会社　岡畑農園 小梅干しそ漬

うまい梅１ｋｇ
幻の梅１ｋｇ
庭園梅しそ漬け１ｋｇ
味小梅１ｋｇ
恋梅１ｋｇ

株式会社　小倉屋柳本 豆畑　低糖昆布豆
オシキリ食品　株式会社 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）

株式会社　おとうふ工房いしかわ 極　笊豆腐 
カ かぐや姫生産組合 炒豆手実米「かぐや姫」

片岡商店 絹ごし豆腐
サガ豆腐
もめん豆腐

キ 有限会社　紀州高田果園 アカシア・ハチミツ梅
昔ながらのしそ梅
ハチミツ梅
白干

株式会社　紀州ほそ川 紀州南高梅千年の知恵はちみつ漬
紀州南高梅千年の知恵うす塩味
紀州南高梅千年の知恵しそ漬

有限会社　喜多屋醸造店 無添加手造りみそ　赤
無添加手造りみそ　白

キッコーマン飲料　株式会社 デルモンテ国産旬にしぼったトマトジュース
デルモンテ国産野菜の極
デルモンテ国産野菜の極プレミアム

木徳神糧　株式会社 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

紀南農業協同組合 百花一粒　まろの梅
まろやか酸味　はち蜜梅

株式会社　きむら食品 うさぎ有機こがねもち
うさぎ発芽玄米餅

有限会社　久在屋 はんなりもめん
すっぴんやっこ
まったりおぼろ

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

株式会社　京山 BG京都こしひかり５Kg
BG秋田小町５Kg

共生食品　株式会社 水切りきぬ豆腐
水切り豆腐（もめん）

京都マルケイ漬物　株式会社 根活健康米（玄米）
根活健康米（精白米）
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企業名 製品名
キ きんまる星醤油　株式会社 国産丸大豆醤油

吟子の華
縁結び醤油
さいたま物語

ク 株式会社　くすむら おぼろ豆腐
有限会社　久保食品 ナカセンナリもめん豆腐
窪田味噌醤油　株式会社 ニロク玄米みそ
桑田醤油　有限会社 山口県産丸大豆しょうゆ（天然醸造・杉樽仕込み）

コ 糀屋三郎右衛門 おふくろ自慢甘口
有機京の里
ふる里自慢
白甘みそ
京の里
すずしろの里
米寿
おふくろ自慢

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　株式会社 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
おくさま印コウノトリ育むお米

有限会社　紅梅園 鴬宿梅３年物１級品・特級品（紅梅・古代梅・紅梅梅干し・いのちの梅干）
紅梅３年物小梅

小金屋食品　株式会社 本格納豆
逸品納豆
なにわら納豆
一力納豆
しその香納豆

農事組合法人五箇山特産組合　ねこのくら工房 五箇山堅豆腐
有限会社　越文 五目豆
コジマフーズ　株式会社 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

株式会社　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
国産ＤＣ１５菌納豆
国産小粒納豆３Ｐ
国産中粒納豆３Ｐ

有限会社　コダマ食品 大豆ぎっしり
寿高原食品　株式会社 信州産りんごジュース　しぼりっぱなし

サ 佐藤食品工業　有限会社 国産麦入りカップ納豆
さとの雪食品　株式会社 美味しい絹ごしとうふ

美味しい木綿とうふ
四季とうふ

シ 株式会社　志賀商店 昆布豆
ひじき豆

株式会社　ジョーキュウ 再仕込博多大名
有限会社　新生産業 新潟のごぼう味噌

ス 有限会社　菅谷食品 国産有機小粒納豆50×2
国産有機大粒納豆

杉野味噌醤油　株式会社 こだわり無添加越中みそ
セ 千田みずほ　株式会社 真俵米無洗米あきたこまち

BG新潟コシヒカリ
BGばかうけ
BG味自慢
BGあきたこまち複数原料米

ソ そば処　幸輪 手打ち十割そば
タ 株式会社　大豆工房おらが おらが納豆

高田食糧　株式会社 越の錦米　富山県産こしひかり（BG無洗米）
タカラ米穀　株式会社 特別栽培米みやこがねもち

農薬・化学肥料不使用　あいがも農法米ひとめぼれ調整玄米
BG無洗米　特別栽培米宮城県加美産ひとめぼれ
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金芽米

たけのこや 大梅干し
小梅干し
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（減農薬）
特別栽培米　兵庫県但馬産こしひかり（無農薬）
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タ 玉松味噌醤油　株式会社 みやぎ蔵王高原大根　丸大豆本もろみ酢漬け

梅みそ
ゆずみそ
しそみそ
肉みそ
一目千本桜醤油
一目千本桜吟醸みそ
本場仙台無添加減塩味噌

チ チョーコー醤油　株式会社 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
長崎麦味噌　限定仕込
輝麦（てるむぎ）

ツ 鶴味噌醸造　株式会社 「五穀みそ」
「無添加合わせみそ　鶴」
「金山寺みそ」

テ 有限会社　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
株式会社　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」
手打ち蕎麦切り蓼山亭 十割蕎麦切り

二八蕎麦切り
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（味梅）
農薬を使用していない南高梅（小梅）

株式会社　寺田商店（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

ト どうし食と農の環　株式会社 御とうふ（クレソン）
御とうふ（絹）
御とうふ（木綿）

豆豊富　有限会社　小堂食品 壽豆腐・木綿とうふ
壽豆腐・絹とうふ
大だるま１００％充填豆腐
壽豆乳
国産大豆・焼豆腐
壽堅豆腐
壽汲みたま豆腐
おおだるま１００％絹豆腐
おおだるま１００％木綿豆腐
壽紅白お祝豆腐

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

株式会社　唐房米穀 もみ太郎
２４時間熟成精米長崎県壱岐産天日干しコシヒカリ

トーヨーライス　株式会社 金芽米リトルまんま
金芽米ベストセレクト
金芽米ゴールドセレクト
東都生協　金芽米　長野コシヒカリ
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
道とん堀 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

有限会社　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

有限会社　とろろ庵 自然薯寄せ豆腐「山の精」
ナ 株式会社　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　株式会社 紀州本漬け梅干
株式会社　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
株式会社　ナガノトマト 信州生まれのおいしいトマト低塩

信州生まれのおいしいトマト食塩無添加
中山物産　株式会社 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　株式会社 国産ひきわりスティック納豆

彩の国スティックなっとう
彩の国なっとう
国産大豆カップ納豆

ネ 根岸物産　株式会社 今助　石臼挽きそば　１食
ノ 農園　槇ノ泉 みんなで育てたお米

有限会社　野瀬商店 畦豆（あぜまめ）豆腐　充填
合資会社　野田味噌商店 ニッポンの味噌ヂカラ豆味噌

ニッポンの味噌ヂカラ赤だし
ニッポンの味噌ヂカラ唐納豆

のどか牧場 草原の卵
ふる里の卵
卵手箱

JA能登わかば農業協同組合 能登の風コシヒカリ
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ハ 株式会社　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
合資会社　八丁味噌 三河産大豆　八丁味噌

ヒ 株式会社　ビオクラ食養本社 豆乳なのに　ほぼ、豆腐
ファインフーズ　株式会社 あずさ発芽玄米
有限会社　深見梅店 農薬を使わない梅干し

フルーツ梅ぼし
富士甚醤油　株式会社 長期熟成無添加あわせみそ

国産素材の大豆、小麦、食塩を使用した丸大豆醤油
フジッコ　株式会社 おまめさん　こんぶ豆

ホ 株式会社　北越農林 新潟産コシヒカリ有機栽培米
株式会社　保谷納豆 国産ひきわり

豆くらべ味くらべ（極小粒）
豆くらべ味くらべ（極大粒）
発芽玄米入り小粒納豆
国産有機納豆
有機認定国産小粒納豆
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

マ 株式会社　ますぶち園 有機茶　成瀬一番摘み緑茶
丸愛納豆　株式会社 いいともあいち納豆
丸イ食品　株式会社 紀州の梅120g

紀州紫蘇の梅120g
曽我の梅120g
曽我の紫蘇梅120g

マルサンアイ　株式会社 ひとつ上の豆乳　成分無調整
国産素材100％無添加生

丸繁豆腐店 もめん豆腐
丸昌稲垣　株式会社 上久堅味噌
まるしん豆冨店 夢・きぬ

夢・もめん
夢・豆乳
十勝　きぬ
十勝　よせ
国産きぬ
国産もめん
夢よせ
夢ざる

株式会社　まるや八丁味噌 三河産大豆の八丁味噌
ミ みさか食品　株式会社 北海道大豆煮

有限会社　満田製茶 特別栽培茶　やぶきた茶
特別栽培茶　在来茶

株式会社　ミツハシ 無洗米　秋田あきたこまち
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

株式会社　みの治 手作りオリジナルもめんとうふ
ム 有限会社　村田商店 安曇野納豆

古今納豆
しっかり小粒納豆

モ 盛田　株式会社 国産無添加八丁赤だし
ヤ JA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）
株式会社　ヤマキ 有機ＪＡＳ生醤油

有機玄米味噌
有機湧水木綿豆腐
有機おぼろ豆腐ふんわりやんわり

山下食品　株式会社 煌（きらめき）
至福（しふく）
ひきわり
極
納豆旨造
ゴールドA
納豆職人

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

株式会社　やまや 特別栽培米新潟県産コシヒカリ
ユ 湯浅醤油　有限会社 具だくさん金山寺味噌

蔵匠　湯浅醤油　樽仕込み
有限会社　弓削銘水堂 西美濃之国ふじはし「河童重太郎」

西美濃之国ふじはし「重太郎の妻りんだ」
ヨ 有限会社　羊蹄食品 北娘

豊誉
祝黒
DC-15菌納豆
なかいさんちの手造りなっとうおかげさまで三代目
洞爺湖納豆大粒
洞爺湖納豆小粒
洞爺湖納豆黒豆
ふっくら大粒豊小町納豆
黒千石納豆
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