
第６期＿受賞製品一覧　【１９８社　６１３製品】 受賞企業５０音順
企業名 製品名

ア 青見平のたまご屋さん 青見平のたまご屋さんのたまご
秋山農園 おばあちゃんの梅干し

おばあちゃんの梅干（塩味）
株式会社　あじみ屋 極上　柿の葉すし鯖（10ケ入り）

極上　鯖棒鮨
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
特別栽培国産小粒納豆

株式会社　アルペンローゼ 塩パン
玄米ミルク天然酵母食パン

株式会社　髙谷　アローム清水店 米粉ロール
イ 株式会社　池田製麺 幌加内産石臼挽き蕎麦粉使用　頑徹蕎麦（五割蕎麦）

ふるさと生うどん
東京山の手名物荻窪冷し中華さっぱりしょうゆ味
胡麻だれ冷し中華
米粉うどん

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
磯部 日本蜜蜂のはちみつ
イチビキ　株式会社 無添加国産しょうゆ800ml

うす塩しょうゆ800ml 
無添加国産生赤だし500g
無添加国産生あわせ500g
卓上生しょうゆ　生国産しょうゆ 200ml
愛知県産大豆100％の豆みそ 500g

株式会社　井出トマト農園 桃太郎トマトケチャップ
桃太郎トマトジュース
高糖度ミニトマトジュース
トマトデカクテル
桃太郎トマトジャム

合名会社　伊藤商店 傳右衛門たまり
傳右衛門みそ
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　いとめん本店 伊勢うどん
みえ生まれの生パスタ　「パスタミーエ」

株式会社　稲庭うどん小川 稲庭うどん
稲庭そうめん

株式会社　いなみの里梅園 はちみつ入り味梅
優梅（すぐれうめ）
志

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
ウ うどんの花里 国産小麦粉使用うどん

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

エ 株式会社　エイコー食品 極光納豆
中味で勝負　畑のがんこもの de 納豆

株式会社　エイショク 茨城県産納豆小粒
オ 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

おこめでつくったキッズマカロニ
大潟村米こ 発芽玄米めん

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

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　太田酢店 米酢

りんご酢
玄米黒酢

株式会社　岡畑農園 うまい梅1kg
幻の梅1kg
庭園梅しそ漬け1kg
かつお風味味小町1kg
恋梅1kg
しそ漬小梅干1kg

株式会社　おかべや ひとすじ もめん
ひとすじ きぬ
ゆば御膳
正直物語 豆乳100

おかべや 天然パン工房 素焼パン
食パン（豆乳角型食パン）
バターロール

株式会社　岡本亀太郎本店 純米仕込本味醂「岡本亀太郎」
株式会社　小倉屋柳本 豆畑　低糖昆布豆

やわらか蒸し大豆
やわらか蒸し黒豆

株式会社　おさだ製茶 有機煎茶まるごと物語（紙缶）
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）
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 
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カ 有限会社　春日養蜂場 春桜蜜
春の里山蜜
初夏の里山蜜
夏の深山蜜
伊吹百草蜜

片岡商店 絹ごし豆腐
サガ豆腐
もめん豆腐

活地鶏料理 ひないや　 大阪比内や　卵かけごはんのしょうゆ
金砂郷食品　株式会社 粢納豆

粢薬膳（国産金ごま油付き）納豆
おいしい北海道極小粒納豆ミニ３

カネス製麺　株式会社 播磨王内麦そうめん
播磨王内麦うどん

合名会社　河原酢造 老梅 有機純米酢
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　北上食品工業 でか寄せ豆腐
篭盛豆腐
小揚げ
北上納豆郷便り
天然醸造味噌「不老仙」

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

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

岐阜食品　株式会社 はつしも白がゆ
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

有限会社　九州酢造 柿酢
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 水切り豆腐（もめん）
水切りきぬ豆腐

協同製油 菜種油
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）
キング醸造株式会社 日の出国産米本みりん 400ml
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

九鬼産業　株式会社 九鬼国産黒胡麻油 伊勢水
九鬼国産黒胡麻辣油

ク 株式会社　くすむら おぼろ豆腐
大寿
汲み上げ湯葉
手あげ

國松本店 濱納豆
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
社会福祉法人　くりのみ園 長野青皮白瓜漬

くりのみの天日干し米（玄米）
くりのみの天日干し米（白米）
沼目越瓜の粕漬け
小布施丸なすの粕漬け
八町きゅうりのかす漬け

クレードル興農　株式会社 自然甘ホールコーン缶詰
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 京の里
すずしろの里
米寿
おふくろ自慢
おふくろ自慢甘口
有機京の里
ふる里自慢
白甘みそ

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無洗米仁井田米
BG無洗米仁井田米香り米入

コーミ　株式会社 愛知県産トマト100％使用トマトケチャップ300g
国産トマト100％使用トマトケチャップ300g
国産野菜でつくったとろみのあるソース200ml
国産の野菜で作った野菜ジュース
国産野菜こいくちソース200ml
愛知県産トマト100%使用 トマトピューレー100g
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コ 小金屋食品　株式会社 糸物語　国産大粒
しその香納豆
本格納豆
The・逸品納豆
なにわら納豆
糸物語　国産大粒
糸物語　国産ひきわり
黄金納豆

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

北海道黒豆
黒五目
丹波黒大豆
ひたし豆
塩ゆで黒大豆

小島食品製造　株式会社 いちじくジャム
マーマレード
キウイフルーツジャム

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
有機玄米ごはん
有機玄米小豆ごはん

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
地から自慢納豆2P
鈴乙女納豆3P
福豊納豆
ひきわり納豆2P
麦入り納豆
国産つゆだくわさび納豆
どらいなっとう

有限会社　コダマ食品 大豆ぎっしり
こだわりの味協同組合 国産緑大豆の納豆

国産小粒大豆納豆
国産丸大豆醤油(濃口)
有機栽培の杵つき餅

有限会社　こつじ おぢか島ん味噌
株式会社　小妻屋本店 信州産手折り麺

白うどん
ピンクうどん

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
小林生麺　株式会社 お米のらーめん(ちぢれ麺)

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

サンキョーヒカリ　株式会社 味わい深まる野菜たっぷりソース
有限会社　三才 豆腐
三宝産業　株式会社 釜上豆腐

ゆば入り豆腐
豆乳
さしみゆば

シ 株式会社　志賀商店 昆布豆
ひじき豆

柴沼醤油醸造　株式会社 お常陸
島根県農業協同組合　やすぎ地区本部 BG無洗米きぬむすめ（2kg,5kg）
株式会社　霧下そば本家 霧下そば粉 地粉
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 新潟ごぼう味噌

昔ながらのかた煮豆「あめ色煮豆」
ス 有限会社　菅谷食品 つるの子納豆（50g×2） 

雪こつぶ納豆（50g×3）
雪こつぶ納豆（30g×3） 
国産有機小粒納豆（50g×2） 
国産有機小粒納豆（30g×2）
せいろ蒸し3連カップ
国産ひきわり納豆
せいろ蒸し国産小粒経木
せいろ蒸し国産黒豆経木
本造り納豆
大江戸せいろ蒸し国産小粒カップ 45g
大江戸せいろ蒸し国産大粒カップ 45g
大江戸せいろ蒸し国産黒豆カップ 45g
大江戸せいろ蒸し国産ひきわりカップ 40g
雪こつぶ納豆（50g×2）

杉浦味淋　株式会社 古式三河仕込 愛桜 純米本みりん（1年熟成）
古式三河仕込 愛桜 純米本みりん（3年熟成）

杉野味噌醤油　株式会社 こだわり無添加越中みそ
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セ 株式会社　せんだい 国産100％大粒
北海小粒

千田みずほ　株式会社 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
真俵米無洗米あきたこまち
BG無洗米 味一番
BG無洗米 生活自慢
BG無洗米 秋田県産あきたこまち
BG無洗米 茨城県産コシヒカリ
BG無洗米 ご飯大好き
BG無洗米 栃木県産コシヒカリ

ソ 株式会社　早和果樹園 味一スーパープレミアム早和果樹園
味一しぼり
黄金ジャム
てまりみかん

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

株式会社　だいずデイズ スーパー発芽大豆
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）
宝塚はちみつ 春一番

フローラ宝塚
メイフラワー
栗系百花蜜
ジェンヌの花束

タカラ米穀　株式会社 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
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

竹内農園 有機梅干し
特栽梅干し
有機小梅干
特栽小梅干
特栽ねり梅

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）

田靡製麺　株式会社 国内産小麦粉使用　白絹の糸素麺
中華にポン！(ラーメン)
日本のうどん
国内産小麦粉100%使用四季菜麺HZY30A
国内産小麦粉100%使用四季菜麺HZY35

玉松味噌醤油　株式会社 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
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
梅しずく
ゆずソース
うめソース
ブラックベリーソース

田村製麺　有限会社 地粉うどん
地粉焼そば
国産小麦うどん
うどん（乾麺）
柿酢

チ チョーコー醤油　株式会社 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 築野食品工業　株式会社 こめ油
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 手打ち蕎麦切り蓼山亭 十割蕎麦切り
二八蕎麦切り

てくてく農園 てくてくたまご（名古屋コーチン平飼い有精卵）
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
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ト 東亜食品工業　株式会社 国産小麦うどん玄の麦
東海製麺 奥長良しまだうどん

奥長良しまだきしめん
奥長良手延べうどん

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 壽堅豆腐
壽汲みたま豆腐
壽紅白お祝豆腐
壽豆腐・木綿とうふ
壽豆腐・絹とうふ
壽豆乳
国産大豆・焼豆腐
あぶらげ
うすあげ
ざる豆腐
鍋とうふ
冷やっこ
国産大豆100％ 木綿とうふ
国産大豆100％ 絹とうふ・若狭
やわらか湯豆腐

とうふ屋しろ すくい豆腐
豆乳たっぷり絹こし豆腐
油あげ

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

東洋ライス　株式会社 業務用　金芽米
富士山環境保全米
金芽米 特別栽培米
業務用BG無洗米
金芽米ベストセレクト
金芽米ゴールドセレクト
金芽米 大分県ヒノヒカリ
タニタ食堂の金芽米
タニタ食堂の金芽米ごはん

有限会社　トーコーフーズ 豆殿
豆姫
金砂郷
水戸納豆
そぼろ納豆

株式会社　登喜和食品 十勝の息吹　小粒
十勝の息吹　大粒
十勝の息吹　ひきわり

有限会社　徳重紅梅園 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
梅肉 230g
つぶし梅干 250g・90g

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

豊田茶園 奥三河鳳来茶 やぶきた茶 
有限会社　ドリームズファーム 美味かめし 特別栽培 コシヒカリ
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

なかじり家の茶 なかじり家のお茶
中田食品　株式会社 紀州本漬け梅干
長野興農　株式会社 信州プルーンジュース
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
長野味噌　株式会社 日本の味噌 平成
ナカモ　株式会社 名古屋味噌（400g）

名古屋味噌
名古屋味噌 粒
国産大豆豆みそ

ニ 日東食品　株式会社 彩の国なっとう
国産大豆カップ納豆
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

日本農産　株式会社 有機霧山無心
有機荒茶仕上げ
有機粉末緑茶
有機茶葉使用 上煎茶

ネ 根岸物産　株式会社 今助　石臼挽きそば1食
今助 地粉挽きうどん2食つゆ付
今助 群馬の地粉焼そば2食
今助 地粉らーめん十石味噌仕立て2食
今助 地粉挽き上州ほうとう2食
今助 上州丸挽きうどん2食
今助 上州丸挽きうどん2食つゆ付き
今助 地粉麺'sロール
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ノ 有限会社　野瀬商店 畦豆（あぜまめ）豆腐　充填
畦豆もめん豆腐
畦豆きぬ豆腐
畦豆よせ豆腐
飲む豆腐

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 森のめぐみ　草原の卵
森のめぐみ　ふる里の卵
森のめぐみ　卵手箱

JA能登わかば農業協同組合 能登の風コシヒカリ
ハ 特定非営利活動法人　はぁもにぃ はぁもにぃはにぃシロップ あかしあ

はぁもにぃはにぃシロップ やまざくら
はぁもにぃはにぃシロップ からすざんしょう

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
はりま製麺　株式会社 播州無塩そうめん

播州無塩うどん
本格湯ごね播州そうめん
本格湯ごね播州うどん
播州ざるうどん

株式会社　半兵衛麸 おつゆ麸 国内産小麦100%
すきやき麸 国内産小麦100%
おつゆ麸 挽割小麦粉全粒粉
すきやき麸 挽割小麦粉全粒粉
はんなり汲み上げゆば

ヒ 株式会社　ビオクラ食養本社 豆乳なのに　ほぼ、豆腐
甘栗みたいな大豆

光食品　株式会社 ヒカリ 職人の夢こんなぽん酢が造りたかった有機すだちぽん酢
ヒカリ 国産有機トマト使用有機トマトケチャップ
ヒカリ ウスターソース
ヒカリ 国産なたね油使用野菜ドレッシング

平野缶詰　有限会社 島根県宍道湖産即席しじみ汁
島根県宍道湖産レトルトしじみ大粒
赤貝味付

フ 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
フルーツ梅肉
農薬を使わない梅肉
手づくり昔の梅肉
すっぱい有機梅干し
黒糖梅肉

有限会社　福梅本舗 しそ漬梅
梅仙人の白干梅
完熟生梅ジャム

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
国産素材のかぼす、レモン、醤油、きび砂糖、食塩を使用したぽん酢

フジッコ　株式会社 おまめさん　こんぶ豆
丹波黒黒豆
豆小鉢黒豆
蒸し大豆
お料理だいず水煮

株式会社　フンドーダイ五葉 熊本県産原料合わせみそ
ホ 鳳来梅の里川売 近藤梅農園 梅干し（塩）

梅干し（しそ）
梅漬け（しそ漬け）
梅肉
梅ジャム

ホーム食品　株式会社 国産大山阿夫利豆腐 絹 
国産大山阿夫利豆腐 木綿
国産充填絹ごし3P
国産大豆100％ 大山阿夫利絹生揚げ

株式会社　北越農林 新潟産コシヒカリ有機栽培米
有限会社　穂高村 青じそドレッシング
株式会社　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
国産ひきわり
豆くらべ味くらべ（極小粒）
たまり漬け干し納豆
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マ 株式会社　ますぶち園 有機茶　成瀬一番摘み緑茶
松本米穀精麦　株式会社 熊谷うどん四〇・九度の麦畑
真美農山北村自然農園 土佐　棚田米（玄米）

土佐　棚田米（精白米）
株式会社　マユミフ-ズ きなこ美人

煎り大豆　きなこ美人
丸イ食品　株式会社 紀州の梅

紀州紫蘇の梅
曽我の梅
曽我の紫蘇梅
はちみつ梅干し

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

株式会社　純正食品マルシマ 国産有機しょうゆ
国内産有機きな粉 100g
有機純米酢
国内産蓮根葛湯 15g×5

丸昌稲垣　株式会社 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
夢・きぬ
夢・もめん
夢・豆乳
十勝　きぬ
十勝　よせ
田舎あげ
夢・京あげ
夢・うすあげ
生ゆば
くみあげゆば

株式会社　マルハ物産 おいものスプレッド(希少糖入)
人参とすだちのスプレッド(希少糖入)

丸菱食品　株式会社 りんごジュース
桃ジュース

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
無洗米秋田あきたこまち

ミヅホ　株式会社 ミヅホ純米酢
ミヅホ純玄米くろず

宮ザキ園 額田一番茶
額田一番ほうじ茶

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

メ 明和　株式会社 爽の舞
手延素麺 豊穣
手延うどん 豊穣
姫路城うどん
播州手延素麺

モ 株式会社　森下商店 もろQみそ
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。

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

有限会社　山口醗酵食品 田舎（三角）納豆
くろまめ納豆

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

有限会社　山智農園 特別栽培 春野の茶
特別栽培べにふうき緑茶
特別栽培べにふうき粉末緑茶
特別栽培 霧の香り
山智の茶ティーバッグ

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

株式会社　大和屋守口漬総本家 守口漬生ふりかけ
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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」

有限会社　由布院散歩道 かぼすジャム
丸ごとみかんジャム

ヨ 有限会社　羊蹄食品　まめ屋本店 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
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

横山製粉株式会社 北のパスタ
ラ 有限責任事業組合　楽らく紀州 完熟南高梅ジャム「梅しぼり」（うすあま）285g
ロ ローラ♡ファーム 三種類の豆でつくった手作り味噌

大豆から育てて作った手作り味噌（在来種有機大豆）
有機JAS鶴の子大豆
有機JAS黒千石黒豆
有機JAS青大豆
有機JAS黒豆
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