
都道府県 商品名 製造 応募

1 北海道 エゾ鹿ジンギスカン 有限会社久上工藤商店 有限会社久上工藤商店

2 北海道 牧家　飲むヨーグルト 株式会社牧家 株式会社　牧家

3 北海道

牧家　乳の生菓子
白いわらべえ
緑のわらべえ

株式会社　牧家 株式会社　牧家

4 北海道 和ちいず 株式会社ゆたか 株式会社ゆたか

5 北海道 音威子府羊羹 ＮＰＯ法人ecoおといねっぷ ＮＰＯ法人ecoおといねっぷ

6 北海道
さくらんぼジャム　 南陽
さくらんぼジャム 　月山錦
さくらんぼジャム　 サミット

有限会社　大橋さくらんぼ園 有限会社　大橋さくらんぼ園

7 北海道
塩麹と酒粕の北海道二段仕込
み

くまだ株式会社 旭川市経済観光部産業振興課

8 青森県
Hot&Cool浪岡アップルサイダー
プレミアム

PaSaPa青森・地域社会づくり研究
会

PaSaPa青森・地域社会づくり研究
会

9 岩手県 黄金のスープ（醤油味） 有限会社中村家 有限会社中村家

10 秋田県 秋田　はたはたおいる漬 (有)三浦米太郎商店 (有)三浦米太郎商店

11 秋田県 秋田しょっつる十年熟仙 諸井醸造 諸井醸造

12 山形県 まるべ餅 株式会社芳紅庵たかはし 株式会社芳紅庵たかはし

13 宮城県 手作り無添加ソーセージ 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 仙台伊澤家勝山酒造株式会社

14 宮城県 牡蛎桜燻し 株式会社ヤマウチ 株式会社ヤマウチ

15 宮城県 松島こうれん三種詰め合わせ 株式会社紅蓮屋　心月庵 松島町役場

16 宮城県 なまり節ラー油 株式会社　カネダイ i.club

17 福島県 庄助酒彩吟醸漬 株式会社幸房瀧の湯 株式会社幸房瀧の湯

18 福島県 米グルト 有限会社　仁井田本家 有限会社　仁井田本家

19 群馬県 雪ほたかの飲む糀 有限会社かわば 川場村観光協会

20 群馬県 谷川の雪 有限会社　育風堂精肉店 有限会社　育風堂精肉店

21 茨城県 「いにしえ味噌」かりんとう かりんとう本舗 株式会社コルカリーノ

22 茨城県 大角手焼きあられ 有限会社御菓子司おおくぼ 有限会社御菓子司おおくぼ

23 埼玉県 末長く 堀内製菓 堀内製菓

24 神奈川県 調味料の燻製セット 横浜燻製工房株式会社 横浜燻製工房株式会社



25 神奈川県 宮城屋豆腐の燻製 横浜燻製工房株式会社 横浜燻製工房株式会社

26 神奈川県 おおくぼの豚みそ漬　10枚入 株式会社大久保商店 株式会社大久保商店

27 山梨県 安全祈願　登山蜂蜜 ビーイング株式会社 ビーイング株式会社

28 新潟県 みどりのラー油 株式会社わたや 株式会社わたや

29 新潟県 雪室珈琲 株式会社鈴木コーヒー
にいがた雪室ブランド事業協同組
合

30 富山県 Ｔ五 薄氷本舗五郎丸屋 薄氷本舗五郎丸屋

31 石川県 金沢ゆべし柚雲 株式会社柚餅子総本家中浦屋 株式会社柚餅子総本家中浦屋

32 石川県 Baum Chips 有限会社　メルヘン日進堂 有限会社　メルヘン日進堂

33 長野県

川中島白桃ジュレ
ラフランスジュレ
ナガノパープルジュレ
シナノゴールドジュレ
ブルーベリージュレ
紅玉と巨峰のコンフィチュール

株式会社　長野牛乳
NPO法人　信州・川中島平ファクト
リー

34 長野県
根曲がり竹とさばのたけのこ汁
"サバタケ"

株式会社大沢加工 財団法人山ノ内町総合開発公社

35 長野県 栗どらやき 株式会社桜井甘精堂 株式会社桜井甘精堂

36 愛知県 北海道甘えび天 株式会社坂角総本舖 株式会社坂角総本舖

37 愛知県 うずらプリン 華月ベーカリー株式会社 アイプロ有限会社37 愛知県 うずらプリン 華月ベーカリー株式会社 アイプロ有限会社

38 愛知県
愛知丸が釣ったかつおとしょう
がのごはんじゅれ

株式会社　平松食品 株式会社　平松食品

39 愛知県 名古屋コーチン卵カステラ 株式会社菓宗庵 株式会社菓宗庵

40 岐阜県 岐阜まるしぼり野菜ジュース ゴールドパック株式会社
ちこり村　　運営会社(株)サラダコ
スモ

41 岐阜県
飛騨牛＆飛騨納豆喰豚　飛騨
の肉みそ

株式会社　曽我商店 株式会社　天狗

42 岐阜県 山椒粉 有限会社　飛騨山椒 有限会社　飛騨山椒

43 岐阜県 鮎のリエット・白熟クリーム 株式会社泉屋物産店 株式会社泉屋物産店

44 三重県
的矢かきの燻製オリーブオイル
漬

滋賀　杣人 的矢　丸定旅館

45 福井県 とみつ金時プリン メープルハニー メープルハニー

46 福井県 若狭の甘鯛千枚 小浜海産物株式会社 小浜海産物株式会社

47 福井県 越前　蟹乃醤 初味寿司本店 初味寿司本店

48 福井県
匠味のちらし寿司の素（３ケ入
り）

合資会社開花亭 合資会社開花亭

49 福井県 太白おあげ「極」4枚セット 有限会社谷口屋 有限会社谷口屋



50 福井県 ベジターレ「トマトクリスタル」 株式会社白山やまぶどうワイン
ＪＡ福井市、株式会社サジェスコ
ム

51 滋賀県 湖のくに生チーズケーキ
あゆみ福祉会　工房chou-
chou(シュシュ）

社会福祉法人　あゆみ福祉会

52 京都府 京田辺玉露 舞妓の茶本舗 舞妓の茶本舗

53 京都府 京都名産　千枚漬 京つけもの川久　北尾商店 京つけもの川久　北尾商店

54 京都府 丹後ばらずしセット 有限会社丹後路たにうちファーム うめや本舗

55 大阪府
大阪淀川天然うなぎ　鰻茶（鰻
の香り山椒煮）

Ｇ・Ｌ・Ｇ株式会社 Ｇ・Ｌ・Ｇ株式会社

56 奈良県 蘇最中アイス 農事組合法人ラッテたかまつ 葛城市観光協会

57 奈良県 本葛ぜんざい 株式会社栗黒川本家 株式会社栗黒川本家

58 奈良県 大和茶粥 デリカテッセンイーハトーヴ 株式会社RAHOTSU

59 奈良県 吉野本葛餅 株式会社黒川本家 株式会社黒川本家

60 奈良県 郷愁の柿 石井物産株式会社 石井物産株式会社

61 和歌山県 わかやまポンチ 株式会社ふみこ農園FS 株式会社ふみこ農園

62 和歌山県 梅グラッセ 株式会社ふみこ農園 株式会社ふみこ農園

63 和歌山県 熊平のんめ　９粒入り 井上梅干食品株式会社 井上梅干食品株式会社

64 兵庫県 燻製　薫紫　スモーク醤油 末廣醤油株式会社 末廣醤油株式会社

65 兵庫県 こうじアイス 富久錦株式会社 富久錦株式会社

66 兵庫県 和洋折衷 珈琲羊羹 株式会社神戸珈琲 株式会社神戸珈琲

67 兵庫県 くぎ煮３種特選ギフト 株式会社伍魚福 株式会社伍魚福

68 岡山県
飯（まま）を借りるほど美味しい・
ままかり 押し寿司寿司

有限会社　美園食品本店 有限会社　美園食品本店

69 岡山県
贅沢果実トマトジュース（バン
ビーノ）

株式会社クニファーム 株式会社クニファーム

70 岡山県
海燻　牡蠣の燻製オリーブオイ
ル漬け

牡蠣の家しおかぜ 牡蠣の家しおかぜ

71 広島県
江波せんべい　海鮮しぼり焼牡
蠣

巴屋清信有限会社 巴屋清信有限会社

72 広島県 牡蠣オリーブ油漬 巴屋清信有限会社 巴屋清信有限会社

73 広島県 自然のまにまに種入り干し巨峰 株式会社果実企画 株式会社果実企画

74 広島県 柿羊羹　祇園坊 株式会社平安堂梅坪 株式会社平安堂梅坪

75 広島県 極小ちりめん 有限会社石野水産 有限会社石野水産

76 広島県 贅沢ぽん酢　瀬戸のしずく 三国酢造株式会社 三国酢造株式会社



77 広島県 淡雪花 株式会社藤い屋 株式会社藤い屋

78 広島県 瀬戸田レモンケーキ　島ごころ 株式会社パティスリーオクモト 株式会社パティスリーオクモト

79 広島県 たらちりめん茶漬 イトク食品株式会社 イトク食品株式会社

80 広島県 瀬戸田レモンジャム　果香蜜 株式会社パティスリーオクモト 株式会社パティスリーオクモト

81 広島県 透かしちりめん 有限会社ねっかけんサワノ 有限会社ねっかけんサワノ

82 広島県 あなご蒲鉾 株式会社出野水産 株式会社　出野水産

83 山口県
オイル・ルージュ
オイル・ポニーフィッシュ

有限会社松浦商店 ふるさと萩食品協同組合

84 山口県 オイルサーディン オイシーフーズ オイシーフーズ

85 山口県
銘酒「獺祭(だっさい)」の酒粕を
使った魚の粕漬

株式会社　玉林 株式会社　林商店

86 鳥取県 山陰の味大風呂敷 宝製菓株式会社 宝製菓株式会社

87 島根県
ﾚﾄﾙﾄ食べるしじみ味噌付ｾｯﾄ
KG-14

株式会社河村食材 株式会社河村食材

88 島根県 神在餅　出雲ぜんざい 株式会社　原寿園 株式会社　原寿園

89 島根県
八雲縁結び島根県宍道湖産し
じみ汁

平野缶詰有限会社 平野缶詰有限会社

90 島根県 伝承本ゆべし 美都物産金谷農産加工 美都物産金谷農産加工

91 島根県 まる畑ほし柿 畑ほし柿生産組合 畑ほし柿生産組合

92 香川県 オリーブ茶　ペットボトル 株式会社ヤマヒサ 株式会社ヤマヒサ

93 香川県 なつかしの藻塩 合同会社　藻塩工房 合同会社藻塩工房

94 香川県 オリーブサイダー 株式会社　友桝飲料 有限会社　谷元商会

95 香川県
香川県産本鷹唐辛子鬼びっくり
一味

株式会社山清 株式会社山清

96 香川県
つぶ辛子の酢漬け(ジパング)角
瓶45g

株式会社山清 株式会社山清

97 徳島県 木頭柚子しぼり （株）きとうむら 株式会社きとうむら

98 徳島県 ゆう玉 株式会社　茜庵 株式会社　茜庵

99 徳島県 柚子じゅうす 株式会社　茜庵 株式会社　茜庵

100 徳島県 すだちじゅうす 株式会社茜庵 株式会社茜庵

101 徳島県 阿波遊山 株式会社茜庵 株式会社茜庵

102 徳島県
なると金時　おいもさん　鳴門っ
娘

有限会社　鳳月坊 有限会社　鳳月坊



103 徳島県
すだち三盆
やまもも三盆
藍三盆

有限会社　鳳月坊 有限会社　鳳月坊

104 徳島県 和三盆　よろこび 有限会社　鳳月坊 有限会社　鳳月坊

105 徳島県 和三盆　蓮菓 有限会社　鳳月坊 有限会社　鳳月坊

106 大分県 冠地鶏のにくしょう 合名会社まるはら 合名会社まるはら

107 大分県 ほっとみかんジュース 有限会社由布院散歩道 豊予農場

108 大分県 関あじ魚醤 合名会社まるはら 大分市役所

109 大分県 鯛茶漬うれしの フードコミュニケーション絆 有限会社若栄屋

110 大分県 葉わさびソース 株式会社つえエーピー 株式会社つえエーピー

111 大分県 関あじ味噌関さば味噌詰合せ 京屋本店 京屋本店

112 鹿児島県 宝島　島バナナコンフィチュール トカラタカラ
特定非営利活動法人トカラ・イン
ターフェイス

113 鹿児島県 屋久島からすみ 屋久島からすみ　あきもと 屋久島からすみ　あきもと

114 鹿児島県
インギー地鶏の無添加チョップ
ドハム

いんぎーじどりのむてんかちょっ
ぷどはむ

有限会社鹿児島ますや

115 鹿児島県
鹿児島黒豚の５年熟成・無添加
生ハム

有限会社鹿児島ますや 有限会社鹿児島ますや


	（通し番号無）都道府県順 

