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平成 26年 11月 11 日 

フード・アクション・ニッポン アワード 2014実行委員会 

 
 

 

 

 

 国産農林水産物の消費拡大を推進する取組「フード・アクション・ニッポン」では、私たちや未来の子どもたちが国産の

食品を安心しておいしく食べていける社会の実現をめざし、食料自給率向上に寄与する事業者・団体などの取組を広

く募集し、優れた取組を表彰する「フード・アクション・ニッポン アワード」を開催しています。 

開催6回目となる2014年度は、11月10日（月）に、よみうりホールにて「フード・アクション・ニッポン アワード2014 表

彰式」を、有楽町駅前広場にて「フード・アクション・ニッポン アワード2014 展示会」を開催いたしました。 

「表彰式」では、審査結果の発表、表彰、受賞者の活動紹介を行いました。今年度は、全国の事業者・団体等か

ら992件もの応募があり、審査委員会による厳正なる審査を経て大賞1件、部門（商品部門/流通部門/販売促進・

消費促進部門/研究開発・新技術部門）最優秀賞ほか、東日本大震災被災地の食と農の復興に寄与する取組を

表彰する「食べて応援しよう！賞」、食文化を活用して地域活性化に寄与する取組を表彰する「食文化賞」、そして

「審査委員特別賞」を発表、表彰をいたしました。 

また、「展示会」では、受賞事業者・団体が、消費者向けに、各取組の展示・試食などを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の大賞は「カゴメトマトジュースプレミアム」！ 

～約 1,000 件の応募の中から、全国の 57 事業者・団体を表彰！～ 

第 6回 フード・アクション・ニッポン アワード 2014表彰式 

＜開催概要＞ 
■日 時： 11月 10日 （月）  〈表彰式〉 13：30～15：00  〈展示会〉 13：30～17：00 

 

■会 場：<表彰式> よみうりホール （千代田区有楽町 1 - 11 - 1 読売会館 7階） 

<展示会> 有楽町駅前広場 （千代田区有楽町 2丁目 7-1） 

   

 ■実施内容：〈表彰式> □実行委員長 挨拶／審査委員 紹介／審査結果 総評 

                  □発表および表彰 

                  □農林水産省大臣 挨拶 

                  □フォトセッション 

 

         〈展示会〉 受賞事業者・団体が、消費者向けに、各取組の展示・試食などを実施 
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【審査委員】 

・実行委員長 

 小泉 武夫  東京農業大学 名誉教授 

・審査委員長 

 赤池 学   株式会社 ユニバーサルデザイン総合研究所 代表取締役所長 

・審査委員（五十音順） 

 大原 千鶴          料理研究家 

落合 務  ラ・ベットラ・ダ・オチアイ オーナーシェフ 

 澁谷 耕一        リッキービジネスソリューション株式会社 代表取締役 

 辻口 博啓  モンサンクレール オーナーシェフ 

 中嶋 康博  東京大学大学院 農学生命科学研究所 教授 

 菜穂子  農業生産法人 国立ファーム株式会社 山形ガールズ農場 代表 

 野村 邦丸          株式会社 文化放送 アナウンサー 

古屋 由美子 有限会社 アイエヌアールコンサルティング 代表取締役 

マッキー牧元 株式会社 味の手帖 編集顧問 

 

＜当日の様子＞ 

 11月 10日(月)、「第 6回 フード・アクション・ニッポン アワード 2014表彰式」は、小泉武夫実行

委員長による「食料自給率が 40%を切った今、残すべきものは日本の農業であり、食品加工業です。次

の日本、強い日本への架け橋だと思って頂きたいと思っています」との力強いご挨拶により幕を開けま

した。 

 赤池学審査委員長は、今年度のアワードの総評として、大賞を受賞したカゴメ株式会社について「東

北復興というミッションを掲げながらの『カゴメトマトジュースプレミアム』の商品化は、食料自給率

向上のための模範と言えます」と述べ、課題を企業の強みに変えていく姿勢を賞賛しました。また、部

門ごとに審査員をプレゼンターにお迎えし、それぞれ最優秀賞の表彰を行った後、「食べて応援しよう！

賞」、「食文化賞」、「審査委員特別賞」の紹介と代表者の表彰も行いました。 

 今年度「カゴメトマトジュースプレミアム」で大賞に輝いたカゴメ株式会社は、「夏に(トマトが)完熟

した美味しい瞬間でないと味わえない味になっています。日本の農業に少しでも貢献出来れば、と思っ

ているので、これからも頑張っていきたいと思います」と、受賞の喜びを語りました。 

 最後に、西川公也 農林水産大臣は「フード・アクション・ニッポン アワード 2014」の 6 回目の開

催における祝辞を述べ、「国産農林水産物に価値を見出し、食料自給率向上のための取り組みが広がっ

ていることを心強く感じる」との言葉で、表彰式を終えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から、カゴメ株式会社のお二人と赤池審査委員長 
展示会の様子 
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■大賞・最優秀賞・優秀賞 一覧 

受賞者 都道府県 プロジェクト名 

● 【大賞】（1件） 

カゴメ株式会社 東京都 
旬の国産トマトをストレートに味わう 

「カゴメトマトジュース プレミアム」 

 

●商品部門 

● 商品部門 【最優秀賞】（1 件） 

株式会社 大潟村あきたこまち生

産者協会／ネピュレ株式会社 
秋田県 「コメネピュレ」による新たな米需要の創出 

○ 商品部門 【優秀賞】（10件） 

エースコック株式会社 大阪府 新潟県産コシヒカリの即席麺「うまさぎっしり新潟 米粉でもちもちラーメン」 

カルビー株式会社 東京都 国産米 100％の米粉を使った新しいスナック「ちびむすび」 

株式会社 神戸屋 大阪府 国産の原料でおいしさをアピールする「むぎの詩（うた）」シリーズ 

株式会社 サークルＫサンクス 東京都 「湘南ゴールド」を使用したオリジナルのデザートとパン 

サンポー食品株式会社 佐賀県 福岡県産小麦「ラー麦」を 100％使用、即席棒状ラーメンの開発と販売 

サッポロビール株式会社 東京都 
世界で唯一、自社育種の大麦とホップで作った国産原料 100％のビール 

「まるごと国産」 

株式会社 G・ファーム 愛知県 国産の食品副産物を食べて育った霜降りたっぷりのおいしい豚肉 

昭和産業株式会社／昭和鶏卵株式会社 東京都 
飼料用米と馬鈴薯でんぷん副産物から開発した自給率 100％の飼料を 

養鶏に活用 

株式会社 トリドール 兵庫県 北海道産小麦で“本物のおいしさ”を追求 「丸亀製麺」の讃岐うどん 

株式会社 はくばく 山梨県 もっとごはんを食べて健康に！ 国産大麦 100％の麦ごはん 
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●販売促進・消費促進部門 

● 販売促進・消費促進部門 【最優秀賞】（1 件） 

全国漁業協同組合連合会 東京都 
漁師自慢の魚「プライドフィッシュ」で 

水産物の消費を拡大 

○ 販売促進・消費促進部門 【優秀賞】（10 件） 

農業生産法人  株式会社  赤城深山

ファーム 
群馬県 貴重な夏ソバを全国に販売！6次産業化でイノベーションを起こす 

株式会社 魚国総本社 大阪府 米粉ピザを無償で提供する全国キャラバン「ニッポンの美味しいをつな号」 

映画「よみがえりのレシピ」製作委員会 山形県 映画で子どもの食への関心を促す「在来作物で味覚のレッスン！」 

京都府 農林水産部 食の安心・安全推

進課 
京都府 「たんとおあがり 京都府産」で地産地消をアピール 

株式会社 京急ストア 東京都 
豚肉、野菜、水産物、米も神奈川県産！  

地産地消弁当「かながわ彩りべんとう」 

敷島製パン株式会社 愛知県 北海道生まれの小麦「ゆめちから」を使ったパン 

株式会社 ダイアスポラ 京都府 生産者団体「天と地と」を主宰し、農家のモチベーションをアップ 

株式会社 大地を守る会 千葉県 規格外の魚を「もったいナイ魚」として商品化し、新規需要を喚起 

福岡県 農林水産部 食の安全・地産地

消課 
福岡県 地産地消で県民の心をつなぐ「ふくおかの農業応援団」 

漫画兄弟 

／株式会社 ドリームエージェント 
東京都 まめ太郎が活躍する「ねばねば元気プロジェクト」 

 

 

●流通部門 

● 流通部門 【最優秀賞】（1 件） 

株式会社 ローソン 東京都 
食にまつわる問題を解決！“健康”をキーワードに 

国産原料で商品を開発するミールソリューション 

○ 流通部門 【優秀賞】（5件） 

生活協同組合 コープさっぽろ／札幌市中

央卸売市場水産協議会魚食普及委員会 
北海道 魚をおろせる人を増やす「魚の調理教室」を開催 

熊本ネクストソサエティ株式会社 熊本県 「フードバンク」を活用し“顔の見える生産者”を発信 

株式会社 農業総合研究所 和歌山県 生産者と消費者をダイレクトにつなぐ「農家の直売所」 

ひまわり乳業株式会社 高知県 「乳しぼりをした日がわかる低温殺菌牛乳」 

らでぃっしゅぼーや株式会社 東京都 旬の野菜と果物を詰め合わせ 有機、低農薬野菜の消費を拡大 
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●研究開発・新技術部門 

● 研究開発・新技術部門 【最優秀賞】（1 件） 

シャープ株式会社 大阪府 
「ヘルシオお茶プレッソ」で茶葉を挽いてまるごと飲む新しい習

慣を提案 

○ 研究開発・新技術部門 【優秀賞】（5件） 

井関農機株式会社／国立大学法人 愛媛

大学 
東京都 太陽光植物工場の生産性を高める「植物生育診断装置」 

有限会社 金子植物苑 福岡県 日本初の本格的なバニラ栽培「Vanille de Kurume」 

国立大学法人 東北大学大学院 農学研

究科 
宮城県 塩害農地の復興に取り組む「東北大学菜の花プロジェクト」 

鳥越製粉株式会社 福岡県 
健康志向の強い消費者にアピール 低糖質パン用ミックス粉「パン de ス

マート」 

独立行政法人 農業・食品産業技術総合

研究機構 食品総合研究所 
茨城県 ダイレクト Gel転換による新規食品素材「米ゲル」の開発 

 

 

●食べて応援しよう！賞 

● 【食べて応援しよう！賞】（5件） 

学校法人 専修大学 石巻専修大学／有

限会社 島金商店 
宮城県 

石巻漁港で水揚げされるサバと地元産小麦を使用した「サバだし

ラーメン」 

株式会社 ネクスコ東日本ロジテム 東京都 
東北 6県の果実を使用した「がんばろう東北!! 花畑牧場生キャラメ

ル」 

一般社団法人 東の食の会 東京都 オリーブオイル漬け「サヴァ缶」で洋風レシピを提案 

三菱食品株式会社／三陸鉄道株式会社

／岩手県沿岸広域振興局 
東京都 

三陸鉄道の全線運転再開を記念し、統一ブランドで食品フェアを開

催 

株式会社 ローソン 東京都 行政、銀行との連携による地域活性、復興支援の取組 

 

 

●食文化賞 

● 【食文化賞】（5 件） 

おくのほそ道最上川そば三街道協議会 山形県 最上川沿いでそば三昧「そばの里まつり」 

株式会社 樹楽 鹿児島県 旨みを凝縮する「桜島灰干し」で県産食材を有効活用 

株式会社 中井英策商店 北海道 地元産活ホタテの貝柱を使って郷土料理「飯寿司」を商品化 

有限会社 三浦米太郎商店 秋田県 秋田こまちと米麹を使った秋田の伝統食「ハタハタ寿司」 

一般社団法人 和食給食応援団 東京都 若手和食料理人による「和食給食」の献立開発 
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●審査委員特別賞 

● 【審査委員特別賞】（12 件） 

株式会社 阿部長商店 南三陸ホテル観洋 宮城県 地元食材で町おこし「南三陸キラキラ丼シリーズ」 

稲本マシンツール工業株式会社 茨城県 
おいしい焼き栗を届けたい 機械メーカーが甘く高品質な

クリを栽培 

上野砂糖株式会社／岡部製菓株式会社／

食協株式会社／築野食品工業株式会社 
大阪府 

国産食材活用に積極的な企業が共同開発 国産原料 100％の

かりんとう 

株式会社 魚栄商店 新潟県 こだわりの米を缶詰に「こめかん」 

鎌倉青果株式会社 神奈川県 「鎌倉いちばブランド」で地場野菜の消費拡大に寄与 

紅の夢普及推進委員会 青森県 
産官学連携で普及拡大に努める果肉まで赤いリンゴ「紅の

夢」 

株式会社 Green Mind 兵庫県 
ゼロ歳からの食育で米の味を伝える「赤ちゃんのためのお

粥」 

株式会社 サカエヤ 滋賀県 
牛肉本来の旨みたっぷり！ 完全放牧で飼育した「ジビー

フ」 

株式会社 農協観光 東京都 農村と都市を結んで食農教育「JAこども村」 

深川油脂工業株式会社 北海道 「国産原料にこだわったポテトチップス」を開発 

ホリカフーズ株式会社 新潟県 通常の白米と変わらぬ味の低タンパク質ごはんパック 

八女商工会議所 福岡県 野生のイノシシを地域資源に「八女ジビエイノシシカレー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  


