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2017年10月13日 

 

「フード・アクション・ニッポン アワード 2017」広報事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国産農林水産物の消費拡大の取組「フード・アクション・ニッポン（FAN）」では、「フード・アクション・ニッポン 

アワード 2017」（主催：農林水産省）を開催しています。 

本アワードでは、国産農林水産物の消費拡大に寄与する事業者・団体などの取組を広く募集し、優れた

取組を表彰しています。9回目を迎える今年度は、国内の大手流通・外食・百貨店のトップが最終審査委員

を務め、国産農林水産物の魅力を活かした優良な産品をコンテスト形式で発掘、各社の販路を通じて消費

者に届けていきます。 

 

このたび、全国から応募された「1,111産品」の中から、一次審査で「入賞」100産品が決定いたしました※1。

10月30日に行われる最終審査会では、国内の大手流通・外食・百貨店等、食に関係する大手企業のトップ

10人※2が最終審査委員を務め、一つ一つの産品を育ててきたヒトやその背景にあるストーリー等を基準に 

「入賞」100産品のうち、アワード「受賞」10産品を決定する予定です。 

※1 「入賞」100産品につきましては、3枚目をご参照ください 

※2 最終審査委員10人につきましては、2枚目をご参照ください 

 

なお、現在公式Webサイトでは、最終審査会に先駆けて、一般の方々に100選を通過した産品に投票して

いただく「消費者投票」を実施しています。（ http://syokuryo.jp/award/voting/ ） 

また、選定された産品は、11月4、5日に東京・丸の内で開催されるジャパンハーヴェストで紹介される予定で

す。さらに、一次審査を通過した100産品の一部は、審査いただいた企業で販売いただく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

フード・アクション・ニッポン アワード 2017 
「入賞」100産品が決定！ 

最終審査会（10/30）にて、国内の食品を扱う大手企業の 

トップ 10人により「受賞」10産品が選定されます！ 
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■最終審査委員（10 社） 

アマゾンジャパン合同会社 バイスプレジデント 前田 宏  

イオンリテール株式会社 代表取締役社長 岡崎 双一 

株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役社長 三枝 富博 

株式会社オンワードホールディングス 代表取締役社長 保元 道宣 

株式会社紀ノ國屋 代表取締役社長 堤口 貴子 

株式会社東急百貨店 代表取締役社長 二橋 千裕 

株式会社トランジットジェネラルオフィス 代表取締役社長 中村 貞裕 

株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役社長 荒木 直也 

株式会社フォーシーズ 代表取締役会長兼ＣＥＯ 淺野 秀則 

株式会社ローソン  代表取締役 社長 竹増 貞信 

 

 

■実施スケジュール：  

項目 内容 スケジュール（予定） 

 

募集期間 

 

 

応募書類受付 
2017年7月24日（月） 

～8月31日（木） 

一次審査 

（書類選考） 

一次審査委員による書類審査にて 

「入賞」100産品を選定 

応募者に一次審査結果をメールにて 

通知 

2017年9月末 

検品会 

一次審査を通過した産品の実物確認 

（産品サンプル及びＦＣＰ展示会・商談

会シートの記入内容を確認） 

2017年10月5日（木） 

消費者投票 
公式Ｗｅｂサイトでの 

一般消費者による投票 
2017年10月13（金）～23日（月） 

最終審査会 最終審査委員が「受賞」10産品を選定 2017年10月30日（月） 

JAPAN HARVEST

（会場：東京・丸の内

仲通り、行幸通り） 

2012年から「食と農林漁業の祭典」の

一環として開催してきたもので、 

今年で6回目の実施です。 

2017年11月4日（土）・5日（日） 

※スケジュールは変更になる可能性があります。 
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■入賞 100 選産品一覧：  

公式 Web サイトの入賞 100 選産品紹介ページ（ http://syokuryo.jp/award/winning.html  ）でも 

ご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 都道府県 産品名 企業・団体・組織名 応募産品の種類

1 北海道 トロケッテ・ウーノ 株式会社宇野牧場 ③加工食品

2 北海道 飲む羊羹ICHIZU 株式会社清月 ③加工食品

3 北海道 十勝糖彩（にんじん・じゃがいも・ながいも・ルバーブ・パプリカ他13種） 株式会社珈琲専科ヨシダ ③加工食品

4 北海道 とまっちーず 株式会社わらく堂 ③加工食品

5 北海道 DREETS ふたみ青果株式会社 ③加工食品

6 青森県 あおもりカシス果実（冷凍）［A規格］ あおもりカシスの会 ①一次生産物全般

7 青森県 清水森ナンバ・グリーンカレー 手作りセット 合同会社弦や ②調味料

8 青森県 プロテオグリカンのむヨーグルト 有限会社斗南丘牧場 ⑤飲料

9 青森県 青森シャモロック ザ・プレミアム＃６ 六戸ブランド研究会 ①一次生産物全般

10 岩手県 格之進 白格ハンバーグ 株式会社門崎 ④中食

11 岩手県 Parfum de l'Ambre 佐藤ぶどう園 ①一次生産物全般

12 宮城県 「卵皇」のプリン 自然卵農園株式会社 ③加工食品

13 山形県 山形グミ　おきたまデラウェア 山形おきたま農業協同組合 ③加工食品

14 福島県 めひかり塩チョコ 株式会社いわきチョコレート ③加工食品

15 福島県 ももれーど 株式会社しらかわ五葉俱楽部 ③加工食品

16 福島県 飲むドライフルーツ「フリュ」 株式会社ワタスイ ③加工食品

17 福島県 ワンダーファーム　トマトドレッシング（140ml) 株式会社ワンダーファーム ②調味料

18 福島県 ワンダーファーム　トマトケチャップ（185g) 株式会社ワンダーファーム ②調味料

19 福島県 山椒ぽん酢 合名会社高砂屋商店 ②調味料

20 福島県 黒米甘酒 福福堂 ⑤飲料

21 茨城県 米まよねえず（my mayonnaise) 茨城農女ファーム ②調味料

22 群馬県 嬬恋ドライケール アグリイズム株式会社 ③加工食品

23 群馬県 嬬恋ドライスープミックス アグリイズム株式会社 ③加工食品

24 埼玉県 牡丹だんご 有限会社富久屋 ③加工食品

25 千葉県 雑穀キッチン　ライスリカー 有限会社ベアーズ ⑤飲料

26 東京都 さつま姫牛・さつま王豚 株式会社ダイエー ①一次生産物全般

27 東京都 とくたま JA全農たまご株式会社 ①一次生産物全般

28 神奈川県 みそまる 株式会社ミソド ③加工食品

29 新潟県 笹かぜちまき かまくら工房 ④中食

30 新潟県 グルテンフリー・アレルギーフリーライスクッキー  （３年保存） 有限会社エコ・ライス新潟 ③加工食品

31 富山県 米粉ズコットチーズケーキ 株式会社昌栄堂 ③加工食品

32 富山県 無添加あまざけ「丸善の麹は生きている甘酒」 丸善醤油株式会社 ③加工食品

33 石川県 「ふぐの子」醸し漬 吉市醤油店 ⑥その他

34 石川県 ちょイモ 有限会社かわに ③加工食品

35 福井県 echizen-soba-pasta （越前そばパスタ）リングイネ・フェットチーネ 増田そば製粉所 ③加工食品

36 長野県 メープルアップルかりんとう 株式会社スマイル-リンク ③加工食品

37 長野県 川中島白桃ジュレ 特定非営利活動法人信州川中島平ファクトリー ③加工食品

38 岐阜県 伊勢海老入り海鮮ふりかけ 株式会社マン・ネン ③加工食品

39 岐阜県 玄米せん 株式会社日の丸製菓 ③加工食品

40 岐阜県 青ゆずこしょう かみのほゆず株式会社 ②調味料

41 静岡県 静岡県産いちご「紅ほっぺ」 伊豆ホーリーズ株式会社 ①一次生産物全般

42 静岡県 玉華堂の極ぷりん 抹茶 株式会社玉華堂 ①一次生産物全般

43 静岡県 OIL SABADINES®　駿河燻鯖　オリジナル味・ナチュラル味・ガーリック味 有限会社かねはち ⑥その他

44 愛知県 三和の純鶏　名古屋コーチン・香草美水鶏　ハム詰合せ 株式会社さんわコーポレーション ③加工食品

45 三重県 あおさのり納豆 株式会社小杉食品 ⑥その他

46 滋賀県 比叡とろゆば　１８０ｇ 株式会社比叡ゆば本舗ゆば八 ③加工食品

47 滋賀県 琵琶湖産　天然小鮎 滋賀県水産後継者連絡協議会 ①一次生産物全般

48 京都府 和三盆おかき 株式会社鳴海屋 ③加工食品

49 京都府 京のまろやかごまぽんず キンシ正宗株式会社 ②調味料

50 京都府 京さわらの旨味だし 福島鰹株式会社 ①一次生産物全般
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№ 都道府県 産品名 企業・団体・組織名 応募産品の種類

51 京都府 無花果ガナッシュ求肥包み 有限会社一善や ③加工食品

52 京都府 干柿と胡桃と無花果のﾐﾙﾌｨｰﾕ 有限会社一善や ③加工食品

53 大阪府 大阪名物なにわ黒牛もつ鍋 アドバンス株式会社 ④中食

54 兵庫県 伊吹さんちのいいたまねぎ 伊吹農園 ①一次生産物全般

55 兵庫県 アップルスイーツ エム・ヴイ・エム商事株式会社 ①一次生産物全般

56 兵庫県 香ばし丹波黒の八穀ごはん キングフーズ株式会社 ①一次生産物全般

57 兵庫県 まるごと桃のグラノーラ こはれ農園 ③加工食品

58 兵庫県 素材の美味しさ丸ごと！　給食野菜チップス 株式会社アトラステクノサービス ③加工食品

59 兵庫県 淡路島バーニャカウダ　バジル 株式会社パソナ農援隊 ②調味料

60 兵庫県 純国産鶏のたまご「さくらたまご」 株式会社後藤孵卵場 ①一次生産物全般

61 兵庫県 高野豆腐の生パスタ風こんにゃく(ラザニア) 株式会社上野商店 ⑥その他

62 兵庫県 ヘルシー焙煎　丹波の豆ごはん 丹波・食の会 ①一次生産物全般

63 奈良県 吉野本葛　くず餅 亀久堂本舗・灘商事株式会社 ③加工食品

64 和歌山県 100%ピュアジュース 「はっさくしぼり」 株式会社伊藤農園 ⑤飲料

65 和歌山県 燻し梅ピューレ120g　甘さ　Middle 株式会社勝僖梅 ②調味料

66 和歌山県 高野山特産　ごま豆腐アルミ 株式会社大覚総本舗 ⑥その他

67 鳥取県 贅沢二十世紀梨ジュース180ml 株式会社アグリネット琴浦 ⑤飲料

68 鳥取県 梨フルーツらっきょうディップ（わさび入りタルタルソース） 有限会社田畑商店 ②調味料

69 島根県 ミニトマト（アイコ） アースサポート株式会社 ①一次生産物全般

70 島根県 日和高原ミルクジャム 一般社団法人邑南町観光協会 ③加工食品

71 島根県 隠岐の島　漁師のお母ちゃん自慢の味　サザエの混ぜご飯の素 特定非営利活動法人隠岐しおさい ④中食

72 島根県 ＳＡＢＡＣＨＯＶＹ　サバペースト　サバＯ醤 有限会社岡富商店 ②調味料

73 岡山県 ベジタブルブロス（有機野菜だし） おかやまオーガニック ⑥その他

74 岡山県 牛窓ホワイトマッシュルームの食べるドレッシング 岡山ルートサービス株式会社 ②調味料

75 岡山県 OKAYAMACUBICFRUIT　白桃 株式会社檸檬の樹 ③加工食品

76 広島県 漁師のまかない海苔 株式会社前田屋 ③加工食品

77 山口県 はも雑炊スープ 株式会社井上商店 ③加工食品

78 山口県 白い山口女子美カレー レストハウス・たんぽぽ株式会社 ③加工食品

79 徳島県 徳島ラーメン肉増し４食セット 株式会社東大 ③加工食品

80 徳島県 くりーみぃすいーとぽてと なかのファーム ③加工食品

81 香川県 こどもクッキー　やさい 株式会社禾 ③加工食品

82 香川県 小豆島 食べるオリーブオイル 株式会社共栄食糧 ③加工食品

83 愛媛県 一福百果まるごといちじく大福 一福百果・清光堂株式会社 ③加工食品

84 愛媛県 ブラッドオレンジジュース 宇和島・ブラッドオレンジ生産加工推進コンソーシアム ⑤飲料

85 愛媛県 塩みかん　完熟みかん 農業生産法人株式会社ミヤモトオレンジガーデン ②調味料

86 高知県 しまんと地栗・栗山 株式会社四万十ドラマ ③加工食品

87 福岡県 糸島産ふともずく 株式会社アジアン・マーケット ①一次生産物全般

88 福岡県 アイスクラフトビール(ハトムギ入り) 久留米南部商工会 ⑤飲料

89 佐賀県 奇跡のれんこん 株式会社有明・潮風ファーム ①一次生産物全般

90 佐賀県 柚子こしょうパウダー　彩りセット 川原食品株式会社 ②調味料

91 佐賀県 国産十穀味噌 丸秀醤油株式会社 ②調味料

92 長崎県 めし泥棒 大平食品株式会社 ⑥その他

93 長崎県 野菜シート 株式会社アイル ③加工食品

94 熊本県 やまえ栗の渋皮煮パイ包み6個入 株式会社やまえ ③加工食品

95 熊本県 熊本アヒージョ　このしろ 株式会社漱石 ③加工食品

96 熊本県 小国ジャージーバターサンド 小国おみやげプロジェクト ③加工食品

97 熊本県 食べる甘酒 有限会社原田食品製造所 ③加工食品

98 宮崎県 四億年のめぐみ ぎおんアグリママ ①一次生産物全般

99 宮崎県 鹿肉カレー 株式会社サンライフ ④中食

100 鹿児島県 そばがき 株式会社オキス ③加工食品


