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2018年9月25日 

報道関係各位 

「ジャパンチーズアワード 2018」広報事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO法人チーズプロフェッショナル協会（会長：本間るみ子）は、優れた国産ナチュラルチーズを表彰する「ジャパンチー

ズアワード2018」（会場：大崎ブライトコアホール）を10月20日（土）～21日（日）に開催いたします。 

 「ジャパンチーズアワード」は日本のナチュラルチーズ生産者を応援し、生産者と消費者をつなぐプロジェクトとして、

2014年からスタートした2年に１度開催の表彰制度です。3回目を迎えた今回は、国内ナチュラルチーズ生産者83団体

から200種類以上の選りすぐりのチーズが出品され、「チーズプロフェッショナル」有資格者で、本アワード専門の研修を修

了した審査委員が審査を行います。結果発表・表彰式が実施される10月21日（日）には「第7回日本の銘チーズ百選」

も同時開催され、本アワードに出品されるチーズの試食や販売を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●グルメユニット「食べあるキング」が国産ナチュラルチーズを応援！ 

本アワードでは、SNS時代のグルメユニット「食べあるキング」とコラボレーションし、国内のナチュラルチーズ生産者を巡

り、作り手の想いやこだわりを消費者へ届ける食材探訪プロジェクトなどを展開しています。本アワード当日も、食べある

キングのメンバーでもあるフォーリンデブはっしーさんが、チーズを愛する方々とともにステージに登壇し、国産ナチュラルチー

ズの魅力や食材探訪による生産者の現状などを伝えていく予定です。 

 

 

 

前回アワード、日本の銘チーズ百選の様子 

＜イベントに関する問い合わせ先＞ 

ＮＰＯ法人チーズプロフェッショナル協会 

「ジャパンチーズアワード2018」運営事務局：佐藤、桝田、佐野 

 TEL：03-3518-0102 FAX：03-3518-0103 
（受付時間：平日11：00～18：00） 

アワード公式サイト：http://www.japancheeseaward.com/ 

【開催のご案内】 

今伝えたい、おいしい日本のナチュラルチーズが全国から集結！ 

『ジャパンチーズアワード 2018』 
10月 20日（土） 13：00～16：00一次審査 

10月 21日（日） 16：00～ 結果発表・表彰式 

＜同時開催＞ 

『第 7回日本の銘チーズ百選』 
10月 21日（日） 第一部：11：30～13：30／第二部：15：00～17：00 

 

会場：大崎ブライトコアホール（東京都品川区北品川 5-5-15大崎ブライトコア 3F） 

＜取材に関する問い合わせ先＞ 
「ジャパンチーズアワード2018」 

広報事務局（電通パブリックリレーションズ内） 

TEL：03-6263-9169 FAX：03-6263-9130 

 担当：戸高、鳥居 

http://www.japancheeseaward.com/


2 

＜「ジャパンチーズアワード2018」開催概要＞ 

■主催：NPO 法人チーズプロフェッショナル協会 

■後援：農林水産省、平成 30 年度国産乳製品等競争力強化対策事業（国産チーズ競争力強化支援対策事業）   

独立行政法人農畜産業振興機構後援 

■出品者：国内のナチュラルチーズ生産者  

■実施スケジュール： 

  ・一次審査：10月 20日（土） 13：00～16：00 

・結果発表・表彰式：10 月 21 日（日） 16：00～予定 

■入場：一次審査は無料、結果発表・表彰式は有料  

※10月 21日（日）結果発表・表彰式の入場方法は「第 7 回日本の銘チーズ百選」入場をご参照ください。 

■会場：大崎ブライトコアホール（東京都品川区北品川 5-5-15 大崎ブライトコア 3F） 

      

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

【参考】＜同時開催：「第 7回日本の銘チーズ百選」＞ 

■実施協力：（一社）日本ワイン協会、（一社）日本の SAKE と WINE を愛する女性の会 

■日時：10月 21 日（日） 

 ・第一部：11：30～13：30 （受付開始：11：00～） 

 ・第二部：15：00～17：00 （受付開始：14：30～） 

     ※第一部・第二部完全入れ替え制となります。 

■プログラム： 

 ・試食展示会（ジャパンチーズアワード 2018出品チーズの試食や販売） 

 ・（一社）日本ワイン協会と（一社）日本の SAKE と WINE を愛する女性の会によるワインや日本酒等の提供 

 ・トークショー 等 

■入場：前売りチケット 大人 2,000 円、小学生 1,000円（各回・税込）※乳幼児は無料 

     ※先着順、定員に達し次第締め切りとさせていただく場合があります。 

     ※前売りチケット代金お支払いの際に発生する支払事務手数料はお申込みお客様のご負担となります。 

     ※前売りチケット完売の場合、当日券（3,500 円）は販売いたしません。 

      予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 

※進行上の都合によりプログラムが変更になる可能性がございます。 

JR 山手線・JR 埼京線・JR湘南新宿ライン 

「大崎」駅より徒歩 5分 

りんかい線「大崎」駅より徒歩 5 分 

 

※駐車場のご用意はございません。 

 公共の交通機関をご利用ください。 
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【参考】 

■ジャパンチーズアワード 2018 出品者一覧（順不同） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■食べあるキングとは：食べあるきの達人たちが集まるグルメユニット 

「食を通じて日本を元気に！」を合言葉に、食べ歩きの達人たちがオールスターチームを結成。発信力のある約 30名の

メンバーによる、今までにない SNS 時代を代表するグルメユニットです。 

テレビで冠番組を放映するなどのメディア活動に加え、農林水産省や企業とのコラボレーションによって、楽しく美味しく盛

り上がる「食の企画」を手掛けています。ホームページ：http://www.tabearuking.com/ 

 

■NPO 法人チーズプロフェッショナル協会 概要 

【名称】NPO 法人チーズプロフェッショナル協会  【代表者】会長：本間るみ子   

【本部所在地】東京都千代田区内神田 1-18-1 イワカタビル 3F 

【主な活動内容】 

・チーズプロフェショナル資格認定試験の実施 ／ ・一般の方でも受けられる「チーズ検定」の実施 

・専門的な技能を身につけるためのセミナーの実施／ ・チーズに親しんでもらうための様々なイベントの実施 

・チーズ生産者の応援活動  等 

【ホームページ】https://www.cheese-professional.com/ 

1 株式会社ファットリアビオ北海道 北海道 42 株式会社チーズ工房那須の森 栃木県

2 函館酪農公社 北海道 43 株式会社あまたにチーズ工房 栃木県

3 チーズ工房タカラ 北海道 44 那須高原今牧場　チーズ工房 栃木県

4 トワ・ヴェール（黒松内町特産物手づくり加工センター） 北海道 45 加藤牧場バッフィ　日高本店 埼玉県

5 株式会社アンジュ・ド・フロマージュ 北海道 46 合同会社ビルミルクチーズ工房 群馬県

6 ニセコチーズ工房有限会社 北海道 47 公益財団法人神津牧場 群馬県

7 川瀬チーズ工房 北海道 48 小布施牧場 株式会社 長野県

8 ASUKAのチーズ工房 北海道 49 ボスケソチーズラボ 長野県

9 プロセスグループ　夢民舎 北海道 50 長門牧場 長野県

10 株式会社町村農場 北海道 51 アトリエ・ド・フロマージュ 長野県

11 北海道岩見沢農業高等学校　食品科学科 北海道 52 有限会社エイチ・アイ・エフ　開田高原アイスクリーム工房 長野県

12 株式会社箱根牧場 北海道 53 株式会社佐渡乳業 新潟県

13 株式会社ジャパチーズ(Japcheese Asahikawa) 北海道 54 うしづまチーズ工場 静岡県

14 プレスキル　フロマージュ 北海道 55 JF食品 静岡県

15 旭川あらかわ牧場合同会社 北海道 56 株式会社たかすファーマーズ　チーズ工房 岐阜県

16 伊勢ファームチーズ工房 北海道 57 Y＆Co. 有限会社吉田興産 富山県

17 共働学舎　新得農場チーズ工房 北海道 58 有限会社古株牧場　湖華舞　 滋賀県

18 株式会社鶴居村新興公社　酪楽館 北海道 59 イル　フィオレット 大阪府

19 株式会社丘の上のわくわくカンパニー　ハートンツリーチーズ工房 北海道 60 るり渓やぎ農園 京都府

20 中標津町畜産食品加工研修センター 北海道 61 株式会社ミルクファームすぎやま 京都府

21 有限会社ランランファーム 北海道 62 六甲山牧場　チーズ工房 兵庫県

22 有限会社NEEDS 北海道 63 瑞穂リゾート株式会社 しまねおおなんチーズ工房 島根県

23 チーズ工房「夢みるく」 北海道 64 蒜山酪農農業協同組合 岡山県

24 大樹農社 湖水地方牧場 北海道 65 やぎ丸農場 広島県

25 しあわせチーズ工房 北海道 66 チーズ工房 乳ぃーずの物語。 広島県

26 ありがとう牧場 北海道 67 三良坂フロマージュ 広島県

27 足寄町農業協同組合　あしょろチーズ工房 北海道 68 しおのえふじかわ牧場 香川県

28 ノースプレインファーム株式会社 北海道 69 ナカシマファーム 佐賀県

29 有限会社冨田ファーム 北海道 70 さとむら牧場　チーズ工房Fiore 長崎県

30 葛巻町畜産開発公社　くずまき高原牧場　チーズハウスくずまき 岩手県 71 フォルマジェリア・ペルラ・ディ・ラッテ 熊本県

31 会津中央乳業株式会社 福島県 72 シ・フォルマッジョ 熊本県

32 八丈島乳業株式会社 東京都 73 株式会社マース 熊本県

33 CHEESE STAND 東京都 74 らくのうマザーズ阿蘇ミルク牧場 熊本県

34 フロマージュ・デュ・テロワール 東京都 75 山の未来舎 熊本県

35 タカナシ乳業株式会社 神奈川県 76 木村山羊牧場 大分県

36 牧歌（Bocca） 神奈川県 77 由布院チーズ工房 大分県

37 Latteria BeBè Kamakura 神奈川県 78 ダイワファーム 宮崎県

38 高秀牧場チーズ工房 千葉県 79 株式会社寿商会 KOTOBUKI　CHEESE 鹿児島県

39 チーズ工房 【千】sen 千葉県 80 株式会社ソレイユスマイル　それいゆふぁ～むチーズ工房　 鹿児島県

40 新利根チーズ工房 茨城県 81 Little GREEK Kitchen 沖縄県

41 一般財団法人水戸市農業公社　森のシェーブル館 茨城県 82 まぁじゅんのチーズ工房 沖縄県

83 宮古島チーズ工房 沖縄県


