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【PRESS RELEASE】                2022年5月10日(火) 

報道関係各位            日本ギフト大賞選考委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本ギフト大賞選考委員会（選考委員長：永井 多恵子）は、日本ギフトの経済的・文化的発展に貢献することを

目的として制定した「日本ギフト大賞」において、厳正なる審査の結果「日本ギフト大賞2022」として、各地域を代表

する都道府県賞47賞、およびその中から、日本のギフトを代表する「ふるさとギフト最高賞」として山形県の『無添加

出来立てぶどうのジェラート3種（シャインマスカットラムレーズン・ハニーブラックミルク・藤稔シャーベット）』を選出

いたしました。 
 

「日本ギフト大賞」は、ギフトの活性化を通じて、日本人の心に宿る温かさを形にし、受ける側、贈る側の喜びを高

めるだけでなく、日本中の文化と産業を豊かにしていきたいという思いから創設されたものです。2015年のスタート

以降、心のこもったギフト商品や地域に根差した独自のギフト商品、独創的なギフト企画などを表彰することにより、

日本固有の『贈答文化』をあらためて定義しなおし、ギフトに関わる産業や店舗、ギフト習慣の経済的および文化

的な活性化に貢献してまいりました。 
 

第8回目となる「日本ギフト大賞2022」では、世界に誇れる、日本らしさあふれるギフトから、各地域の特色を代表

する都道府県賞47賞を選出し、その中から「ふるさとギフト最高賞」を選出いたしました。また特別賞として、「地方

創生貢献賞」「復興支援賞」「ステイホーム貢献賞」の3賞を選出、総計51賞を決定いたしました。 
 

「ふるさとギフト最高賞」に選出された山形県・漆山果樹園の『無添加出来立てぶどうのジェラート3種（シャインマ

スカットラムレーズン・ハニーブラックミルク・藤稔シャーベット）』は、山形県南陽市でぶどう専門農家として長い歴史

を刻む漆山果樹園が作るジェラートの人気3種類のセットです。いちごやさくらんぼ、キウイフルーツなど地元山形

で採れたものをそのままジェラートにするからこその美味しさをお楽しみいただけます。 
 

特別賞では、「地方創生貢献賞」に創造舎の『体験ギフトカード』、「復興支援賞」に東日本旅客鉄道/仙台ターミ

ナルビルの『JRフルーツパーク仙台あらはま』、「ステイホーム貢献賞」に久原本家グループ本社の『贈答箱入 茅

乃舎だし』を選出いたしました。 
 

 

◆日本ギフト大賞公式ホームページ  http ://www. japan-gi f t-awards. jp/  

 

 

 

 

 

 

日本ギフトの経済的・文化的発展のために 

「日本ギフト大賞2022」総計51賞を決定 
世界に誇る日本全国の“選りすぐりのギフト”より、 

ふるさとギフト最高賞に 

山形県・漆山果樹園の 

『無添加出来立てぶどうのジェラート3種（シャインマスカットラムレーズン・ハニーブラックミルク・藤稔シャーベット）』を選出 

－本件に関するお問合せ先－ 

日本ギフト大賞選考委員会 事務局  担当：平嶺・葉山 

〒105-0021 港区東新橋 2-4-6 パラッツォシエナ７階 

TEL：03-5408-1017  FAX：03-5408-1015  Mail：gift@unei-jimukyoku.jp 

 

http://www.japan-gift-awards.jp/
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≪日本ギフト大賞2022 ふるさとギフト最高賞（都道府県賞から選出）≫ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

『無添加出来立てぶどうのジェラート3種 

（シャインマスカットラムレーズン・ハニーブラックミルク・藤稔シャーベット）』 ／ 漆山果樹園 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

山形県南陽市でぶどう専門農家として長い歴史を刻む漆山果樹園が作るジェラートは、乳化剤や安定剤を使わ

ず、出来立てを販売しているため、フレッシュな美味しさを楽しんでいただけます。 

本来ジェラートは出来立てが一番美味しいもの、いちごやさくらんぼ、キウイフルーツなど地元山形で採れたもの

をそのままジェラートにするからこその滑らかな食感・味・風味すべてそろったジェラートを体験してみてください。賞

味期限はありませんが、無添加のため溶けるのも、風味が落ちるのも早いので出来るだけ早めにお召し上がりくだ

さい。 

人気のジェラート3種類を詰め合わせた欲張りセットは、どの種類を選んでいいか悩んでしまう方におすすめ、3

種類から自分好みの1つを探してください。 

山形のお店では他にも、厳選した素材をたっぷりと使用した本場の味をご用意しています。 
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≪日本ギフト大賞2022 特別賞≫ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【地方創生貢献賞】 駿府の工房 匠宿 『体験ギフトカード』 ／ 創造舎 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2021年5月、静岡市の伝統工芸体験施設「駿府匠宿」は、建築設計業の株式会社創造舎による運営となり、「駿

府の工房 匠宿」として「歴史と未来を結ぶ場所」をコンセプトに22年ぶりにリニューアルいたしました。 

駿河竹千筋細工・陶芸・藍染・お茶染め・木工指物・漆などが体験できる各工房に、一線で活躍する職人を工房

長として招聘し、かけがえのないものづくりの体験の提供と、工芸職人の後継者候補輩出を目指しております。 

駿府の工房 匠宿は、伝統工芸技術を建築部材に活用したリノベーションなどの工芸文化継承の試みだけでな

く、周辺地域との連携を深め、地元養蜂場の蜂蜜を使用したカフェや名店の味を引き継いだ和菓子屋の開店、古

民家再生による宿泊施設オープンも控えるなど、地元文化継承の拠点としての役割も担っていきます。 

リニューアルに伴い、新設したものの一つが「体験ギフトカード」です。 

施設内の様々な体験に使用できるギフトカードが、思い出に残る、思い出を創る、特別な体験というプレゼントに

なり、そして静岡の伝統工芸文化普及のためのエール券となってくれたらとの想いを込めて開発いたしました。 

 

 

 

 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【復興支援賞】 『JRフルーツパーク仙台あらはま』 ／ 東日本旅客鉄道・仙台ターミナルビル 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「JRフルーツパーク仙台あらはま」は、イチゴ、ブドウ、リンゴ等8品目156品種の果物を栽培し、1年を通して収穫

体験を楽しむことができる体験型観光農園です。JR東日本グループの東北復興の取組みの一つとして、仙台駅の

商業施設「エスパル仙台」や「ホテルメトロポリタン仙台」などを運営する仙台ターミナルビルが、「仙台市東部沿岸

部の集団移転跡地（荒浜地区）の利活用事業」に参画し、震災から10年を迎えた2021年3月にオープンしました。 

農園内には、ホテルメトロポリタン仙台のシェフがプロデュースした農園と地域の食材を使ったメニューを提供す

るカフェや、農園の果物だけでなく周辺の農業事業者が生産する野菜や米、味噌等を販売する直売所も運営して

います。また、現地での販売や市中に出荷するだけでなく、東北新幹線による列車荷物輸送サービス「はこビュン」

を活用し、採れたての美味しい完熟の果物を首都圏のお客様に提供しています。 

海沿いの街に約800世帯が暮らしていた仙台市荒浜地区は、2011年東日本大震災の大津波により壊滅的な被

害を受け、かつての街並みを失いました。「JRフルーツパーク仙台あらはま」をもう一度、人々の笑い声と笑顔が集

う場所にしたいという想いを持って、JR東日本グループの鉄道ネットワークを活用し、地域の皆様だけでなく、首都

圏をはじめ日本全国、さらには海外のお客様にも魅力を感じていただき、交流人口の拡大の一翼を担う体験型観

光農園を目指して運営しています。 

 

   

  



4 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【ステイホーム貢献賞】 『贈答箱入 茅乃舎だし』 ／ 久原本家グループ本社 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

化学調味料・保存料無添加の調味料・食品ブランド「茅乃舎」の「贈答箱入 茅乃舎だし」は、持ち運びやすい重

量、サイズで、贈答用に適した商品で、茅乃舎だしを使ったレシピを紹介した「お料理読本」を同梱しています。

「お料理読本」には、20点ほどのレシピを掲載しており、だしの取り方からだしパックを破った使い方などを紹介して

います。茅乃舎だしは、焼きあご（焼き飛び魚）、かつお節、うるめいわし、真昆布の四種の国産だし素材をバランス

よく配合し粉末にした、家庭で手軽に使える本格万能和風だしで、幅広い料理に使えます。 

茅乃舎だしは、福岡県久山町の蛍舞う清流の里山にある料理店「御料理 茅乃舎」のお客様の声から生まれまし

た。旬の食材を味わっていただく「御料理 茅乃舎」は、久山町の山腹にあり、予想もしない場所に大きな茅葺き屋

根の店舗がパッと出てくるため、お客様は驚き、そして感動してくださいます。茅乃舎では、このように、まずは象徴

的なブランドの舞台、世界観を作ってまいりました。茅乃舎では、「御料理 茅乃舎」の世界観を味はもちろん、商品

パッケージでも徹底的に表現することに重きを置いており、茅乃舎のシンボルマークとして使用している「円相」は、

ご縁がつながっていくようにとの願いを込めて円（丸）を描いたマークになっています。円の部分にある、わずかな

滴りは、だしや醤油の旨みを表しています。社内に設けているクリエイティブ部門では、自分たち自身でパッケージ

を作ったり外部のディレクションをしたりするなど、決して人任せだけにはせず、ブランドの佇まいを表現することに

力を注いでいます。 
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≪日本ギフト大賞2022 都道府県賞 一覧≫ 

 

  

No. 県名 商品名 社名

1 北海道 ここのこと。ひがしかわ 合同会社ココ企画

2 青森県 LOVEVADOS アップルブランデー 有限会社サンアップル醸造ジャパン

3 岩手県 南部かしわGINSETSU　「スモークチキン」 いわてにしわが南部かしわプロジェクト株式会社

4 宮城県 仙台弁こけし×宮城県産の生花で作ったマジカルブーケ 有限会社フラワード

5 秋田県 秋田川連蒔絵　フリーグラスペア竿燈・花火 株式会社境田商事

6 山形県 無添加出来立てぶどうのジェラート3種（シャインマスカットラムレーズン・ハニーブラックミルク・藤稔シャーベット） 漆山果樹園

7 福島県 凍天（冷凍） 株式会社キノシタコーポレーション

8 茨城県 おんせん木玉ちゃん 株式会社大崎材木店

9 栃木県 奥日光クラフトビール　6本セット 株式会社三本松茶屋　Nikko Brewing

10 群馬県 焼きまんじゅう風味漬け魚 株式会社関東フーズ

11 埼玉県 ごまっちゃわーず 社会福祉法人鳩ヶ谷ほっとすてーしょん

12 千葉県 古酒五曲 秘蔵古酒詰合せ 木戸泉酒造株式会社

13 東京都 すくえる器 陶芸工房土花

14 神奈川 湘南おさかな朝食セット 湘南魚類

15 新潟県 ゆたからサーモン 安田温泉やすらぎ

16 富山県 LALAHONEYトウキ葉ハンドクリーム＜標準容量 12g> 株式会社やぶうち商会

17 石川県 SMALL FRENCH TOAST PAPAN GA PAN(株式会社ジーセレクト)

18 福井県 福井県産 極上子持ち甘えび 雄島水産株式会社

19 山梨県 金のしずく エゴマ油 110g ＜国産100％＞ 株式会社マグレクト

20 長野県 たてしなップル・発酵シードル 有限会社たてしなップル

21 岐阜県 吟醸牛 トキノ屋食品株式会社

22 静岡県 地金目厚切りしゃぶしゃぶ 有限会社渡辺水産

23 愛知県 とりめしバーガー 株式会社エザカ

24 三重県 苺の飲む酢 愛成株式会社

25 京都府 京都おりーぶと京ぴくるすの詰合せ 株式会社もり

26 滋賀県 米屋が考えたお肌にやさしいお米の石鹸２個ｾｯﾄ 有限会社森野商店

27 大阪府 ほんまもんのどて焼 株式会社ゆかり

28 和歌山県 わかやまスムージー 株式会社ふみこ農園

29 兵庫県 つぶあんが好きすぎて作ってしまったあんこのグラノーラ 宮東農園

30 奈良県 和食職人が手作りする　甘辛　辣油が香る　きくらげ佃煮＜フライドガーリック＞ 株式会社料理かしば

31 鳥取県 厚切り鳥取和牛ベーコン 株式会社あかまる牛肉店

32 島根県 華やかで爽やかな香りHIKIMI烏樟森香（うしょうもりのか） 株式会社葵屋

33 岡山県 岡山 清水白桃ケーキ わかな合資会社

34 広島県 ＜広島県フルーツ使用＞フルーツチーズケーキ8種セット 有限会社カスターニャ

35 山口県 天然とらふぐ刺身（吉祥鶴亀） 株式会社 藤フーズ

36 徳島県 DMV組み立てモナカ 有限会社山田宝来堂

37 香川県 さぬき菓子　武営さん 株式会社かねすえ

38 愛媛県 メンマチョ わたしの瀬戸内レモン Hinel（ヒネル）

39 高知県 しまんと地栗モンブラン３個 株式会社四万十ドラマ

40 福岡県 銀だらみりん 有限会社進藤商店

41 佐賀県 伊万里焼　藍鍋島 茶香炉 株式会社太一郎窯

42 長崎県 まるごと雲仙チーズぷりん CAKEHOUSE Honda(本田菓子舗)

43 熊本県 極旨熟成くじら肉 株式会社マルホ

44 大分県 豊後牛ローストビーフ 株式会社まるひで

45 宮崎県 宮崎牛コンビーフ缶詰 株式会社響

46 鹿児島県 「お名前入」オリジナルラベル焼酎 1800ml 有限会社タニガワ

47 沖縄県 島つまみセット 株式会社沖縄物産企業連合
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◆日本ギフト大賞 2022 選考委員     

 

＜選考委員長＞ 

せたがや文化財団 顧問、国際演劇協会 会長    永井 多恵子 

＜選考委員＞                   

隈研吾建築都市設計事務所 建築家          隈  研吾                                                                                                                                         

日本女子大学 学長                    篠原 聡子                                                                              

早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授      藁谷 友紀 

順天堂大学 心臓血管外科 特任教授           天野 篤 

女子栄養大学 学長      香川 明夫 

登山家・医学博士         今井 通子 

歌手・女優      加藤 登紀子 

書画家                                               婁  正綱 

阪急阪神ホールディングス 代表取締役会長 グループ CEO 角  和夫 

   東急 代表取締役会長              野本 弘文 

ＡＮＡホールディングス 特別顧問           伊東 信一郎  

三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役会長          赤松 憲 

髙島屋 常務執行役員営業本部副本部長 MD本部長        宇都宮 優子  

     松屋 代表取締役社長執行役員                   秋田 正紀 

ウエルシアホールディングス 代表取締役会長               池野 隆光 

野村ホールディングス 取締役会長            永井  浩二 

清水銀行 代表取締役頭取                     岩山 靖宏 

レオパレス２１ 代表取締役社長                  宮尾 文也 

美濃吉 代表取締役会長                               佐竹 力総  

毎日新聞社 執行役員                      山本 修司 

日本経済新聞社 執行役員               牧江 邦幸 

産経新聞社 論説委員長                     乾  正人 

（敬称略） 

 

 

 

＜全国の新聞社 49社＞  

北海道新聞社、東奥日報社、デーリー東北新聞社、秋田魁新報社、岩手日報社、山形新聞社、河北新報社、福島民報社、 

福島民友新聞社、茨城新聞社、下野新聞社、上毛新聞社、埼玉新聞社、千葉日報社、神奈川新聞社、山梨日日新聞社、 

静岡新聞社、信濃毎日新聞社、新潟日報社、中日新聞社、岐阜新聞社、北日本新聞社、北國新聞社、福井新聞社、 

京 都 新 聞 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 、 神 戸 新 聞 社 、 奈 良 新 聞 社 、 伊 勢 新 聞 社 、 山 陽 新 聞 社 、 中 国 新 聞 社 、 

新日本海新聞社、みなと山口合同新聞社、山陰中央新報社、四国新聞社、愛媛新聞社、徳島新聞社、高知新聞社、 

西日本新聞社、佐賀新聞社、長崎新聞社、大分合同新聞社、熊本日日新聞社、宮崎日日新聞社、南日本新聞社、 

沖縄タイムス社、琉球新報社、毎日新聞社、日本経済新聞社、産経新聞社 

 

 

 


