
年 部門 賞 県 受賞会社名 備考
令和元年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 山形県 山形食品株式会社 第41回
令和元年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 石川県 中田二郎 第41回
令和元年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 茨城県 株式会社旭物産 第41回
令和元年 食品産業部門（経営革新タイプ） 農林水産大臣賞 神奈川県 竹内裕嗣 第41回
令和元年 食品流通部門 農林水産大臣賞 北海道 武藤修 第41回
令和元年 食品流通部門 農林水産大臣賞 兵庫県 廣瀬正行 第41回
令和元年 食品流通部門 農林水産大臣賞 熊本県 熊本大同青果株式会社 第41回
令和元年 食品流通部門 農林水産大臣賞 石川県 上野利一 第41回
令和元年 環境部門（省エネ等環境対策推進タイプ） 農林水産大臣賞 東京都 日本製粉株式会社 第41回
令和元年 マイスター部門 農林水産大臣賞 三重県 松井陽樹 第41回
令和元年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 食料産業局長賞 青森県 階上キユーピー株式会社 第41回
令和元年 食品産業部門（経営革新タイプ） 食料産業局長賞 鹿児島県 株式会社南日本フーズ 第41回
令和元年 食品産業部門（経営革新タイプ） 食料産業局長賞 千葉県 株式会社リオ 第41回
令和元年 食品産業部門（経営革新タイプ） 食料産業局長賞 三重県 ヤマダイ食品株式会社 第41回
令和元年 環境部門（省エネ等環境対策推進タイプ） 食料産業局長賞 北海道 株式会社町村農場 第41回

平成30年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 北海道 ニチロ畜産株式会社 第40回
平成30年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 山形県 株式会社モミの木 第40回
平成30年 食品産業部門（経営革新タイプ） 農林水産大臣賞 群馬県 グローバルピッグファーム株式会社 第40回
平成30年 食品産業部門（経営革新タイプ） 農林水産大臣賞 香川県 守谷通 第40回
平成30年 食品産業部門（経営革新タイプ） 農林水産大臣賞 愛媛県 仙味エキス株式会社 第40回
平成30年 食品産業部門（経営革新タイプ） 農林水産大臣賞 大阪府 マリンフード株式会社 第40回
平成30年 食品産業部門（経営革新タイプ） 農林水産大臣賞 兵庫県 東洋ナッツ食品株式会社 第40回
平成30年 CSR部門 農林水産大臣賞 東京都 日本水産株式会社 第40回
平成30年 食品流通部門 農林水産大臣賞 東京都 鈴木敏行 第40回
平成30年 食品流通部門 農林水産大臣賞 岡山県 櫛田修平 第40回
平成30年 食品流通部門 農林水産大臣賞 広島県 佐々木猛 第40回
平成30年 食品流通部門 農林水産大臣賞 北海道 佐藤止昭 第40回
平成30年 食品流通部門 農林水産大臣賞 東京都 渡邉正之 第40回
平成30年 団体部門 農林水産大臣賞 熊本県 甲斐秀和 第40回
平成30年 団体部門 農林水産大臣賞 大分県 安部宗武 第40回
平成30年 マイスター部門 農林水産大臣賞 東京都 小林和人 第40回
平成30年 食品産業部門（経営革新タイプ） 食料産業局長賞 北海道 はますい株式会社 第40回
平成30年 食品産業部門（経営革新タイプ） 食料産業局長賞 和歌山県 紀州綜合食品株式会社 第40回
平成30年 食品産業部門（経営革新タイプ） 食料産業局長賞 鹿児島県 大海酒造株式会社 第40回
平成30年 CSR部門 食料産業局長賞 神奈川県 キンセイ食品株式会社 第40回
平成30年 団体部門 食料産業局長賞 秋田県 秋田県酒造組合 第40回
平成30年 マイスター部門 食品産業センター会長賞 秋田県 髙橋謙治 第40回
平成29年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 山形県 株式会社三和食品 第39回
平成29年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 千葉県 株式会社日本一 第39回
平成29年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 和歌山県 中野BC株式会社 第39回
平成29年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 大分県 清田種嗣 第39回
平成29年 食品産業部門（経営革新タイプ） 農林水産大臣賞 兵庫県 マルヨ食品株式会社 第39回
平成29年 食品流通部門 農林水産大臣賞 北海道 勇﨑恒宏 第39回
平成29年 食品流通部門 農林水産大臣賞 神奈川県 岩瀬一雄 第39回



平成29年 食品流通部門 農林水産大臣賞 広島県 全日食チェーン中国協同組合 第39回
平成29年 食品流通部門 農林水産大臣賞 福岡県 伊藤信宏 第39回
平成29年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 食料産業局長賞 北海道 有限会社ヤマチュウ食品 第39回
平成29年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 食料産業局長賞 鹿児島県 水溜食品株式会社 第39回
平成29年 食品産業部門（経営革新タイプ） 食料産業局長賞 群馬県 東毛酪農業協同組合 第39回
平成29年 団体部門 食料産業局長賞 大阪府 伊藤重範 第39回
平成29年 マイスター部門 食品産業センター会長賞 福島県 佐藤進一 第39回
平成28年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 北海道 クレードル株式会社 第38回
平成28年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 山形県 株式会社マルハチ 第38回
平成28年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 兵庫県 エム・シーシー食品株式会社 第38回
平成28年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 和歌山県 株式会社河島本家 第38回
平成28年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 和歌山県 株式会社早和果樹園 第38回
平成28年 食品産業部門（経営革新タイプ） 農林水産大臣賞 大阪府 旭松食品株式会社 第38回
平成28年 食品産業部門（経営革新タイプ） 農林水産大臣賞 三重県 井村屋株式会社 第38回
平成28年 環境部門（食品リサイクル推進タイプ） 農林水産大臣賞 青森県 太子食品工業株式会社十和田工場 第38回
平成28年 環境部門（省エネ等環境対策推進タイプ） 農林水産大臣賞 北海道 キリンビール株式会社北海道千歳工場 第38回
平成28年 食品流通部門 農林水産大臣賞 大阪府 三輪光幸 第38回
平成28年 食品流通部門 農林水産大臣賞 滋賀県 嶋林政行 第38回
平成28年 食品流通部門 農林水産大臣賞 広島県 豊後厚成 第38回
平成28年 食品流通部門 農林水産大臣賞 静岡県 小池保之 第38回
平成28年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 食料産業局長賞 北海道 菊田食品株式会社 第38回
平成28年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 食料産業局長賞 和歌山県 まるとも海産 第38回
平成28年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 食料産業局長賞 鹿児島県 南海食品株式会社 第38回
平成28年 食品産業部門（経営革新タイプ） 食料産業局長賞 群馬県 株式会社館林うどん 第38回
平成28年 食品産業部門（経営革新タイプ） 食料産業局長賞 福岡県 株式会社はたなか 第38回
平成28年 食品産業部門（経営革新タイプ） 食料産業局長賞 栃木県 株式会社アキモ 第38回
平成28年 食品産業部門（経営革新タイプ） 食料産業局長賞 福岡県 株式会社クロワッサン 第38回
平成28年 環境部門（容器包装リサイクル推進タイプ）食料産業局長賞 東京都 味の素ゼネラルフーヅ株式会社 第38回
平成28年 団体部門 食料産業局長賞 富山県 海内暉正 第38回
平成28年 食品流通部門 食料産業局長賞 長野県 全日食チェーン長野協同組合 第38回
平成27年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 北海道 株式会社パイオニアフーズ 第37回
平成27年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 栃木県 株式会社大麦工房ロア 第37回
平成27年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社伊藤園 第37回
平成27年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 鹿児島県 大口酒造株式会社 第37回
平成27年 食品産業部門（経営革新タイプ） 農林水産大臣賞 東京都 江崎グリコ株式会社 第37回
平成27年 食品産業部門（経営革新タイプ） 農林水産大臣賞 兵庫県 フジッコ株式会社 第37回
平成27年 食品産業部門（経営革新タイプ） 農林水産大臣賞 香川県 株式会社フードテック 第37回
平成27年 環境部門（省エネ等環境対策推進タイプ） 農林水産大臣賞 北海道 サッポロビール株式会社北海道工場 第37回
平成27年 団体部門 農林水産大臣賞 高知県 橋田　照喜 第37回
平成27年 食品流通部門 農林水産大臣賞 大阪府 植田　孝 第37回
平成27年 食品流通部門 農林水産大臣賞 新潟県 中田　邦彦 第37回
平成27年 食品流通部門 農林水産大臣賞 静岡県 沼津中央青果株式会社 第37回
平成27年 食品流通部門 農林水産大臣賞 大阪府 全日食チェーン関西協同組合 第37回
平成27年 食品産業部門（経営革新タイプ） 食料産業局長賞 山形県 株式会社でん六 第37回
平成27年 食品産業部門（経営革新タイプ） 食料産業局長賞 長野県 信州戸隠そば株式会社 第37回



平成27年 食品流通部門 食料産業局長賞 福岡県 宮﨑　一喜 第37回
平成26年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 北海道 池田食品株式会社 第36回
平成26年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 青森県 上北農産加工農業協同組合 第36回
平成26年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 山形県 鈴木食品製造株式会社 第36回
平成26年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 和歌山県 築野食品加工株式会社 第36回
平成26年 食品産業部門（経営革新タイプ） 農林水産大臣賞 兵庫県 東亜食品工業株式会社 第36回
平成26年 CSR部門 農林水産大臣賞 東京都 株式会社ヤヨイサンフーズ 第36回
平成26年 CSR部門 農林水産大臣賞 鹿児島県 株式会社垂水温泉鶴田 第36回
平成26年 環境部門（食リサイクル推進タイプ） 農林水産大臣賞 長野県 株式会社みすずコーポレーション 第36回
平成26年 環境部門（省エネ等環境対策推進タイプ） 農林水産大臣賞 東京都 日本製粉株式会社 第36回
平成26年 マイスター部門 農林水産大臣賞 富山県 高野　隆司 第36回
平成26年 食品流通部門 農林水産大臣賞 福島県 山野辺庄三 第36回
平成26年 食品流通部門 農林水産大臣賞 広島県 広島魚商協同組合 第36回
平成26年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 食料産業局長賞 北海道 日本罐詰株式会社 第36回
平成26年 食品産業部門（経営革新タイプ） 食料産業局長賞 秋田県 株式会社嶋田ハム 第36回
平成26年 環境部門（省エネ等環境対策推進タイプ） 食料産業局長賞 石川県 株式会社スギヨ 第36回
平成26年 食品流通部門 食料産業局長賞 石川県 全日食チェーン北陸協同組合 第36回
平成26年 食品流通部門 食料産業局長賞 兵庫県 株式会社ウエシマコーヒーフーズ 第36回
平成25年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 山形県 株式会社セゾンファクトリー 第35回
平成25年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 新潟県 たかい食品株式会社 第35回
平成25年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 滋賀県 株式会社比叡ゆば本舗ゆば八 第35回
平成25年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 徳島県 株式会社さわ 第35回
平成25年 食品産業部門（経営革新タイプ） 農林水産大臣賞 北海道 サンマルコ食品株式会社 第35回
平成25年 食品産業部門（経営革新タイプ） 農林水産大臣賞 栃木県 株式会社アキモ 第35回
平成25年 食品産業部門（経営革新タイプ） 農林水産大臣賞 静岡県 五十嵐　公夫 第35回
平成25年 環境部門（食リサイクル推進タイプ） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社イトーヨーカ堂 第35回
平成25年 マイスター部門 農林水産大臣賞 富山県 新庄　利夫 第35回
平成25年 食品流通部門 農林水産大臣賞 青森県 石川　栄一 第35回
平成25年 食品流通部門 農林水産大臣賞 群馬県 株式会社群馬県食肉卸売市場 第35回
平成25年 食品流通部門 農林水産大臣賞 長野県 株式会社長印 第35回
平成25年 食品流通部門 農林水産大臣賞 愛知県 小坂　芳則 第35回
平成25年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 食料産業局長賞 鹿児島県 有限会社鹿児島ますや 第35回
平成25年 CSR部門 食料産業局長賞 千葉県 (株)インシップ 第35回
平成25年 環境部門（食リサイクル推進タイプ） 食料産業局長賞 新潟県 片山食品株式会社 第35回
平成25年 環境部門（省エネ等環境対策推進タイプ） 食料産業局長賞 愛知県 春日井製菓株式会社 第35回
平成25年 食品流通部門 食料産業局長賞 青森県 弘果弘前中央青果株式会社 第35回
平成25年 食品流通部門 食料産業局長賞 沖縄県 全日食チェーン沖縄協同組合 第35回
平成24年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 山形県 株式会社米沢食肉公社 第34回
平成24年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 和歌山県 河本食品株式会社 第34回
平成24年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 鹿児島県 鹿児島製茶株式会社 第34回
平成24年 CSR部門 農林水産大臣賞 三重県 株式会社大里畜産 第34回
平成24年 環境部門（食リサイクル推進タイプ） 農林水産大臣賞 神奈川県 味の素株式会社川崎事業所 第34回
平成24年 環境部門（食リサイクル推進タイプ） 農林水産大臣賞 愛知県 ユニー株式会社 第34回
平成24年 環境部門（容器包装リサイクル推進タイプ）農林水産大臣賞 東京都 味の素ゼネラルフーヅ株式会社 第34回
平成24年 環境部門（省エネ等環境対策推進タイプ） 農林水産大臣賞 富山県 北陸コカ・コーラプロダクツ株式会社 第34回



平成24年 マイスター部門 農林水産大臣賞 北海道 宮嶋　望 第34回
平成24年 マイスター部門 農林水産大臣賞 富山県 嶋川　淳 第34回
平成24年 食品流通部門 農林水産大臣賞 群馬県 笠井　昇（前橋青果株式会社） 第34回
平成24年 食品流通部門 農林水産大臣賞 愛知県 堀　健雄（中部水産株式会社） 第34回
平成24年 食品流通部門 農林水産大臣賞 宮城県 岩沼　德衛（全国水産物商業協同組合連合会） 第34回
平成24年 食品流通部門 農林水産大臣賞 徳島県 全日食チェーン四国協同組合 第34回
平成24年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 食料産業局長賞 北海道 株式会社自然農園グループ 第34回
平成24年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 食料産業局長賞 新潟県 竹徳かまぼこ株式会社 第34回
平成24年 食品産業部門（経営革新タイプ） 食料産業局長賞 青森県 株式会社ヤマヨ 第34回
平成24年 団体部門 食料産業局長賞 北海道 北海道缶詰協会 第34回
平成24年 食品流通部門 食料産業局長賞 北海道 株式会社キョクイチ 第34回
平成24年 食品流通部門 食料産業局長賞 熊本県 熊本大同青果株式会社 第34回
平成23年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 山形県 株式会社住吉屋食品 第33回
平成23年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 徳島県 株式会社マルハ物産 第33回
平成23年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 鹿児島県 有限会社勘場蒲鉾店 第33回
平成23年 CSR部門 農林水産大臣賞 京都府 坂上　茂（京都府生菓子協同組合相談役） 第33回
平成23年 団体部門 農林水産大臣賞 鹿児島県 枕崎水産加工業協同組合 第33回
平成23年 マイスター部門 農林水産大臣賞 北海道 松田　郁夫（福山醸造株式会社前工場長） 第33回
平成23年 マイスター部門 農林水産大臣賞 神奈川県 佐賀　勝男鈴廣かまぼこ株式会顧問） 第33回
平成23年 食品流通部門 農林水産大臣賞 北海道 佐藤　裕（帯広地方卸売市場株式会社） 第33回
平成23年 食品流通部門 農林水産大臣賞 北海道 中川　隆（釧路魚商業協同組合） 第33回
平成23年 食品流通部門 農林水産大臣賞 宮城県 安藤堅太郎（仙台中央青果卸売株式会社） 第33回
平成23年 食品流通部門 農林水産大臣賞 東京都 伊藤裕康（(社)全国中央市場水産卸協会） 第33回
平成23年 食品流通部門 農林水産大臣賞 長野県 堀　雄一（長野県連合青果株式会社） 第33回
平成23年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 食料産業局長賞 北海道 株式会社マルハニチロ北日本　十勝工場 第33回
平成23年 食品産業部門（経営革新タイプ） 食料産業局長賞 新潟県 株式会社堀川 第33回
平成23年 団体部門 食料産業局長賞 北海道 北海道蒲鉾水産加工業協同組合 第33回
平成23年 団体部門 食料産業局長賞 富山県 高木　勲 第33回
平成23年 食品流通部門 食料産業局長賞 群馬県 野崎美成（館林中央市場株式会社） 第33回
平成23年 食品流通部門 食料産業局長賞 大阪府 株式会社　西塚商店 第33回
平成23年 食品流通部門 食料産業局長賞 鳥取県 大幸株式会社 第33回
平成23年 食品流通部門 食料産業局長賞 島根県 全日食チェーン島根協同組合 第33回
平成22年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 山形県 株式会社　三奥屋 第32回
平成22年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 新潟県 朝日酒造株式会社 第32回
平成22年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 徳島県 市岡製菓株式会社 第32回
平成22年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 宮崎県 道本食品株式会社 第32回
平成22年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 農林水産大臣賞 鹿児島県 小正醸造株式会社 第32回
平成22年 CSR部門 農林水産大臣賞 東京都 キユーピー株式会社 第32回
平成22年 CSR部門 農林水産大臣賞 愛知県 東海漬物株式会社 第32回
平成22年 団体部門 農林水産大臣賞 北海道 北海道味噌醤油工業協同組合 第32回
平成22年 マイスター部門 農林水産大臣賞 福岡県 野田　義治（福岡県醤油醸造協同組合） 第32回
平成22年 食品流通部門 農林水産大臣賞 北海道 全日食チェーン北海道協同組合 第32回
平成22年 食品流通部門 農林水産大臣賞 北海道 原　武雄（株式会社原水産） 第32回
平成22年 食品流通部門 農林水産大臣賞 宮城県 島貫　文好（株式会社仙台水産） 第32回
平成22年 食品流通部門 農林水産大臣賞 富山県 中平敏夫（株式会社サンフレッシュ） 第32回



平成22年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 総合食料局長賞 栃木県 株式会社　白相酒造 第32回
平成22年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 総合食料局長賞 福岡県 大陽製粉株式会社 第32回
平成22年 食品産業部門（農商工連携推進タイプ） 総合食料局長賞 佐賀県 佐賀冷凍食品株式会社 第32回
平成22年 食品産業部門（経営革新タイプ） 総合食料局長賞 埼玉県 村田　誠（ローマイヤ株式会社） 第32回
平成22年 CSR部門 総合食料局長賞 香川県 株式会社川田製麺 第32回
平成22年 団体部門 総合食料局長賞 兵庫県 伊藤　哲郎（兵庫県乾麺協同組合） 第32回
平成22年 食品流通部門 総合食料局長賞 青森県 株式会社　嶋津商店 第32回
平成22年 食品流通部門 総合食料局長賞 滋賀県 フジノ食品株式会社 第32回
平成21年 食品産業部門（農商工連携推進部門） 農林水産大臣賞 佐賀県 前田食品工業有限会社 第31回
平成21年 食品産業部門（経営革新部門） 農林水産大臣賞 鹿児島県 日本澱粉工業株式会社 第31回
平成21年 食品産業部門（経営革新部門） 農林水産大臣賞 山形県 株式会社　丸十大屋 第31回
平成21年 食品産業部門（経営革新部門） 農林水産大臣賞 栃木県 東京食品産業株式会社 第31回
平成21年 食品産業部門（経営革新部門） 農林水産大臣賞 東京都 森村　憲二（平和食品工業株式会社） 第31回
平成21年 食品産業部門（経営革新部門） 農林水産大臣賞 沖縄県 稲福　盛雄（株式会社琉球バイオリソース） 第31回
平成21年 環境部門 農林水産大臣賞 三重県 太陽化学株式会社 第31回
平成21年 環境部門 農林水産大臣賞 大阪府 日本ハム株式会社 第31回
平成21年 環境部門 農林水産大臣賞 北海道 株式会社　かね彦 第31回
平成21年 マイスター部門 農林水産大臣賞 新潟県 坂詰　直枝（株式会社　大力納豆） 第31回
平成21年 食品流通部門 農林水産大臣賞 茨城県 株式会社　魚松 第31回
平成21年 食品流通部門 農林水産大臣賞 東京都 武井　喜一（東京千住青果株式会社） 第31回
平成21年 食品流通部門 農林水産大臣賞 京都府 田中　一（大京魚類株式会社） 第31回
平成21年 食品産業部門 総合食料局長賞 福岡県 株式会社　篠崎 第31回
平成21年 食品産業部門 総合食料局長賞 大阪府 株式会社　千日総本社 第31回
平成21年 団体部門（優良団体） 総合食料局長賞 静岡県 静岡県酒造組合 第31回
平成21年 CSR部門 総合食料局長賞 福井県 丸市食品株式会社 第31回
平成21年 食品流通部門 総合食料局長賞 神奈川県 株式会社　泉八 第31回
平成21年 食品流通部門 総合食料局長賞 福島県 紅食株式会社 第31回
平成21年 食品流通部門 総合食料局長賞 山口県 ふるさと萩食品協同組合（道の駅/萩しーまーと） 第31回
平成20年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 福井県 安田蒲鉾株式会社 第30回
平成20年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 石川県 株式会社　オハラ 第30回
平成20年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 山形県 城北麺工株式会社 第30回
平成20年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 大阪府 タケダハム株式会社 第30回
平成20年 団体部門（個人） 農林水産大臣賞 大阪府 小谷　公穂（大浦水産加工業協同組合　理事） 第30回
平成20年 技術功労部門（個人） 農林水産大臣賞 静岡県 近藤　幸雄（全国手もみ茶振興会　会員） 第30回
平成20年 技術功労部門（個人） 農林水産大臣賞 長野県 須之内　龍夫（ハナマルキ株式会社伊那工場 第30回
平成20年 技術功労部門（個人） 農林水産大臣賞 熊本県 吉良　元雄（マルキン食品株式会社　代表取締役社長） 第30回
平成20年 食品流通部門（企業） 農林水産大臣賞 群馬県 日栄物産株式会社 第30回
平成20年 食品流通部門（団体） 農林水産大臣賞 富山県 富山県水産物商業協同組合連合会 第30回
平成20年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 神奈川県 五十嵐　勇（株式会社丸ユ商店　代表取締役社長） 第30回
平成20年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 福井県 株式会社　米五 第30回
平成20年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 鹿児島県 藤安醸造株式会社 第30回
平成20年 団体部門（団体） 総合食料局長賞 福島県 福島県漬物協同組合 第30回
平成20年 開発部門（企業） 総合食料局長賞 北海道 株式会社　中央食鶏 第30回
平成20年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 滋賀県 嶋林食品センター株式会社 第30回
平成20年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 東京都 スター物産株式会社 第30回



平成20年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 兵庫県 大洋産業株式会社 第30回
平成20年 食品流通部門（個人） 総合食料局長賞 石川県 安宅　雅夫（株式会社安宅　代表取締役社長） 第30回
平成20年 食品流通部門（個人） 総合食料局長賞 宮城県 櫻井　勇一（株式会社興陽　代表取締役会長） 第30回
平成20年 社会的貢献部門・消費者対応（個人） 食品産業センター会長賞 北海道 林　敏文（株式会社　小林商店　代表取締役社長） 第30回
平成19年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 群馬県 富士食品工業株式会社 第29回
平成19年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 栃木県 笠原産業株式会社 第29回
平成19年 食品産業部門（個人） 農林水産大臣賞 東京都 吉田　茂（株式会社蒲一　専務取締役） 第29回
平成19年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 静岡県 静岡県茶商工業協同組合 第29回
平成19年 開発部門（企業） 農林水産大臣賞 宮城県 株式会社　阿部蒲鉾店 第29回
平成19年 開発部門（企業） 農林水産大臣賞 奈良県 株式会社　品川工業所 第29回
平成19年 技術功労部門（個人） 農林水産大臣賞 石川県 穴田　政勝（株式会社ローランド金沢　代表取締役） 第29回
平成19年 技術功労部門（個人） 農林水産大臣賞 大阪府 西川　明（箕面・薫々堂） 第29回
平成19年 技術功労部門（個人） 農林水産大臣賞 鹿児島県 有村　興一（株式会社有村屋　代表取締役社長） 第29回
平成19年 社会的貢献部門（資源) 農林水産大臣賞 東京都 キユーピー株式会社 第29回
平成19年 食品流通部門（企業） 農林水産大臣賞 大阪府 オーディエー株式会社 第29回
平成19年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 岡山県 浪越　清（株式会社岡山丸果　代表取締役社長） 第29回
平成19年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 愛知県 小倉　保男（中部水産株式会社　代表取締役会長） 第29回
平成19年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 広島県 藤本　唯俊（有限会社フジモト　代表取締役社長） 第29回
平成19年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 高知県 牧野　正幸（株式会社サンシャインチェーン本部 第29回
平成19年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 山形県 酒田米菓株式会社 第29回
平成19年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 鹿児島県 有限会社　かわの製粉 第29回
平成19年 団体部門（優良団体） 総合食料局長賞 福島県 福島県菓子工業協同組合 第29回
平成19年 団体部門（団体関係功労者） 総合食料局長賞 大阪府 乾　新吉郎（大阪府小麦粉卸商業協同組合　理事長） 第29回
平成19年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 京都府 京都鰹節株式会社 第29回
平成19年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 愛媛県 株式会社　松宮 第29回
平成19年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 愛媛県 株式会社　木下商店 第29回
平成19年 食品流通部門（団体） 総合食料局長賞 愛知県 全日食チェーン中京協同組合 第29回
平成19年 食品流通部門（個人） 総合食料局長賞 神奈川県 土信田　志郎（有限会社川崎八丁丑　代表取締役会長） 第29回
平成18年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 フジパン粉工業株式会社 第28回
平成18年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 群馬県 相模屋食料株式会社 第28回
平成18年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 香川県 宝食品株式会社 第28回
平成18年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 宮城県 株式会社　一ノ蔵 第28回
平成18年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 山口県 株式会社　岸田商会 第28回
平成18年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 静岡県 協同組合　焼津水産加工センター 第28回
平成18年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 大阪府 大阪府生菓子協同組合 第28回
平成18年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 大阪府 澤井　幸造（大阪府豆腐油揚商工組合　代表理事） 第28回
平成18年 開発部門（個人） 農林水産大臣賞 愛知県 内堀　光康（内堀醸造株式会社　常務取締役） 第28回
平成18年 社会的貢献部門 農林水産大臣賞 石川県 株式会社　福光屋 第28回
平成18年 技術功労部門（個人） 農林水産大臣賞 大阪府 岡　松平（株式会社冨士屋かまぼこ　取締役会長） 第28回
平成18年 食品流通部門（企業） 農林水産大臣賞 北海道 旭川魚菜商業協同組合 第28回
平成18年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 福岡県 大野　憲俊（福岡大同青果株式会社　代表取締役社長） 第28回
平成18年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 東京都 平　富郎（株式会社エコス　代表取締役会長） 第28回
平成18年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 富山県 中谷　弘（有限会社なかや商店　代表取締役社長） 第28回
平成18年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 神奈川県 山田　昌宏（横浜魚類株式会社　代表取締役会長） 第28回
平成18年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 富山県 日の出屋製菓産業株式会社 第28回



平成18年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 石川県 羽二重豆腐株式会社 第28回
平成18年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 山形県 株式会社　米沢食肉公社 第28回
平成18年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 栃木県 株式会社　エイ・エム・シー・ロア 第28回
平成18年 団体部門（優良団体） 総合食料局長賞 鹿児島県 小鹿酒造協業組合 第28回
平成18年 団体部門（優良団体） 総合食料局長賞 福島県 福島県パン協同組合 第28回
平成18年 団体部門（団体関係功労者） 総合食料局長賞 三重県 福本　重厚（三重県漬物協同組合　相談役） 第28回
平成18年 食品流通部門（企業等） 総合食料局長賞 熊本県 全日食チェーン九州協同組合 第28回
平成18年 食品流通部門（企業等） 総合食料局長賞 大阪府 太平物産株式会社 第28回
平成18年 食品流通部門（企業等） 総合食料局長賞 東京都 東京中央食品株式会社 第28回
平成18年 食品流通部門（企業等） 総合食料局長賞 東京都 株式会社　久世 第28回
平成18年 食品流通部門（個人） 総合食料局長賞 石川県 柿木　良一（柿木青果株式会社　代表取締役） 第28回
平成18年 食品流通部門（個人） 総合食料局長賞 愛知県 岩田　一也（株式会社　カネ一岩田水産 第28回
平成18年 社会的貢献部門 食品産業センター会長賞 東京都 雪印乳業株式会社 第28回
平成17年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 北海道 株式会社　スリービー 第27回
平成17年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 和歌山県 井口食品工業株式会社 第27回
平成17年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 鹿児島県 株式会社　下堂園 第27回
平成17年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 愛知県 株式会社　平松食品 第27回
平成17年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 沖縄県 株式会社　サン食品 第27回
平成17年 団体部門（団体） 農林水産大臣賞 福島県 福島県酒造協同組合 第27回
平成17年 団体部門（団体） 農林水産大臣賞 静岡県 焼津水産加工業協同組合 第27回
平成17年 団体部門（団体） 農林水産大臣賞 大阪府 大蒲水産加工業協同組合 第27回
平成17年 団体部門（団体） 農林水産大臣賞 宮崎県 寿海酒造協業組合 第27回
平成17年 団体部門（個人） 農林水産大臣賞 栃木県 髙橋　昭明（栃木県洋菓子協会　会長） 第27回
平成17年 技術功労部門（個人） 農林水産大臣賞 滋賀県 山本　徳次（株式会社たねや　代表取締役社長） 第27回
平成17年 技術功労部門（個人） 農林水産大臣賞 三重県 中森　慰（三重県手もみ茶技術伝承保存会　会長） 第27回
平成17年 食品流通部門（企業） 農林水産大臣賞 愛知県 名古屋北部青果物商業協同組合 第27回
平成17年 食品流通部門（企業） 農林水産大臣賞 兵庫県 神戸水産物小売協同組合 第27回
平成17年 食品流通部門（企業） 農林水産大臣賞 広島県 株式会社　クラハシ 第27回
平成17年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 神奈川県 増田　稔（横浜丸魚株式会社　代表取締役会長） 第27回
平成17年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 山形県 株式会社　花角味噌醸造 第27回
平成17年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 山梨県 よっちゃん食品工業株式会社 第27回
平成17年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 栃木県 株式会社　波里 第27回
平成17年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 石川県 株式会社　フジセイカ 第27回
平成17年 団体部門（企業） 総合食料局長賞 佐賀県 佐賀県経済農業協同組合連合会 第27回
平成17年 団体部門（個人） 総合食料局長賞 大阪府 中井　猛（大阪惣菜事業協同組合　理事長） 第27回
平成17年 団体部門（個人） 総合食料局長賞 福島県 増田　敏雄（福島第一食糧卸協同組合　理事長） 第27回
平成17年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 新潟県 全日食チェーン新潟協同組合 第27回
平成17年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 岡山県 株式会社　アイスライン 第27回
平成17年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 三重県 株式会社　山吉 第27回
平成16年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 群馬県 正田醤油株式会社 第26回
平成16年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 アリアケジャパン株式会社 第26回
平成16年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 山梨県 株式会社　カニヤ 第26回
平成16年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 愛媛県 株式会社　ハタダ 第26回
平成16年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 鹿児島県 株式会社　中園久太郎商店 第26回
平成16年 団体部門（団体） 農林水産大臣賞 東京都 東京都蒲鉾水産加工業協同組合 第26回



平成16年 団体部門（団体） 農林水産大臣賞 静岡県 焼津市魚仲水産加工業協同組合 第26回
平成16年 団体部門（団体） 農林水産大臣賞 東京都 東京都茶協同組合 第26回
平成16年 団体部門（個人） 農林水産大臣賞 大阪府 岡本　楢雄（大阪府生菓子協同組合　理事長） 第26回
平成16年 開発部門（企業） 農林水産大臣賞 富山県 富山蒲鉾株式会社 第26回
平成16年 社会的貢献（資源・ 農林水産大臣賞 大阪府 小倉屋昆布食品株式会社 第26回
平成16年 技術功労部門（個人） 農林水産大臣賞 東京都 杉江　繁夫（有限会社ネオフーズ　代表取締役） 第26回
平成16年 食品流通部門（企業） 農林水産大臣賞 北海道 札幌水産物商業協同組合 第26回
平成16年 食品流通部門（企業） 農林水産大臣賞 福島県 福島青果商業協同組合 第26回
平成16年 食品流通部門（企業） 農林水産大臣賞 熊本県 株式会社　ハウディ 第26回
平成16年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 大阪府 大本　忠弘（大阪本場青果卸売協同組合　理事長） 第26回
平成16年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 石川県 株式会社　中田屋 第26回
平成16年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 石川県 笠井食品株式会社 第26回
平成16年 食品産業部門（個人） 総合食料局長賞 福岡県 山崎　虎勝（株式会社カネモリ　代表取締役社長） 第26回
平成16年 食品産業部門（個人） 総合食料局長賞 長崎県 中村　嘉孝（五島牧場有限会社　代表取締役社長） 第26回
平成16年 団体部門（個人） 総合食料局長賞 東京都 新海　英一（東京鶏卵事業協同組合　理事長） 第26回
平成16年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 北海道 奥村食品工業株式会社 第26回
平成16年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 宮城県 全日食チェーン東北協同組合 第26回
平成16年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 群馬県 株式会社　坂東食材 第26回
平成16年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 福岡県 株式会社　山口油屋福太郎 第26回
平成16年 食品流通部門（個人） 総合食料局長賞 東京都 戸川　八郎（世田谷青果卸売協同組合　理事長） 第26回
平成16年 食品流通部門（個人） 総合食料局長賞 神奈川県 西山　三喜男（横浜魚市場卸協同組合　理事長） 第26回
平成16年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 滋賀県 有限会社　近江屋 第26回
平成15年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 群馬県 武井漬物製造株式会社 第25回
平成15年 食品産業部門（個人） 農林水産大臣賞 東京都 山崎　達光（ヱスビー食品株式会社 第25回
平成15年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　メフィス 第25回
平成15年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 神奈川県 株式会社　崎陽軒 第25回
平成15年 団体部門（団体） 農林水産大臣賞 栃木県 栃木県醤油工業協同組合 第25回
平成15年 団体部門（団体） 農林水産大臣賞 京都府 京都府豆腐油揚商工組合 第25回
平成15年 団体部門（個人） 農林水産大臣賞 栃木県 鱒渕　弘一（栃木県あられ工業協同組合　理事長） 第25回
平成15年 団体部門（個人） 農林水産大臣賞 富山県 小川　健一（富山県青果物商業協同組合　代表理事） 第25回
平成15年 開発部門（企業） 農林水産大臣賞 埼玉県 株式会社　武蔵野 第25回
平成15年 技術功労部門（個人） 農林水産大臣賞 東京都 加藤　信（学校法人古屋学園　二葉製菓学校　校長・理事） 第25回
平成15年 技術功労部門（個人） 農林水産大臣賞 静岡県 勝又　初郎（社団法人静岡県茶手揉保存会　理事・副会長） 第25回
平成15年 技術功労部門（個人） 農林水産大臣賞 京都府 川勝　三郎（株式会社バイカル　代表取締役会長） 第25回
平成15年 技術功労部門（個人） 農林水産大臣賞 大阪府 大元　亮二（大寅蒲鉾株式会社　顧問） 第25回
平成15年 技術功労部門（個人） 農林水産大臣賞 大阪府 加藤　信男（株式会社高砂堂　製菓部長職） 第25回
平成15年 食品流通部門（企業） 農林水産大臣賞 神奈川県 河原食品株式会社 第25回
平成15年 食品流通部門（企業） 農林水産大臣賞 群馬県 株式会社　群馬県水産市場 第25回
平成15年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 大阪府 福田　八朗（大阪魚市場株式会社　取締役相談役） 第25回
平成15年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 東京都 鈴木　秀雄（東京魚商業協同組合　理事長） 第25回
平成15年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 青森県 高砂食品株式会社 第25回
平成15年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 大阪府 前田製菓株式会社 第25回
平成15年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 神奈川県 株式会社　美濃屋あられ 第25回
平成15年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 北海道 株式会社　マルデン 第25回
平成15年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 東京都 菊池食品工業株式会社 第25回



平成15年 食品産業部門（個人） 総合食料局長賞 兵庫県 町田　榮一 第25回
平成15年 団体部門（団体） 総合食料局長賞 静岡県 静岡県洋菓子協会 第25回
平成15年 団体部門（団体） 総合食料局長賞 愛媛県 宇和島蒲鉾協同組合 第25回
平成15年 団体部門（団体） 総合食料局長賞 宮崎県 宮崎県酒造組合 第25回
平成15年 消費者対応部門（企業） 総合食料局長賞 石川県 株式会社　金城納豆食品 第25回
平成15年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 石川県 株式会社　鍛冶商店 第25回
平成15年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 群馬県 日榮物産株式会社 第25回
平成15年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 神奈川県 株式会社　榮村商店 第25回
平成15年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 大阪府 株式会社　マツヤ 第25回
平成15年 食品流通部門（個人） 総合食料局長賞 長崎県 古森　正年 第25回
平成15年 食品流通部門（個人） 総合食料局長賞 山形県 遠藤　啓一 第25回
平成15年 食品流通部門（個人） 総合食料局長賞 岩手県 伊東　德行 第25回
平成15年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 石川県 有限会社　加賀かきもち丸山 第25回
平成15年 食品流通部門（企業） 食品流通構造改善促進機構会長賞 愛知県 株式会社　東生食品 第25回
平成14年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 千葉県 石井食品株式会社 第24回
平成14年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 青森県 武輪水産株式会社 第24回
平成14年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 長野県 日穀製粉株式会社 第24回
平成14年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 石川県 マルイケ・イケウチ株式会社 第24回
平成14年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 群馬県 まるか食品株式会社 第24回
平成14年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　東京正直屋 第24回
平成14年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 京都府 京都半生菓子協同組合 第24回
平成14年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 千葉県 社団法人　京葉食品コンビナート協議会 第24回
平成14年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 東京都 社団法人　東京都卵業協会 第24回
平成14年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 栃木県 栃木県米菓商工業協同組合 第24回
平成14年 団体部門（個人） 農林水産大臣賞 富山県 秋本　勲（富山県餅業組合　会長） 第24回
平成14年 団体部門（個人） 農林水産大臣賞 栃木県 池田　浩（栃木県製餡協同組合　元理事長） 第24回
平成14年 団体部門（個人） 農林水産大臣賞 東京都 早川　幸男（社団法人　菓子総合技術センター　専務理事） 第24回
平成14年 団体部門（個人） 農林水産大臣賞 長崎県 山田　正英（長崎県豆萌工業組合　理事長） 第24回
平成14年 資源・環境保全部門（企業） 農林水産大臣賞 静岡県 丸山製茶株式会社 第24回
平成14年 食品流通部門（企業） 農林水産大臣賞 福岡県 北九州水産物小売団体協同組合 第24回
平成14年 食品流通部門（企業） 農林水産大臣賞 静岡県 株式会社　コーゲツ 第24回
平成14年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 東京都 川田　一光（東京青果株式会社　代表取締役社長） 第24回
平成14年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 東京都 鈴木　敬一（大都魚類株式会社　代表取締役社長） 第24回
平成14年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 栃木県 株式会社　荒井食品 第24回
平成14年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 秋田県 株式会社　安藤商店 第24回
平成14年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 香川県 石丸製麺株式会社 第24回
平成14年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 群馬県 新進科研株式会社 第24回
平成14年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 神奈川県 宝製菓株式会社 第24回
平成14年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 鹿児島県 株式会社　徳永屋本店 第24回
平成14年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 高知県 土佐食株式会社 第24回
平成14年 食品産業部門（企業） 総合食料局長賞 宮城県 柳原食肉センター株式会社 第24回
平成14年 食品産業部門（個人） 総合食料局長賞 兵庫県 田靡　正直 第24回
平成14年 団体部門（優良団体） 総合食料局長賞 岩手県 岩手県酒造協同組合 第24回
平成14年 団体部門（優良団体） 総合食料局長賞 静岡県 島田菓子商工業協同組合 第24回
平成14年 団体部門（優良団体） 総合食料局長賞 茨城県 波崎水産加工業協同組合 第24回



平成14年 団体部門（個人） 総合食料局長賞 福島県 古川　幸雄 第24回
平成14年 開発部門（企業） 総合食料局長賞 三重県 茂利製油株式会社 第24回
平成14年 消費者対応部門（企業） 総合食料局長賞 石川県 株式会社　小堀酒造店 第24回
平成14年 食品流通部門（企業） 総合食料局長賞 福井県 株式会社　サン食品 第24回
平成14年 食品流通部門（個人） 総合食料局長賞 北海道 荒川　紀義 第24回
平成14年 食品流通部門（個人） 総合食料局長賞 高知県 川崎　博道 第24回
平成14年 食品流通部門（個人） 総合食料局長賞 富山県 永森　靖 第24回
平成14年 食品流通部門（個人） 総合食料局長賞 北海道 本間　睦郎 第24回
平成14年 食品流通部門（個人） 総合食料局長賞 岩手県 米内　征四郎 第24回
平成14年 食品流通部門（企業） 食品流通構造改善促進機構会長賞 福岡県 筑紫フードサービス株式会社 第24回
平成13年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 青森県 太子食品工業株式会社 第23回
平成13年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 大阪府 エースコック株式会社 第23回
平成13年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 鹿児島県 株式会社特香園 第23回
平成13年 食品産業部門（個人） 農林水産大臣賞 愛媛県 大沢　一彦（日本食研株式会社　代表取締役社長） 第23回
平成13年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 昌立物産株式会社 第23回
平成13年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 大阪府 大阪市水産物卸協同組合 第23回
平成13年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 高知県 高知中央市場鮮魚買受人協同組合 第23回
平成13年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 宮城県 鈴木　新太郎（仙都魚類株式会社　代表取締役社長） 第23回
平成13年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 神奈川県 鈴木　邦之（社団法人全国中央市場青果卸売協会） 第23回
平成13年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 愛知県 チタカ・インターナショナル・フーズ株式会社 第23回
平成13年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 北海道 留萌水産物加工協同組合 第23回
平成13年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 埼玉県 埼玉県生麺業協同組合 第23回
平成13年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 東京都 東京和菓子商工業協同組合 第23回
平成13年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 愛知県 愛知県豆腐商工業協同組合 第23回
平成13年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 佐賀県 佐賀県蒲鉾協同組合連合会 第23回
平成13年 団体部門（個人） 農林水産大臣賞 奈良県 杉村　正一（御所市米穀販売協同組合　代表理事） 第23回
平成13年 資源・環境保全部門（企業） 農林水産大臣賞 千葉県 キッコーマン株式会社 第23回
平成13年 技術功労部門 農林水産大臣賞 群馬県 遠藤　悦雄（株式会社新進　技術顧問） 第23回
平成13年 技術功労部門 農林水産大臣賞 静岡県 木下　喜平（掛川市茶手揉保存会　名誉顧問） 第23回
平成13年 技術功労部門 農林水産大臣賞 大阪府 菅野　禎造（有限会社おうみどう　代表取締役） 第23回
平成13年 技術功労部門 農林水産大臣賞 福岡県 仲尾　冨雄（株式会社山吹　取締役相談役） 第23回
平成13年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 岩手県 佐々長醸造株式会社 第23回
平成13年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 福島県 奥の松酒造株式会社 第23回
平成13年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 群馬県 株式会社市川食品 第23回
平成13年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 茨城県 長島漬物食品株式会社 第23回
平成13年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 神奈川県 株式会社かねきち 第23回
平成13年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 石川県 株式会社ホクチン 第23回
平成13年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 静岡県 三立製菓株式会社 第23回
平成13年 食品産業部門（個人） 食品流通局長賞 兵庫県 横尾　洋一 第23回
平成13年 食品流通部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　三徳 第23回
平成13年 食品流通部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　クサマ 第23回
平成13年 食品流通部門（企業） 食品流通局長賞 岡山県 株式会社　誠屋 第23回
平成13年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 北海道 本田　誠一 第23回
平成13年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 東京都 榎本　好孝 第23回
平成13年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 福井県 松尾　昭一 第23回



平成13年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 福岡県 岡田　貞造 第23回
平成13年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 福島県 福島第一食料卸協同組合 第23回
平成13年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 山梨県 山梨県ワイン酒造組合 第23回
平成13年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 静岡県 静岡県酒造組合 第23回
平成13年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 京都府 京都府味噌工業協同組合 第23回
平成13年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 奈良県 奈良県醤油工業協同組合 第23回
平成13年 団体部門（個人） 食品流通局長賞 福井県 前田　勇 第23回
平成13年 団体部門（個人） 食品流通局長賞 長崎県 古賀　昭八郎 第23回
平成13年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 宮城県 株式会社　阿部蒲鉾店 第23回
平成13年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 富山県 生地蒲鉾有限会社 第23回
平成13年 開発部門（個人） 食品流通局長賞 秋田県 小玉　健吉 第23回
平成13年 消費者対応部門（企業） 食品流通局長賞 石川県 北陸製菓株式会社 第23回
平成13年 消費者対応部門（個人） 食品流通局長賞 福岡県 前田　義則 第23回
平成13年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 大阪府 株式会社　西塚商店 第23回
平成13年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 大阪府 大阪市中央卸売市場乾物卸組合 第23回
平成12年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 愛知県 株式会社丸越 第22回
平成12年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 島根県 アルファー食品株式会社 第22回
平成12年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 鹿児島県 セイカ食品株式会社 第22回
平成12年 食品産業部門（個人） 農林水産大臣賞 香川県 加藤義和（株式会社加ト吉代表取締役会長兼社長） 第22回
平成12年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　大庄 第22回
平成12年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 東京ケータリング株式会社 第22回
平成12年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 宮城県 宮城県酒造協同組合 第22回
平成12年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 群馬県 群馬県製麺工業協同組合 第22回
平成12年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 埼玉県 全埼玉県パン協同組合 第22回
平成12年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 東京都 三多摩製麺協同組合 第22回
平成12年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 大阪府 大阪昆布商工同業会 第22回
平成12年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 京都府 舞鶴蒲鉾協同組合 第22回
平成12年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 東京都 長田　孝（全国小麦粉分離加工協会） 第22回
平成12年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 北海道 近藤定信（社団法人北海道水産物荷主協会） 第22回
平成12年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 高知県 大原康平（高知県菓子工業組合） 第22回
平成12年 開発部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 キユーピー株式会社 第22回
平成12年 開発部門（企業） 農林水産大臣賞 広島県 株式会社　佐竹製作所 第22回
平成12年 資源・環境保全部門（企業） 農林水産大臣賞 佐賀県 味の素株式会社九州工場 第22回
平成12年 消費者対応部門（企業） 農林水産大臣賞 大阪府 日清食品株式会社 第22回
平成12年 技術功労部門 農林水産大臣賞 茨城県 小室周平（全国手もみ茶振興会副会長） 第22回
平成12年 技術功労部門 農林水産大臣賞 長野県 大日方信治（株式会社おびなた代表取締役社長） 第22回
平成12年 技術功労部門 農林水産大臣賞 長野県 米谷稔成（山高味噌株式会社生産部長） 第22回
平成12年 技術功労部門 農林水産大臣賞 富山県 田代秋夫（富山蒲鉾株式会社梅かま取締役） 第22回
平成12年 技術功労部門 農林水産大臣賞 兵庫県 宮田　洋（株式会社　春光堂取締役工場長） 第22回
平成12年 技術功労部門 農林水産大臣賞 香川県 香川輝雄（サヌキ食品株式会社取締役会長） 第22回
平成12年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 宮城県 仙台青果物商業協同組合 第22回
平成12年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 茨城県 ウルノ商事株式会社 第22回
平成12年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 石川県 石川県水産物商業協同組合連合会 第22回
平成12年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 東京都 関本幸也（社団法人全国中央市場水産卸協会副会長） 第22回
平成12年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 広島県 力山英明（社団法人全国中央市場青果卸売協会） 第22回



平成12年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 岩手県 有限会社　平安商店 第22回
平成12年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 群馬県 株式会社　深町食品 第22回
平成12年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛知県 稲萬食品株式会社 第22回
平成12年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 滋賀県 株式会社やまじょう 第22回
平成12年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 香川県 木下製粉株式会社 第22回
平成12年 食品産業部門（個人） 食品流通局長賞 兵庫県 井上泊巳 第22回
平成12年 食品産業部門（個人） 食品流通局長賞 大分県 川崎元助 第22回
平成12年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛知県 名古屋デリカフーズ株式会社 第22回
平成12年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 北海道 釧路市水産加工業協同組合 第22回
平成12年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 栃木県 栃木県漬物工業協同組合 第22回
平成12年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 山梨県 山梨県酒造組合 第22回
平成12年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 静岡県 静岡県茶商工業協同組合 第22回
平成12年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 京都府 京都副生物卸協同組合 第22回
平成12年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 兵庫県 兵庫県穀類工業協同組合 第22回
平成12年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 山口県 吉見蒲鉾協同組合 第22回
平成12年 団体部門（個人） 食品流通局長賞 茨城県 池辺恒雄 第22回
平成12年 団体部門（個人） 食品流通局長賞 長崎県 市川博一 第22回
平成12年 消費者対応部門（企業） 食品流通局長賞 石川県 株式会社　柴船小出 第22回
平成12年 消費者対応部門（個人） 食品流通局長賞 埼玉県 正野三郎 第22回
平成12年 食品流通部門（企業） 食品流通局長賞 埼玉県 丸宮食品株式会社 第22回
平成12年 食品流通部門（企業） 食品流通局長賞 千葉県 株式会社　鈴木食品 第22回
平成12年 食品流通部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 山水食品株式会社 第22回
平成12年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 栃木県 宇賀神正男 第22回
平成12年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 東京都 東　靖晃 第22回
平成12年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 神奈川県 西岡久美 第22回
平成12年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 香川県 鶴見正春 第22回
平成12年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 - こいしや食品株式会社 第22回
平成12年 食品流通部門（企業） 食品流通構造改善促進機構会長賞 石川県 株式会社　北栄 第22回
平成12年 食品流通部門（企業） 食品流通構造改善促進機構会長賞 愛知県 名央食品株式会社 第22回
平成12年 食品流通部門（企業） 食品流通構造改善促進機構会長賞 京都府 京都鰹節株式会社 第22回
平成12年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 福島県 平孝太郎 第22回
平成12年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 高知県 村﨑美智子 第22回
平成12年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 福岡県 寺本智司 第22回
平成11年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 栃木県 仙波糖化工業株式会社 第21回
平成11年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 鳥取県 日清ハム株式会社 第21回
平成11年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 岡山県 オハヨー乳業株式会社 第21回
平成11年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 鹿児島県 薩摩酒造株式会社 第21回
平成11年 食品産業部門（個人） 農林水産大臣賞 東京都 三吉公介（カンロ株式会社代表取締役会長） 第21回
平成11年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 神奈川県 ハーベスト株式会社 第21回
平成11年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 三重県 株式会社柿安本店 第21回
平成11年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 東京都 東京都中華麺製造業協同組合 第21回
平成11年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 静岡県 静岡県豆腐油揚商工組合 第21回
平成11年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 京都府 京都府生菓子協同組合 第21回
平成11年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 秋田県 武石敏之（秋田県豆腐油揚商工組合理事長） 第21回
平成11年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 茨城県 飯田康雄（茨城県佃煮工業協同組合理事長） 第21回



平成11年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 鹿児島県 佐多静夫（元　鹿児島県茶商業協同組合理事長） 第21回
平成11年 開発部門（企業） 農林水産大臣賞 石川県 金沢製粉株式会社 第21回
平成11年 資源・環境保全部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 カゴメ株式会社 第21回
平成11年 消費者対応部門（企業） 農林水産大臣賞 大阪府 サントリー株式会社 第21回
平成11年 技術功労部門 農林水産大臣賞 千葉県 大野義弘（川光物産株式会社松戸工場長） 第21回
平成11年 技術功労部門 農林水産大臣賞 長野県 越田孝吉（マルマン株式会社常務取締役工場長） 第21回
平成11年 技術功労部門 農林水産大臣賞 岐阜県 新田道一（岐阜県白川町手揉保存会会長） 第21回
平成11年 技術功労部門 農林水産大臣賞 大阪府 近藤春男（株式会社柏屋葛城堂工場長） 第21回
平成11年 技術功労部門 農林水産大臣賞 兵庫県 井上正蔵（株式会社高砂屋取締役商品研究開発部長） 第21回
平成11年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 北海道 札幌青果物商業協同組合 第21回
平成11年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 栃木県 栃木県水産物小売商組合連合会 第21回
平成11年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 全日食チェーン関東協同組合 第21回
平成11年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 東京都 関矢一郎（社団法人中央市場青果卸売協会副会長） 第21回
平成11年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 岩手県 株式会社小山製麺 第21回
平成11年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 秋田県 こまち食品工業株式会社 第21回
平成11年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 山形県 フジ味噌醤油株式会社 第21回
平成11年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 埼玉県 赤木乳業株式会社 第21回
平成11年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 石川県 直源醤油株式会社 第21回
平成11年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 和歌山県 梅吉食品株式会社 第21回
平成11年 食品産業部門（個人） 食品流通局長賞 兵庫県 小林一盛 第21回
平成11年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 北海道 北空知食品株式会社 第21回
平成11年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 北海道 余市水産加工業協同組合 第21回
平成11年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 栃木県 栃木県酒造組合 第21回
平成11年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 埼玉県 埼玉県酒造組合 第21回
平成11年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 山梨県 山梨県味噌醤油工業協同組合 第21回
平成11年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 静岡県 静岡県パン工業協同組合 第21回
平成11年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 奈良県 奈良県菓子工業組合 第21回
平成11年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 長崎県 長崎県漬物工業協同組合 第21回
平成11年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 鹿児島県 大口酒造協業組合 第21回
平成11年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 富山県 株式会社新湊かまぼこ 第21回
平成11年 開発部門（個人） 食品流通局長賞 高知県 小笠原健一 第21回
平成11年 食品流通部門（企業） 食品流通局長賞 青森県 下沢食品株式会社 第21回
平成11年 食品流通部門（企業） 食品流通局長賞 岩手県 東給食品株式会社 第21回
平成11年 食品流通部門（企業） 食品流通局長賞 神奈川県 川崎鶏卵株式会社 第21回
平成11年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 東京都 大澤誠司 第21回
平成11年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 静岡県 平野靖則 第21回
平成11年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 福岡県 中尾　透 第21回
平成11年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 山形県 設楽利徳 第21回
平成11年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 神奈川県 鎌田悦雄 第21回
平成11年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 愛知県 刀根祐三 第21回
平成11年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 山形県 丸菱食品株式会社 第21回
平成11年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 長野県 丸昌稲垣株式会社 第21回
平成11年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 高知県 株式会社　四万十屋 第21回
平成11年 食品流通部門（企業） 食品流通構造改善促進機構会長賞 愛知県 株式会社　松屋フーズ 第21回
平成11年 食品流通部門（企業） 食品流通構造改善促進機構会長賞 兵庫県 株式会社　住吉屋 第21回



平成11年 食品流通部門（企業） 食品流通構造改善促進機構会長賞 大阪府 株式会社　片野商店 第21回
平成11年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 北海道 平田　明 第21回
平成11年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 石川県 黒谷茂利子 第21回
平成11年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 高知県 井上武夫 第21回
平成10年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 グリコ協同乳業株式会社 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 キユーピー株式会社 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 愛知県 株式会社　中埜酢店 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 岡山県 株式会社　林原 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 広島県 株式会社　タカキベーカリー 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 愛媛県 愛媛県農業協同組合連合会 第20回
平成10年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 明星外食事業株式会社 第20回
平成10年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 埼玉県漬物協同組合 第20回
平成10年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 静岡県産醤油協業組合 第20回
平成10年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 名古屋煮豆惣菜漬物協同組合 第20回
平成10年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 大阪府中央卸売市場加工食品卸売商業協同組合 第20回
平成10年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 中国醤油醸造協同組合 第20回
平成10年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 北隅俊夫 第20回
平成10年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 岡田三雄 第20回
平成10年 開発部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 朝日食品工業株式会社 第20回
平成10年 開発部門（企業等） 農林水産大臣賞 岡山県 小野食品興業株式会社 第20回
平成10年 資源・環境保全部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 味の素ゼネラルフーヅ株式会社 第20回
平成10年 消費者対応部門（企業等） 農林水産大臣賞 広島県 オタフクソース株式会社 第20回
平成10年 技術功労部門 農林水産大臣賞 東京都 尾崎正幸（山正食品株式会社） 第20回
平成10年 技術功労部門 農林水産大臣賞 東京都 鶉橋誠一（株式会社ゼンチク） 第20回
平成10年 技術功労部門 農林水産大臣賞 長野県 嶋崎光秋（株式会社竹屋） 第20回
平成10年 技術功労部門 農林水産大臣賞 静岡県 増田泰治（株式会社カクヤマ） 第20回
平成10年 技術功労部門 農林水産大臣賞 静岡県 勝又浜夫（社団法人静岡県茶手揉保存会） 第20回
平成10年 技術功労部門 農林水産大臣賞 石川県 那谷忠雄（株式会社松葉屋） 第20回
平成10年 技術功労部門 農林水産大臣賞 和歌山県 上園末雄（ケーキの幸屋） 第20回
平成10年 技術功労部門 農林水産大臣賞 兵庫県 難波三男（橘屋） 第20回
平成10年 技術功労部門 農林水産大臣賞 岡山県 三宅　勝（有限会社浦志満本舗） 第20回
平成10年 技術功労部門 農林水産大臣賞 山口県 藤田平二（株式会社藤辰商店） 第20回
平成10年 技術功労部門 農林水産大臣賞 香川県 三好　茂（三谷製糖） 第20回
平成10年 技術功労部門 農林水産大臣賞 香川県 野々瀬裕（協同食品株式会社） 第20回
平成10年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 香川県 株式会社　たまも 第20回
平成10年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 徳島県 徳島青果商業協同組合 第20回
平成10年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 山形県 山形魚商協同組合 第20回
平成10年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 宮城県 加藤徳郎（仙台中央青果卸売株式会社代表取締役） 第20回
平成10年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 岡山県 土屋和弘（岡山中央魚市株式会社代表取締役） 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 北海道 株式会社　大和屋食品 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 青森県 農事組合法人　小川原湖農場 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 岩手県 株式会社　道奥 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 山形県 株式会社　でん六 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 栃木県 遠藤食品株式会社 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 群馬県 マルシゲ食品株式会社 第20回



平成10年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 高山食品株式会社 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 有限会社　丸八製麺所 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 新潟県 株式会社　増子 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 キムラ漬物株式会社 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 鳥取県 鳥取産業株式会社 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 香川県 吉原食糧株式会社 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 福岡県 株式会社　山口油屋福太郎 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 佐賀県 川島豆腐店有限会社 第20回
平成10年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 鹿児島県 小城製粉株式会社 第20回
平成10年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 大阪府 アイン食品株式会社 第20回
平成10年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 石川県 株式会社　大友楼 第20回
平成10年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 茨城県漬物工業協同組合 第20回
平成10年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 栃木県洋菓子協会 第20回
平成10年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 群馬県菓子工業組合 第20回
平成10年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 東京都蒲鉾水産加工業協同組合 第20回
平成10年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 法多山名物だんご企業組合 第20回
平成10年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 奈良県製粉協同組合 第20回
平成10年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 京都食肉買参事業協同組合 第20回
平成10年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 宮崎県味噌醤油工業協同組合 第20回
平成10年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 花森　林蔵 第20回
平成10年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 草野　喜一郎 第20回
平成10年 開発部門（企業等） 食品流通局長賞 熊本県 熊本県酪農業協同組合連合会 第20回
平成10年 消費者対応部門（企業等） 食品流通局長賞 兵庫県 丸魚水産株式会社 第20回
平成10年 消費者対応部門（個人） 食品流通局長賞 兵庫県 上野清治 第20回
平成10年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 神奈川県 市原商店 第20回
平成10年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 山梨県 甲信食糧株式会社 第20回
平成10年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 岐阜県 株式会社　大光 第20回
平成10年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 香川県 有限会社　池田商店 第20回
平成10年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 福岡県 株式会社　アキラ水産 第20回
平成10年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 福島県 真柴功一 第20回
平成10年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 福井県 坂下洋介 第20回
平成10年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 新潟県 山本敬四郎 第20回
平成10年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 大阪府 株式会社　日生食品 第20回
平成10年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 福岡県 北九冷食販売株式会社 第20回
平成10年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 山火正己 第20回
平成10年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 小川安代 第20回
平成10年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 中橋俊之 第20回
平成 9年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 福島県 会津天宝醸造株式会社 第19回
平成 9年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 長野県 株式会社　小川の庄 第19回
平成 9年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 石川県 佃食品株式会社 第19回
平成 9年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 和歌山県 中田食品株式会社 第19回
平成 9年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社NECライベックス 第19回
平成 9年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 兵庫県 UCCフードサービスシステムズ株式会社 第19回
平成 9年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 社団法人　千葉食品コンビナート協議会 第19回
平成 9年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 東京都ソース工業協同組合 第19回



平成 9年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 京都府漬物協同組合 第19回
平成 9年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 鹿児島県茶商業協同組合 第19回
平成 9年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 内野昌久 第19回
平成 9年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 服部幸雄 第19回
平成 9年 開発部門（企業等） 農林水産大臣賞 - 株式会社　秋田今野商店 第19回
平成 9年 資源・環境保全部門（団体） 農林水産大臣賞 神奈川県 横浜市中央卸売市場本場発泡スチロール協議会 第19回
平成 9年 消費者対応部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社ヤクルト本社 第19回
平成 9年 技術功労部門 農林水産大臣賞 北海道 西沢郁夫（福山醸造株式会社） 第19回
平成 9年 技術功労部門 農林水産大臣賞 長野県 雲田　實（株式会社よしのや） 第19回
平成 9年 技術功労部門 農林水産大臣賞 三重県 西井武彦（伊勢湾飼料畜産株式会社） 第19回
平成 9年 技術功労部門 農林水産大臣賞 滋賀県 中村博孝（御菓子司亀谷大安） 第19回
平成 9年 技術功労部門 農林水産大臣賞 大阪府 西尾智司（株式会社松葉屋） 第19回
平成 9年 技術功労部門 農林水産大臣賞 兵庫県 小竹睦夫（株式会社二つ茶屋） 第19回
平成 9年 技術功労部門 農林水産大臣賞 徳島県 坂東千代吉（有限会社岡田糖源郷） 第19回
平成 9年 技術功労部門 農林水産大臣賞 愛媛県 田中　哲（株式会社田中蒲鉾本店） 第19回
平成 9年 技術功労部門 農林水産大臣賞 佐賀県 吉牟田光（嬉野釜炒り手揉保存会） 第19回
平成 9年 技術功労部門 農林水産大臣賞 熊本県 太田福督（合資会社ふくとく） 第19回
平成 9年 技術功労部門 農林水産大臣賞 宮崎県 厨子雅雄（南日本ハム株式会社） 第19回
平成 9年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 東京都青果物商業協同組合 第19回
平成 9年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 山屋食品株式会社 第19回
平成 9年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 岐阜県 岐阜水産物商業協同組合 第19回
平成 9年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 北海道 勇崎宏一（丸果札幌青果株式会社代表取締役） 第19回
平成 9年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 兵庫県 小林睦昌（神港魚類株式会社代表取締役社長） 第19回
平成 9年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 青森県 有限会社　いした 第19回
平成 9年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 福島県 有限会社三春漬物工場 第19回
平成 9年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 栃木県 青減味噌株式会社 第19回
平成 9年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 群馬県 ミヤマブロイラー株式会社 第19回
平成 9年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 大長軒食品工業株式会社 第19回
平成 9年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 山梨県 福寿屋 第19回
平成 9年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 石川県 株式会社　加賀麩不室屋 第19回
平成 9年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 三ツ矢製菓株式会社 第19回
平成 9年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 株式会社　扶桑守口食品 第19回
平成 9年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 兵庫県 ヤマヒデ食品株式会社 第19回
平成 9年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 香川県 東洋オリーブ株式会社 第19回
平成 9年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 佐賀県 丸秀醤油株式会社 第19回
平成 9年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 熊本県 村上食品工業株式会社 第19回
平成 9年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 北海道 株式会社　板倉会館 第19回
平成 9年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 紋別市水産加工業協同組合 第19回
平成 9年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 東日本製粉協同組合 第19回
平成 9年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 協同組合焼津水産加工センター 第19回
平成 9年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 大阪府茶業協同組合 第19回
平成 9年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 長崎市新大工町市場協同組合 第19回
平成 9年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 新澤昌英 第19回
平成 9年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 膝附茂男 第19回
平成 9年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 岩元　始 第19回



平成 9年 消費者対応部門（企業等） 食品流通局長賞 岩手県 株式会社　湯田牛乳公社 第19回
平成 9年 消費者対応部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 株式会社　山信商店 第19回
平成 9年 消費者対応部門（個人） 食品流通局長賞 兵庫県 伊藤　孝之 第19回
平成 9年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 福島県 丸和商事有限会社 第19回
平成 9年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 埼玉県 株式会社　ふくしま 第19回
平成 9年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 東京中央鳥卵株式会社 第19回
平成 9年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 無添加食品販売協同組合 第19回
平成 9年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 千葉県 株式会社　富士食品 第19回
平成 9年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 オーディエー株式会社 第19回
平成 9年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 埼玉県 山崎和雄 第19回
平成 9年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 岡山県 友延靖司 第19回
平成 9年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 千葉県 田谷　功 第19回
平成 9年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 大阪府 中井　猛 第19回
平成 9年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 鹿児島県 角屋敷一生 第19回
平成 9年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 愛知県 中日本食品株式会社 第19回
平成 9年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 大阪府 広栄株式会社 第19回
平成 9年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 中川通也 第19回
平成 9年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 青木　實 第19回
平成 9年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 木村貴美子 第19回
平成 8年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 ケンコーマヨネーズ株式会社 第18回
平成 8年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 日本食品化工株式会社 第18回
平成 8年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 石川県 株式会社　スギヨ 第18回
平成 8年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 愛知県 株式会社　マルアイ 第18回
平成 8年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 京都府 株式会社　西利 第18回
平成 8年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 兵庫県 ヒガシマル醤油株式会社 第18回
平成 8年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 富士産業株式会社 第18回
平成 8年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 山口県 株式会社　サンデーサン 第18回
平成 8年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 東京鶏卵事業協同組合 第18回
平成 8年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 群馬県漬物工業協同組合 第18回
平成 8年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 大阪府漬物事業協同組合 第18回
平成 8年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 協同組合クッキングセンター佐賀 第18回
平成 8年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 荒木俊夫 第18回
平成 8年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 鎌田誠二郎 第18回
平成 8年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 益子房之助 第18回
平成 8年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 野間嘉愛 第18回
平成 8年 開発部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　伊藤園 第18回
平成 8年 開発部門（企業等） 農林水産大臣賞 和歌山県 和歌山ノーキョー食品工業株式会社 第18回
平成 8年 消費者対応部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 日清製油株式会社 第18回
平成 8年 技術功労部門 農林水産大臣賞 茨城県 高星進一（水戸納豆製造株式会社代表取締役） 第18回
平成 8年 技術功労部門 農林水産大臣賞 東京都 塩田剛久（株式会社三豊代表取締役） 第18回
平成 8年 技術功労部門 農林水産大臣賞 東京都 水谷豊夫（株式会社佃宝代表取締役） 第18回
平成 8年 技術功労部門 農林水産大臣賞 神奈川県 程島八郎（相模ハム株式会社代表取締役社長） 第18回
平成 8年 技術功労部門 農林水産大臣賞 富山県 本吉重和（滑川蒲鉾株式会社代表取締役社長） 第18回
平成 8年 技術功労部門 農林水産大臣賞 静岡県 青木勝雄（社団法人静岡県茶手揉保存会理事） 第18回
平成 8年 技術功労部門 農林水産大臣賞 大阪府 伊藤誠造（株式会社喜久寿取締役工場長） 第18回



平成 8年 技術功労部門 農林水産大臣賞 兵庫県 小川明彦（菓匠小川堂安芸国代表者） 第18回
平成 8年 技術功労部門 農林水産大臣賞 兵庫県 山口正美（山口正美製麺所代表者） 第18回
平成 8年 技術功労部門 農林水産大臣賞 奈良県 横　彌一（横彌製麺所代表者） 第18回
平成 8年 技術功労部門 農林水産大臣賞 島根県 青山　稔（有限会社青山商店元代表取締役） 第18回
平成 8年 技術功労部門 農林水産大臣賞 香川県 香川　豊（カガワ食品有限会社代表取締役社長） 第18回
平成 8年 技術功労部門 農林水産大臣賞 熊本県 永田富浩（株式会社山内本店生産部長） 第18回
平成 8年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 静岡県 静清青果物商業協同組合 第18回
平成 8年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 岐阜県 株式会社　ジーケーエス 第18回
平成 8年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 大分県 大分市水産物小売商業協同組合 第18回
平成 8年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 千葉県 中澤彌七（横浜魚類株式会社代表取締役社長） 第18回
平成 8年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 愛知県 原　昭六（名菓株式会社代表取締役会長） 第18回
平成 8年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 大阪府 谷口喜八郎（柚留店主） 第18回
平成 8年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 岩手県 株式会社　八木澤商店 第18回
平成 8年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　東興軒 第18回
平成 8年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 山梨県 長谷川醸造株式会社 第18回
平成 8年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 長野県 米玉堂食品株式会社 第18回
平成 8年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 石川県 天狗中田産業株式会社 第18回
平成 8年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 福井県 株式会社五月ヶ瀬 第18回
平成 8年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 鳥取県 株式会社ダイマツ 第18回
平成 8年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 徳島県 水穂蒲鉾株式会社 第18回
平成 8年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 鹿児島県 坂元醸造株式会社 第18回
平成 8年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　ラケル 第18回
平成 8年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 寿都水産加工業協同組合 第18回
平成 8年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 社団法人　静岡県茶業会議所 第18回
平成 8年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 静岡県佃煮商工業協同組合 第18回
平成 8年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 大阪府煎豆落花生協同組合 第18回
平成 8年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 京都府洋菓子工業協同組合 第18回
平成 8年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 五島乳業協同組合 第18回
平成 8年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 鹿児島市中央卸売市場青果食品協同組合 第18回
平成 8年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 藤根有正 第18回
平成 8年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 吉谷正美 第18回
平成 8年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 森山彰夫 第18回
平成 8年 資源・環境保全部門（団体） 食品流通局長賞 山形県 山形魚商協同組合 第18回
平成 8年 資源・環境保全部門（団体） 食品流通局長賞 広島県 呉市中央卸売市場協会 第18回
平成 8年 消費者対応部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 マルハ株式会社 第18回
平成 8年 消費者対応部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 東京マルヤマ食品株式会社 第18回
平成 8年 消費者対応部門（個人） 食品流通局長賞 愛知県 浅井寿夫 第18回
平成 8年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 山形県 株式会社　山田鶏卵 第18回
平成 8年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 群馬県 株式会社　群馬県食肉卸売市場 第18回
平成 8年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　田島矢 第18回
平成 8年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 株式会社　イト商 第18回
平成 8年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 株式会社　ナフコカニエ 第18回
平成 8年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 広島県 株式会社　ニシムラ 第18回
平成 8年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 埼玉県 堀切正夫 第18回
平成 8年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 神奈川県 望月清三 第18回



平成 8年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 和歌山県 土井　茂 第18回
平成 8年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 広島県 水口　清 第18回
平成 8年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 神奈川県 河原食品株式会社 第18回
平成 8年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 大阪府 大阪太平商事株式会社 第18回
平成 8年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 大分県 大分食品物産株式会社 第18回
平成 8年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 中山修一 第18回
平成 8年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 曽根原嚞郎 第18回
平成 8年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 片野政隆 第18回
平成 7年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 山形県 日本製乳株式会社 第17回
平成 7年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 栃木県 フタバ食品株式会社 第17回
平成 7年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 群馬県 沢田農業協同組合 第17回
平成 7年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 山梨県 株式会社　シャトレーゼ 第17回
平成 7年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 愛知県 中央製乳株式会社 第17回
平成 7年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 和歌山県 築野食品工業株式会社 第17回
平成 7年 食品産業部門（企業等） 農林水産大臣賞 福岡県 福岡県園芸農業協同組合連合会 第17回
平成 7年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 長野県 長野県水産物商業協同組合 第17回
平成 7年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 富山県 富山県青果物商業協同組合連合会 第17回
平成 7年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 大阪府 尾家産業株式会社 第17回
平成 7年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 岡山県 花房綱男（株式会社岡山丸果代表取締役社長） 第17回
平成 7年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 福岡県 十亀幸雄（株式会社福岡魚市場代表取締役社長） 第17回
平成 7年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社レストラン森永 第17回
平成 7年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 釧路魚商業協同組合 第17回
平成 7年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 協同組合　関東給食会 第17回
平成 7年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 東京鰹節類卸業協同組合 第17回
平成 7年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 焼津蒲鉾商工業協同組合 第17回
平成 7年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 大阪府菓子工業組合 第17回
平成 7年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 鹿児島県味噌醤油工業協同組合 第17回
平成 7年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 小山公也 第17回
平成 7年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 馬場興蔵 第17回
平成 7年 資源・環境保全部門（団体） 農林水産大臣賞 愛知県 衣浦食品コンビナート協議会 第17回
平成 7年 資源・環境保全部門（団体） 農林水産大臣賞 東京都 社団法人　築地市場協会 第17回
平成 7年 消費者対応部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 ハウス食品株式会社 第17回
平成 7年 消費者対応部門（企業等） 農林水産大臣賞 兵庫県 神戸小売市場連合会 第17回
平成 7年 技術功労部門 農林水産大臣賞 北海道 古谷富男（株式会社富留屋代表取締役社長） 第17回
平成 7年 技術功労部門 農林水産大臣賞 宮城県 増田十三雄（有限会社増友商店代表取締役社長） 第17回
平成 7年 技術功労部門 農林水産大臣賞 群馬県 松田謙幸（群馬県畜産加工販売 第17回
平成 7年 技術功労部門 農林水産大臣賞 東京都 最上愿治（三島食品工業株式会社取締役社長） 第17回
平成 7年 技術功労部門 農林水産大臣賞 東京都 金子喬一（株式会社佃権代表取締役） 第17回
平成 7年 技術功労部門 農林水産大臣賞 神奈川県 霜田　誠（株式会社鎌倉ハムクラウン商会代表取締役会長） 第17回
平成 7年 技術功労部門 農林水産大臣賞 富山県 平岡國雄（富山県畜産加工販売農業協同組合連合会 第17回
平成 7年 技術功労部門 農林水産大臣賞 石川県 越桐芳一（羽二重豆腐株式会社取締役社長） 第17回
平成 7年 技術功労部門 農林水産大臣賞 静岡県 中野幸逸（社団法人静岡県茶手揉保存会理事副会長） 第17回
平成 7年 技術功労部門 農林水産大臣賞 兵庫県 井上一郎（有限会社井上製麺所代表取締役社長） 第17回
平成 7年 技術功労部門 農林水産大臣賞 島根県 伊丹二夫（株式会社彩雲堂工場長） 第17回
平成 7年 技術功労部門 農林水産大臣賞 徳島県 多田　巌（日の出屋製菓有限会社代表取締役社長） 第17回



平成 7年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 青森県 財団法人　柳町産業振興公社りんごワーク研究所 第17回
平成 7年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 山崎製麺株式会社 第17回
平成 7年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 石川県 株式会社　ヤマト醤油味噌 第17回
平成 7年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 山梨県 株式会社　みしな食品 第17回
平成 7年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 長野県 南信漬物株式会社 第17回
平成 7年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 山口県 株式会社　岸田商会 第17回
平成 7年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 徳島県 株式会社　新矢嵐商店 第17回
平成 7年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 香川県 株式会社　うどんの庄かな泉 第17回
平成 7年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 佐賀県 株式会社　竹八 第17回
平成 7年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 鹿児島県 鹿児島漬物株式会社 第17回
平成 7年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 北海道 函館青果物商業協同組合 第17回
平成 7年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　清水幸 第17回
平成 7年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 静岡県 株式会社　コーゲツ 第17回
平成 7年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 株式会社　アドム 第17回
平成 7年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 京都府 有賀慶一 第17回
平成 7年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 兵庫県 下浦　博 第17回
平成 7年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 兵庫県 堀上統央 第17回
平成 7年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 千葉県 斉藤久昭 第17回
平成 7年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 岐阜県 森　学 第17回
平成 7年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 神奈川県 株式会社　一品香 第17回
平成 7年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 稚内地区水産加工業協同組合 第17回
平成 7年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 栃木県製餡協同組合 第17回
平成 7年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 焼津水産加工業協同組合 第17回
平成 7年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 山口県酒造組合連合会 第17回
平成 7年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 佐世保青果商業協同組合 第17回
平成 7年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 鹿児島県醤油醸造協同組合 第17回
平成 7年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 川尻長徳 第17回
平成 7年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 熊本泰幸 第17回
平成 7年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 岩手県 株式会社　須藤食品 第17回
平成 7年 資源・環境保全部門（企業等） 食品流通局長賞 栃木県 株式会社高橋弥右衛門商店 第17回
平成 7年 資源・環境保全部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 東京魚商協同組合 第17回
平成 7年 資源・環境保全部門（企業等） 食品流通局長賞 群馬県 高崎市総合卸売市場株式会社 第17回
平成 7年 消費者対応部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 株式会社永谷園 第17回
平成 7年 消費者対応部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 雪印食品株式会社 第17回
平成 7年 消費者対応部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 株式会社三徳 第17回
平成 7年 消費者対応部門（個人） 食品流通局長賞 大阪府 森田政治 第17回
平成 7年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 群馬県 有限会社　坂東食材 第17回
平成 7年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 神奈川県 美喜屋商事株式会社 第17回
平成 7年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 新潟県 タカノ食品株式会社 第17回
平成 7年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 山口宜由紀 第17回
平成 7年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 吉田義幸 第17回
平成 7年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 林　昭次 第17回
平成 7年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 藤本嘉七 第17回
平成 6年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 栃木県 岩下食品工業株式会社 第16回
平成 6年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 カルピス食品工業株式会社 第16回



平成 6年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 静岡県 株式会社　柳屋本店 第16回
平成 6年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 広島県 オタフクソース株式会社 第16回
平成 6年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 愛媛県 日本食研株式会社 第16回
平成 6年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　東天紅 第16回
平成 6年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　三笠会館 第16回
平成 6年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 アイビス株式会社 第16回
平成 6年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 社団法人　全国食糧振興会 第16回
平成 6年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 東京輸出菓子工業協同組合 第16回
平成 6年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 東京都製麺協同組合 第16回
平成 6年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 京都府菓子工業組合 第16回
平成 6年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 戸田康巳 第16回
平成 6年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 鳥海佑一 第16回
平成 6年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 吉野文作 第16回
平成 6年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 岡崎通雄 第16回
平成 6年 開発部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　前川製作所 第16回
平成 6年 開発部門（団体） 農林水産大臣賞 岩手県 中嶋　哲 第16回
平成 6年 技術功労部門 農林水産大臣賞 宮城県 高橋萬七（株式会社萬楽堂社長） 第16回
平成 6年 技術功労部門 農林水産大臣賞 山形県 帯谷伸夫（株式会社東北ハム代表取締役） 第16回
平成 6年 技術功労部門 農林水産大臣賞 千葉県 小関三郎（久保田味噌醤油株式会社製造部長） 第16回
平成 6年 技術功労部門 農林水産大臣賞 東京都 森幸四郎（文明堂製菓株式会社技術長） 第16回
平成 6年 技術功労部門 農林水産大臣賞 神奈川県 牧田高明（株式会社井上蒲鉾店代表取締役） 第16回
平成 6年 技術功労部門 農林水産大臣賞 静岡県 栗崎修一郎（静岡県茶手揉保存会師範） 第16回
平成 6年 技術功労部門 農林水産大臣賞 京都府 中野十吉（株式会社ノムラフーズ生産部長） 第16回
平成 6年 技術功労部門 農林水産大臣賞 大阪府 東野義次（魚薄蒲鉾本店店長） 第16回
平成 6年 技術功労部門 農林水産大臣賞 大阪府 竹田　清（タケダハム株式会社代表取締役社長） 第16回
平成 6年 技術功労部門 農林水産大臣賞 大阪府 瀬々倉定雄（大阪府生菓子協同組合理事） 第16回
平成 6年 技術功労部門 農林水産大臣賞 兵庫県 林　忠一（有限会社港屋製菓社長） 第16回
平成 6年 技術功労部門 農林水産大臣賞 福岡県 近藤重蔵（有限会社近藤蒲鉾店代表取締役社長） 第16回
平成 6年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 兵庫県 株式会社トーホー 第16回
平成 6年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 千葉県 千葉県青果商業協同組合連合会 第16回
平成 6年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 宮城県 仙台水産物商業協同組合 第16回
平成 6年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 樋口正男（（社）全国中央市場青果卸売協会副会長） 第16回
平成 6年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 兵庫県 清水元一（（社）全国中央市場 第16回
平成 6年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 北海道 イシオ食品株式会社 第16回
平成 6年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 青森県 カネショウ株式会社 第16回
平成 6年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 宮城県 柳原食品センター株式会社 第16回
平成 6年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 秋田県 浅舞婦人漬物研究会 第16回
平成 6年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 栃木県 毛利食品株式会社 第16回
平成 6年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 トキハソース株式会社 第16回
平成 6年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 山梨県 株式会社竹屋あさかわ 第16回
平成 6年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 京都府 京都マルケイ漬物株式会社 第16回
平成 6年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 福岡県 株式会社かねふく 第16回
平成 6年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 佐賀県 前田食品工業有限会社 第16回
平成 6年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 福岡県 ヤマエ食品工業有限会社 第16回
平成 6年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 群馬県 株式会社　登利平 第16回



平成 6年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 塩釜蒲鉾連合商工業協同組合 第16回
平成 6年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 栃木県ソース食酢工業会 第16回
平成 6年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 静岡県豆腐商工組合 第16回
平成 6年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 協同組合　大川農産加工コンビナート 第16回
平成 6年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 長崎県製餡協同組合 第16回
平成 6年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 尾崎　正 第16回
平成 6年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 安田藤一 第16回
平成 6年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 渡邊正雄 第16回
平成 6年 開発部門（個人） 食品流通局長賞 新潟県 佐藤　孝 第16回
平成 6年 開発部門（個人） 食品流通局長賞 山口県 近藤三郎 第16回
平成 6年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 布施公設市場事業協同組合 第16回
平成 6年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 昌立物産株式会社 第16回
平成 6年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 三重県 株式会社きゅうざい 第16回
平成 6年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 茨城県 ウルノ商事株式会社 第16回
平成 6年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 株式会社八百梅 第16回
平成 6年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 大阪府 岩槻重雄 第16回
平成 6年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 長野県 浅賀眞一郎 第16回
平成 6年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 埼玉県 駒崎健蔵 第16回
平成 6年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 新潟県 津野和雄 第16回
平成 6年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 東京都 野口昌洪 第16回
平成 6年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 鹿児島県 株式会社　南給 第16回
平成 6年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 宮城県 株式会社　佐浩商会 第16回
平成 6年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 鳥取県 株式会社　山蔭冷食 第16回
平成 6年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 東　靖晃 第16回
平成 6年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 佐向恒雄 第16回
平成 6年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 小林智昭 第16回
平成 6年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 小笠原達 第16回
平成 6年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 丸山哲男 第16回
平成 5年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 北海道 よつ葉乳業株式会社 第15回
平成 5年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 青森県 青森県りんごジュース株式会社 第15回
平成 5年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 栃木県 あづま食品株式会社 第15回
平成 5年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 リノール油脂株式会社 第15回
平成 5年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 神奈川県 高梨乳業株式会社 第15回
平成 5年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 愛知県 金印わさび株式会社 第15回
平成 5年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 和幸株式会社 第15回
平成 5年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 石川県 株式会社ハチバン 第15回
平成 5年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 道央水産物商業協同組合 第15回
平成 5年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 郡山菓子商工協同組合 第15回
平成 5年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 東京漬物水産加工食品協同組合 第15回
平成 5年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 静岡県漬物協同組合連合会 第15回
平成 5年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 武藤茂太郎 第15回
平成 5年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 和田恭三 第15回
平成 5年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 堀　謙三 第15回
平成 5年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 村家幸作 第15回
平成 5年 開発部門（企業） 農林水産大臣賞 佐賀県 佐賀県経済農業協同組合連合会 第15回



平成 5年 技術功労部門 農林水産大臣賞 北海道 渡邊　亘（帯広水産食品株式会社代表取締役社長） 第15回
平成 5年 技術功労部門 農林水産大臣賞 東京都 鈴木満洲（日清畜産工業株式会社取締役会長） 第15回
平成 5年 技術功労部門 農林水産大臣賞 東京都 月岡一二三（株式会社京小町技術顧問） 第15回
平成 5年 技術功労部門 農林水産大臣賞 神奈川県 田代勇輔（株式会社丸う田代代表取締役会長） 第15回
平成 5年 技術功労部門 農林水産大臣賞 富山県 川合昭至（日の出屋製菓産業株式会社代表取締役） 第15回
平成 5年 技術功労部門 農林水産大臣賞 長野県 榊原　博（酒富醸造株式会社工場長） 第15回
平成 5年 技術功労部門 農林水産大臣賞 静岡県 佐野英夫（丸六食品株式会社取締役社長） 第15回
平成 5年 技術功労部門 農林水産大臣賞 滋賀県 北村眞一（総本家北品老舗社長） 第15回
平成 5年 技術功労部門 農林水産大臣賞 大阪府 八木　登（有限会社長久堂製菓工場長） 第15回
平成 5年 技術功労部門 農林水産大臣賞 山口県 岩本喜代志（株式会社豆子郎） 第15回
平成 5年 技術功労部門 農林水産大臣賞 香川県 香川政義（さぬき麺業株式会社代表取締役社長） 第15回
平成 5年 技術功労部門 農林水産大臣賞 沖縄県 安富泰次郎（次郎屋かまぼこ社長） 第15回
平成 5年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 西野商事株式会社 第15回
平成 5年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 愛知県 有限会社日中物産 第15回
平成 5年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 山梨県 山梨県水産物商業協同組合 第15回
平成 5年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 - 青柳喜平太 第15回
平成 5年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 - 田中榮一 第15回
平成 5年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 北海道 丸英トナミ食品工業株式会社 第15回
平成 5年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 青森県 陸奥製菓株式会社 第15回
平成 5年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 宮城県 マルヤ水産株式会社 第15回
平成 5年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 秋田県 臨海食品協業組合 第15回
平成 5年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 千葉県 株式会社仁徳 第15回
平成 5年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 株式会社桜井商店 第15回
平成 5年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 富山県 富山蒲鉾株式会社 第15回
平成 5年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 和歌山県 南紀梅干株式会社 第15回
平成 5年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 広島県 豊田水産加工株式会社 第15回
平成 5年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 香川県 株式会社　豊国製粉所 第15回
平成 5年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 三重県 株式会社　柿安本店 第15回
平成 5年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 京都府醤油醸造協業組合 第15回
平成 5年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 大阪府生菓子工業協同組合 第15回
平成 5年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 佐賀県酒造協同組合 第15回
平成 5年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 有家中央青果協同組合 第15回
平成 5年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 深井利雄 第15回
平成 5年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 福本隆次 第15回
平成 5年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 藤近　馨 第15回
平成 5年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 永田公也 第15回
平成 5年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 群馬県 森産業株式会社 第15回
平成 5年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 山梨県 武田食糧株式会社 第15回
平成 5年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 新潟県 武田孝四郎 第15回
平成 5年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 名古屋青果物商業協同組合 第15回
平成 5年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 名古屋北部青果物商業協同組合 第15回
平成 5年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 広島県 株式会社クラハシ 第15回
平成 5年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 三州食品株式会社 第15回
平成 5年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 東京都 竹崎敬一 第15回
平成 5年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 東京都 金子親代司 第15回



平成 5年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 北海道 本間秀夫 第15回
平成 5年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 石川県 片山勇松 第15回
平成 5年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 宮城県 松尾信仁 第15回
平成 5年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 石川県 吉竹恒夫 第15回
平成 5年 食品産業部門（個人） 食品産業センター会長賞 - 井上　隆 第15回
平成 5年 開発部門（企業） 食品産業センター会長賞 佐賀県 有限会社サガビネガー 第15回
平成 5年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 大阪府 株式会社アドム卸販社 第15回
平成 5年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 神奈川県 株式会社栄村商店 第15回
平成 5年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 東京都 株式会社みやこ食品 第15回
平成 5年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 上田弘吉 第15回
平成 5年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 小林　浩 第15回
平成 5年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 高島洋子 第15回
平成 5年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 藤内鶴雄 第15回
平成 5年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 中村性次 第15回
平成 4年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 佐賀県 佐賀県園芸農業協同組合連合会 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 小岩井乳業株式会社 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 福島県 サンヨー缶詰株式会社 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 ニッコー製油株式会社 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 東洋水産株式会社 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 北海道 日糧製パン株式会社 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 山梨県 株式会社　はくばく 第14回
平成 4年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　聚楽 第14回
平成 4年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 愛知県 株式会社　木曽路 第14回
平成 4年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 フジ産業株式会社 第14回
平成 4年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 福島県 株式会社　福豆屋 第14回
平成 4年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 全国穀物商協同組合連合会 第14回
平成 4年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 全国食酢協会中央会 第14回
平成 4年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 岩手乾麺工業協同組合 第14回
平成 4年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 東京都漬物事業協同組合 第14回
平成 4年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 佐々木強 第14回
平成 4年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 宍戸徳治郎 第14回
平成 4年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 伊藤　學 第14回
平成 4年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 太田重敏 第14回
平成 4年 開発部門（企業） 農林水産大臣賞 山口県 株式会社シマヤ 第14回
平成 4年 技術功労部門 農林水産大臣賞 東京都 馬田三夫（株式会社ヤクルト本社中央研究所主席研究員） 第14回
平成 4年 技術功労部門 農林水産大臣賞 東京都 大貫照男（明治ケンコーハム株式会社社長） 第14回
平成 4年 技術功労部門 農林水産大臣賞 香川県 関　寛（讃岐缶詰株式会社専務取締役） 第14回
平成 4年 技術功労部門 農林水産大臣賞 京都府 樋口貞郎（株式会社美濃吉専務取締役） 第14回
平成 4年 技術功労部門 農林水産大臣賞 愛知県 杉浦勝利（株式会社中埜酢店半田工場技術職員） 第14回
平成 4年 技術功労部門 農林水産大臣賞 福岡県 中岡三郎（有限会社鈴懸社長） 第14回
平成 4年 技術功労部門 農林水産大臣賞 宮城県 熊井啓治（宮城県味噌醤油工業協同組合 第14回
平成 4年 技術功労部門 農林水産大臣賞 長野県 宮坂健良（株式会社ヤマナガ取締役工場長） 第14回
平成 4年 技術功労部門 農林水産大臣賞 香川県 竹田良作（財団法人日本醤油検査協会専任検査員） 第14回
平成 4年 技術功労部門 農林水産大臣賞 東京都 太田要助（株式会社愛川屋社長） 第14回
平成 4年 技術功労部門 農林水産大臣賞 愛知県 下村郁夫（株式会社茶福水産社長） 第14回



平成 4年 技術功労部門 農林水産大臣賞 山口県 伊藤光廣（大和蒲鉾株式会社社長） 第14回
平成 4年 技術功労部門 農林水産大臣賞 長崎県 石橋康雄（合資会社石橋蒲鉾店代表社員） 第14回
平成 4年 技術功労部門 農林水産大臣賞 兵庫県 団　昭三（鰹節のカネイ株式会社社長） 第14回
平成 4年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 愛媛県 松山水産商業協同組合 第14回
平成 4年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 高知県 旭食品株式会社 第14回
平成 4年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　冨美屋 第14回
平成 4年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 - 内田昌一 第14回
平成 4年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 - 膳　隆造 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 栃木県 高原食品株式会社 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 群馬県 株式会社大利根漬 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 千葉県 コミヤ味工株式会社 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 山形県 渡辺食品株式会社 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 新潟県 日東アリマン株式会社 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 青森県 株式会社　ラクノオささき 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 三重県 熊沢製油産業株式会社 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 ユニオンソース株式会社 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 佐賀県 宮島醤油株式会社 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 岩手県 芽吹き屋岩手阿部製粉株式会社 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 香川県 日讃製粉株式会社 第14回
平成 4年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 大阪府 株式会社田中食品興業所 第14回
平成 4年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 神奈川県 株式会社　ハングリータイガー 第14回
平成 4年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛媛県 株式会社　一六 第14回
平成 4年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 宮城県 株式会社　紅谷 第14回
平成 4年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 明食サービス株式会社 第14回
平成 4年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 胆振水産加工業協同組合 第14回
平成 4年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 栃木県清涼飲料工業協同組合 第14回
平成 4年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 名古屋生菓子工業協同組合 第14回
平成 4年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 尼崎青果商業協同組合 第14回
平成 4年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 紀州田辺梅干協同組合 第14回
平成 4年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 京都近郷野菜卸売組合 第14回
平成 4年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 三崎漁業協同組合 第14回
平成 4年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 田野農業協同組合 第14回
平成 4年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 高倉正木 第14回
平成 4年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 静岡県 株式会社大川原製作所 第14回
平成 4年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 神奈川県 横浜青果商業協同組合 第14回
平成 4年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 神奈川県 横浜南部青果商業協同組合 第14回
平成 4年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 京都府 株式会社秋山商店 第14回
平成 4年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 岐阜県 株式会社タックジャパン 第14回
平成 4年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 井上正次郎 第14回
平成 4年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 田中俊三 第14回
平成 4年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 萬　信一 第14回
平成 4年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 篠原時彦 第14回
平成 4年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 喜多脩次 第14回
平成 4年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 草野　博 第14回
平成 4年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 愛知県 株式会社　イト商 第14回



平成 4年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 東京都 山屋食品株式会社 第14回
平成 4年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 福中　清 第14回
平成 4年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 石原政彦 第14回
平成 4年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 尾形千鶴子 第14回
平成 4年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 高村　久 第14回
平成 4年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 森田政治 第14回
平成 4年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 町頭輝夫 第14回
平成 3年 技術功労部門 農林水産大臣賞 山口県 松本清（カルピス食品工業株式会社 第13回
平成 3年 技術功労部門 農林水産大臣賞 鳥取県 大森英夫（日清ハム株式会社取締役相談役） 第13回
平成 3年 技術功労部門 農林水産大臣賞 和歌山県 吉村忠夫（紀州食品株式会社元取締役研究室長） 第13回
平成 3年 技術功労部門 農林水産大臣賞 京都府 後藤常三（京菓匠御倉屋主人） 第13回
平成 3年 技術功労部門 農林水産大臣賞 大阪府 真鍋千靏子（株式会社喜久寿代表取締役） 第13回
平成 3年 技術功労部門 農林水産大臣賞 秋田県 菅　徳助（小玉譲三株式会社取締役食品部長） 第13回
平成 3年 技術功労部門 農林水産大臣賞 新潟県 澁谷準司（株式会社澁谷商店取締役工場長） 第13回
平成 3年 技術功労部門 農林水産大臣賞 福岡県 中野正路（財団法人日本醤油検査協会 第13回
平成 3年 技術功労部門 農林水産大臣賞 兵庫県 原田芳祐（日本丸天醤油株式会社取締役相談役） 第13回
平成 3年 技術功労部門 農林水産大臣賞 香川県 上原　実（有限会社上原製麺所社長） 第13回
平成 3年 技術功労部門 農林水産大臣賞 福岡県 志岐信次（株式会社志岐蒲鉾本店代表取締役社長） 第13回
平成 3年 技術功労部門 農林水産大臣賞 大阪府 萬正彦次（株式会社丸萬蒲鉾店会長） 第13回
平成 3年 技術功労部門 農林水産大臣賞 三重県 山本武生（有限会社山武食品代表取締役社長） 第13回
平成 3年 技術功労部門 農林水産大臣賞 東京都 新海豊一（株式会社にんべん常務取締役） 第13回
平成 3年 技術功労部門 農林水産大臣賞 東京都 勝村敬義（有限会社日本橋鮒佐製造部長） 第13回
平成 3年 技術功労部門 農林水産大臣賞 東京都 番場善勝（株式会社フロジャポン取締役副会長） 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 兵庫県 株式会社　洋菓子のヒロタ 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 大阪府 吉原製油株式会社 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 愛知県 フジパン株式会社 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 三重県 松田食品株式会社 第13回
平成 3年 食品産業部門（個人） 農林水産大臣賞 長崎県 中野悥市郎（北魚目第一漁業協同組合長） 第13回
平成 3年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　デニーズジャパン 第13回
平成 3年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　吉野家ディー・アンド・シー 第13回
平成 3年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 愛知県 日本ゼネラルフード株式会社 第13回
平成 3年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 全日本漬物協同組合連合会 第13回
平成 3年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 北海道水産物加工協同組合連合会 第13回
平成 3年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 静岡県菓子工業組合 第13回
平成 3年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 舞鶴水産流通協同組合 第13回
平成 3年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 伊予園芸農業協同組合 第13回
平成 3年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 福岡県醤油醸造協同組合 第13回
平成 3年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 熊本県果実農業協同組合連合会 第13回
平成 3年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 秋山末一郎（栃木県食品工業協会前会長） 第13回
平成 3年 開発部門（企業） 農林水産大臣賞 宮城県 株式会社　鐘崎 第13回
平成 3年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 長崎県 協和商工株式会社 第13回
平成 3年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 新潟県 新潟県鮮魚商組合連合会 第13回
平成 3年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　廣屋 第13回
平成 3年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 岩手県 盛岡青果商業協同組合 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 沖縄県 沖縄森永乳業株式会社 第13回



平成 3年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 京都府 株式会社　祇園八百伊 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 広島県 株式会社　猫島商店 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 福岡県 熊川食料工業株式会社 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 宮崎県 道本食品株式会社 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 熊本県 株式会社　フタバ 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 白鷹ソース株式会社 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 宮城県 高橋食品工業株式会社 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 北海道 旭油脂株式会社 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 香川県 安田製粉株式会社 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 岩手県 株式会社　北館製麺 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　柳沢製麺所 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 福井県 株式会社　吉村甘露堂 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 内田食品株式会社 第13回
平成 3年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　つばめ 第13回
平成 3年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 香川県 株式会社　ぐりーんはうす 第13回
平成 3年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　レクトン 第13回
平成 3年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 広島県 株式会社　日米クック広島 第13回
平成 3年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 岡山県 株式会社　つるや 第13回
平成 3年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 古平町水産加工業協同組合 第13回
平成 3年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 社団法人　京葉食品コンビナート協議会 第13回
平成 3年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 三多摩製麺協同組合 第13回
平成 3年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 栃木県パン協同組合 第13回
平成 3年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 静岡県産醤油協業組合 第13回
平成 3年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 京都塩干魚卸協同組合 第13回
平成 3年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 島野浦水産加工業協同組合 第13回
平成 3年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 協同組合　長崎食糧センター 第13回
平成 3年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 鹿児島県パン工業協同組合 第13回
平成 3年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 宮下孝義（高崎共同食事協同組合専務理事） 第13回
平成 3年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 福井本宜（千曲厚生福祉事業協同組合専務理事） 第13回
平成 3年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 荒深定由（長野県菓子工業組合前専務理事） 第13回
平成 3年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 山手　林（高知県製パン協同組合理事長） 第13回
平成 3年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 上戸政七（長崎市青果卸業協同組合理事長） 第13回
平成 3年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 群馬県 株式会社　旅がらす本舗清月堂 第13回
平成 3年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 鳥取県 大篠津食品工業株式会社 第13回
平成 3年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 大阪府 南常鉄工株式会社 第13回
平成 3年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 カネイワ鶏卵販売株式会社 第13回
平成 3年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 香川県 株式会社　たまも 第13回
平成 3年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 名古屋本場果物商業協同組合 第13回
平成 3年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 福井県 協同組合　ハニーチェーン 第13回
平成 3年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 鈴木藤作（宇都宮市中央卸売市場 第13回
平成 3年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 中井藤治（大阪本場青果卸売協同組合理事長） 第13回
平成 3年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 藤井一億（香川県青果食品商業協同組合専務理事） 第13回
平成 3年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 吉田弥長（名古屋煮豆惣菜漬物協同組合理事長） 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 愛知県 株式会社　扶桑守口食品 第13回
平成 3年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 山梨県 白百合醸造株式会社 第13回



平成 3年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 愛媛県 栄光酒造株式会社 第13回
平成 3年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 青森県 下沢食品株式会社 第13回
平成 3年 食品流通部門（企業等） 食品流通構造改善促進機構会長賞 東京都 株式会社　田島矢 第13回
平成 3年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 出岡　昇（広島魚商協同組合専務理事） 第13回
平成 3年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 太田昭夫（函館水産物小売商業協同組合事務局長） 第13回
平成 3年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 金子親代司（全国煮豆惣菜組合連合会常任理事） 第13回
平成 3年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 小島　憲（関東珍味協同組合理事長） 第13回
平成 3年 食品流通部門（個人） 食品流通構造改善促進機構会長賞 - 檜田弘明（東京魚商業協同組合経理課長） 第13回
平成 2年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 協同乳業株式会社 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 ミヨシ油脂株式会社 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 エスビー食品株式会社 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 福岡県 鳥越製粉株式会社 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 青森県 かねさ味噌株式会社 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　和田久 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 山口県 藤光蒲鉾工業株式会社 第12回
平成 2年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　西洋フードシステムズ 第12回
平成 2年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 大阪府 大和実業株式会社 第12回
平成 2年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 鳥取県 山本食品加工有限会社 第12回
平成 2年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 社団法人　日本冷凍食品協会 第12回
平成 2年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 社団法人　全国削節工業協会 第12回
平成 2年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 北海道味噌醤油工業協同組合 第12回
平成 2年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 沼津魚仲買商協同組合 第12回
平成 2年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 新潟県漬物工業協同組合 第12回
平成 2年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 長岡京市農業協同組合 第12回
平成 2年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 愛媛県酪農業協同組合連合会 第12回
平成 2年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 長崎県菓子工業組合 第12回
平成 2年 開発部門（企業） 農林水産大臣賞 和歌山県 南海果工株式会社 第12回
平成 2年 開発部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 三共株式会社 第12回
平成 2年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 愛知県 いづみフードチェーン 第12回
平成 2年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 岐阜県 岐阜食品青果協同組合 第12回
平成 2年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 北海道 函館水産物小売商業協同組合 第12回
平成 2年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 大阪府 株式会社　豊食品店 第12回
平成 2年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 - 髙木達雄（株式会社福岡魚市場代表取締役社長） 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 兵庫県 加藤産業株式会社　上郡工場 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 埼玉県 株式会社　塩野 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 香川県 マルカ食品株式会社 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 宮崎県 野崎漬物株式会社 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　インペリアル・キッチン 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 香川県 西讃コープ食品株式会社 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 熊本県 日豊食品工業株式会社 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 高知県 株式会社　浜幸 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 鹿児島県 有限会社　九面屋 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 岩手県 有限会社　黄金食品工業 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 鳥取県 有限会社　大海水産 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 岩手県 株式会社　エーデルワイン 第12回



平成 2年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　人形町今半 第12回
平成 2年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 有限会社　土佐料理司 第12回
平成 2年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 福島県 丸公食品株式会社 第12回
平成 2年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 東京都菓子工業組合 第12回
平成 2年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 栃木県菓子工業組合 第12回
平成 2年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 京都中央市場青果卸売協同組合 第12回
平成 2年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 大阪府生菓子協同組合 第12回
平成 2年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 鹿児島県醤油醸造協同組合 第12回
平成 2年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 満田正巨（福島県味噌醤油工業協同組合理事長） 第12回
平成 2年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 岡本文夫（木更津鮮魚商協同組合理事長） 第12回
平成 2年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 新田儀三郎（千葉県製麺工業協同組合理事長） 第12回
平成 2年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 中田正享（長野県味噌工業協同組合連合会専務理事） 第12回
平成 2年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 中村熊蔵（長崎市大黒市場協同組合理事長） 第12回
平成 2年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 岐阜県 株式会社　岐阜漬物 第12回
平成 2年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 東京田辺製薬株式会社 第12回
平成 2年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 宮城県 玉松味噌醤油株式会社 第12回
平成 2年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　キタズミ 第12回
平成 2年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 神奈川県 湘南養鶏株式会社 第12回
平成 2年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 広島県 広島果物商業協同組合 第12回
平成 2年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 宮城県 株式会社　渡喜 第12回
平成 2年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 岩佐　収（京都市中央卸売市場 第12回
平成 2年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 沖　髙利（広島中央青果卸売協同組合相談役） 第12回
平成 2年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 庭山巳之作（東京漬物水産加工食品協同組合理事長） 第12回
平成 2年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 宮本秀雄（札幌市水産物卸売協同組合理事長） 第12回
平成 2年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 守屋一郎（仙台中央青果卸売協同組合理事長） 第12回
平成 2年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 山田正泰（横浜市中央卸売市場南部市場共栄会会長） 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） （財）食品産業センター会長賞 山梨県 株式会社　甲州屋本店 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） （財）食品産業センター会長賞 三重県 合名会社　重藤酒造場 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） （財）食品産業センター会長賞 兵庫県 株式会社　樽正 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） （財）食品産業センター会長賞 愛媛県 有限会社　漬新 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） （財）食品産業センター会長賞 福岡県 有限会社　平戸屋 第12回
平成 2年 食品産業部門（企業） （財）食品産業センター会長賞 群馬県 株式会社　ヤマゼン 第12回
平成 2年 食品流通部門（企業等） （社）食料品流通改善協会会長賞 大阪府 株式会社　アドム 第12回
平成 2年 食品流通部門（企業等） （社）食料品流通改善協会会長賞 東京都 株式会社　味酔 第12回
平成 2年 食品流通部門（企業等） （社）食料品流通改善協会会長賞 愛媛県 株式会社　松宮 第12回
平成 2年 食品流通部門（個人） （社）食料品流通改善協会会長賞 - 相原正俊（福岡水産物商業協同組合専務理事、 第12回
平成 2年 食品流通部門（個人） （社）食料品流通改善協会会長賞 - 三瓶勝義（福島水産物商業協同組合常務理事） 第12回
平成 2年 食品流通部門（個人） （社）食料品流通改善協会会長賞 - 鈴木忠三（東京漬物水産加工食品協同組合副理事長、 第12回
平成元年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 岩手県 株式会社　岩手畜産流通センター 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 オリエンタル酵母工業株式会社 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 サンヨー食品株式会社 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 山形県 三和油脂株式会社 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 大阪府 ハウス食品工業株式会社 第11回
平成元年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 愛知県 株式会社　あさくま 第11回
平成元年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 東京魚国株式会社 第11回



平成元年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 長崎県 株式会社　リンガーハット 第11回
平成元年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 社団法人　全国清涼飲料工業会 第11回
平成元年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 全国醤油工業協同組合連合会 第11回
平成元年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 全国調理食品工業協同組合 第11回
平成元年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 北海道青果商業協同組合 第11回
平成元年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 奈良県三輪素麺工業協同組合 第11回
平成元年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 鈴木良一（郡山食肉事業協同組合理事長） 第11回
平成元年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 水野善一（金沢中央市場青果卸売協同組合理事長） 第11回
平成元年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 青木久男（三重県菓子工業組合理事長） 第11回
平成元年 開発部門（企業） 農林水産大臣賞 神奈川県 塩水港精糖株式会社 第11回
平成元年 食品流通部門（企業） 農林水産大臣賞 愛知県 株式会社　梅澤 第11回
平成元年 食品流通部門（企業） 農林水産大臣賞 神奈川県 神奈川県水産物商業協同組合連合会 第11回
平成元年 食品流通部門（企業） 農林水産大臣賞 香川県 香川県青果食品商業協同組合 第11回
平成元年 食品流通部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 東洋鶏卵株式会社 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 高知県 株式会社　青柳 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 宮城県 株式会社　阿部善商店 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 神奈川県 株式会社　太堀 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 沖縄県 オキコ株式会社 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 島根県 寿製菓株式会社 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛媛県 株式会社　曽我増平商店 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 三重県 株式会社　竹屋 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 和歌山県 中田食品株式会社 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛媛県 日本食研株式会社 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 兵庫県 播磨食品工業株式会社 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 長野県 株式会社　マルトウ 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 茨城県 ヤマダイ株式会社 第11回
平成元年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 福岡県 株式会社　ウエスト 第11回
平成元年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛知県 サンフード株式会社 第11回
平成元年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛知県 合資会社　奈多屋 第11回
平成元年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　渡辺ハゲ天 第11回
平成元年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 郡山食品工業団地協同組合 第11回
平成元年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 栃木県あられ工業協同組合 第11回
平成元年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 協業組合　アポロンボトリング 第11回
平成元年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 京都全魚類卸協同組合 第11回
平成元年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 綾部酪農農業協同組合 第11回
平成元年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 紀州みなべ梅干協同組合 第11回
平成元年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 伊予中山農業協同組合 第11回
平成元年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 遠藤八郎（仙台菓子商工業協同組合副理事長） 第11回
平成元年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 高都　茂（香川県豆腐協同組合理事長） 第11回
平成元年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 山本喜一（高知県洋菓子協会副会長） 第11回
平成元年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 栃木県 株式会社　稲食 第11回
平成元年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 大阪府 株式会社　藤澤製作所 第11回
平成元年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 香川県 株式会社　三崎水産 第11回
平成元年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 山梨県 株式会社　ヨネヤマ食品工業 第11回
平成元年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 兵庫県 協同組合　関西経営合理化チェーン 第11回



平成元年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 福岡県 関門食品株式会社 第11回
平成元年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 高見市場商業協同組合 第11回
平成元年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 宮城県 株式会社　日東商会 第11回
平成元年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 静岡県 浜松果物商業協同組合 第11回
平成元年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 大塚辰正（富山中央水産物卸協同組合理事長） 第11回
平成元年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 金澤正次（大阪東部市場青果卸売協同組合理事長） 第11回
平成元年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 内藤　清（横浜市中央卸売市場 第11回
平成元年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 森下　哲（札幌青果卸売協同組合理事長） 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 福岡県 有限会社　木原商店 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 兵庫県 丹波食品株式会社 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 愛媛県 松山麺業株式会社 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 愛知県 三井食品工業株式会社 第11回
平成元年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 東京都 株式会社　吉岡屋 第11回
平成元年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 東京都 昌立物産株式会社 第11回
平成元年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 愛知県 有限会社　日中物産 第11回
平成元年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 河野郁夫（福島水産物商業協同組合常務理事） 第11回
平成元年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 倉田良次（東京魚商業協同組合事務局長） 第11回
平成元年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 竹崎敬一（東京漬物水産加工食品協同組合副理事長） 第11回
平成元年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 伊達重雄（大阪市水産物商業協同組合事務局長） 第11回
平成元年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 藤田末一（大阪煮豆惣菜組合理事長） 第11回
昭和63年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 神奈川県 秋本食品株式会社 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 新潟県 岩塚製菓株式会社 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 長野県 ゴールドパック株式会社 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　ニチレイ 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 群馬県 星野物産株式会社 第10回
昭和63年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　スエヒロレストランシステム 第10回
昭和63年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 熊本県 株式会社　ヒライ 第10回
昭和63年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 広島県 広越株式会社 第10回
昭和63年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 全国乾麺協同組合連合会 第10回
昭和63年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 全国水産加工業協同組合連合会 第10回
昭和63年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 榛名酪農業協同組合連合会 第10回
昭和63年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 長野水産物協同組合 第10回
昭和63年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 静岡県醤油醸造工業協同組合 第10回
昭和63年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 温泉青果農業協同組合 第10回
昭和63年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 須田徳次（北陸三県砂糖小麦粉卸協同組合理事長） 第10回
昭和63年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 秋沢稔八（高知県菓子工業組合理事長） 第10回
昭和63年 開発部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 大塚製薬株式会社 第10回
昭和63年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　小網 第10回
昭和63年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 大阪府 新千里西町市場事業協同組合 第10回
昭和63年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 大京食品株式会社 第10回
昭和63年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 神奈川県 横須賀水産物商業協同組合 第10回
昭和63年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 - 加藤　弘（（社）全国中小市場水産物卸売業者協会会長） 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 大阪府 株式会社　イズミフードマシナリ 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 沖縄県 沖縄ハム総合食品株式会社 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 香川県 第一冷凍食品株式会社 第10回



昭和63年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 新潟県 株式会社　高口又四郎商店 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 兵庫県 長田産業株式会社 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 広島県 株式会社　にしき堂 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 秋田県 日南工業株式会社 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 滋賀県 株式会社　彦兵衛 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 北海道 深川油脂工業株式会社 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 山形県 株式会社　丸十大屋 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛媛県 ヤマキ株式会社 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 香川県 株式会社　山清 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 佐賀県 横尾物産株式会社 第10回
昭和63年 食品産業部門（個人） 食品流通局長賞 - 岡崎通雄（オカザキベーカリー店主） 第10回
昭和63年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 静岡県 株式会社　江戸沢 第10回
昭和63年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 北海道 だるま食品株式会社 第10回
昭和63年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 福岡県 株式会社　八仙閣 第10回
昭和63年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 京都府 株式会社　ほてい 第10回
昭和63年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 函館市水産加工業協同組合 第10回
昭和63年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 栃木県米菓商工業協同組合 第10回
昭和63年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 東京都中華麺製造業協同組合 第10回
昭和63年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 焼津蒲鉾商工業協同組合 第10回
昭和63年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 近畿豆萌工業組合 第10回
昭和63年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 佐東町農業協同組合 第10回
昭和63年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 長崎市青果物商業協同組合 第10回
昭和63年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 藤野良男（沼田魚菜協同組合理事長） 第10回
昭和63年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 長田幸雄（淀橋市場青果卸協同組合理事長） 第10回
昭和63年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 守屋正則（山梨県漬物協同組合理事長） 第10回
昭和63年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 吉野文作（富山魚商業協同組合理事長） 第10回
昭和63年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 深堀清二（長崎県缶詰工業協同組合理事長） 第10回
昭和63年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 鹿児島県 小城製粉株式会社 第10回
昭和63年 開発部門（企業） 食品流通局長賞 徳島県 四国化工機株式会社 第10回
昭和63年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 協同組合　エムシー 第10回
昭和63年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 大阪果物商業協同組合 第10回
昭和63年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 京都府 京都青果物協同組合 第10回
昭和63年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 京都府 京都青果物小売協同組合 第10回
昭和63年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 高知県 有限会社　弘化台ニューとり丑 第10回
昭和63年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 神奈川県 株式会社　鈴音 第10回
昭和63年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 東京中央市場飲食業協同組合 第10回
昭和63年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　山本商店 第10回
昭和63年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 荒井義照（全国水産物卸組合連合会副理事長） 第10回
昭和63年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 片岡二郎（全国青果卸売組合連合会常務理事） 第10回
昭和63年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 高波正夫（桝屋店主） 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 福岡県 有限会社　萩原食品 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 愛媛県 サンワ食品株式会社 第10回
昭和63年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 島根県 宮本食品株式会社 第10回
昭和63年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 静岡県 株式会社　静岡ナチュラル 第10回
昭和63年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 北海道 株式会社　フジヤ田中商店 第10回



昭和63年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 井上正次郎（全国煮豆惣菜組合連合会副会長） 第10回
昭和63年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 林　義雄（福井県魚商業協同組合連合会理事） 第10回
昭和63年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 藤巻紀一（山梨県水産物商業協同組合専務理事） 第10回
昭和62年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 広島県 青旗缶詰株式会社 第9回
昭和62年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 山口県 宇部蒲鉾株式会社 第9回
昭和62年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 キッコー食品工業株式会社 第9回
昭和62年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 昭和産業株式会社 第9回
昭和62年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 大阪府 不二製油株式会社 第9回
昭和62年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 明星食品株式会社 第9回
昭和62年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 森永乳業株式会社 第9回
昭和62年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 大阪府 株式会社　一冨士 第9回
昭和62年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 銀座アスター食品株式会社 第9回
昭和62年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　モスフードサービス 第9回
昭和62年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 全国珍味商工業協同組合連合会 第9回
昭和62年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 全国茶商工業協同組合連合会 第9回
昭和62年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 旭川地方魚菜仲買商業協同組合 第9回
昭和62年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 山形県食糧事業協同組合連合 第9回
昭和62年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 栃木県干瓢商業協同組合 第9回
昭和62年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 社団法人　静岡缶詰協会 第9回
昭和62年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 福井魚商協同組合 第9回
昭和62年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 社団法人　愛知県漬物協会 第9回
昭和62年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 栃木県 宇都宮中央卸売市場関連卸商協同組合 第9回
昭和62年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　シージーシージャパン 第9回
昭和62年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 東京魚市場卸協同組合 第9回
昭和62年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 福井県 福井県青果食品協同組合 第9回
昭和62年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛媛県 義農味噌株式会社 第9回
昭和62年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 大阪府 株式会社　神戸屋 第9回
昭和62年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛知県 コーミ株式会社 第9回
昭和62年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 三重県 サンジルシ醸造株式会社 第9回
昭和62年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 香川県 讃陽食品工業株式会社 第9回
昭和62年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 山口県 株式会社　シマヤ 第9回
昭和62年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 千葉県 ジャパンフーズ株式会社 第9回
昭和62年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 香川県 株式会社　フジフーヅ 第9回
昭和62年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 山形県 株式会社　三奥屋 第9回
昭和62年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛知県 株式会社　大和屋守口漬総本家 第9回
昭和62年 食品産業部門（個人） 食品流通局長賞 - 宮坂三吉（日南機械株式会社代表取締役社長） 第9回
昭和62年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 佐伯実業株式会社 第9回
昭和62年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 新潟県 株式会社　総合フードサービス 第9回
昭和62年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 北海道 株式会社　はせ川観光 第9回
昭和62年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 山形県 番番屋 第9回
昭和62年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 神奈川県 株式会社　みづほ野 第9回
昭和62年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 青森県農村工業農業協同組合連合会 第9回
昭和62年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 群馬県製麺工業協同組合 第9回
昭和62年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 東京都パン商工協同組合 第9回
昭和62年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 大阪府食肉事業協同組合 第9回



昭和62年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 宇和青果農業協同組合 第9回
昭和62年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 協同組合　新居浜給食センター 第9回
昭和62年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 森田豊司（協同組合渋川魚菜市場理事長） 第9回
昭和62年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 村山善一（三崎水産加工業協同組合組合長理事） 第9回
昭和62年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 中村　昇（鳥取県食糧事業協同組合理事長） 第9回
昭和62年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 小幡行雄（岡山県豆腐商工組合理事長） 第9回
昭和62年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 大阪乳販協業組合 第9回
昭和62年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 静岡県 静清水産物買参商業協同組合 第9回
昭和62年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 辰巳食品株式会社 第9回
昭和62年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 浜田屋商事株式会社 第9回
昭和62年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 岡山県 藤特物産株式会社 第9回
昭和62年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 北海道 株式会社　北海道グローサリーチェーン 第9回
昭和62年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 和歌山県 美松市場協同組合 第9回
昭和62年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 宮城県 宮城青果連合商業協同組合 第9回
昭和62年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 岡田延春（有限会社丸岡商店代表取締役） 第9回
昭和62年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 中野　實（有限会社中野食料品店代表取締役） 第9回
昭和62年 食品産業部門（企業） 食品産業センター会長賞 千葉県 合資会社　島村俊商店 第9回
昭和62年 食品産業部門（個人） 食品産業センター会長賞 - 三島哲男（三島食品株式会社代表取締役） 第9回
昭和62年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 鹿児島県 株式会社　南給 第9回
昭和62年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 青森県 株式会社　ロイヤル 第9回
昭和62年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 東京都 株式会社　鹿浜綜合小売センター 第9回
昭和62年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 岡本　傳 第9回
昭和62年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 吉田泰三 第9回
昭和62年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 吉田弥長 第9回
昭和61年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 三重県 太陽化学株式会社 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 千葉県 千葉製粉株式会社 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　なとり 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 丸和油脂株式会社 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 山崎製パン株式会社 第8回
昭和61年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　京樽 第8回
昭和61年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　シダコーポレーション 第8回
昭和61年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　日本ばし大増 第8回
昭和61年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 社団法人　日本油脂協会 第8回
昭和61年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 協同組合　日本飼料工業会 第8回
昭和61年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 社団法人　全国ビスケット協会 第8回
昭和61年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 神奈川県食肉事業協同組合連合会 第8回
昭和61年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 大分県味噌醤油工業協同組合 第8回
昭和61年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 石栗与吉（社団法人北海道水産物荷主協会会長） 第8回
昭和61年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 桑野正治（郡山菓子商工協同組合理事長） 第8回
昭和61年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 中島邦美（米子魚市場仲買協同組合理事長） 第8回
昭和61年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 岡山県 岡山鶏卵株式会社 第8回
昭和61年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 兵庫県 神戸生鮮食品商業協同組合 第8回
昭和61年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 福岡県 福岡水産物商業協同組合 第8回
昭和61年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 - 鈴木新一（仙都魚類株式会社代表取締役会長） 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 秋田県 秋田いなふく米菓株式会社 第8回



昭和61年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 香川県 麻罐詰株式会社 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 岩井機械工業株式会社 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 沖縄県 沖縄明治乳業株式会社 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 熊本県 香梅製菓株式会社 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 福岡県 日本食品株式会社 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛知県 株式会社美濃久商店 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 群馬県 村岡食品工業株式会社 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 やまうの漬物工業株式会社 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 長崎県 株式会社　吉田正八商店 第8回
昭和61年 食品産業部門（個人） 食品流通局長賞 - 今野善之（三和缶詰株式会社取締役相談役） 第8回
昭和61年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 大阪府 株式会社　浜兵衛 第8回
昭和61年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 茨城県 中川楼本店 第8回
昭和61年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 長崎県 西日本給食有限会社 第8回
昭和61年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 和幸株式会社 第8回
昭和61年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 東京都製麺協同組合 第8回
昭和61年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 長野県信州そば協同組合連合会 第8回
昭和61年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 焼津魚仲買人水産加工業協同組合 第8回
昭和61年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 大阪府製麺商工業協同組合 第8回
昭和61年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 香川県製粉製麺協同組合 第8回
昭和61年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 長崎県手延素麺製粉協同組合 第8回
昭和61年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 大分県玖珠町農業協同組合 第8回
昭和61年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 奥津瀬一（社団法人全国青果卸売市場協会理事） 第8回
昭和61年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 村山行雄（群馬県蒟蒻協同組合理事長） 第8回
昭和61年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 加藤興一（神戸東部青果卸売協同組合理事長） 第8回
昭和61年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 西村敏雄（佐賀県製パン協同組合理事長） 第8回
昭和61年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 矢幡治美（大分大山町農業協同組合組合長） 第8回
昭和61年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 安部定雄（大分県青果物卸売市場連合会会長） 第8回
昭和61年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 神奈川県 施設上台小売市場 第8回
昭和61年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 秋田県 有限会社　玉一鶏卵 第8回
昭和61年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 名古屋果実商業協同組合 第8回
昭和61年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 岩手県 花巻海産物商業協同組合 第8回
昭和61年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 ヒロマルチェーン 第8回
昭和61年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　冨美屋 第8回
昭和61年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 松岡食品株式会社 第8回
昭和61年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 丸一水産株式会社 第8回
昭和61年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 関口常三（有限会社栄屋代表取締役） 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 愛知県 稲萬食品株式会社 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 愛媛県 今治食品協業組合 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 栃木県 株式会社　木村 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 兵庫県 キング醸造株式会社 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 山形県 小林食品株式会社 第8回
昭和61年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 新潟県 株式会社　増子商店 第8回
昭和61年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 京都府 株式会社　秋山商店 第8回
昭和61年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 静岡県 旭ライフ株式会社 第8回
昭和61年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 大阪府 大洋産業株式会社 第8回



昭和61年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 兵庫県 浜漬兵庫食品株式会社 第8回
昭和61年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 東京都 株式会社　むさしや岸商店 第8回
昭和61年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 奈良県 協同組合　大門市場 第8回
昭和61年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 岡田三雄 第8回
昭和61年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 諏訪部重雄 第8回
昭和61年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 庭山巳之作 第8回
昭和60年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 熊本県 浦島海苔株式会社 第7回
昭和60年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 新進食料工業株式会社 第7回
昭和60年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　中村屋 第7回
昭和60年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 プリマハム株式会社 第7回
昭和60年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 豊年製油株式会社 第7回
昭和60年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 新潟県 堀之内缶詰株式会社 第7回
昭和60年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 大阪府 三幸食品株式会社 第7回
昭和60年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　ニュー・トーキョー 第7回
昭和60年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 日本密柑缶詰工業組合 第7回
昭和60年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 全国味噌工業協同組合連合会 第7回
昭和60年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 社団法人　日本鰹節協会 第7回
昭和60年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 仙台食糧販売協同組合 第7回
昭和60年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 大阪第一食糧事業協同組合 第7回
昭和60年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 深川養鶏農業協同組合 第7回
昭和60年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 松本　勲（栃木県三和酪農業協同組合組合長） 第7回
昭和60年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 中本太郎（沖縄県パインアップル缶詰工業組合理事長） 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　サンヨー堂 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 東京魚商業協同組合 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 北海道 社団法人　北海道市場協会 第7回
昭和60年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 - 河合圭吾（社団法人全国青果卸売市場協会会長） 第7回
昭和60年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 鹿児島県 株式会社　神山海産 第7回
昭和60年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 兵庫県 ケンミン食品株式会社 第7回
昭和60年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 兵庫県 忠勇株式会社 第7回
昭和60年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 愛媛県 新居浜製豆協同組合 第7回
昭和60年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 鹿児島県 日本澱粉工業株式会社 第7回
昭和60年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 栃木県 丸彦製菓株式会社 第7回
昭和60年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 明治機械株式会社 第7回
昭和60年 食品産業部門（企業等） 食品流通局長賞 宮城県 豊屋食品工業株式会社 第7回
昭和60年 食品産業部門（個人） 食品流通局長賞 - 福浪勝治（兵庫興農株式会社代表取締役社長） 第7回
昭和60年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 大阪府 株式会社　小林本店 第7回
昭和60年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 山口県 株式会社　五平太 第7回
昭和60年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 大阪府 株式会社　心斉橋ミツヤ 第7回
昭和60年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 岩手県 株式会社　タシマ屋フード 第7回
昭和60年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 全国いか加工業協同組合 第7回
昭和60年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 関門九州バナナセンター協同組合 第7回
昭和60年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 福島地区米穀卸商業協同組合 第7回
昭和60年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 栃木県南部味噌工業協同組合 第7回
昭和60年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 群馬県醤油味噌工業協同組合 第7回
昭和60年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 東京都米菓工業協同組合 第7回



昭和60年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 山梨県水産物商業協同組合 第7回
昭和60年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 静岡県漬物協同組合連合会 第7回
昭和60年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 兵庫県乾麺協同組合 第7回
昭和60年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 熊本県醤油工業協同組合 第7回
昭和60年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 荻野重雄（財団法人日本こんにゃく協会理事） 第7回
昭和60年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 柴田文雄（全国成型砂糖工業協同組合顧問） 第7回
昭和60年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 大森　信（岩手県精麦工業協同組合理事長） 第7回
昭和60年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 八木富次郎（高崎共同食事協同組合理事長） 第7回
昭和60年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 横山直高（豊島市場青果卸売協同組合理事長） 第7回
昭和60年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 平田安光（鳥取食料品商業協同組合理事長） 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　エフジーチェーンストア 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 大阪市中央卸売市場綜合直売協同組合 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 大阪府牛乳協業株式会社 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 埼玉県 大宮食肉荷受株式会社 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 京都府 京都果物商業協同組合 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 岐阜県 株式会社　ジーケーエス 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 土居下市場協同組合 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 名古屋鮮魚卸協同組合 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 株式会社　丸越 第7回
昭和60年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 内藤武男（社団法人全国青果卸売市場協会副会長） 第7回
昭和60年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 三重県 太陽化学株式会社 第7回
昭和60年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 福岡県 株式会社　マリーンフーズ・昌和 第7回
昭和60年 食品産業部門（個人） 食品産業センター会長賞 - 桐渕信良（桐渕製粉製麺工業代表責任者） 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 神奈川県 株式会社　神奈川健康増進センター 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 東京都 株式会社　キタズミ 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 広島県 株式会社　猫島商店 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 東京都 株式会社　山喜 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 香川県 玉藻食品有限会社 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 広島県 三宅鶏卵 第7回
昭和60年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 奈良県 いかるがデパート協同組合 第7回
昭和60年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 今井一夫（全国蒟蒻原料協同組合事務局長） 第7回
昭和60年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 中井芳太郎（富士中央青果株式会社代表取締役社長） 第7回
昭和59年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 愛知県 敷島製パン株式会社 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 山形県 日東食品製造株式会社 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 ブルドックソース株式会社 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 大阪府 丸大食品株式会社 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 長野県 みすゞ豆腐株式会社 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 千葉県 ヤマサ醤油株式会社 第6回
昭和59年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社グリーンハウス 第6回
昭和59年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 福岡県 ロイヤル株式会社 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 社団法人　全国トマト協会 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 社団法人　日本食肉加工協会 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 社団法人　日本茶業中央会 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 北海道農産物集荷協同組合 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 群馬県畜産加工販売農業協同組合連合会 第6回



昭和59年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 焼津鰹節水産加工業協同組合 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 新潟県餅工業協同組合 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 三重県醤油味噌工業協同組合 第6回
昭和59年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 協同組合セルコチェーン 第6回
昭和59年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 宮城県 仙台中央青果卸売協同組合 第6回
昭和59年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 福岡県 福岡市青果商業協同組合 第6回
昭和59年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 - 百合野稔（社団法人全国中央市場青果卸売協会顧問） 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 群馬県 赤城漬物工業株式会社 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 秋田県 株式会社　浅利佐助商店 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 和歌山県 株式会社　河島本家 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 奈良県 株式会社　品川工業所 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 栃木県 株式会社　高橋彌次衛門商店 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 北海道 田村食品株式会社 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 兵庫県 株式会社　富士昆布 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 栃木県 株式会社　マスキン 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛媛県 松山タンパク株式会社 第6回
昭和59年 食品産業部門（個人） 食品流通局長賞 - 曾田貞治郎（城北麺工株式会社取締役社長） 第6回
昭和59年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 新潟県 タカノ食品株式会社 第6回
昭和59年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 福島県 株式会社　福豆屋 第6回
昭和59年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　馬淵商事 第6回
昭和59年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 福井県 有限会社　ヨーロッパ軒敦賀分店 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 東北製粉協同組合 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 久留米市青果商業協同組合 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 道央青果協同組合 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 栃木県北家畜商商業協同組合 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 社団法人　千葉食品コンビナート協議会 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 東京都ソース工業協同組合 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 三崎水産加工業協同組合 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 静岡県菓子工業組合 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 大阪府豆腐油揚商工組合 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 香川県醤油工業協同組合 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 宇和島青果物商業協同組合 第6回
昭和59年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 熊本県漬物工業協同組合 第6回
昭和59年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 池田吉三郎（福島県乾麺協同組合理事長） 第6回
昭和59年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 岩下邦夫（栃木県漬物工業協同組合理事長） 第6回
昭和59年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 藤生芳雄（伊勢崎青果物商業協同組合会長） 第6回
昭和59年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 林田正年（長崎県漬物工業協同組合副理事長） 第6回
昭和59年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 高知県 旭食品株式会社 第6回
昭和59年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 神奈川県 株式会社　泉八 第6回
昭和59年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 大阪鶏卵販売株式会社 第6回
昭和59年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　金久 第6回
昭和59年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 兵庫県 神戸市運ひよどり台市場協同組合 第6回
昭和59年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 広島県 広島食肉市場株式会社 第6回
昭和59年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 兵庫県 北神三田牛乳販売協業組合 第6回
昭和59年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 上村寅市（全国水産物卸組合連合会常任理事） 第6回



昭和59年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 大橋光雄（社団法人全国青果卸売市場協会理事） 第6回
昭和59年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 内藤和幸（全国中央卸売市場 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 熊本県 浦島海苔株式会社 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 兵庫県 サンナッツ食品株式会社 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 愛媛県 日本食研株式会社 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 神奈川県 日本農産工業株式会社 第6回
昭和59年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 兵庫県 矢木醤油株式会社 第6回
昭和59年 食品産業部門（個人） 食品産業センター会長賞 - 前　功（大成産業有限会社代表取締役） 第6回
昭和59年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 福岡県 旭流通株式会社 第6回
昭和59年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 大阪府 株式会社　小田商店 第6回
昭和59年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 奈良県 香芝中央デパート商業協同組合 第6回
昭和59年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 長崎県 協和商工株式会社 第6回
昭和59年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 東京都 株式会社　内藤敏正商店 第6回
昭和59年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 北海道 函館青果物商業協同組合 第6回
昭和59年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 福井県 福井鶏卵販売株式会社 第6回
昭和59年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 高安博二（社団法人茨城県青果物 第6回
昭和58年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 京都府 株式会社大安 第5回
昭和58年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 月島食品工業株式会社 第5回
昭和58年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 長野県 長野トマト株式会社 第5回
昭和58年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 岐阜県 日東あられ株式会社 第5回
昭和58年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 ボーソー油脂株式会社 第5回
昭和58年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 明治乳業株式会社 第5回
昭和58年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社美濃吉 第5回
昭和58年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 - 日本ケンタッキーフライドチキン株式会社 第5回
昭和58年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 全国精麦工業協同組合連合会 第5回
昭和58年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 東京都青果物商業協同組合 第5回
昭和58年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 九州味噌醤油工業協同組合連合会 第5回
昭和58年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 北海道製麺協同組合 第5回
昭和58年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 山形県醤油味噌工業協同組合 第5回
昭和58年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 龍野醤油協同組合 第5回
昭和58年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 鳥取県果実農業協同組合連合会 第5回
昭和58年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 瀧澤　武（栃木県家畜商商業協同組合理事長） 第5回
昭和58年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社菱食 第5回
昭和58年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 東京果物商業協同組合 第5回
昭和58年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 東京食肉市場卸商協同組合 第5回
昭和58年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 京都府 長谷川秀雄（社団法人全国中央市場 第5回
昭和58年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 青森県 青森罐詰株式会社 第5回
昭和58年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 三重県 井村屋製菓株式会社 第5回
昭和58年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 福岡県 株式会社　いちふく 第5回
昭和58年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 大阪府 株式会社　明治屋食品工場 第5回
昭和58年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛媛県 菊原醸造株式会社 第5回
昭和58年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 青森県 八戸缶詰株式会社 第5回
昭和58年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 千葉県 保証乳業株式会社 第5回
昭和58年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 山義食品工業株式会社 第5回
昭和58年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 青森県 和田寛食料工業株式会社 第5回



昭和58年 食品産業部門（個人） 食品流通局長賞 - 齊藤英四郎（群馬県第一食糧株式会社代表取締役社長） 第5回
昭和58年 食品産業部門（個人） 食品流通局長賞 - 廣田定一（株式会社洋菓子のヒロタ代表取締役社長） 第5回
昭和58年 食品産業部門（個人） 食品流通局長賞 - 渡邊長吉（渡邊機開工業株式会社代表取締役社長） 第5回
昭和58年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 協同組合あおいボランタリーチェーン事業協同組合 第5回
昭和58年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 新千里西町市場事業協同組合 第5回
昭和58年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 大日食品株式会社 第5回
昭和58年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 富山県 富山県ひまわりチェーン事業協同組合 第5回
昭和58年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 名古屋市中央卸売市場本場青果卸売協同組合 第5回
昭和58年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 矢口産業株式会社 第5回
昭和58年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 尾家百彦（社団法人日本外食品卸協会理事） 第5回
昭和58年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 及川慶一（全国中央卸売市場 第5回
昭和58年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 髙須賀武夫（社団法人全国青果卸売市場協会副会長） 第5回
昭和58年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 本庄庫夫（全国水産物卸組合連合会前副理事長） 第5回
昭和58年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　寿司田 第5回
昭和58年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 兵庫県 川崎食品産業株式会社 第5回
昭和58年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 鳥取県 山本食品加工有限会社 第5回
昭和58年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 仙台青果物商業協同組合 第5回
昭和58年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 栃木県醤油工業協同組合 第5回
昭和58年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 群馬県豆腐商工組合 第5回
昭和58年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 東京都清涼飲料協同組合 第5回
昭和58年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 沼津魚仲買商協同組合 第5回
昭和58年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 愛知県菓子工業組合 第5回
昭和58年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 三重県パン協同組合 第5回
昭和58年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 全大阪パン協同組合 第5回
昭和58年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 松山中央青果商業協同組合 第5回
昭和58年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 長崎県醤油味噌協同組合 第5回
昭和58年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 石田　幸（福島県豆腐油揚商工組合理事長） 第5回
昭和58年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 秋山末一郎（栃木県食品工業協会理事長） 第5回
昭和58年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 関口　壽（真岡製パン協同組合理事長） 第5回
昭和58年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 鶴田二郎（富岡魚菜協同組合会長） 第5回
昭和58年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 植草善四郎（千葉市青果商協同組合理事長） 第5回
昭和58年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 柾本隆雄（岡山県製粉工業協同組合理事長） 第5回
昭和58年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 脇田源三（広島佃煮工業協同組合前理事長） 第5回
昭和58年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 協同組合あおいボランタリーチェーン事業協同組合 第5回
昭和58年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 新千里西町市場事業協同組合 第5回
昭和58年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 大日食品株式会社 第5回
昭和58年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 富山県 富山県ひまわりチェーン事業協同組合 第5回
昭和58年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 名古屋市中央卸売市場本場青果卸売協同組合 第5回
昭和58年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 矢口産業株式会社 第5回
昭和58年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 尾家百彦（社団法人日本外食品卸協会理事） 第5回
昭和58年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 及川慶一（全国中央卸売市場 第5回
昭和58年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 髙須賀武夫（社団法人全国青果卸売市場協会副会長） 第5回
昭和58年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 本庄庫夫（全国水産物卸組合連合会前副理事長） 第5回
昭和58年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 東京都 味の浜藤株式会社 第5回
昭和58年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 兵庫県 上島珈琲株式会社 第5回



昭和58年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 島根県 寿隆蒲鉾株式会社 第5回
昭和58年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 長野県 みすゞ豆腐株式会社 第5回
昭和58年 食品産業部門（個人） 食品産業センター会長賞 - 水垣敏正（エム・シーシー食品株式会社代表取締役社長） 第5回
昭和58年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 奈良県 西柏センター協同組合 第5回
昭和58年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 北海道 室蘭青果売買参加者協同組合 第5回
昭和58年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 安宅勝二（金沢中央水産物卸協同組合前理事長） 第5回
昭和58年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 大槻輝彦（社団法人日本外食品卸協会監事） 第5回
昭和58年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 奥津瀬一（神奈川県青果卸売市場連合会会長） 第5回
昭和58年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 澤邑彌三郎（社団法人日本外食品卸協会理事） 第5回
昭和58年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 山田　實（社団法人日本卵業協会監事） 第5回
昭和57年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 長野県 旭松凍豆腐株式会社 第4回
昭和57年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 大阪府 イカリソース株式会社 第4回
昭和57年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 新潟県 佐藤食品工業株式会社 第4回
昭和57年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 日清製粉株式会社 第4回
昭和57年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 大阪府 日本ハム株式会社 第4回
昭和57年 食品産業部門（個人） 農林水産大臣賞 - 賴富健三郎（参松工業株式会社技術顧問） 第4回
昭和57年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 兵庫県 ウオクニ株式会社 第4回
昭和57年 外食産業部門（企業） 農林水産大臣賞 広島県 株式会社サラヤ 第4回
昭和57年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 社団法人日本乳製品協会 第4回
昭和57年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 秋田県味噌醤油工業協同組合 第4回
昭和57年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 群馬県蒟蒻原料商工業協同組合 第4回
昭和57年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 愛知県味噌溜醤油工業協同組合 第4回
昭和57年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 広島菜生産加工連絡協議会 第4回
昭和57年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 愛媛県青果農業協同組合連合会 第4回
昭和57年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 森山清松（栃木県漬物工業協同組合理事） 第4回
昭和57年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 小野清治郎（長野県味噌工業協同組合連合会専務理事） 第4回
昭和57年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 株式会社明治屋 第4回
昭和57年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 大阪府 協同組合マイショップチェーン 第4回
昭和57年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 高瀬物産株式会社 第4回
昭和57年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 - 清久辰治（全国水産卸組合連合会会長） 第4回
昭和57年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 - 永峰栄一（社団法人全国青果卸売市場協会顧問） 第4回
昭和57年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 栃木県 岩下食品工業株式会社 第4回
昭和57年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 兵庫県 株式会社池内鉄工所 第4回
昭和57年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 株式会社二幸 第4回
昭和57年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛知県 株式会社ポッカコーポレーション 第4回
昭和57年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛知県 金印わさび株式会社 第4回
昭和57年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 兵庫県 黒田食品株式会社 第4回
昭和57年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 香川県 さぬき麺業株式会社 第4回
昭和57年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 長野県 長野興農株式会社 第4回
昭和57年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 兵庫県 六甲バター株式会社 第4回
昭和57年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 徳島県 株式会社ニュー徳島 第4回
昭和57年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 熊本県 株式会社ヒライ 第4回
昭和57年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛知県 名古屋給食株式会社 第4回
昭和57年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 全日本カレー工業協同組合 第4回
昭和57年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 協同組合関東給食会 第4回



昭和57年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 小城羊羹協同組合 第4回
昭和57年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 札幌青果物商業協同組合 第4回
昭和57年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 栃木県臓器協同組合 第4回
昭和57年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 全埼玉県パン協同組合 第4回
昭和57年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 千葉県醤油工業協同組合 第4回
昭和57年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 千葉県豆腐商工組合 第4回
昭和57年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 松山食糧販売協同組合 第4回
昭和57年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 長崎魚類仲卸協同組合 第4回
昭和57年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 吉澤重次（近畿日本製粉協同組合連合会理事長） 第4回
昭和57年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 島田計二（栃木県干瓢商業協同組合顧問） 第4回
昭和57年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 松井由蔵（千葉県鮮魚商協同組合代表理事） 第4回
昭和57年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 渡辺林一（静岡県米穀協同組合専務理事） 第4回
昭和57年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 藤原安男（兵庫県生麺協同組合理事長） 第4回
昭和57年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 東金城敬一（沖縄県黒砂糖工業会専務理事） 第4回
昭和57年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 石川県 カナカン株式会社 第4回
昭和57年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 奈良県 奈良デパート商業協同組合 第4回
昭和57年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 阿出川留吉（全国煮豆惣菜組合連合会副会長） 第4回
昭和57年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 靏見佳利（社団法人日本外食品卸協会理事） 第4回
昭和57年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 水野善一（全国青果卸売組合連合会常務理事） 第4回
昭和57年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 過足正一（社団法人全国青果卸売市場協会前副会長） 第4回
昭和57年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 秋田県 秋田いなふく米菓株式会社 第4回
昭和57年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 埼玉県 株式会社岡安商店 第4回
昭和57年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 愛知県 敷島製パン株式会社 第4回
昭和57年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 福井県 マルチュウ醤油株式会社 第4回
昭和57年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 大阪府 松岡食品株式会社 第4回
昭和57年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 岩井源治（社団法人日本外食品卸協会理事） 第4回
昭和57年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 杉田數男（社団法人日本外食品卸協会理事） 第4回
昭和57年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 瀬戸新一（社団法人全国青果卸売市場協会理事） 第4回
昭和57年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 仲　勝三（全国水産物卸組合連合会理事） 第4回
昭和56年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 大阪府 江崎グリコ株式会社 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 日清製油株式会社 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 静岡県 はごろも罐詰 第3回
昭和56年 食品産業部門（個人） 農林水産大臣賞 - 伊福　靖（和歌山県経済農業協同組合連合会 第3回
昭和56年 外食産業部門 農林水産大臣賞 大阪府 株式会社　魚国総本社 第3回
昭和56年 外食産業部門 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　すかいらーく 第3回
昭和56年 外食産業部門 農林水産大臣賞 東京都 日本マクドナルド株式会社 第3回
昭和56年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 日本醤油協会 第3回
昭和56年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 日本マーガリン工業会 第3回
昭和56年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 郡山海産物商業協同組合 第3回
昭和56年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 栃木県食糧集荷協同組合 第3回
昭和56年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 京都府茶協同組合 第3回
昭和56年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 愛媛県醤油味噌協同組合 第3回
昭和56年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 松坂勝郎（岩手県パン工業組合理事長） 第3回
昭和56年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 土山吉次（長野県パン商工組合専務理事） 第3回
昭和56年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 河越庄市（北陽菓子工業協同組合理事長） 第3回



昭和56年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 全日本食品株式会社 第3回
昭和56年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 広島県 広島市青果食品商業協同組合 第3回
昭和56年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 大阪府 松下鈴木株式會社 第3回
昭和56年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 - 関本徳蔵（東都水産株式会社社長） 第3回
昭和56年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 - 針替　豊（東京築地青果株式会社社長） 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 広島県 株式会社　阿藻珍味 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 秋田県 羽後食品工業株式会社 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 大阪府 株式会社　黄金糖 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 広島県 株式会社　大崎水産 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 福岡県 株式会社　オニマル 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 株式会社　精研舎 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 兵庫県 高嶋酒類食品株式会社 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 愛知県 竹本油脂株式会社 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 日本罐詰株式会社 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 野津漬物食品株式会社 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 沖縄県 北部製糖株式会社 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 大阪府 前田産業株式会社 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 静岡県 ヤヨイ食品株式会社 第3回
昭和56年 食品産業部門（個人） 食品流通局長賞 - 豊山秋央（豊山食品株式会社社長） 第3回
昭和56年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 石川県 株式会社　芝寿し 第3回
昭和56年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 大分県 ヤマウチ調理食品株式会社 第3回
昭和56年 外食産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 利恵産業有限会社 第3回
昭和56年 外食産業部門（個人） 食品流通局長賞 - 藤沢春次（東都給食株式会社会長） 第3回
昭和56年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 全国飴菓子工業協同組合 第3回
昭和56年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 四国珍味商工協同組合 第3回
昭和56年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 山形米穀商業協同組合 第3回
昭和56年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 栃木県あられ工業協同組合 第3回
昭和56年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 千葉県青果商業協同組合連合会 第3回
昭和56年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 静岡県醤油醸造工業協同組合 第3回
昭和56年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 鹿児島県菓子工業組合 第3回
昭和56年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 戸矢﨑進（全国凍豆腐工業協同組合連合会専務理事） 第3回
昭和56年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 平野考三郎（社団法人日本缶詰協会前常務理事） 第3回
昭和56年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 中村欣平（栃木県味噌工業協同組合理事長） 第3回
昭和56年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 青木久男（三重県菓子工業組合副理事長） 第3回
昭和56年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 村上忠雄（兵庫県蒲鉾組合連合会会長） 第3回
昭和56年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 池田房雄（和歌山県豆腐油揚協同組合理事長） 第3回
昭和56年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 中尾藤吉（佐賀県豆腐商工組合理事長） 第3回
昭和56年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 喜連市場商業協同組合 第3回
昭和56年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 兵庫県 神戸果実商業協同組合 第3回
昭和56年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 福島県 東北サンマート商業協同組合 第3回
昭和56年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 福岡県 福岡食肉市場株式会社 第3回
昭和56年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 東京都 文京乳販協同組合 第3回
昭和56年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 愛知県 株式会社　メイカン 第3回
昭和56年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 神奈川県 横浜市中央市場青果卸協同組合 第3回
昭和56年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 井上松四郎（株式会社田市商店社長） 第3回



昭和56年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 岡野博次（水戸中央青果株式会社社長） 第3回
昭和56年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 小澤勝男（茨城県水産株式会社社長） 第3回
昭和56年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 高橋喜作（有限会社高橋商会代表取締役） 第3回
昭和56年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 - 中島輝弘（大阪市東部市場飲食品興業株式会社社長） 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 栃木県 あづま食品株式会社 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 千葉県 コミヤ味工株式会社 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 愛知県 杉本屋製菓株式会社 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 愛媛県 西南開発株式会社 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 新潟県 堀之内缶詰株式会社 第3回
昭和56年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 埼玉県 米澤製油株式会社 第3回
昭和56年 食品産業部門（個人） 食品産業センター会長賞 廣田定一（株式会社洋菓子のヒロタ社長） 第3回
昭和56年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 兵庫県 神戸市連ひよどり台市場協同組合 第3回
昭和56年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 東京都 佐伯實業株式会社 第3回
昭和56年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 大阪府 布施公設市場事業協同組合 第3回
昭和56年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 東京都 マルタカ野崎食品 第3回
昭和56年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 川崎　堯（株式会社仲屋社長） 第3回
昭和56年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 椎名　信（椎名鶏卵有限会社社長） 第3回
昭和56年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 高波正夫（桝屋店主） 第3回
昭和56年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 - 吉岡由春（株式会社長果常務取締役） 第3回
昭和55年 食品産業部門 農林水産大臣賞 兵庫県 伊藤ハム栄養食品株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 農林水産大臣賞 香川県 株式会社加ト吉 第2回
昭和55年 食品産業部門 農林水産大臣賞 新潟県 亀田製菓株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 農林水産大臣賞 愛知県 東海漬物製造株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 農林水産大臣賞 大阪府 日清食品株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 農林水産大臣賞 東京都 日本水産株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 農林水産大臣賞 東京都 明治製菓株式会社 第2回
昭和55年 外食産業部門 農林水産大臣賞 大阪府 株式会社　小僧寿し本部 第2回
昭和55年 外食産業部門 農林水産大臣賞 東京都 株式会社　つかだ 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 社団法人　日本化学飼料協会 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 日本麺類業組合連合会 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 札幌水産物商業協同組合 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 福島県味噌醤油工業協同組合 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 静岡茶商工業協同組合 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 愛知県パン協同組合 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 農林水産大臣賞 - 兵庫県生麺協同組合 第2回
昭和55年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 井並明正（石川県食肉商工業協同組合理事長） 第2回
昭和55年 団体部門（団体関係功労者） 農林水産大臣賞 - 舛井寛一（広島県食肉卸事業協同組合理事長） 第2回
昭和55年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 大阪府 ケイマートチェーン協同株式会社 第2回
昭和55年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 東京都 国分株式会社 第2回
昭和55年 食品流通部門（企業等） 農林水産大臣賞 福島県 福島水産物商業協同組合 第2回
昭和55年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 大阪府 金井實次（大果大阪青果株式会社取締役会長） 第2回
昭和55年 食品流通部門（個人） 農林水産大臣賞 愛知県 牧　仙市（株式会社豊橋魚市場取締役会長） 第2回
昭和55年 食品産業部門 食品流通局長賞 三重県 伊藤製油株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 食品流通局長賞 愛知県 岩田食品株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 食品流通局長賞 山口県 宇部蒲鉾株式会社 第2回



昭和55年 食品産業部門 食品流通局長賞 大阪府 岡村製油株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 食品流通局長賞 沖縄県 沖縄食鶏加工株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 食品流通局長賞 愛知県 カネハツ食品株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 食品流通局長賞 和歌山県 紀州食品株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 食品流通局長賞 秋田県 小玉合名会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 食品流通局長賞 東京都 佐久間製菓株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 食品流通局長賞 東京都 株式会社　佐竹製作所 第2回
昭和55年 食品産業部門 食品流通局長賞 東京都 仁丹食品株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 食品流通局長賞 大阪府 西出食品株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 食品流通局長賞 静岡県 ほてい缶詰株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 食品流通局長賞 熊本県 マルキン食品工業株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 食品流通局長賞 愛媛県 マルトモ花かつを株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門 食品流通局長賞 三重県 ヤマモリ食品工業株式会社 第2回
昭和55年 外食産業部門 食品流通局長賞 大阪府 株式会社　一富士 第2回
昭和55年 外食産業部門 食品流通局長賞 富山県 株式会社　中田商店 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 日本こめ油工業会 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 社団法人　全国冷凍魚肉協会 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 九州青果食品小売商組合連合会 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 宮城県米穀肥料商業協同組合 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 郡山菓子商工協同組合 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 宇都宮青果商業協同組合 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 群馬県漬物工業協同組合 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 焼津鰹節水産加工業協同組合 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 協同組合　松山給食センター 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 長崎醤油味噌工業協同組合 第2回
昭和55年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 宮崎米穀商業協同組合 第2回
昭和55年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 宮本笹一（全国珍味商工業協同組合連合会会長） 第2回
昭和55年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 高橋新一（栃木県菓子工業組合理事長） 第2回
昭和55年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 林　重郎（全埼玉県パン協同組合理事長） 第2回
昭和55年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 黒岩計雄（社団法人長野県缶詰協会専務理事） 第2回
昭和55年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 尾崎周吉（富山県蒲鉾水産加工業協同組合理事） 第2回
昭和55年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 前原憲二（兵庫県穀類工業協同組合理事長） 第2回
昭和55年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 本池三郎（山陰豆萌工業組合理事長） 第2回
昭和55年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 角　正敏（佐賀県味噌醤油醸造協同組合理事長） 第2回
昭和55年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 大阪畜産株式会社 第2回
昭和55年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 大阪府 大阪中央畜産株式会社 第2回
昭和55年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 京都府 京都市七条公設市場協同組合 第2回
昭和55年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 北海道 札幌青果卸協同組合 第2回
昭和55年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 京都府 白川サービスセンター協同組合 第2回
昭和55年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 福岡県 新生商事株式会社 第2回
昭和55年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 香川県 高松青果物商業協同組合 第2回
昭和55年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 富山県 富山県地区スパーギルド商業協同組合 第2回
昭和55年 食品流通部門（企業等） 食品流通局長賞 神奈川県 横須賀青果商業協同組合 第2回
昭和55年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 愛知県 宇佐美良三（愛知県中央青果株式会社社長） 第2回
昭和55年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 京都府 大西一夫（株式会社マルキタ代表取締役） 第2回



昭和55年 食品流通部門（個人） 食品流通局長賞 宮城県 鈴木政蔵（株式会社鈴力水産代表取締役） 第2回
昭和55年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 大分県 株式会社　伊藤伸晏商店 第2回
昭和55年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 大阪府 大塚化学薬品株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 新潟県 木村食品工業株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 とちぎ 高原食品株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 埼玉県 株式会社　塩野 第2回
昭和55年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 愛知県 天狗缶詰株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 東京都 株式会社　東京ナガイ 第2回
昭和55年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 兵庫県 株式会社　富士昆布 第2回
昭和55年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 東京都 株式会社　桃屋 第2回
昭和55年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 東京都 やまうの漬物工業株式会社 第2回
昭和55年 食品産業部門（個人） 食品産業センター会長賞 愛媛県 菊原岩雄（菊原醸造株式会社取締役社長） 第2回
昭和55年 食品流通部門（企業等） 食料品流通改善協会会長賞 愛知県 株式会社　丸越 第2回
昭和55年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 埼玉県 桑原三之助 第2回
昭和55年 食品流通部門（個人） 食料品流通改善協会会長賞 新潟県 佐藤達児 第2回
昭和54年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 味の素株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 愛知県 カゴメ株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 カルビー株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 千葉県 キッコーマン醤油株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業） 農林水産大臣賞 東京都 雪印乳業株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（個人） 農林水産大臣賞 東京都 加藤辨三郎（協和醱酵工業株式会社取締役会長） 第1回
昭和54年 外食産業部門 農林水産大臣賞 東京都 日本国民食株式会社 第1回
昭和54年 団体部門 農林水産大臣賞 - 社団法人日本缶詰協会 第1回
昭和54年 団体部門 農林水産大臣賞 - 全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会 第1回
昭和54年 団体部門 農林水産大臣賞 - 宮城県味噌醤油工業協同組合 第1回
昭和54年 団体部門 農林水産大臣賞 - 長野県味噌工業協同組合連合会 第1回
昭和54年 団体部門 農林水産大臣賞 - 新潟県米菓工業協同組合 第1回
昭和54年 団体部門 農林水産大臣賞 - 岐阜県米菓工業協同組合 第1回
昭和54年 団体部門 農林水産大臣賞 - 福岡県醤油工業協同組合 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 神奈川県 秋本食品工業株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 岩手県 岩手缶詰株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 兵庫県 エム・シーシー食品株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 東京都 国産精工株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 香川県 讃岐缶詰株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 佐賀県 株式会社サン海苔 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 沖縄県 株式会社第一企業 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 新潟県 竹徳かまぼこ株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 北海道 デイジー食品工業株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 兵庫県 東洋ナッツ食品株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 香川県 中尾食品合資会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業） 食品流通局長賞 鹿児島県 株式会社中園久太郎商店 第1回
昭和54年 食品産業部門（個人） 食品流通局長賞 岡山県 鈴木栄太郎（株式会社スズキ麺工代表取締役社長） 第1回
昭和54年 食品産業部門（個人） 食品流通局長賞 群馬県 長井恒（星野物産株式会社常務取締役） 第1回
昭和54年 外食産業部門 食品流通局長賞 茨城県 合資会社三翠 第1回
昭和54年 外食産業部門 食品流通局長賞 東京都 山陽食品株式会社 第1回



昭和54年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 社団法人日本魚肉ソーセージ協会 第1回
昭和54年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 青森県豆腐油揚商工組合 第1回
昭和54年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 協同組合山形給食センター 第1回
昭和54年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 福島菓子協同組合 第1回
昭和54年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 栃木県味噌工業協同組合 第1回
昭和54年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 社団法人東京都洋菓子協会 第1回
昭和54年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 東京和生菓子商工業協同組合 第1回
昭和54年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 新潟県醤油協同組合連合会 第1回
昭和54年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 広島佃煮工業協同組合 第1回
昭和54年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 小豆島手延素麺製粉協同組合 第1回
昭和54年 団体部門（優良団体） 食品流通局長賞 - 九州缶詰製造協議会 第1回
昭和54年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 清永重弘（日本ビート糖業協会顧問） 第1回
昭和54年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 平林　武（全国加工海苔協同組合連合会理事長） 第1回
昭和54年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 大網健一（栃木県パン協同組合理事長） 第1回
昭和54年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 佐藤貞司（千葉県製麺工業協同組合理事） 第1回
昭和54年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 矢野明次（長野県凍豆腐工業協同組合専務理事） 第1回
昭和54年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 井桁朔次（新潟県味噌工業協同組合連合会会長） 第1回
昭和54年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 魚谷昌弘（和歌山県学校給食パン協同組合理事長） 第1回
昭和54年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 岩本正二（兵庫県佃煮工業協同組合理事長） 第1回
昭和54年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 元石泰司（佐賀県菓子工業組合理事長） 第1回
昭和54年 団体部門（団体関係功労者） 食品流通局長賞 - 新垣良公（日本分蜜糖工業会専務理事） 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 広島県 青旗缶詰株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 愛知県 東海漬物製造株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 大分県 二階堂酒造有限会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 京都府 株式会社西利 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 佐賀県 日興食品株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 山形県 日東食品製造株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 兵庫県 兵庫興農株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 新潟県 堀川蒲鉾工業株式会社 第1回
昭和54年 食品産業部門（企業等） 食品産業センター会長賞 東京都 宮坂醸造株式会社 第1回


