
優良ふるさと食品中央コンクール受賞食品一覧
年 部門 賞 都道府県 受賞商品名 受賞会社名

令和元年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 北海道 とうふホエイさけ 株式会社ふじと屋
令和元年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長賞 長野県 チーズINおかき 株式会社エフコム
令和元年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 青森県 あおもり生プリン（塩カラメル） 合同会社ナチュール青森
令和元年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 新潟県 Wabisabi　山葵粉末 有限会社SKフロンティア
令和元年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 愛知県 ブラックサンダーあん巻き 株式会社お亀堂
令和元年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 鹿児島県 8種の彩りフレーバーさつま揚げ 合同会社吉之助キッチン
令和元年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 群馬県 てんぐの玉手箱 株式会社Mighty Konjac　こんにゃく工房迦しょう
令和元年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 富山県 純米ロール（えごま） 大野菓子店
令和元年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 福井県 豆乳クリーム 有限会社幸伸食品
令和元年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 岡山県 茶ノベーゼ 有限会社海田園黒坂製茶
令和元年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 宮崎県 赤マーシー 大山食品株式会社
令和元年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 岩手県 五穀甘麹 藤勇醸造株式会社
令和元年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 埼玉県 木桶初しぼり 笛木醤油株式会社
令和元年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 大阪府 みずなす漬（カットタイプ）120ｇ 堺共同漬物株式会社

令和元年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 奈良県
明日香村のフリージドライご当地汁（みるく汁、
菜っぱ汁、根っこ汁、かき玉汁）

一般財団法人明日香村地域振興公社

令和元年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 山形県 ランラン♪ラララ　ラ・フランス 山形食品株式会社
令和元年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 千葉県 いもみつ 株式会社いっぷく堂
令和元年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 岐阜県 柿みつ 合同会社三藤
令和元年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 京都府 丹波・梅ピューレ　UMEUME 株式会社WAIRA TAMBA
令和元年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 鳥取県 ほとり食パン パン工房ほとり
令和元年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 滋賀県 近江牛めし　三方よし丼 有限会社魚庄
令和元年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 静岡県 やきつべのだし　鰹 荒節・鰹 枯節 株式会社マルハチ村松
令和元年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 香川県 本格手焼き車海老せんべい 仁尾産商株式会社
令和元年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 熊本県 鶏塩たまご麺 マツヤマエッグファーム
令和元年 国産畜水産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 島根県 のどぐろのアヒージョ 株式会社出雲大社食品
平成30年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 福井県 幸家の冷凍ごまどうふ 有限会社幸伸食品
平成30年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長賞 北海道 うに丸 有限会社　ヤマチュウ食品
平成30年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長賞 大阪府 水なすピクルス和風mix NSW株式会社

平成30年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 青森県
八戸サバ缶バー（津軽海峡の塩・ゆずこしょう・グ
リーンカレー・アヒージョ・トムヤムクン・ハバネロ）

株式会社　マルヌシ

平成30年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 山形県 山形いも煮らすく 株式会社　シベール
平成30年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 群馬県 粒々こんにゃくスープ（トマト＆オニオン） 株式会社アイエー・フーズ
平成30年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 富山県 ごろっとじゅれ 株式会社　昌栄堂
平成30年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 秋田県 いちじく甘露煮山ぶどう仕立て 佐藤勘六商店
平成30年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 栃木県 温泉なすのマーボーまん フタバ食品株式会社
平成30年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 愛知県 TAHARADIP 彩農園
平成30年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 滋賀県 ごろごろ雑穀米 百匠屋
平成30年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 兵庫県 mitsu MORNING CARROT 御津町園芸組合
平成30年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 香川県 まんのうひまわりオイル 株式会社　グリーンパークまんのう
平成30年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 福島県 奥会津山芋蕎麦 株式会社　奈良屋
平成30年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 奈良県 味間いもコロッケ ようやるでおばちゃんの会
平成30年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 熊本県 きのこ南蛮 きくちの母ちゃん
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平成30年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 岩手県 甲子柿ジェラート 創作農家こすもす
平成30年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 埼玉県 埼玉青なすのみそ漬 マルツ食品株式会社

平成30年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 鳥取県
打ち豆とやさしいごはんシリーズ（雑穀・さつま
芋）

株式会社エコファームみなか

平成30年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 岡山県 吹屋の紅だるま 佐藤紅商店
平成30年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 鹿児島県 黒さつま鶏の生ハムスライス 株式会社　ナンチク
平成30年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 静岡県 伊豆山海おぼろ寿司 株式会社　だるま
平成30年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 京都府 京さわらの旨味だし 福島鰹株式会社
平成30年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 宮崎県 宮崎マヒマヒフレーク 株式会社　器
平成30年 国産畜水産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 千葉県 minmitei フロマージュ 富洋観光開発株式会社
平成30年 国産畜水産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 和歌山県 和歌山3姉妹アイスクリーム 農事組合法人黒沢牧場
平成29年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 徳島県 潮里わかめ（湯通し冷凍わかめ） 有限会社　うずしお食品
平成29年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長賞 宮城県 減塩　阿部の笹かまぼこ 株式会社　阿部蒲鉾店
平成29年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長賞 群馬県 嬬恋キャベツ酢（PLAIN,PURPLE) 川場村農産加工株式会社
平成29年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 愛知県 愛してる2017セット 中埜酒造株式会社
平成29年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 福島県 ももれーど 株式会社しらかわ五葉倶楽部
平成29年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 大阪府 焼きなす醤油 大阪南農業協同組合
平成29年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 福井県 越前産紅ズワイガニ割烹仕込みの蟹真薯 株式会社　三玄
平成29年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 青森県 弘前城しいどる 弘前銘醸株式会社
平成29年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 茨城県 下町キャビア・フィッシュセット  西京漬けの寺田屋/株式会社フジキン
平成29年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 埼玉県 万能梅みそ　 山口農園
平成29年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 兵庫県 pasta sorriso生パスタ・ラビオリ 小川農園株式会社
平成29年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 宮﨑県 YAHAZU 宮崎ひでじビール株式会社　
平成29年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 鹿児島県 花岡胡椒ギフトセット 有限会社　善STYLE
平成29年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 北海道 十勝ポップコーン　～黄金のとうもろこし畑から～ 前田農産食品株式会社
平成29年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 山形県 山形おみづけわさび 株式会社　三奥屋
平成29年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 滋賀県 純米吟醸　ぷくぶく 北島酒造株式会社
平成29年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 京都府 京都やさいおいる（九条ねぎ） 株式会社　京都ものがたり
平成29年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 香川県 小豆島・手延べ銀四郎めん・オリーブ素麺 銀四郎麺業株式会社
平成29年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 静岡県 OIL SABADINES ®～駿河燻鯖～黒こしょう 有限会社　かねはち
平成29年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 千葉県 天然真鯛　白子とうふ 三和商事株式会社　旬魚房　匠
平成29年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 富山県 ほたるいかの魚醤干し 有限会社　とと屋
平成29年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 熊本県 おっげんしゃー 一二海
平成29年 国産畜水産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 岩手県 いわて広田湾牡蠣のバーニャカウダ 広田遊漁船組合（広田湾漁業協同組合内）
平成29年 国産畜水産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 千葉県 房総真鯛春子焼「鯛めし・鯛茶漬け」 株式会社　正上
平成28年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 宮城県 無塩zero温麺 はたけなか製麺株式会社
平成28年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長賞 茨城県 新六のパパイヤ奈良漬 株式会社新六本店
平成28年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 熊本県 阿蘇タカナード 阿蘇さとう農園
平成28年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 青森県 プレミアムスパークリングアップル　アプリモ タムラファーム株式会社
平成28年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 香川県 金陵　さぬきのももも 西野金陵株式会社
平成28年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 宮崎県 柚子ピール 農業生産法人　株式会社かぐらの里
平成28年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 福島県 プレミアムトマトジュース 株式会社ワンダーファーム
平成28年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 栃木県 政木屋　宮ゆず塩焼そば 政木屋食品株式会社
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平成28年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 群馬県 鍋っ娘三姉妹（旨み醤油。極め塩生姜・濃厚味噌） 邑楽館林農業協同組合
平成28年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 埼玉県 ぱみゅ 株式会社　味輝
平成28年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 福井県 鯖へしこ糠パウダー 株式会社三玄
平成28年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 京都府 みそ漬け　京の若サワラ寿し うめや本舗
平成28年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 奈良県 ゆずふわり曽爾高原フルーツエール 一般財団法人　曽爾村観光振興公社
平成28年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 鹿児島県 創作　生かるかん（霧かん、櫻かん、橘かん） 有限会社　徳重製菓とらや
平成28年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 愛知県 キャベコロⓇ（カレー味） 株式会社サンショク
平成28年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 岩手県 季節野菜の平麺ぱすた3種～冬～ ひころいちファーム
平成28年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 滋賀県 湖都蔵 レーク大津農業協同組合
平成28年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 鳥取県 梨花　RINKA 株式会社ホテルハーベストイン米子
平成28年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 静岡県 エメラルドグリーンに輝く静岡マスクメロンジャム 小林レシピ開発株式会社
平成28年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 千葉県 クレマ・カタラーナ 株式会社　近藤牧場
平成28年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 秋田県 ぶりこんふぃ 有限会社　三浦米太郎商店
平成28年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 山形県 鳥海高原ヨーグルト山形讃歌 鳥海やわた観光株式会社
平成28年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 富山県 羅臼昆布うどん 株式会社　四十物昆布
平成27年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 岩手県 いわて南部地粉そば 株式会社 川喜
平成27年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長賞 島根県 TAMAMORI 田守りRICE NOODLES 有限会社 木村有機農園
平成27年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長省 茨城県 ソースせんべい 有限会社 椎名米菓
平成27年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 愛知県 柿あん 株式会社 石巻柿工房
平成27年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 宮城県 みやぎの雫 株式会社 ささ圭
平成27年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 香川県 讃岐うどん手打ち生地「元気玉」 株式会社 ウエストフードプランニング
平成27年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 滋賀県 湖のくに生チーズケーキ 社会福祉法人 あゆみ福祉会工房chou-chou
平成27年 新製品開発部門 (一財)食品産業センター会長賞 埼玉県 武州豚パテ・ド・カンパーニュ 農事組合法人 男衾食肉加工組合
平成27年 新製品開発部門 (一財)食品産業センター会長賞 福島県 桃のラガー 有限会社 福島路ビール
平成27年 新製品開発部門 (一財)食品産業センター会長賞 岡山県 アミの佃煮　ゴマ味 うなぎ水産
平成27年 新製品開発部門 (一財)食品産業センター会長賞 宮崎県 宮﨑黒にんにくうまいから食べてみて 株式会社 MOMIKI
平成27年 新製品開発部門 (一財)食品産業センター会長賞 奈良県 結崎ネブカ焼 SD食品株式会社
平成27年 新製品開発部門 (一財)食品産業センター会長賞 青森県 セイリングのふかうら雪人参ビーフシチュー 食べ物屋セイリング
平成27年 新製品開発部門 (一財)食品産業センター会長賞 岩手県 ヨーグルトにかけるお醤油 佐々長醸造株式会社
平成27年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 石川県 JA金沢市　五郎島金時芋ようかん 金沢市農業協同組合
平成27年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 和歌山県 はたごんぼ茶 森康商店
平成27年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 山形県 尾花沢すいかカレー 味高フーズ株式会社
平成27年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 福島県 旨さの極みきゅうり あぶくま食品株式会社
平成27年 国産農林産品利用部門 (一財)食品産業センター会長賞 静岡県 果実の気持ち 株式会社アビリティフィールズ
平成27年 国産農林産品利用部門 (一財)食品産業センター会長賞 岐阜県 米どら　春日豆 株式会社 揖斐菓匠庵　みわ屋
平成27年 国産農林産品利用部門 (一財)食品産業センター会長賞 鳥取県 鳥取　黄金のポルボローネ 宝製菓株式会社
平成27年 国産農林産品利用部門 (一財)食品産業センター会長賞 京都府 大浦みかんゼリー 株式会社 農業法人ふるる
平成27年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 北海道 北海道えりも鮭ジャーキー（チーズ入り） 株式会社 マルデン
平成27年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 富山県 魚津バイ飯おこわ 株式会社 源七
平成27年 国産畜水産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 鹿児島県 黒豚缶詰グルメカップシリーズ 鹿児島ミート販売株式会社
平成27年 国産畜水産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 千葉県 飯岡メロンジェラート ホームオブマザーズ
平成27年 国産畜水産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 熊本県 上天草の和風だし 上天草市農林水産物ブランド推進協議会
平成27年 国産畜水産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 群馬県 猪豚餃子 上野村農業協同組合
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平成26年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長賞 青森県 プレミアム　にんにくパウダー 十和田おいらせ農業協同組合
平成26年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 富山県 こぶじめ・ひとりじめ 株式会社　かねみつ
平成26年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 福島県 あん肝のみそ漬 株式会社　菅野漬物食品
平成26年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 福井県 鯖へしこバーニャ・カウダ 株式会社　三玄
平成26年 新製品開発部門 (一財)食品産業センター会長賞 佐賀県 有機栽培みかんジュース 佐藤農場株式会社
平成26年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 和歌山県 山椒香味油 築野食品工業株式会社
平成26年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 香川県 宇多津古代米　讃岐うどん 一般財団法人　宇多津町振興財団
平成26年 新製品開発部門 (一財)食品産業センター会長賞 宮崎県 花堂パスタ 美味製作所　守破離
平成26年 新製品開発部門 (一財)食品産業センター会長賞 三重県 古御門餃子 有限会社　田園
平成26年 新製品開発部門 (一財)食品産業センター会長賞 茨城県 であえてよかった　笠間の栗ジャム 常陸農業協同組合
平成26年 新製品開発部門 (一財)食品産業センター会長賞 兵庫県 いちじくようかん 株式会社　松原製餡所
平成26年 国産農林産品利用部門 (一財)食品産業センター会長賞 北海道 梅酒　小樽美人 田中酒造株式会社
平成26年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 石川県 ひとつのピクルス 株式会社　OkuruSky
平成26年 国産農林産品利用部門 (一財)食品産業センター会長賞 群馬県 生姜＆林檎ジュース あがつま農業協同組合
平成26年 国産農林産品利用部門 (一財)食品産業センター会長賞 静岡県 ピュアレスト　蜜柑 株式会社アグリサポートみっかび
平成26年 国産農林産品利用部門 (一財)食品産業センター会長賞 熊本県 キイ子ばあちゃんの　つぼん汁 株式会社　あさぎり・フレッシュフーズ
平成26年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 滋賀県 びっくり麩 大津観光株式会社　里湯昔話雄山荘
平成26年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 愛知県 うずらたま5くん！！　みそ味 合資会社　野田味噌商店
平成26年 国産農林産品利用部門 (一財)食品産業センター会長賞 岩手県 サクサク有機玄米と雑穀 尾田川農園
平成26年 国産農林産品利用部門 (一財)食品産業センター会長賞 京都府 万願寺とうがらし　しょうゆ漬 あけぼのフェニックス
平成26年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 鳥取県 天女の梨クーヘン 株式会社プレマスペース
平成26年 国産農林産品利用部門 (一財)食品産業センター会長賞 岩手県 みそパンデロウ 株式会社　八木澤商店
平成26年 国産農林産品利用部門 (一財)食品産業センター会長賞 山形県 山形ショコらんぼ 株式会社　杵屋本店
平成26年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 鹿児島県 旅する丸干し 株式会社　下園薩男商店
平成26年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 千葉県 無添加ジェラート　すっぴんミルク(ミルク) 有限会社　宮一畜産　YAMAJIYA

平成25年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 栃木県 お米のからあげ粉 株式会社波里
平成25年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長賞 千葉県 江戸前海苔パウダー 江戸前海苔パウダー運営委員会　清見台カフェ
平成25年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長賞 富山県 富山湾深層水　とやま昆布ういろ 有限会社大崎丸善
平成25年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長賞 福井県 幸家のごまどうふプラス 有限会社幸伸食品
平成25年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 鹿児島県 ちび棒 西酒造株式会社
平成25年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 秋田県 四季の生あんもろこし（花見あん、青涼あん、紅葉あん、雪見あん） くら吉有限会社
平成25年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 兵庫県 甘酒ヨーグルト 株式会社西山酒造場
平成25年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 高知県 美丈夫　ゆずしゅわっ!! 有限会社濵川商店
平成25年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 青森県 青森のブイヤベースの素 かねさ株式会社
平成25年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 青森県 スパークリングアップル　マイルド 青森県りんごジュース株式会社
平成25年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 山形県 ひととき ロゼ 株式会社六歌仙
平成25年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 福島県 なつはぜふるーてぃエール 有限会社福島路ビール
平成25年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 福島県 蔵醍醐　クリームチーズの味噌漬 株式会社菅野漬物食品
平成25年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 茨城県 食用ほおずきのジャム 農事組合法人たかはぎ高原ふぇるむ
平成25年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 埼玉県 朝摘みまるまるトマトゼリー いなか茶屋きんしょう
平成25年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 奈良県 いちごドレッシング（アスカルビー、古都華） 農業法人 株式会社アスカグリーンファーム
平成25年 新製品開発部門 （一財）食品産業センター会長賞 鳥取県 砂の丘（鹿野町産生姜）ギフトBOX 有限会社宝月堂
平成25年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 宮崎県 素材そのままごぼう揚げ菓子　ゴボチ 株式会社デイリーマーム（野菜あられ本舗）
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平成25年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 静岡県 静五咲 有限会社石田茶店
平成25年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 滋賀県 とよさとプリン とよさと特産物振興協議会
平成25年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 京都府 京はばねろ 篠ソース 有限会社篠ファーム
平成25年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 岩手県 平泉金のからしのきゅうり漬け 漬もの処きら里
平成25年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 栃木県 中山かぼちゃアイスクリーム フタバ食品株式会社
平成25年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 群馬県 三日とろろ 三和食品株式会社
平成25年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 石川県 農家まりちゃんの手作りジャム（小松特産まるごとトマト） 有限会社まるしょう
平成25年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 香川県 勇心　純米吟醸　9号・14号 勇心酒造株式会社
平成25年 国産農林産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 徳島県 阿波金長かすていら 株式会社ハレルヤ
平成25年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 千葉県 船上活漬け 御宿岩和田漁業協同組合
平成25年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 岩手県 黄金の吉次 山　山根商店
平成25年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 愛知県 豊橋うずら うずらたま５くん 豊橋養鶉農業協同組合
平成25年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 熊本県 ASO MILK 飲むヨーグルト 有限会社阿部牧場
平成25年 国産畜水産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 北海道 ヤチヤナギ（熟成タイプ） 農事組合法人共働学舎新得農場
平成25年 国産畜水産品利用部門 （一財）食品産業センター会長賞 山形県 漁師の味（漁師のハタハタの湯あげ） やすらぎ丸水産
平成24年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 北海道 おもっちーず 株式会社わらく堂
平成24年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長賞 山形県 かりんと百米 有限会社米シスト庄内
平成24年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長賞 岐阜県 郡上の美味しくて濃いプリン 農業生産法人ひるがのフラワーファーム有限会社
平成24年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長賞 高知県 一本釣りうるめいわしのオイルサーディン 企業組合宇佐もん工房
平成24年 新技術開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 秋田県 比内地鶏　金の親子丼の具 株式会社四季菜
平成24年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 茨城県 米醗酵アイス 茨城みずほ農業協同組合
平成24年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 茨城県 ぷよもち 阿さ川製菓株式会社
平成24年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 徳島県 なると金時ＩＭＯＫＫＡ 日新酒類株式会社
平成24年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 福岡県 豚たかな 熊川食料工業株式会社
平成24年 新製品開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 熊本県 野菜で作ったラスク 有限会社阿蘇健康農園
平成24年 新製品開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 奈良県 鹿サイダー 株式会社イノウエ
平成24年 新製品開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 富山県 季節の菓子かまぼこ 有限会社女傳商会
平成24年 新製品開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 兵庫県 有機ノンオイルドレッシング 大徳醤油株式会社
平成24年 新製品開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 香川県 味噌こうじ豆富 島四国本舗
平成24年 新製品開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 大分県 日田梨ビネガー 株式会社つえエーピー
平成24年 新製品開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 福島県 牛乳味噌鍋の素 内池醸造株式会社
平成24年 新製品開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 青森県 味噌バターカレー牛乳どら焼き 有限会社松栄堂
平成24年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 福島県 会津発八重美人　塩糀ドレッシング 会津天宝醸造株式会社
平成24年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 埼玉県 おごせ　ゆず之介 株式会社越生特産物加工研究所
平成24年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 滋賀県 八朔ドレッシング 合同会社プロヴァンシャルアート
平成24年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 鹿児島県 生姜糖 有限会社エスランドル
平成24年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業 センター会長賞 青森県 きみ大佛 農業生産法人有限会社ＡＮＥＫＫＯ
平成24年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業 センター会長賞 栃木県 那須シフォンケーキ シフォン
平成24年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 和歌山県 紀州勝浦まぐろCAN「マグロ経済学シリーズ」 勝浦漁業協同組合
平成24年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 岩手県 あかもく佃煮　山田のおみごと 三陸味処三五十
平成24年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 福井県 越前蟹味噌バター 株式会社三玄
平成24年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 愛知県 愛知丸が釣ったかつおとしょうがのごはんじゅれ株式会社 平松食品
平成24年 国産畜水産品利用部門 （財）食品産業 センター会長賞 静岡県 ふじやまプロシュート 渡辺ハム工房　株式会社渡辺商店
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平成24年 国産畜水産品利用部門 （財）食品産業 センター会長賞 岩手県 ほや糀 はまなす亭
平成24年 国産畜水産品利用部門 （財）食品産業 センター会長賞 愛媛県 瀬戸内しらす 株式会社オカベ
平成24年 国産畜水産品利用部門 （財）食品産業 センター会長賞 鳥取県 鳥取黒毛和牛の佃煮　みささ実山椒入り 株式会社鶴太屋
平成24年 国産畜水産品利用部門 （財）食品産業 センター会長賞 山形県 舞米豚トマトカレー 株式会社米沢食肉公社

平成23年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 山形県 初孫　美泡純吟 東北銘醸株式会社
平成23年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長賞 三重県 みえ生まれの生パスタ 株式会社　いとめん本店
平成23年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長賞 香川県 讃岐献上肴　古今の卵　鰆のからすみ 島四国本舗
平成23年 新技術開発部門 農林水産省食料産業局長賞 鹿児島県 さつま芋スナック　こんがりとん 昭和製菓　株式会社
平成23年 新技術開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 兵庫県 こだわりの米粉めん　鸛の巣 有限会社　髙本農場
平成23年 新技術開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 和歌山県 梅真珠 中野ＢＣ株式会社
平成23年 新技術開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 徳島県 すだち塩ダレ（S） 野田ハニー食品工業株式会社
平成23年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 鳥取県 紅ずわいがにかにおこわ 有限会社　前田水産

平成23年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 青森県 雪国の林檎生ロール 津軽みらい農業協同組合　道の駅ひろさきサンフェスタいしかわ

平成23年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 山形県 つや姫こめ油 三和油脂株式会社
平成23年 新製品開発部門 農林水産省食料産業局長賞 愛知県 名古屋コーチンのひよこプリン　ぴよりん ジェイアール東海フードサービス株式会社
平成23年 新製品開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 秋田県 秋田らーめん 有限会社　さっぽろ屋
平成23年 新製品開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 群馬県 高崎米粉かりんとう 高崎市農業協同組合
平成23年 新製品開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 埼玉県 うすにごり　みかん酒 株式会社　藤﨑摠兵衛商店
平成23年 新製品開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 福井県 幸家の精進だし 有限会社　幸伸食品
平成23年 新製品開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 滋賀県 大鮎の炊き込みご飯 株式会社　鮎家
平成23年 新製品開発部門 （財）食品産業 センター会長賞 山口県 朝日屋『ふるさとアスピック』 有限会社　朝日屋
平成23年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 茨城県 お常陸 柴沼醤油醸造株式会社
平成23年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 青森県 花びらもち　りんご 株式会社　大竹菓子舗
平成23年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 京都府 京じゅれ　[くろまめ、ゆず] 農事組合法人　グリーン日吉
平成23年 国産農林産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 広島県 瀬戸田レモンケーキ【島ごころ】 パティスリーオクモト
平成23年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業 センター会長賞 富山県 おいもなか 大野菓子店
平成23年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業 センター会長賞 石川県 ポン米粉 有限会社　川原農産
平成23年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業 センター会長賞 岐阜県 郡上のどぶろく「奥の奥」 母袋工房
平成23年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業 センター会長賞 熊本県 ばんぺい柚味噌 生活研究グループ　鮎帰会
平成23年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業 センター会長賞 大分県 甘酸っぱい柚子こしょう　ＹＵＺＵＲＩＣＨ 有限会社　川津食品
平成23年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 佐賀県 アジアン餃子 株式会社吉村商店
平成23年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 北海道 炭焼　さんま丼 株式会社　近海食品
平成23年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 福島県 鶏三昧（しょうゆベース、しおベース） 内池醸造株式会社
平成23年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食料産業局長賞 静岡県 やさしいあいすくりーむ　バニラ　～黒富士たまご＆丹那ミルク～ 株式会社　サンオーネスト
平成22年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 青森県 中華海参 株式会社　大豊
平成22年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 徳島県 阿波のかりんとう 市岡製菓株式会社
平成22年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 福島県 柿ゼリー　会津身知らず 株式会社　太郎庵
平成22年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 山形県 プチジェリチェリー 株式会社　サエグサファクトリー
平成22年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 愛知県 とまテル 株式会社　ミマス
平成22年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 秋田県 純米吟醸　究 新政酒造株式会社
平成22年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 岩手県 ビアンコリーノ 株式会社　アリーブ
平成22年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 佐賀県 佐賀有明　初摘み生のり 三福海苔株式会社
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平成22年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 福井県 越前産　甘えびめんたい 丸市食品株式会社
平成22年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 鳥取県 ブルマン入り「カフェ・カレー」 株式会社　澤井珈琲
平成22年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 群馬県 粒こんにゃく 株式会社　市川食品
平成22年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 鹿児島県 生乳モナカ セイカ食品株式会社
平成22年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 石川県 マイルドトマトカレー 小松市農業協同組合
平成22年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 山形県 女鶴の舞　御赤飯 三和缶詰株式会社
平成22年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 兵庫県 酒米仕込み（味噌） 有限会社　六甲味噌製造所
平成22年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 熊本県 お米でつくったデコシフォン 加工所みかん屋さん
平成22年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 埼玉県 こしがや鴨ネギ鍋®ギフトセット こしがやまちづくり合同会社
平成22年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 和歌山県 鞆渕黒豆あられサラダ風味 株式会社　高砂アラレ
平成22年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 岐阜県 飛騨えごまさぶれ 有限会社　アルプス商会
平成22年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 京都府 京都　瑞穂　栗蒸ようかん 鎌谷中もえぎグループ企業組合
平成22年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 北海道 さんまの旨煮 株式会社　兼由
平成22年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 福島県 美禄の森 有限会社　峰の雪酒造場
平成22年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 富山県 魚津寒ハギの粕漬け 有限会社　とと屋
平成22年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 沖縄県 沖縄もとぶのかつおめし 沖縄ハム総合食品株式会社
平成22年 国産畜水産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 静岡県 舞阪しらすのり（佃煮） マツダ食品株式会社

平成21年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 愛知県 Cremisi 神杉酒造株式会社
平成21年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 宮城県 海藻練うどん はたけなか製麺株式会社
平成21年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 福島県 福島県産　若桃の甘露煮 あぶくま食品株式会社
平成21年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 群馬県 小麦ブランブレッド 協同組合　群馬炊飯センター
平成21年 新技術開発部門 （財）食品産業センター会長賞 山形県 幸せの黄色いさくらんぼ 有限会社　壽屋 漬物道場
平成21年 新技術開発部門 （財）食品産業センター会長賞 石川県 オーガニック玄米あまざけ 株式会社　ヤマト醤油味噌
平成21年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 鹿児島県 天翔宙 有限会社　大山甚七商店
平成21年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 北海道 和洋感 株式会社　わらく堂
平成21年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 静岡県 国産プーアール茶　茶流痩々 株式会社　荒畑園
平成21年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 徳島県 星のしずくのルナロッサ 原田トマト
平成21年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 滋賀県 ゆばどーふ 有限会社　菓匠禄兵衛
平成21年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 鳥取県 鳥取砂丘大粒紅花らっきょう　 株式会社　ファイナール
平成21年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 青森県 御なたね油 NPO法人　菜の花トラストin横浜町

平成21年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 兵庫県 フクノハナ酒種まんじゅう 有限会社　湖月堂

平成21年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 鳥取県 鳥取産二十世紀梨チューハイ 株式会社　林兼太郎商店
平成21年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 熊本県 ドライトマト 八代地域農業協同組合　ドレミ館トマト加工研究会
平成21年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 岩手県 いわて贅沢クッキー 株式会社　菜花堂
平成21年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 山形県 漆野いんげん豆 有限会社　佐藤製餡所
平成21年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 富山県 玄米せんべい 日の出屋製菓産業株式会社
平成21年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 岐阜県 円空芋焼酎　G-mo 有限会社　亀山酒店
平成21年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 愛媛県 いよかんWフロマージュ 株式会社　ハタダ
平成21年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 沖縄県 飲むフルーツ酢（ｼｰｸｧｰｻｰ､ﾀﾝｶﾝ､ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ） 株式会社　紅濱
平成21年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 愛媛県 パールじゃこ天 株式会社　島原本舗
平成21年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 埼玉県 うずら円熟卵「プチとろ」ダシ醤油味 株式会社　モトキ
平成20年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 青森県 鯖の冷燻 株式会社　ディメール
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平成20年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 山形県 山形ラ・フランスロールケーキ 日東ベスト株式会社
平成20年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 埼玉県 ライスヨーグルト　柚子 株式会社　オアシスフーズ
平成20年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 愛知県 100％名古屋コーチン　とろけるかっちゃんプリン株式会社　プチフレーズ
平成20年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 岩手県 ふるふるショコラもち 株式会社　菜花堂
平成20年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 秋田県 秋田讃醸　白神の雪しろ鱒 三宝食品株式会社
平成20年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 鹿児島県 帯刀公の郷　薩摩芋新 御菓子司　前田家
平成20年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 新潟県 唐辛子ジャム 有限会社　かんずり
平成20年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 富山県 ゆず塩ぽん酢 トナミ醤油株式会社
平成20年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 大阪府 アポロスター　シャンセーヌ 寿屋清涼食品株式会社
平成20年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 熊本県 デコポンゼリーピュア あしきた農業協同組合
平成20年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 石川県 ごはんば～が 根上農業協同組合　加工部会
平成20年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 兵庫県 ふくほのか地粉うどん 兵庫県生麺協同組合　ふくほのか部会
平成20年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 徳島県 柚りっ子 株式会社　柚りっ子
平成20年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 京都府 京かんしょ焼酎「いもたん」 株式会社　丹後蔵
平成20年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 福島県 いもころりん 企業組合　ぴかりん村
平成20年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 沖縄県 ハイビスカス花茶 株式会社　沖縄バヤリース
平成20年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 山形県 米沢牛「牛賜」 有限会社　肉の斎藤
平成20年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 北海道 牧家の白いプリン 株式会社　牧家
平成20年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 静岡県 ほのかにさくら葉薫る金目鯛 山口水産株式会社
平成20年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 滋賀県 海老せんべい 株式会社　鮎家
平成19年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 青森県 りんごｄｅチュ 有限会社　ディアーナ
平成19年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 富山県 純米吟醸　咲いた咲いた 玉旭酒造　有限会社
平成19年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 石川県 能登・輪島　水塩　はジめ 株式会社　リング・オフィス
平成19年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 福井県 豆乳のしずく　豆乳と胡麻のヨーグルト風ドレッシング有限会社　幸伸食品
平成19年 新技術開発部門 （財）食品産業センター会長賞 香川県 オリーブカレー 宝食品株式会社
平成19年 新技術開発部門 （財）食品産業センター会長賞 熊本県 青しそ茶 青紫蘇農場　株式会社
平成19年 新技術開発部門 （財）食品産業センター会長賞 沖縄県 BAGASSE（バガッセ） 株式会社　琉球バイオリソース開発
平成19年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 鹿児島県 さつまでござる 有限会社　馬場製菓
平成19年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 群馬県 キャベツキムチ 株式会社　新進
平成19年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 徳島県 阿波スフレロール（もち麦・阿波やまもも使用） 株式会社　五線譜
平成19年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 愛媛県 大吟撰　御栗タルト 株式会社　ハタダ
平成19年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 三重県 LOHAS GREENTEA(ゆず・桜) お伊勢参り本舗株式会社
平成19年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 大阪府 水茄子カレー 株式会社　ジーエフコイケ
平成19年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 山形県 はえぬき麺 庄内たがわ農業協同組合
平成19年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 岐阜県 本格焼酎　宿儺かぼちゃ 株式会社　宿儺さま
平成19年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 兵庫県 もちむぎ焼酎　あらき ヤヱガキ酒造株式会社
平成19年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 山口県 きしだ　ドレッシング　だいだいの季節 株式会社　岸田商会
平成19年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 岩手県 ずんだミルクジャム 岩手県産　株式会社
平成19年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 福島県 会津地鶏ラーメン　大翔　（８食入り） 株式会社　喜多方らーめん本舗
平成19年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 滋賀県 無添菓　美神　（おからケーキ） PÂTISSERIE Petit Doll
平成19年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 新潟県 Shima Cheese　（チーズケーキ） 株式会社　プチドール
平成19年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 北海道 あきあじ棒鮨 佐藤食品株式会社
平成19年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 静岡県 国産にこだわった餃子 有限会社　善食
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平成19年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 愛知県 うるおいヨーグルト・セラミド９００ 名古屋牛乳株式会社
平成18年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 新潟県 とろけるお魚（イカ、サケ） 新潟県蒲鉾組合
平成18年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 福井県 永平寺禅どうふの郷　幸家の豆腐創作料理・おせち有限会社　幸伸食品
平成18年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 愛知県 名古屋アーモンドフロランタン 丸三食品株式会社
平成18年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 愛媛県 鯵ちくわ 株式会社　島原本舗
平成18年 新技術開発部門 （財）食品産業センター会長賞 青森県 旬の林檎「密閉搾り」 青森県農村工業農業協同組合連合会
平成18年 新技術開発部門 （財）食品産業センター会長賞 埼玉県 ブルーベリーティー 有限会社　みのり
平成18年 新技術開発部門 （財）食品産業センター会長賞 富山県 富山県産大豆水煮 ヤマサン食品工業株式会社
平成18年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 石川県 百万石漬 株式会社　浅田
平成18年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 山形県 うこぎのパスタソース 株式会社　たかはたファーム
平成18年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 栃木県 日本酒　とちあかね　イチゴ酵母仕込みRED 株式会社　白相酒造
平成18年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 鹿児島県 さつまいも冷麺 日本有機株式会社
平成18年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 大阪府 厚焼（Ｅマーク） 株式会社　千日総本社
平成18年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 香川県 オリーブ茶のり 宝食品株式会社
平成18年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 佐賀県 佐賀のり　香味干し 三福海苔株式会社
平成18年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 秋田県 甘酒仕込み梅酒「梅まんさく」 日の丸醸造株式会社
平成18年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 福島県 昆布仕立て　大豆きゅうり 会津天宝醸造株式会社
平成18年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 群馬県 十石みそ（上野村産大豆使用） 上野村農業協同組合
平成18年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 静岡県 特別栽培静岡県産小粒大豆納豆 株式会社　冨良食品
平成18年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 岩手県 やませんの吟醸粕漬け 株式会社　八木澤商店
平成18年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 沖縄県 パパイヤギャバ 沖縄ハム総合食品株式会社
平成18年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 北海道 トマトのグラサージュカマンベールチーズケーキ有限会社　フーズアンドブレッド
平成18年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 兵庫県 いかなご旨辛あんかけ 兵庫県漁業協同組合連合会
平成18年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 広島県 瀬戸内ごはん 株式会社　山豊
平成18年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 熊本県 スイートジャージー ミルクジャムの会
平成17年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 福島県 会津大葉みそ漬油揚 会津天宝醸造株式会社
平成17年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 埼玉県 神川薬膳うどん 有限会社　神川薬膳
平成17年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 新潟県 越後自慢 株式会社　山ノ下納豆製造所
平成17年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 福井県 幸家の湯葉とろ豆腐 有限会社　幸伸食品
平成17年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 徳島県 一番しぼりすだちポン酢 野田ハニー食品工業株式会社
平成17年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 北海道 白い咖・ 株式会社　寿フーズ
平成17年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 熊本県 青二彩 フレッシュ河内オレンジブロッサム
平成17年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 鹿児島県 さつまのほまれ 有限会社　馬場製菓
平成17年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 栃木県 大麦を使ったお菓子　大麦サブレ・大麦ラスク 株式会社　エイ・エム・シー・ロア
平成17年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 富山県 エンレイ入りクッキー 新栄堂
平成17年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 愛知県 黒ごまあいすぽてと 株式会社　小松屋食品
平成17年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 福岡県 お米まき 有限会社　左衛門
平成17年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 兵庫県 ヤヱガキ健康逸品「紫黒米健康酢」 ヤヱガキフード＆システム株式会社
平成17年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 愛媛県 七折梅ドレッシング 義農味噌株式会社
平成17年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 佐賀県 まるごと佐賀産　食べる緑茶大豆 株式会社　宮本邦製菓
平成17年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 石川県 義経の笛　蝉折 有限会社　メルヘン日進堂
平成17年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 滋賀県 にんじんケーキ　祇王姫 PÀTISSERIE Petit Doll
平成17年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 沖縄県 フルーす・タンカン 株式会社　紅濱
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平成17年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 静岡県 きす板かまぼこ 株式会社　いちうろこ
平成17年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 岩手県 くずまき高原クリームチーズ山ぶどう味 社団法人　葛巻町畜産開発公社 　くずまき高原牧場
平成17年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 山形県 出羽のしんけん工房 　無塩せき布巻ロースハムスライス75g株式会社　東北ハム
平成17年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 広島県 かきキムチ 株式会社　山豊
平成17年 国産畜水産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 香川県 讃岐三畜カレー 宝食品株式会社
平成16年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 福井県 幸家の豆乳生チョコレート 有限会社　幸伸食品
平成16年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 東京都 国内産小麦粉100%で外国産小麦粉に匹敵する アサマ化成　株式会社
平成16年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 新潟県 またたび茶 ユニオンフーズ　株式会社
平成16年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 滋賀県 豆乳おからうどん （株）比叡ゆば本舗ゆば八・社会福祉法人ひかり福祉会就労ｾﾝﾀｰひので作業所

平成16年 新技術開発部門 （財）食品産業センター会長賞 福岡県 ジャガたら！コロッケ 福岡県蒲鉾青年協議会
平成16年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 佐賀県 焼のりアイス　肥前あさくさ 佐賀市漁業協同組合女性部起業化グループ　肥前あさくさ本舗

平成16年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 栃木県 黒豆小粒 あづま食品株式会社
平成16年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 熊本県 焼芋プリン 有限会社　コウヤマ
平成16年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 鹿児島県 おさつdeショコラ薩摩 有限会社　馬場製菓
平成16年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 秋田県 さなづらゼリー 株式会社　菓子舗榮太楼
平成16年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 広島県 西条柿切干 西城町西条柿振興協議会
平成16年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 徳島県 あとりえ市の鳴門金時レア・チーズポテト 市岡製菓株式会社
平成16年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 長崎県 浜の琥珀 有限会社　浜新水産
平成16年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 愛知県 みょうなとまと 万寿園
平成16年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 青森県 りんごde酢 株式会社　青研
平成16年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 岩手県 雑穀とんぶり粥 岩手県産　株式会社
平成16年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 岐阜県 あぶらえのたれ 飛騨高山うるっこ
平成16年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 石川県 きのこかきもち 有限会社　のむら農産
平成16年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 三重県 伊勢うどん 三重県製麺協同組合
平成16年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 兵庫県 丹波黒汲上湯葉 有限会社　松井食品
平成16年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 北海道 小樽・愛のすし ふうどりーむず　株式会社
平成16年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 山形県 青豆入りウィンナーソーセージ 株式会社　置賜畜産公社
平成16年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 福島県 べこの乳発　会津の雪 会津中央乳業　株式会社
平成16年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 長野県 信州臼田のスモーク三昧 臼田町特産物研究会
平成15年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 富山県 いか魚醤 株式会社　蛯米水産加工
平成15年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 福井県 幸家の澄み衣 有限会社　幸伸食品
平成15年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 岐阜県 とまとじゅーす 有限会社　下呂特産加工
平成15年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 大阪府 ジャパニーズグラッパ葡萄華35度 カタシモワインフード株式会社
平成15年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 愛知県 長寿の酒・長久手 あいち尾東農業協同組合長久手事業本部
平成15年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 佐賀県 佐賀のり　しょうゆせんべい 三福海苔株式会社
平成15年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 熊本県 であい梨 フレッシュ河内グループ
平成15年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 岩手県 三色どうふ「くっつぎました」 株式会社　岩泉産業開発
平成15年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 宮城県 かきとうふ 株式会社　仙台かき徳
平成15年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 長野県 かりんとクリームチーズのなかよしケーキ グリーンハーベスト
平成15年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 宮崎県 シャブシャブ椎茸 フード宮崎事業協同組合
平成15年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 鹿児島県 さつま芋ポタージュ 有限会社　マダム・ボー
平成15年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 福島県 会津　こしひかり味噌 会津天宝醸造株式会社
平成15年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 滋賀県 まめで茶茶 湖北町商工会
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平成15年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 兵庫県 渋皮煮　栗むし白妙 常盤堂
平成15年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 広島県 大長檸檬酒 中尾醸造株式会社
平成15年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 山形県 さらさら漬　りんご酢タマネギ 有限会社　壽屋漬物道場
平成15年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 石川県 きゃらぶき 佃食品　株式会社
平成15年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 京都府 丹波高原　黒豆のさと黒豆枝豆ぷりん 農事組合法人　グリーン日吉
平成15年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 香川県 瀬戸内海・小豆島　オリーブ茶 株式会社　ヤマヒサ
平成15年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 北海道 銀聖鮭山漬 株式会社　マルデン
平成15年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 青森県 ほたて塩焼 株式会社　木戸食品
平成15年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 愛媛県 伊予さつま 義農味噌株式会社
平成15年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 沖縄県 チラガースモーク 株式会社　沖縄ホーメル
平成14年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 大阪府 粢パン 有限会社　福盛パン研究所
平成14年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 新潟県 片山のギャバ　みそかつおニンニク 片山食品株式会社
平成14年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 富山県 ヨーグルト仕込み焼き肉 富山県畜産加工販売協同組合連合会　桜井ハム
平成14年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 福井県 高級ごまどうふ　禅の醍醐味　黒ごま 有限会社　幸伸食品
平成14年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 長崎県 鯖の南蛮酢〆 有限会社　音丸水産
平成14年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 福島県 そばん 銀嶺食品工業株式会社
平成14年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 徳島県 すだちマーマレード 野田ハニー食品工業株式会社
平成14年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 鹿児島県 我は海の子 薩摩酒造株式会社
平成14年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 青森県 ちよちゃんのりんごごはん 有限会社　大和家
平成14年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 宮城県 お釜なんだけど 株式会社　蔵王豆扶卸
平成14年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 岐阜県 牛乳とうふ 株式会社　たかすファーマーズ
平成14年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 宮崎県 日向古秘 雲海酒造　株式会社
平成14年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 佐賀県 香梅漬 有限会社　竹下商店
平成14年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 長野県 どんがら味噌 旬の味　ほりがね物産センター組合
平成14年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 滋賀県 まるごとつくつく 安土町生活改善グループ加工部
平成14年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 兵庫県 赤い玄米ワイン　～夕やけロマン～ 大関　株式会社
平成14年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 島根県 おろちの鬚 雲南農業協同組合
平成14年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 沖縄県 ゴーヤードレッシング 株式会社　赤マルソウ
平成14年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 石川県 甘えび卵塩辛 株式会社　宮商
平成14年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 秋田県 ジャージー生菌ヨーグルト 土田牧場
平成14年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 山形県 イカの味噌漬　みそから 株式会社　丸山食品
平成14年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 広島県 牡蠣の飯狩と花瑠＆花星 倉崎海産株式会社
平成14年 国産畜水産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 千葉県 焼サメ 本宮本店
平成14年 国産畜水産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 愛知県 豊浜漁醤「しこの露」 豊浜水産物加工業協同組合
平成14年 国産畜水産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 熊本県 ジャージーヨーグルト（ドリンクタイプ） 阿蘇農業協同組合
平成13年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 愛知県 とよはし花だより お亀堂 有限会社石川商会
平成13年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 福井県 永平寺心やすらぐごまどうふ　抹茶 有限会社　幸伸食品
平成13年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 岐阜県 うま辛王 株式会社　飛騨唐辛工房
平成13年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 鹿児島県 OSATSU DE GO&DO（おさつでごあんど） 有限会社　馬場製菓
平成13年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 青森県 トマとろジュース 津軽石川農業協同組合(ｻﾝﾌｪｽﾀいしかわ友の会加工部会)
平成13年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 広島県 海人の藻塩 蒲刈物産株式会社
平成13年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 熊本県 八十八パン 株式会社　鹿本町振興公社
平成13年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 茨城県 オレンジの丘 カントリークッキーハウス　オレンジの丘
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平成13年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 栃木県 お豆腐屋さんのおから煎 株式会社　日新製菓
平成13年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 新潟県 大豆入りパン 株式会社　十日町パン
平成13年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 佐賀県 あすぱらワイン さが東部農業協同組合 営農生活センター
平成13年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 長崎県 匠の対州そば（冷凍生麺） 厳原町体験であい塾 匠 運営協議会
平成13年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 徳島県 そば米雑炊（フリーズドライ製法） 協同組合　阿波池田ラクーンネット
平成13年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 北海道 ふうれん田舎もち「雪の里」 有限会社　もち米の里　ふうれん特産館
平成13年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 岩手県 特濃豆乳200ml×2 株式会社　黒川食品
平成13年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 長野県 ピリ辛味噌 波田町みはらし味の会
平成13年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 山形県 無農薬デラウェア氷結搾りワイン 高畠ワイン株式会社
平成13年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 埼玉県 吟子・彩子 埼玉県酒造組合
平成13年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 富山県 大門素麺 となみ野農業協同組合　大門素麺事業部
平成13年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 石川県 金沢五郎島金時　焼き芋プリン 有限会社　かがのと食彩耕房
平成13年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 滋賀県 まるっぽ豆腐 栗東農産物加工有限会社
平成13年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 京都府 黒豆ぎんつば 鎌谷中もえぎグループ企業組合
平成13年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 秋田県 ミルシュ 天寿酒造株式会社
平成13年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 千葉県 銚子風おでん 信田缶詰株式会社
平成13年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 静岡県 茶～ム 花城畜産株式会社
平成13年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 兵庫県 浜のチエちゃん秘伝の味「たこめしの素」 西二見漁業協同組合婦人部　加工グループ
平成12年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 宮崎県 肝康酢 社団法人　宮崎県ジェイエイ食品開発研究所
平成12年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 北海道 超高圧処理にしん ほくれい株式会社
平成12年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 富山県 おからブレッド７０ とやま食品高度利用研究会
平成12年 新技術開発部門 農林水産省総合食料局長賞 福井県 永平寺心やすらぐ禅どうふごま風味白ごま 有限会社　幸伸食品
平成12年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 東京都 乳酸菌含有キムチたれ 白鷹ソース株式会社
平成12年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 青森県 おからカリン糖 株式会社はとや製菓
平成12年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 山形県 山形のだし 株式会社マルハチ
平成12年 新製品開発部門 農林水産省総合食料局長賞 愛知県 しそ油（精製荏胡麻油） 太田油脂株式会社
平成12年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 栃木県 ねぎ太郎 あづま食品株式会社
平成12年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 香川県 大豆しょうゆ豆 株式会社豆芳
平成12年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 熊本県 芋ふりふり 株式会社くらたけ
平成12年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 鹿児島県 古代の詩 有限会社藤乃家製菓
平成12年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 沖縄県 らくちんちゃんぷるー ゴーヤー 株式会社　赤マルソウ
平成12年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 秋田県 出羽鶴　古代米仕込　払田の柵 秋田清酒株式会社
平成12年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 埼玉県 さきたまロール 財団法人埼玉県学校給食会
平成12年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 新潟県 笹ずきん 味菜の茶屋
平成12年 国産農林産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 徳島県 小選菓 株式会社　五線譜
平成12年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 福島県 米と麦（ライスキー） 銀嶺食品工業株式会社
平成12年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 滋賀県 乙女漬 筑摩赤丸生産グループ
平成12年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 兵庫県 琴池みそ（タコ入り） 琴池営農組合
平成12年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 島根県 まめだがね（大国芋入り出雲そば） いずも農業協同組合佐田農産加工場
平成12年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 岐阜県 飛・騨・式 なっとく のむヨーグルト 飛騨チーズ工房
平成12年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 千葉県 かっとびくん 白浜町漁業協同組合
平成12年 国産畜水産品利用部門 農林水産省総合食料局長賞 長野県 長門牧場ナチュラルチーズ（ｺﾞｰﾀﾞ風） 農事組合法人　　長門牧場
平成11年 新技術開発部門 農林水産大臣賞 広島県 焼きだしふく 有限会社　瀬戸鉄工
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平成11年 新技術開発部門 農林水産省食品流通局長賞 青森県 オー！ソレミソ かねさ　株式会社
平成11年 新技術開発部門 農林水産省食品流通局長賞 秋田県 小町ごころ　ぬれおかき 秋田いなふく米菓株式会社
平成11年 新技術開発部門 （財）食品産業センター会長賞 埼玉県 慈姑楽我 株式会社　協同商事
平成11年 新技術開発部門 （財）食品産業センター会長賞 富山県 一汐ほたろ 日幸海産　株式会社
平成11年 新技術開発部門 （財）食品産業センター会長賞 福井県 永平寺 心やすらぐ ごまどうふ 有限会社　幸伸食品
平成11年 新製品開発部門 農林水産大臣賞 石川県 魚醤・いしるだし 株式会社　ヤマト醤油味噌
平成11年 新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 福島県 ねぎみそ 会津天宝醸造株式会社
平成11年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 栃木県 とろろ納豆 あづま食品株式会社
平成11年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 鹿児島県 さつまいもの甘酒 株式会社　河内源一郎商店
平成11年 新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 沖縄県 ウコン百年酢 株式会社　仲善
平成11年 国産農林産品利用部門 農林水産大臣賞 愛知県 清酒　特別純米酒　夢筺 関谷醸造　株式会社
平成11年 国産農林産品利用部門 農林水産省食品流通局長賞 岩手県 黒豆ゼリー 有限会社　竹屋製菓
平成11年 国産農林産品利用部門 農林水産省食品流通局長賞 京都府 柿車 きらめき工房
平成11年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 東京都 地粉生うどん 三多摩製麺協同組合
平成11年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 新潟県 青大豆のいりまめ 上越農業協同組合
平成11年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 岐阜県 柿大福 慶長堂製菓
平成11年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 滋賀県 甲賀の里の長寿もち 甲賀もちふる里館もち工房
平成11年 国産農林産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 熊本県 青紫蘇シリーズ 有限会社　吉川農園
平成11年 国産畜水産品利用部門 農林水産大臣賞 高知県 土佐  かつおめしの素 有限会社 近森産業　金太郎本舗
平成11年 国産畜水産品利用部門 農林水産省食品流通局長賞 北海道 数の子にしん親子マリネ 井原水産　株式会社
平成11年 国産畜水産品利用部門 （財）食品産業センター会長賞 島根県 燻製「漁協蒲鉾」 和江漁業協同組合　海の特産品加工センター
平成10年 新技術・新製品開発部門 農林水産大臣賞 東京都 東京揚げ 株式会社　佃權
平成10年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 埼玉県 青み奈良漬 松嶋勝一商店
平成10年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 富山県 魚醤油　かつお醤 有限会社　カネツル砂子商店
平成10年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 宮崎県 これおいも！？ 社団法人　宮崎県ジェイエイ食品開発研究所
平成10年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 北海道 秋鮭山漬二年熟成 株式会社　藤井水産
平成10年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 岩手県 乳酸菌発酵　高原サラミ 株式会社　岩手畜産流通センター
平成10年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 栃木県 なめ茸おろし納豆 あづま食品株式会社
平成10年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 千葉県 レトルト落花生「郷の香」 千葉県レトルト落花生製造連絡協議会
平成10年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 広島県 広島名産　かきカレー レインボー食品　株式会社
平成10年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 沖縄県 ぎん茶 株式会社　沖縄国際テクノ
平成10年 国産原料利用部門 農林水産大臣賞 兵庫県 地どりめしの具 みつばｸﾞﾙｰﾌﾟ
平成10年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 福島県 今秋のりんごまるごとしぼりたて「王林」 福島乳業　株式会社
平成10年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 茨城県 本場大洋の石焼いも 農事組合法人　白鳥干いも生産組合
平成10年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 熊本県 阿蘇ものがたり（トマト加工品アラカルト） 一の宮町農産加工所
平成10年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 鹿児島県 芋伝説 お菓子のロイ・コウベ
平成10年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 山形県 漬物　虎の巻（酢漬） 株式会社　丸八やたら漬
平成10年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 新潟県 梅うぉーたー 田上町農業協同組合
平成10年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 岐阜県 ひめしゃが鉱泉粥 財団法人　小坂町観光振興公社
平成10年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 愛知県 桃福 株式会社　ロピア　桃花亭
平成10年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 滋賀県 あいとうジェラート「Rａｐｔｙ愛ちゃん」 愛の田園振興公社
平成10年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 京都府 えびさか大福 えびさか
平成10年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 島根県 氷温育ち（漬物） 社団法人　横田町農業公社
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平成10年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 大分県 因尾茶 有限会社　本匠村特産品協会
平成　9年 新技術・新製品開発部門 農林水産大臣賞 大分県 豊後の里　だんご汁 株式会社　八商
平成　9年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 栃木県 そのまんま枝豆 毛利食品株式会社
平成　9年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 新潟県 あさごはんヨーグルト（コシヒカリ入り） 有限会社　ヤスダヨーグルト
平成　9年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 徳島県 ネオボールシリーズ 浅井缶詰株式会社
平成　9年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 山形県 ひがしねの梅　茜姫 有限会社　壽屋　寿香蔵
平成　9年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 茨城県 水戸なっとうスナック 株式会社　メーコウ
平成　9年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 東京都 東京乾中華 東京都中華麺製造業協同組合
平成　9年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 岐阜県 枝豆まんじゅう 伸光製菓協業組合
平成　9年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 熊本県 涼菓「肥後の雫」 株式会社　丸菱
平成　9年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 鹿児島県 ファイバーのど飴 高瀬あめ本舗有限会社
平成　9年 国産原料利用部門 農林水産大臣賞 福島県 あおはだ金神豆腐 協業組合　郡山とうふセンター
平成　9年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 北海道 北の創菜菓子「ぷっちぃーに」 東神楽農業協同組合
平成　9年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 滋賀県 まるごと彩菜 安土町生活改善グループ加工部
平成　9年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 京都府 山国　納豆もち 六ヶ地域農業づくり協議会
平成　9年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 高知県 姫かつおスティック 土佐食株式会社
平成　9年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 埼玉県 彩の国　奥秩父あんぽ柿　巨香の里 小鹿野町特産振興組合
平成　9年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 山梨県 甲州小梅ぼし昆布漬 長谷川醸造株式会社
平成　9年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 長野県 寒天っ子「寒天ふりかけ」 長野県寒天水産加工業協同組合
平成　9年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 富山県 遠赤素焼　健康ポリカリ家族 かね七株式会社
平成　9年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 石川県 大地の華 JA 加賀加工グループ
平成　9年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 兵庫県 もち大豆豆腐 有限会社　ふれあいの里上月
平成　9年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 島根県 海のとんぼくん 恵曇漁業協同組合婦人部
平成　9年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 山口県 ひとつったたべさんせ 山口県菓子工業組合
平成　9年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 佐賀県 ななうらのり飴 七浦農産加工グループ
平成　8年 新技術・新製品開発部門 農林水産大臣賞 青森県 つるつるわかめ 株式会社　ふかうら開発
平成　8年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 岩手県 モチ料理シリーズ 芽吹き屋　岩手阿部製粉株式会社
平成　8年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 茨城県 れんこんめん（うどん） 土浦農業協同組合
平成　8年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 鹿児島県 パンナポテト 有限会社　九面屋
平成　8年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 栃木県 味噌きゃらめる 青源味噌株式会社
平成　8年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 群馬県 今

コンニャク

２８９食パン・今
コンニャク

２８９ブレッド 株式会社　フリアンパン洋菓子店
平成　8年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 埼玉県 狭山茶ワイン「フェスティバル」 狭山銘産会
平成　8年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 新潟県 米ワールド（お米の食パン） 株式会社　ボンオーハシ
平成　8年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 長崎県 三色ようかん 東彼杵特産品加工企業組合
平成　8年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 熊本県 旬のリピート 有限会社　横島町特産物振興協会
平成　8年 国産原料利用部門 農林水産大臣賞 京都府 すぐき漬風味高船かぶらっ娘 高船農家組合農産物処理加工部会
平成　8年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 北海道 メリーさんのひつじアイス 有限会社　松山農場
平成　8年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 長野県 レッドクイーンスモーク 株式会社　高橋渓流
平成　8年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 高知県 四万十にくびっ茸 五縁の会
平成　8年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 秋田県 しとぎ豆がき 秋田粢菓子一乃穂株式会社　かおる堂
平成　8年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 福島県 鮭のこうじ漬 福島紅葉漬株式会社
平成　8年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 富山県 もみもみしゃけすり身 株式会社　上久
平成　8年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 岐阜県 とまとのまんま 株式会社　ふるさと企画
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平成　8年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 兵庫県 かぐら漬 宮さわやかグループ
平成　8年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 島根県 ときめきアイス 協同組合　しまねライズ
平成　8年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 広島県 ピオーネワインカステラ 福山鶏卵株式会社
平成　7年 新技術・新製品開発部門 農林水産大臣賞 富山県 白えび踊り漬 株式会社　ごん六水産
平成　7年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 新潟県 柿羊羹 佐渡農業協同組合
平成　7年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 香川県 かりかりしょうゆ豆 香川県醤油豆協議会
平成　7年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 沖縄県 ハイサイ！ゴーヤー茶 有限会社　水耕八重岳
平成　7年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 福島県 焼そば（おから入　無かんすい） 池田食品工業　株式会社
平成　7年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 長野県 ラ・フランスジュース 農事組合法人　増野りんご加工組合
平成　7年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 愛知県 源氏かるた　桐壺 三島屋本舗
平成　7年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 三重県 人参こんにゃくゼリー 伊藤食品工業　株式会社
平成　7年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 兵庫県 もちむぎカステーラ 株式会社　もちむぎ食品センター
平成　7年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 広島県 広島風冷凍お好み焼き 今井観光　株式会社
平成　7年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 佐賀県 アイス葛伝説 有限会社　ヨコオ牧場
平成　7年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 鹿児島県 さつまいもいろいろウィンナー 南九州畜産興業　株式会社

平成　7年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 熊本県 ハーブめん 有限会社　菊鹿観光物産

平成　7年 国産原料利用部門 農林水産大臣賞 岐阜県 平成
ヘナリ

椎茸すなっく 株式会社　エコピア平成
平成　7年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 秋田県 パンプキンパイ 大潟村農業協同組合
平成　7年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 京都府 はぎの浜漬 本庄浦漁業協同組合
平成　7年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 島根県 いかすみせんべい 久見農産加工グループ
平成　7年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 北海道 熊笹かまぼこ 佐藤水産　株式会社
平成　7年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 茨城県 豊水梨アイスデザート 生産組合　つくば関城ファーム
平成　7年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 栃木県 茄子いっぴん漬わさび風味 株式会社　荒井食品
平成　7年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 群馬県 ねぎキムチ 株式会社　深町食品
平成　7年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 埼玉県 彩の国うどん 埼玉県生麺業協同組合
平成　7年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 東京都 てんぐさゼリー 有限会社　サンフーズ
平成　7年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 徳島県 鳴門鯛　すだち酒 株式会社　本家松浦酒造場
平成　7年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 長崎県 グルメ水族館　いか 北魚目第一漁業協同組合
平成　6年 新技術・新製品開発部門 農林水産大臣賞 北海道 顆粒片栗粉とろみちゃん 株式会社　丸三美田実郎商店
平成　6年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 秋田県 牛乳やさんのおとうふ 高牧食産株式会社
平成　6年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 広島県 ドライベジタセット こだま食品　株式会社
平成　6年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 徳島県 ヘルシー・ソイ・ケーキ 株式会社　宗岡食品
平成　6年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 岩手県 手造りささみひっつみ 有限会社　酒麺本舗藤根食品
平成　6年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 山形県 紅花そば 株式会社　小川製麺所
平成　6年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 東京都 東京生まれ「江戸ひやむぎ」 東京都製麺協同組合
平成　6年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 長野県 根菜ミックスジュース 佐久しらかば農業協同組合
平成　6年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 新潟県 新潟　米かすてら 有限会社　京家
平成　6年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 富山県 しろえびかき餅 株式会社　米田
平成　6年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 島根県 出雲たかはしの麺シリーズ 株式会社　出雲たかはし
平成　6年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 高知県 月の志ら菊（清酒） 有限会社　仙頭酒造場
平成　6年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 福岡県 ３時の蒸しケーキ 株式会社　ゼネラルデリカ
平成　6年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 熊本県 甘夏ドレッシング 熊本県醸造酢ソース協同組合
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平成　6年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 鹿児島県 薩摩元気家族シリーズ 有限会社　リッチモンドベーカリー
平成　6年 国産原料利用部門 農林水産大臣賞 熊本県 大豆そぼろ 下村婦人会・市房漬物加工部
平成　6年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 北海道 乳飲料こめちち 別海町（別海町酪農工場）
平成　6年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 秋田県 こまちがゆ こまち食品工業株式会社
平成　6年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 東京都 いわしだま 株式会社　佃權
平成　6年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 高知県 柚華ゼリー 有限会社　池田柚華園
平成　6年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 鹿児島県 薩摩いもマグマ 有限会社　馬場製菓
平成　6年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 岩手県 切干大根セット 住田町農業協同組合
平成　6年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 福島県 アローマ(ｼｭｶﾞｰﾚｽ､ｴｯｸﾞﾚｽｸｯｷｰ） 銀嶺食品工業株式会社
平成　6年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 群馬県 はるなの梅ジュース「琥珀」 榛名酪農業協同組合連合会
平成　6年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 静岡県 セロリーヌ セロリ倶楽部
平成　6年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 岐阜県 ヘルシードリンクモロヘイヤ 八尋産業　株式会社
平成　6年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 愛知県 本くず上りういろう「桜花」 川安米津羊羹　株式会社
平成　6年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 兵庫県 丹波羊羹路 篠山町農業協同組合
平成　6年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 島根県 サンドのキラリ 仁摩町漁業協同組合婦人会
平成　6年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 香川県 柿ドレッシング 綾歌南部農業協同組合
平成　6年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 福岡県 一番仕込みおろしめん 福岡県購買販売農業協同組合連合会
平成　5年 新技術・新製品開発部門 農林水産大臣賞 佐賀県 あらためて新麺（にゅうめん） 神崎そうめん協同組合
平成　5年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 岩手県 なま・いきサラダ 株式会社　須藤食品
平成　5年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 静岡県 ブラ・ド・シェフ（真空調理食品） 株式会社　いちまる
平成　5年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 熊本県 乳酸甘夏 熊本三角農業協同組合
平成　5年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 鹿児島県 紫の彼方から 本坊酒造株式会社
平成　5年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 青森県 めじゃーひやむぎ 高砂食品株式会社
平成　5年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 千葉県 百歳食味噌 窪田味噌醤油株式会社
平成　5年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 長野県 カリンワイン 上田市農業協同組合
平成　5年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 富山県 がんもどき 株式会社　丸元食品
平成　5年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 愛知県 即席細切昆布 小林昆布株式会社
平成　5年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 兵庫県 灘のぼんぼん 辰馬本家酒造株式会社
平成　5年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 広島県 手造り高級カキフライ 倉崎海産株式会社
平成　5年 国産原料利用部門 農林水産大臣賞 鹿児島県 葡萄牙ふわっと 有限会社　馬場製菓

平成　5年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 福島県 磐梯豆 有限会社　まめや

平成　5年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 石川県 西尾のさけかぶら 西尾農産加工グループ
平成　5年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 島根県 やま草せんべい まとば加工所
平成　5年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 熊本県 山里のめしだね 熊本清和農業協同組合
平成　5年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 北海道 かに甲羅まんじゅう 小樽製パン株式会社
平成　5年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 岩手県 炸醤麺（じゃあじゃあめん） 有限会社　小山製麺
平成　5年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 栃木県 いちごは栃木の「女峰」です(ﾗｸﾄｱｲｽ) フタバ食品株式会社
平成　5年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 群馬県 上州育ち地粉うどん、地粉お切りこみ 群馬県製麺工業協同組合
平成　5年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 福井県 おおい梅（梅ゼリー） 財団法人大飯ふるさと振興公社
平成　5年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 京都府 丹波栗しぶ皮煮 京都瑞穂農業協同組合
平成　5年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 徳島県 半田すだち入り手延そうめん 有限会社滝原手延製麺
平成　5年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 福岡県 博多粋蕎麦 福岡県購買販売農業協同組合連合会

16／18



優良ふるさと食品中央コンクール受賞食品一覧
年 部門 賞 都道府県 受賞商品名 受賞会社名

平成　5年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 沖縄県 トロピカルフルーツゼリー 株式会社　沖縄バャリース
平成　4年 新技術・新製品開発部門 農林水産大臣賞 東京都 生ソース 東京都ソース工業協同組合
平成　4年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 宮城県 ササニシキアイスクリーム 有限会社風月堂
平成　4年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 福井県 春いちばん 勝山市農業協同組合
平成　4年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 兵庫県 もちむぎ麺 株式会社　もちむぎ食品センター
平成　4年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 広島県 花びら焼き 株式会社あなん
平成　4年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 秋田県 アイススティック納豆 株式会社ヤマダフーズ
平成　4年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 富山県 畜骨素材入りクッキー「健骨クッキー」 有限会社豊フーズ産業
平成　4年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 静岡県 スーパーライトツナＤＨＡ いなば食品株式会社
平成　4年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 京都府 絹粥 加悦町ライスフーズ
平成　4年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 長崎県 びわ茶 三和町特産品販売促進委員会
平成　4年 国産原料利用部門 農林水産大臣賞 北海道 サロマーニチーズ 株式会社土門商店
平成　4年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 岩手県 野菜王国 岩手阿部製粉株式会社
平成　4年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 埼玉県 野菜ようかん 株式会社沢田本店
平成　4年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 千葉県 房総地どりスモーク 千葉畜産工業株式会社
平成　4年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 徳島県 鳴門うず芋 有限会社栗尾商店
平成　4年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 群馬県 ロースハム 群馬畜産加工販売農業協同組合連合会（高崎ハム）
平成　4年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 滋賀県 近江米朝がゆ 農事組合法人箱館フーズ
平成　4年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 福岡県 キウイワイン「夢たちばな」 立花ワイン株式会社
平成　4年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 佐賀県 高菜乃華 前田食品工業有限会社
平成　3年 新技術・新製品開発部門 農林水産大臣賞 島根県 いちじくワインシロップ 多伎農業協同組合
平成　3年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 新潟県 米麺（ライスヌードル）「越の雅麺」「白雪純麺」 新潟食品工業株式会社
平成　3年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 富山県 ホタルイカの酢漬け「浦嶋漬」 株式会社　浦嶋
平成　3年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 兵庫県 氷菓（シャーベット）「アイジェラ」 イオキ栄養工業株式会社
平成　3年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 福岡県 高菜漬け「夢たかな」 福岡県漬け物工業協同組合
平成　3年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 長野県 スイカワイン「サワーメモリー」 羽田町農業共同組合
平成　3年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 静岡県 緑茶そば 静岡県生めん協同組合
平成　3年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 山口県 糸とうふ「えっおとうふなの？」 有限会社　本多食品
平成　3年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 熊本県 ばってん甘夏 芦北地方園芸農業協同組合連合会
平成　3年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 沖縄県 乾麺セット　健康四色麺「麺一献」 株式会社　サン食品
平成　3年 国産原料利用部門 農林水産大臣賞 岩手県 山のきぶどう 株式会社　佐幸本店
平成　3年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 栃木県 フリーズドライ本とろろ 仙波糖化工業株式会社
平成　3年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 三重県 ハム・ソーセージ 農事組合法人伊賀銘柄豚振興組合
平成　3年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 広島県 柚子コンポート「陽だまりの夢」 山野ふるさとカンパニー
平成　3年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 高知県 桜湯 森山生活改善グループ
平成　3年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 北海道 よつ葉チーズフォンデュセット よつ葉乳業株式会社
平成　3年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 福井県 たけのこ加工品「土のたから」 宮崎村農業協同組合
平成　3年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 愛知県 紅白びん詰生姜 佐織町園芸組合連合会佐生姜部会
平成　3年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 滋賀県 マキノ羽二重餅「霞野」 マキノ町農業協同組合
平成　3年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 徳島県 すだちサワー 野田ハニー食品工業株式会社
平成　3年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 佐賀県 すだちこんにゃく 有限会社　サンフーズかじやま
平成　2年 新技術・新製品開発部門 農林水産大臣賞 広島県 鯛のスモークハム （株）　ウオヒサ
平成　2年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 茨城県 せきじょうにらうどん 関城町農業協同組合　にら部会
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平成　2年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 長野県 山ぶんどワイン 大北農業協同組合
平成　2年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 長崎県 長崎びわワイン （株）巨峰ワイン
平成　2年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 富山県 かゆ缶詰・白がゆ・玄米がゆ・胚芽米がゆ 立山釜ヶ淵農業協同組合
平成　2年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 和歌山県 キャロットジャム“はつらつ” 古座町清涼飲料生産組合
平成　2年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 山口県 ライスサワー８８ 徳山市農業協同組合
平成　2年 新技術・新製品開発部門 （財）食品産業センター会長賞 佐賀県 大豆ビネガー（酢） （有）　サガ・ビネガー
平成　2年 国産原料利用部門 農林水産大臣賞 京都府 日吉丸ぐらっせ 日吉町農業協同組合
平成　2年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 岩手県 こめっこべらし、麹なんばん（漬物） 株式会社　陸奥
平成　2年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 群馬県 朝つゆ１本（漬物） 新進食料工業（株）
平成　2年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 岡山県 蒜山ジャージーヨーグルト 蒜山酪農農業協同組合
平成　2年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 北海道 果実物語　かりんずゼリー、ハスカップゼリー 早来町かりんずの里振興公社
平成　2年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 宮城県 桃次郎のきびだんご （株）よろしく桃生公社
平成　2年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 山形県 粥一番　ゆうきくん 八幡町農業協同組合
平成　2年 国産原料利用部門 （財）食品産業センター会長賞 埼玉県 うめエキスゼリー、ゆずゼリー （株）越生特産物加工研究所
平成 元年 新技術・新製品開発部門 農林水産大臣賞 愛媛県 オレンジボール１００ 宇和青果農業協同組合
平成 元年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 福岡県 オレンジワイン長崎 株式会社　巨峰ワイン
平成 元年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 和歌山県 柚香ちゃん 古座川ゆず平井婦人部
平成 元年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 兵庫県 トーフリッチ 但馬屋食品　株式会社
平成 元年 国産原料利用部門 農林水産大臣賞 広島県 大根ままかりはさみ漬 ムツワ味工　株式会社
平成 元年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 青森県 りんごワーク完熟スペシャルブレンドジュース 財団法人　板柳町産業振興公社りんごワーク研究所
平成 元年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 京都府 和知黒　甘納豆 和知山の家　西河内加工所
平成 元年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 北海道 ふらのチーズ（ワインチェダー） 株式会社　ふらの市農産公社
昭和63年 新技術・新製品開発部門 農林水産大臣賞 徳島県 すだち酎 日新酒類株式会社
昭和63年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 北海道 めろん酒 株式会社　石炭の歴史村観光
昭和63年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 長野県 タベルノ 株式会社　信州イーエフ
昭和63年 新技術・新製品開発部門 農林水産省食品流通局長賞 愛知県 岩魚骨づくり（秘境の宴） 愛知県淡水養殖漁業協同組合
昭和63年 国産原料利用部門 農林水産大臣賞 滋賀県 コメフレーク 滋賀県経済農業協同組合連合会
昭和63年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 静岡県 夏みかんサワー 伊豆東農業協同組合
昭和63年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 愛媛県 中山栗豆腐 伊予中山農業協同組合
昭和63年 国産原料利用部門 農林水産省食品流通局長賞 鹿児島県 グルメサラダ油 有限会社鹿北製油
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