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「世界が認める日本の食１５０」 
～ 豊かな食で世界の人々を幸せに ～ 

 

１．趣旨 

 日本の農林水産物・食品は、恵まれた自然と生産者の方々の長年の努

力により、豊かで、おいしく、安全・高品質な物を数多く産出している。 

  このような日本が誇る農林水産物・食品のうち、その大宗を占める食

材を、海外の方々にも十分に楽しんでいただくよう、「豊かな食で世界

の人々を幸せに」という標語を掲げ、海外への輸出の促進に取り組むこ

ととする。 

  今般、この一環として、以下のような「世界が認める日本の食１５０」

を策定し、それを活用しつつ、内外に広く紹介していくこととする。 

 

２．概要 

（１） 日本食１０選 

日本食材の海外での認知度を更に高め、販路を拡大していくた

めのシンボルとして、多様な日本料理等の中から代表的な１０種

類を「日本食１０選」として選定し、その素材や調味料、提供方

法も含めて発信する。 

 

（２） 加工食品４０選 

     加工食品のうち、特に輸出取引が容易なものの中から、海外の

方々の味覚に合う商品４０点をコンテストで選考し、参考事例と

して内外に紹介する。 

 

（３） 輸出取組事例１００ 

     果実や野菜、水産物、日本酒のほか、花き、木材など、我が国

の農林水産物・食品の輸出に意欲的に取り組んでいる全国各都道

府県の事例を収集・紹介する。 

 

 

    



「日本食１０選」 
（10 Fundamental Japanese Dishes and Drinks） 

 
 

  (1) 趣 旨 
近年、「日本食」は、海外において①安全であること、②豊富な食材を使い、栄

養バランスに優れていること、③おいしいこと、④見た目に美しさがあること等

から、魅力的なものとして紹介されている事例が増加。特に、日本人の長寿（長

寿世界一が四半世紀に渡り継続）の要因の一つと考えられることからも高く評価

されている。 
 

こうした時宜をとらえ、日本食材の海外での認知度を更に高め、販路を拡大し

ていくためのシンボルとして、多様な日本料理等の中から代表的な１０種類を「日

本食１０選」として選定し、その素材や調味料、提供方法も含めて発信する。 
 

今後、農林水産省が主催する消費者向けイベント等においては、個々の日本食

材の紹介に合わせて、可能な限り「日本食１０選」を包括的に紹介する。 
 

  (2) 「日本食１０選」の内容 
①みそ汁、すまし汁〈うまみ・だし〉 
 

②すし、さしみ 
   

③鉄板焼き、すきやき、しゃぶしゃぶ（肉料理）  
 

  ④てんぷら 
 

⑤精進料理、豆腐（野菜料理） 
 

⑥ごはん、炊き込みごはん 
 

  ⑦麺類 
 

⑧フルーツ 
 

⑨日本酒、焼酎 
 

⑩日本茶＋和菓子 
 

 

(3) 選考方法 
  日本の食に関する各方面の有識者、特に、「日本食海外普及功労者」の選考委員

を御願いしている以下の方々のご意見を伺い、選考した。 
 

  足立 己幸 女子栄養大学名誉教授 

   岩田 三代  日本経済新聞社論説委員兼編集委員 

   熊倉 功夫 国立民族学博物館名誉教授 

   ｼﾞｮﾝ･ｺﾞﾝﾄﾅｰ 日本酒ジャーナリスト 

   服部 幸應 学校法人服部学園服部栄養学校理事長･校長  （順不同、敬称略） 



（参考） 

 料理・飲料 展示、パンフレットで紹介する食材の主要例 

① みそ汁、すまし汁    主要素材 味噌 

  主要調味料 うまみ・だし 

② すし、さしみ       主要素材 魚介類、米、のり 

  主要調味料 醤油、酢、わさび、ゆず 

③ 鉄板焼き、すきやき、 主要素材 和牛、魚介類、豆腐 

 しゃぶしゃぶ（肉料理） 主要調味料 醤油、みりん、ポン酢、ごまだれ、魚醤

④ てんぷら         主要素材 てんぷら粉、野菜、きのこ、 

  主要調味料 醤油、うまみ・だし、しょうが、みょうが、

   さんしょう 

⑤ 精進料理、豆腐 主要素材 野菜、湯葉、高野豆腐 

 （野菜料理） 主要調味料 うまみ・だし 

⑥ ごはん、 主要素材 ジャポニカ米 

 炊き込みごはん   

⑦ 麺類           主要素材 うどん、そば、ラーメン 

    

⑧ フルーツ －  

    

⑨ 日本酒、焼酎 －  

    

⑩ 日本茶＋和菓子 主要素材 緑茶、小豆あん、くず粉、寒天 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「加工食品４０選」 
 
(1) 趣 旨 
農林水産物・食品の輸出にあたっては、長距離輸送等のため出荷から販売までに

相当の期間を要するものである。加工食品の中には、賞味期限が比較的長い等の特

徴をもつものがあるため、今後海外への輸出が期待できると思われる。 

このため、今回、４０点の加工食品をコンテスト方式で選定し、国内関係者の参

考事例として紹介することにより、農林水産物・食品の輸出促進を図る。 

      

 (2) 加工食品４０選の概要 
  ア）募集分野：①加工食品、②菓子、③清涼飲料水、④調味料 

イ）募集条件：①賞味期限が４ヶ月以上あること、 

②日本で最終加工された製品であること、 

③商品化されていること 

  ウ）選考方法：試食と投票によるコンテスト方式（注；海外の方々の味覚に合う

商品を選定するため、駐日外国大使館の職員の方達などを始めとし

た多数の在日外国人の方々の御協力を得て選考会を実施。） 

エ）活用方法：４０選に選定された出品者に対し、農林水産省が実施する輸出促

進イベント等への参加について積極的に案内し、内外に紹介。 

 

(3) 選考会の概要 
①選考会 平成 21 年 5 月 29 日（金）ウェスティンホテル東京で開催。 

②選考者  １３４名。うち、駐日外国大使館員（約 1/4）、貿易会社関係者（約 1/4）、

メディア関係者（約 1/4）など。 

③審 査 選考者の持ち票を１人 20 票とし、「加工食品」、「菓子」、「清涼飲料水」、

「調味料」の４つのカテゴリー別に定めた票数を投票して選考。 

④出品数と選考数 

カテゴリー 
 

加工食品 菓 子 清涼飲料水 調味料 
総 計 

出品数 １０４ ４２ ３０ ７７ ２５３ 

選考数 ２０ ５ ５ １０ ４０ 

 

（資料） 

 人気商品例、入選リストは別添 

 

 

 



「加工食品40選」　入選リスト (別　添)

■  加工食品(20点)
製造者名

販売者名（製造者と異なる場合）

1 加工食品 あぶりさんま 株式会社　阿部長商店 宮城県気仙沼市内の脇2-133-3 0226-22-1661

2 加工食品 ゆであずき特６号缶 井村屋製菓株式会社 三重県津市高茶屋7-1-1 059-234-2131

株式会社　ウーケ 富山県下新川郡入善町下飯野232番地の5 0765-76-0023

株式会社　 神明 神戸市中央区栄町通6丁目1番21号 078-371-2207

4 加工食品 とろけるカレー(２００g) エスビー食品株式会社 東京都中央区日本橋兜町18-6 03-3555-1282

5 加工食品 まんま大豆   肉だんご 株式会社　エヌ・ディ・シー 岐阜県各務原市鵜沼伊木山1491-13 0583-84-4009

6 加工食品 真鯛冷燻 大松屋 三重県志摩市志摩町和具2568-3 0599-85-7900

7 加工食品 チョーヤ　梅の実 紀南農業協同組合 和歌山県田辺市朝日ヶ丘24番17号 0739-23-3450

8 加工食品 チーちく 株式会社　紀文食品 東京都中央区銀座5-15-1 03-6891-2991

9 加工食品 あんぽ柿(３P１４５ｇ) 紀北川上農業協同組合 和歌山県橋本市高野口町名古曽922-2 0736-42-3000

10 加工食品 煮豚ブロック クラタ食品有限会社 広島県福山市東手城町1-32-49 084-945-6200

11 加工食品 そのまんまちりめん　　 株式会社　セトクィーン　 愛媛県伊予市市場150番地 089-982-7116

12 加工食品
紀の国有田みかん
黄金ジャム

株式会社　早和果樹園 和歌山県有田市宮原町東349-2 0737-88-7279

13 加工食品 鯖の冷燻 株式会社　ディメール 青森県八戸市沼館1-10-46 0178-45-4900

14 加工食品 味ぴったり  (250g) 南紀梅干株式会社 和歌山県日高郡みなべ町晩稲1225-5 0739-74-2055

15 加工食品 味極8袋 ニコニコのり株式会社 大阪市浪速区敷津東3-3-23 06-6647-1147

16 加工食品 ヘルシーリセッタ(600gPET) 日清オイリオグループ株式会社 東京都中央区新川1-23-1 03-3206-5763

17 加工食品 
アキモトのパンの缶詰、
カンカンブレッド、スペースブレッド 

株式会社　パン・アキモト 栃木県那須塩原市東小屋295-4 0287-65-3351

18 加工食品 にしんうま煮（TERIYAKI FISH） 株式会社　平松食品 愛知県豊橋市梅薮町折地2番地の１ 0533-77-2468

19 加工食品 ホクレン　レトルトピーターコーン ホクレン農業協同組合連合会 札幌市中央区北4条西1丁目 011-232-6105

20 加工食品 チーズ棒 若松屋 三重県伊勢市下野町653-9 0596-31-0123

NO．

3
北アルプスの天然水仕立て
ふんわりごはん

加工食品

所在地 電話番号カテゴリー 商品名（ブランド名）



■  菓  子 (５点)

製造者名

販売者名（製造者と異なる場合）

1 菓子 ふんわり名人 きなこ餅 越後製菓株式会社 新潟県長岡市呉服町1-4-5 0258-32-2358

有限会社　エムアンドアール 広島県広島市南区東雲2-15-23 082-288-3745

お茶処三和 神戸市兵庫区水木通7丁目1-10 078-577-7138

3 菓子 スーパーフレッシュ柿の種 亀田製菓株式会社 新潟県新潟市江南区亀田工業団地3-1-1 025-382-8810

4 菓子 しろえび紀行 (富山柿山) 日の出屋製菓産業株式会社 富山県南砺市田中411 0763-52-3011

Blanc Neige TANIHACHI
 (ブランネージュタニハチ)

栃木県宇都宮市末広2-11-9 028-654-2100

株式会社　谷八 栃木県日光市久次良町98-5 0288-53-1234

■  清涼飲料水 (５点)

NO． カテゴリー 商品名（ブランド名） 製造者名 所在地 電話番号

1 清涼飲料水 きよみ 手しぼり 伊藤農園 和歌山県有田市宮原滝川原498-2 0737-88-7053

2 清涼飲料水 ネオ　プレミアムジンジャーエール 株式会社　友桝飲料 佐賀県小城市牛津町牛津834番地 0952-66-0062

3 清涼飲料水 瓶ラムネ ハタ鉱泉株式会社 大阪市都島区都島北通1-10-20 06-6921-5138

4 清涼飲料水 ためして寒天　レモン風味 宝積飲料株式会社 広島県東広島市西条西本町14番54号 082-423-2271

5 清涼飲料水 和（ＮＡＧＯＭＩ）シリーズ　　ゆず 三田飲料株式会社 東京都渋谷区渋谷2-12-6　三田ビルⅡ　5階 03-3400-1239

菓子 もちもちロール

菓子 巾着入り抹茶クッキー2

所在地 電話番号NO．

5

商品名（ブランド名）カテゴリー



■調味料(１０点)
製造者名

販売者名（製造者と異なる場合）

1 調味料 粟國の塩・釜炊き 株式会社　沖縄海塩研究所 沖縄県島尻郡粟国村字東8316 098-988-2160

2 調味料
KADOYA Pure Sesame Oil
(かどや純正ごま油 輸出仕様商品)

かどや製油株式会社 東京都品川区西五反田8-2-8 03-3492-5501

3 調味料 伊豆わさびマヨネーズ カメヤ食品株式会社 静岡県三島市平成台5番地 055-988-5555

4 調味料 キューピーマヨネーズ キューピー株式会社 東京都渋谷区渋谷1-4-13 03-3486-3315

5 調味料 ゆず味噌（東京調味味噌） 株式会社　東京フード 栃木県佐野市赤坂町940-3　 0283-23-6743

有限会社ピー・アンド・エー食産研究所 埼玉県さいたま市中央区本町東7-3-2 048-852-5509

株式会社　ひびき 埼玉県川越市的場北1-17-1 049-237-1000

7 調味料 見返り美人　有機白味噌　（ますやみそ） 株式会社　ますやみそ 広島県呉市焼山西2丁目2-8 0823-21-6633

8 調味料 マルキン　しぼりたて生ぽんず マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡小豆島町苗羽甲1850番地 06-6444-5021

9 調味料 金のごまだれTM　焙煎荒挽き仕上げ 株式会社　ミツカン 愛知県半田市中村町2-6 0569-24-5101

10 調味料 香味塩（ゆず、抹茶、わさび） ミナミ産業株式会社 三重県四日市市東新町3-18 059-331-2158

調味料 お野菜ソース（玉ねぎゆず風味）

商品名（ブランド名）NO． カテゴリー

6

所在地 電話番号



「輸出取組事例１００」 
 
(1) 趣 旨 
現在、我が国において全国で輸出の取組が行われているが、進んだ取組から、ま

だまだ緒についたばかりのものまで、その段階も様々である。 

このため、それらの取組の中から、様々な取組事例を収集し、各取組における輸

出に取り組むようになったきっかけ、苦労した点や工夫した点、輸出のメリット、

今後の展望などと合わせて紹介する。 

これにより、全国各地で輸出に取り組んでおられる方々が、『次の一手』を検討

される際のヒントを提供する。 

 

(2) 「輸出取組事例１００」の概要 
  果実や野菜、水産物、日本酒のほか、花き、木材など、我が国の農林水産物の輸

出に意欲的に取り組んでいる全国各都道府県の事例を収集。 
   

 (3) 選考方法 
 地方自治体及び地方農政事務所等を通じて、取組事例を収集。 

 

 

(4) インターネットアドレス 
 

 http://www.maff.go.jp/j/export/torikumi_zirei/zirei_2009/index.html   

 


