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別紙１

優良フードサービス事業者等表彰制度の概要

１ 趣旨

外食産業は、国民の食生活の約４割を担うなど、国民経済上重要な役割を果た

している中で、国内農林畜水産業との連携、多様な消費者ニーズに対応したフー

ドサービスの提供、環境に配慮した取組など創意工夫を活かした事業を展開して

いる外食事業者等を表彰することにより、フードサービス事業の優良事例を幅広

く紹介し、もって我が国の食生活の向上と地域の活性化に資する。

２ 事業内容

外食事業者団体等からの推薦を受けた候補者について、学識経験者、消費者等

から構成される審査委員会の審査を経て、以下の各部門について、農林水産大臣

賞、農林水産省総合食料局長賞を選出する。本事業は、平成４年度から実施して

おり、今回で１５回目となる。

① 国産食材安定調達部門

② 地域貢献部門

③ 新規業態開発部門

④ 環境配慮部門

⑤ 優しい食事空間提供部門

⑥ 食材・食事情報提供部門

⑦ 特別功労部門

３ 審査委員

【座長】今村 奈良臣 東京大学名誉教授

奥住 正道 （株）奥住マネージメント研究所 取締役会長

藤巻 正生 東京大学名誉教授

藤原 房子 元日本経済新聞社編集委員

村上 紀子 食生活ジャーナリスト



第１５回優良フードサービス事業者等表彰事業

受賞者の概況
～外装・内装・メニュー・原産地表示等～

１．国産食材安定調達部門

【大臣賞】

(株)大庄 ・・・・・・・・・・・１

(株)三好野本店 ・・・・・・・・２

(株)マコト ・・・・・・・・・・・３

【局長賞】

(株)イワイ ・・・・・・・・・・・４

(有)新龍月 ・・・・・・・・・・・・・５

(有)中濱商事 ・・・・・・・・・・・６

北一食品(株) ・・・・・・・・・・・７

２．地域貢献部門

【大臣賞】

(株)ハチバン ・・・・・・・・・・８

(株)南部家敷 ・・・・・・・・・９

(株)オノウエ ・・・・・・・・・・・１０

【局長賞】

(株)金沢ﾌﾟﾚﾐﾅﾝｽ ・・・・・・・１１

(株)ヨシケイ富山 ・・・・・・・１２

上杉観光開発(株) ・・・・・・１３

はなやか亭 ・・・・・・・・・１４

(株)初駒 ・・・・・・・・１５

(株)城ヶ倉観光 ・・・・・・・・１６

別紙２

３．新規業態開発部門
【大臣賞】
(株)家族亭 ・・・・・・・・１７
(株)梨湖観光 ・・・・・・・・１８
【局長賞】
ｾｶﾞﾌﾚｰﾄﾞ･ｻﾞﾈｯﾃｨ･
ｴｽﾌﾟﾚｯｿ･ﾜｰﾙﾄﾞﾜｲド
・ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) ・・・・１９
(株)東光ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ・・・・２０
(有)成和 ・・・・・・・・・・・・・２１

４．優しい食事空間提供部門
【大臣賞】
(株)八仙閣 ・・・・・・・・・２２

５．食材・食事情報提供部門
【大臣賞】
(株)銀たなべ ・・・・・・・・・２３

６．特別功労部門
【大臣賞】
道場六三郎 ・・・・・・・・・２４



【(株)大庄】 国産食材安定調達部門（大臣賞）

外装 内装

原産地表示

「本日のお勧めメニュー」（日替り）例季節のお勧め品 （枝豆フェア）

【会社概要】

代表取締役社長 平 辰
所在地 東京都品川区
売上高 ７２６億円（１８年８月期）
店 舗数 ８３４店
主な店舗
（大衆割烹 ）「庄や」

「やるき茶屋」
「日本海庄や」

「中の濱」
「榮太郎」等

【功績概要】
「日本の台所」の役割を果たすとの企業理念に基づき、国産食材の積極的な利用に取り
組んでおり、店舗で使用する野菜類のうち主要な３７品目については、一年を通じて、全国
５０ヵ所の契約産地との取引を行っている。
また、鮮魚類についても全国の漁協とのネットワークを形成し、地元の新鮮な旬の素材
を日々調達しているほか、米や肉類等その他の食材についても、産地との連携を行う等、
国産食材の利用促進に大きく貢献している。

【事業概要】
同社は、「庄や」、「やるき茶屋」、「日本海庄や」を中心とした大衆割烹（居酒屋）チェー
ンを全国展開している。その他の業態として、「中の濱」、「榮太郎」、「ちゃぽん」等も展開
している。

１

たいら たつ

だいしょう



【(株)三好野本店】 国産食材安定調達部門（大臣賞）

メニュー

原産地表示

↓人気の「後楽園のお弁当」

↑「祭り寿司」

岡山名物のママカリを使用

○レストラン部門での表示

○弁当の表示

旬な野菜を使用する際、
産地を店内表示（→）

肉類例
（←）

【会社概要】

代表取締役社長 若林 昭吾
所在地 岡山県岡山市
売上高 ４４億円
店舗数 ２４店
主な店舗
（レストラン）「クイーンズエルム」

「華」

（弁当製造業）「遊」
駅弁等

【事業概要】
同社は、弁当の製造、販売を行うほか、岡山市内において、「クイーンズエルム」、
「華」等の飲食店を出店している。

【功績概要】
岡山県の地元企業として、岡山県産を中心とした国産食材の積極的な活用に

取り組んでいる。
野菜は岡山県産の高原野菜を農家との直接取引により調達しており、その他の

野菜も、年間を通じて、基本的に国産を使用している。
また、米、そば等は地元産を使用している。さらに、レストラン部門の牛肉は地
元岡山牛を中心に主に国産を使用するほか、豚肉も奈義町産の黒豚を使用して
いる等、国産食材の利用推進に大きく貢献している。

２

わかばやし しょうご

み よ し の ほ ん て ん



【(株)マコト】 国産食材安定調達部門（大臣賞）

外装・内装

メニュー 原産地表示

←（左）恵比寿駅店（ゑびす大黒）

↓（右）東京駅OAZO店（ MS)

→
お
弁
当
と

↑
量
り
売
り
惣
菜

【事業概要】
同社は、東京に本社を置き、惣菜・弁当の製造・販売業を行っている。駅等の
売店への卸売のほか、直営店「ゑびす大黒」を都内等に出店し販売している。

【功績概要】
食材の調達は「安全・自然・健康」を意識し、原則として国産食材を使用するとと
もに、社長が自ら産地へ出向く等により、農家等との連携にも積極的にも取り組
んでいる。
野菜は、一年を通じ、使用するほぼ全量が国産であり、農家、農協等との直接
取引等にも積極的に取り組んでいる。また、魚介類は産地漁協等との直接取引
に取り組んでいるほか、肉類、米、加工食品等も産地との連携等を行う等、国産
食材の利用推進に大きく貢献している。

【会社概要】

取締役社長 山崎 峰子
所在地 東京都大田区
売上高 ２３億円
店舗数 １４店（惣菜店）
主な店舗等 「ゑびす大黒」

「MS」
「和菜ゑびす」

他、空弁・駅弁・東京ﾄﾞｰﾑ弁当等
（弁当・惣菜製造、卸・小売業）

食肉、魚介類、野菜など主要食材について表示

３

やまざき みねこ



【(株)イワイ】 国産食材安定調達部門（局長賞）

【会社概要】

代表取締役 岩井 健次
所在地 東京都品川区
売上高 １４億円
店舗数 ２６店
主な店舗 「おむすび権米衛」

（おむすび専門店）

【事業概要】
同社は、東京を中心に首都圏でおむすび専門店「おむすび権米衛」を26店舗展
開している。

【功績概要】
「お米の消費拡大を通じて日本の農業に貢献する」との経営理念に基づき、お
米を中心に国産食材の積極的な利用に努めており、お米は、その全量を全国１
１の生産者グループとの直接取引により調達している。
また、おむすびの具材についても、その多くが国産となっており、海苔、豚肉、
南高梅等について、生産者や加工業者等と連携し、国産食材の安定的な利用
を行っている。

いわい けんじ

外 装

メニュー

原産地表示

内装

４



【(有)新龍月】 国産食材安定調達部門（局長賞）

外装

メニュー

原産地表示

内装

焼肉協会の原産地表示専用のボードを使って表示

【会社概要】

代表取締役 山﨑 吉雄
所在地 福岡県久留米市
売上高 ３億円
店舗数 ４店
主な店舗 「新龍月」

（焼肉店）

【事業概要】
同社は、福岡県久留米市内において、焼肉店「新龍月」を展開している。

【功績概要】

創業以来、九州産の銘柄牛を使用するなど地域に密着した経営を行ってきており、
国産食材の積極的な利用を行っている。
白菜、サンチュ、米等については、卸業者や青果市場等を通じ、基本的に地元九州
産を調達している。
また、肉類については、佐賀牛を中心に九州産の銘柄牛を使用しており、一部一頭
セット買いも行っている。

５

やまざき よしお

しんりゅうげつ

拡大



【(有)中濱商事】 国産食材安定調達部門（局長賞）

メニュー 原産地表示

焼肉協会の原産地表示専用のボードを使って表示

内装

【会社概要】

代表取締役 中濱 一正
所在地 島根県松江市
売上高 ３億円
店舗数 ３店
主な店舗 「食道楽」

（焼肉店）

【事業概要】
同社は、島根県松江市内において、焼肉店「食道楽」を展開している。

【功績概要】
「国産の牛肉を安い価格で美味しく召し上がっていただきたい」とのコンセプトのもと、

国産食材の積極的な利用を行っている。
白菜、サンチュ、ネギ等は端境期等を除き地元の雲南農協を通じて仕入れており、米に

ついても同農協との直接契約により仁多米を通年で仕入れている。
また、肉類については宮崎牛、鹿児島牛を中心に国産牛を使用している。

６

なかはま かずまさ

なかはま し ょ う じ



【北一食品(株)】 国産食材安定調達部門（局長賞）

外装

メニュー

原産地表示

回転寿し「トリトン」 とんかつ「かつ徳」

メニューの他に店内で表示あり

主に、オホーツク産の海産物を調達している

【会社概要】

代表取締役社長 前田 康仁
所在地 北海道北見市
売上高 ４９億円
店舗数 １６店舗
主な店舗

（回転寿し）「トリトン」
（とんかつ）「かつ徳」
（その他）「ごはんごはん」

「こがねちゃん弁当」

【功績概要】
野菜については、地元の青果卸を通じ、道内産を中心とした国産品の安定調達に
努めている。また、自ら農業生産法人を設立し、ここで生産される野菜や豚肉につ
いては店舗でも使用されている。
さらに、魚介類についても、オホーツク産の海産物を地元水産加工業者等との連
携により、安定的に利用している。

【事業概要】
同社は、北海道内において、回転寿し「トリトン」、とんかつ「かつ徳」等を展開してい
る。

７

まえだ やすひと

き た い ち し ょ く ひ ん



【(株)ハチバン】 地域貢献部門（大臣賞）

外装
メニュー

原産地表示

てんこ盛りのきゃべつが入るのが特徴

和食店「八兆屋」のメニューにて、材料の紹介をしている

【会社概要】

代表取締役社長 後藤 四郎
所在地 石川県金沢市
売上高 １０４億円
店舗数 １６１店
主な店舗
（らーめん店） 「８番らーめん」

「らーめん元八」
「らーめん屋元八」

（和食店）「八兆屋」

（寿司と和食）「長八」

【事業概要】
同社は、北陸、中京地域において、らーめん店「８番らーめん」等を展開している。そ
の他、日本海の魚貝を中心とした手作り料理や寿司を提供する和食店（「八兆屋」、
「長八」）も展開している。

【功績概要】
人気メニューである野菜らーめんでは、特にキャベツの使用が多く、このキャベツにつ
いては、自ら地元農家に働きかけて石川県河北潟干拓地の産地を形成。現在、石川県
内の全店で使用している。また、米、魚介類等についても地元農家との直接取引や地
元卸業者を通じて調達を行う等、地産地消の推進に大きく貢献している。
また、地元加賀野菜の積極的な活用や加賀伝統料理の提供を行うほか、これらの情
報をホームページ等で提供することで、地域食文化の維持・普及に貢献している。また、
養護施設のレクリェーションへの協力や８番少年野球教室を主催するなど地域活動に
も積極的に取り組んでいるほか、地域の雇用創出の面でも大きな貢献をしている。

８

ごとう しろう



【(株)南部家敷】 地域貢献部門（大臣賞）

外装 内装

東北の豪農風の造りになっている

メニュー

そばとのセットメニューが豊富

↓八福どぜう庵で提供

鶏肉について表示

原産地表示

【会社概要】

代表取締役社長 葛巻 治
所在地 岩手県北上市
売上高 ３２億円
店舗数 ３９店
主な店舗

（和食レストラン）「南部家敷」
（どじょう料理）「八福どぜう庵」

【事業概要】
同社は、 岩手県を中心とした東北地域で和風ファミレス「南部家敷」等を展開している。

【功績概要】
地域密着型の店舗を目指すとの方針のもと、チェーン店でありながら、大部分の食
材等について一括仕入れを行わず、各店舗単位で地元業者を積極的に活用すること
で、地域経済への貢献を図っている。
また、地域との結びつきを更に強めること等を目的とした「南部家敷農園どぜう村」
の開業や、「地産地消サポーター」への登録など地域活動にも取り組んでいるほか、
高齢者雇用に取り組む等地域の雇用にも大きく貢献している。
なお、一部の野菜及び米については、県内の「良い農産物をつくる協議会」のネット

ワークを通じ、地元産のものを使用、また、鶏肉、鶏卵についても地元農家との直接
取引を行う等地産地消の推進にも大きく貢献している。

９

くずまき おさむ

な ん ぶ や し き



【(株)オノウエ】 地域貢献部門（大臣賞）

商品

原産地表示

使用野菜は、基本的に国産

京の伝統野菜（九条葱、かぶら、切水菜等）や京都産調味料も積極的に使用している

惣菜に添付されたラベルに原産地を表示している

【会社概要】

代表取締役社長 尾上幸雄
所在地 京都府京都市
売上高 ４億円
店舗数 ２店
主な店舗 「元気彩菜」

（惣菜製造、小売業）

【事業概要】
京都府に本社を置き、京都府を中心とした近畿地域で惣菜の製造・卸売業を行っ
ている。大阪府に自社の直営店「元気彩菜」を展開している。

【功績概要】
古都京都の惣菜業者として、京の伝統野菜を活用した京の伝統料理の提供、伝
統野菜の発掘や需要拡大などに積極的に取り組んでおり、その結果、「京ブランド
食品」認証事業で１企業では最も多い７品目が認定を受けるなど、京ブランド食品の
信頼性の向上、地域食文化の普及に大きく貢献しているほか、高齢者雇用に取り
組む等地域の雇用にも貢献している。
また、中高生の就業体験への協力や養護学校の職場体験実習への協力等地域
の福祉活動にも積極的に取り組んでいる。
更に、「鴨川まつり」、「京都てんとう虫マラソン」等への協力・参加など地域活動に
も積極的に協力している。

１０

おのうえ さちお



【(株)金沢プレミナンス】 地域貢献部門（局長賞）

外装

メニュー

原産地表示

内装社長の名前（紀男）が店のネーミングとなったダイニングカフェを展開

地元食材を豊富に使用した洋食中心のメニュー
（サラダ、丼、オムライス等）↓

メニュー上で一部表示している

【会社概要】

代表取締役社長 川本 紀男
所在地 石川県金沢市
売上高 ６億円
店舗数 １０店
主な店舗

（西洋料理店）「プレミナンス」
「紀男カフェ」
「キッチンnorio」

【事業概要】
同社は、金沢を中心とした北陸地域に、フレンチレストラン、イタリアンレストラン等
を展開している。

【功績概要】
店舗で使用する代表的な野菜４０品目を地元の亀田農園との直接取引により調達
している。また、伝統野菜である加賀野菜や地元畜水産物を生産農家等との直接
取引等により調達し、メニューに積極的に活用する等地産地消等への積極的な取り
組みを行っている。
また、「中学生の職場体験事業」や「職探しシェルパ事業」への協力等各種の地域
活動に取り組んでいる。

１１

かわもと のりお

かなざわ



【(株)ヨシケイ富山】 地域貢献部門（局長賞）

社員研修所メニュー

原産地表示

一般的な献立「おかず倶楽部」の他に、国産素材に
拘った献立の「食卓日和」（↓）

ヘルシーさも受けて、高齢者や若い女性に人気

毎週、顧客に配布される

原産地リスト（↓） と 特選素材の紹介 （→）

外装

内装

【会社概要】

代表取締役社長 小竹 晋吾
所在地 富山県砺波市
売上高 ３２億円
店舗数 ７店
主な店舗 －

（総菜宅配業）

【事業概要】
富山県に本社を置き、富山県及び岐阜県で総菜宅配業を展開している。

【功績概要】
使用する野菜は国産を原則としており、地元産の野菜を積極的な利用にも努めて
いる。
中学生や養護施設の生徒を受け入れた就業体験への協力や社員研修施設である
「憩いの館 藤花荘」の地域住民への開放等の各種の地域貢献活動を行っている。
また、雇用面においても、正社員雇用を促進するほか、障害者雇用にも積極的に取
り組む等地域に対し重要な雇用の場を提供している。

１２

おだけ しんご

と や ま



【上杉観光開発(株)】 地域貢献部門（局長賞）

外装

メニュー

原産地表示

登録有形文化財 上杉家の屋敷 山形県産の牛肉について表示している

上杉公の伝統料理や郷土料理を提供

【たまゆら（創作郷土料理）】

米沢の郷土料理を現代風にアレンジした玉手箱お膳

【献膳料理】

お殿様に献上するに相応しいお膳と気持ちで作られた

【会社概要】

代表取締役社長 高橋 一雄
所在地 山形県米沢市
売上高 １億円
店舗数 １店
主な店舗 「上杉伯爵亭」

（食堂）

【事業概要】
同社は、山形県米沢市で米沢の伝統料理等を提供する上杉伯爵邸を経営している。

【功績概要】
登録有形文化財である上杉家の屋敷を店舗として使用し、上杉公の「伝統婚礼祝
膳」や米沢の伝統料理の提供を行う等地域の食文化の維持・普及に取り組んでいる。
また、使用する野菜については、地元市場等を通じ、山形県産のものを積極的に利
用するほか、雪菜、里芋等の一部野菜については、地元の農家や生産者等との直接
取引により調達する等地産地消にも積極的に取り組んでいる。

１３

たかはし かずお

う えす ぎか ん こ う か いはつ



【はなやか亭】 地域貢献部門（局長賞）

原産地表示 店内にて表示

農家のお母さん達が自分たちの家で作った野菜などを

持ち寄り、昔懐かしの「すいとん定食（上記写真）」や

「味噌焼きおにぎり」等、定食・軽食を提供している

メニュー

外装 内装

【会社概要】

代表者 伊藤 恵子
所在地 宮城県遠田郡
売上高 ０．１億円
店舗数 １店
主な店舗 「はなやか亭」

【事業概要】
同社は、宮城県遠田郡において農家レストラン「はなやか亭」を農産物直売所に併
設して出店している。

【功績概要】
自家栽培した米や町内生産者から直接調達した野菜等町内産の食材をふんだん
に使用した料理や惣菜を提供する等地産地消に積極的に取り組んでいる。
また、伝統料理である「はっと」のほか「くず煮」、「うなぎもどき」等を提供するほか、
「全国はっとフェスティバル」等にも積極的に参画し、地域食文化の維持・普及にも
積極的に取り組んでいる。

１４

いとう けいこ



【(株)初駒】 地域貢献部門（局長賞）

メニュー

原産地表示給仕体験

【あねっこ御膳】 地域食材を積極的に活用

あねっこ御膳について主要食材を表示している

盛岡の伝統料理 「わんこそば」

修学旅行生が体験（年間２０校ほど実施）

【会社概要】

代表取締役 明戸 均
所在地 岩手県盛岡市
売上高 ２億円
店舗数 ３店
主な店舗

（わんこそば店）「初駒本店」
「初駒盛岡ｲﾝﾀｰ店」

【事業概要】
同社は、岩手県内に名物であるわんこそばを提供する「初駒」を展開している。

【功績概要】
盛岡の伝統料理「わんこそば」の普及のため、全国各地での宣伝・普及活動、修学旅
行生の給仕体験の実施、わんこそば大会への協力等地域の伝統食文化の維持・普及
に積極的に取り組んでいる。
また、食材については、米、豚肉、鶏肉については全量岩手県産を使用するほか、野
菜類についても地元産を中心として国産を使用する等地産地消にも取り組んでいる。

１５

あけと ひとし

はつこま



【(株)城ヶ倉観光】 地域貢献部門（局長賞）

外装 内装

メニュー

【五千年の星御膳】

縄文時代の食材を用いて、独自開発の健康食を提供している

【会社概要】

代表取締役社長 宮本 健四郎
所在地 青森県青森市
売上高 １３億円
店舗数 ２３店
主な店舗
（レストラン）
「れすとらん五千年の星」
「ホテル城ヶ倉」
「そば・和食処 橙」
「ビアパラダイス カイ」

【事業概要】
同社は、三内丸山遺跡内の「れすとらん五千年の星」等、青森県内においてレストラ
ン等を出店している。

【功績概要】
地域の観光名所である三内丸山遺跡から発掘された出土品などをもとに縄文人
が食していたものをイメージして創作された「五千年の星御膳」など地域の食文化の
維持・普及や食材は青森県産を中心に使用する等地産地消に積極的に取り組んで
いる。
青い海公園や国立公園である八甲田山城ヶ倉大橋周辺の清掃等地域活動にも積

極的に取り組んでいる。

１６

みやもと けんしろう

じ ょ う が く ら か ん こ う


