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News Release         2020 年 11 月 19 日 

報道関係者各位 「フード・アクション・ニッポン アワード 2020」広報事務局 
 

全国各地の産品を食のプロが発掘するコンテスト 

『フード・アクション・ニッポン アワード 2020』 

「入賞」100 産品が決定!  
 最終審査結果はオンライン表彰式にて発表:2021 年 1 月 26 日（火）開催 
 産品詳細は公式サイトを参照下さい:https://fanaward.jp/ 

地域の農林水産物や食文化の魅力を活かした産品を発掘するコンテスト「フード・アクション・ニッポン アワード」を 
今年も開催。この度、応募総数 1,019 産品の中から「入賞」100 産品が決定しました。 

 
 「フード・アクション・ニッポン アワード」は国産農林水産物の消費拡大に寄与する事業者・団体等の産品を日本全

国から広く募集し、優れた産品を発掘・表彰するイベント。 
今年は、「日本の魅力ある産品を、今だからこそ知ってほしい」をテーマに、新しい地域の逸品への出会いを消費者

の皆さまにお届けするため、8 月 24 日より募集を開始。北海道から沖縄まで、全国から多くの応募産品が集い、応募
総数は 1,019 産品となりました。今年は、地産地消・農福連携を目指す生産者や生産から流通・販売まで行う
生産者など、地元の食材やこれまでの経験を生かして新しい食を生み出そうという意欲の高い産品の募集が多くみら
れました。フードロス減少への取組を目指す産品や、高校生が研究テーマに基づいて開発した産品、グルテンフリー・
アレルギーフリーにこだわり生産された産品などが入賞。またコロナ禍でおうちごはんを楽しむ方が増えた中で家庭料
理に活用できる産品、見た目も映える菓子類産品も多数選ばれています。 

入賞 100 産品は、12 月 11 日開催の二次審査（検品会）を経て、各審査委員企業による最終審査を行い、 
受賞産品を選定いたします。最終審査は、審査委員の国内の大手百貨店、流通、外食事業、リゾートホテル事業など
のトップ 10 人が、一つ一つの産品を育ててきた作り手の想いやストーリー等を基準に選定。選ばれた受賞産品の発表・
表彰式は、2021 年 1 月 26 日（火）にオンラインにて実施する予定です。 

また、全国の生産者と飲食店をつなげる EC サイトの REACH STOCK が「REACH STOCK が選ぶ一次生産物
3 産品」と、 “FAN バサダー芸人”の小島よしおさん、クック井上。さんによる「FANバサダー芸人が選ぶ優れた3 産品」
も同時発表・表彰します。 
 

■入賞 100 選産品の全情報は公式サイトにてご紹介しております（ https://fanaward.jp/ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料配布先:農林記者会、農政クラブ、水産記者クラブ 



2 

 

 

 
No. カテゴリー 企業名・事業者名・団体名 商品名 都道府県 

1 一次生産物 株式会社 ヤマオ 北の山ワサビ 根茎 S サイズ 北海道 

2 一次生産物 株式会社馬場園芸 白い果実フローズン 岩手県 

3 一次生産物 千葉農園 余目曲がりネギ 宮城県 

4 一次生産物 有限会社菜香や ミルキークィーン米品種「有機米熟成ぬか床」 茨城県 

5 一次生産物 東御こもだ果樹園 皮ごと食べる 3 色ぶどうギフトセット ⾧野県 

6 一次生産物 浜松ハム株式会社 静岡プレミアムポークウィンナ― 静岡県 

7 一次生産物 酪農王国株式会社 丹那のゆずバタークリーム 静岡県 

8 一次生産物 まるたか農園 ハピフルとまと 静岡県 

9 一次生産物 株式会社ヤマザキファーム 幻泉山﨑豚 三重県 

10 一次生産物 いちご農家 西岡産業 冷凍勝占いちご 徳島県 

11 一次生産物 神山椎茸生産販売協同組合 神山椎茸 徳島県 

12 一次生産物 清水果樹園 ライムとレモンのハーフ 愛媛県 

13 調味料 有限会社アーク 福糀シリーズ 玉ねぎ 北海道 

14 調味料 株式会社マウントスマイル 酒田の塩 浅漬けの素 山形県 

15 調味料 株式会社フタバ ＵＭＡＭＩだし 野菜 新潟県 

16 調味料 株式会社 山田屋水産 おひさまだい だいだい胡椒 静岡県 

17 調味料 ヤマヤ醤油有限会社 発酵旨味オイル 静岡県 

18 調味料 株式会社 K&Co. 日向ヘベぽんプレミアム 三重県 

19 調味料 大江山食品株式会社 万願寺とうがらしのこうじみそ 京都府 

20 調味料 平野製麺所 淡路島鱧ペスカトーレ 兵庫県 

21 調味料 株式会社浜田屋本店 七味オニオンソース 兵庫県 

22 調味料 株式会社三浦醸造所 ねさし味噌 徳島県 

23 調味料 ブレッシングフェバー株式会社  コクデール  熊本県 

24 調味料 株式会社レッドアップ トマトｄｅスパイシーソース 1 辛 熊本県 

25 調味料 マルマタしょう油合資会社  山椒味噌  大分県 

26 調味料 株式会社薬草パパイヤ農園 与論島ぽん酢 鹿児島県 

27 調味料 鹿児島県立鶴翔高等学校 旨鹿醤 鹿児島県 

28 加工食品 十勝品質事業協同組合 十勝ラクレット  モールウォッシュ 北海道 

29 加工食品 株式会社グリーンズ北見  北海道オニオンスープ１２袋入  北海道 

30 加工食品 北海道ダイニングキッチン株式会社 北海道ゴールドコーンポタージュ 北海道 

31 加工食品 ノフレ食品株式会社 やみつきニシン 北海道 

32 加工食品 株式会社ヤマサコウショウ 牛たん入つくね 宮城県 

33 加工食品 オイル漬け専門店 Norte Carta いぶりがっことチーズのオイル漬 秋田県 

34 加工食品 食処くさの根株式会社 おかえりほっき飯 福島県 

35 加工食品 有限会社⾧久保食品 おここさん ふくしまのピクルス 福島県 

36 加工食品 ひげた食品株式会社 FD710 プレーン 茨城県 

37 加工食品 水戸農業協同組合 お米のペンネ 茨城県 

38 加工食品 株式会社 小沢食品 とうふやさんの豆乳おから 茨城県 

39 加工食品 合同会社泉力 発酵熟成熟鮮魚 神奈川県 

40 加工食品 ジャパンエナジーフード合同会社 玄米 × 味噌 シリアルバー やさしい味噌 神奈川県 

41 加工食品 株式会社 新湊かまぼこ かまぼこチップス  富山県 

42 加工食品 おいしい産業株式会社 駿河湾アカモクとろろ(すっぱみかん味) 静岡県 

43 加工食品 おいしい日本茶研究所 日本茶ノ米 静岡県 

44 加工食品 株式会社 タクセイ 純国産ふりかけ 漁師飯 愛知県 

45 加工食品 社会福祉法人 みなと福祉会 わーくす昭和橋 名古屋コーチンカレーまんセット 愛知県 

46 加工食品 有限会社上野屋 山の清水が育んださっぱりおいしいさしみこんにゃく あおさ  三重県 

47 加工食品 アビアス京都 京都が育んだキノコの濃熟ポタージュ 京都府 

48 加工食品 有限会社アトレ 有機宇治抹茶入り ミルクジャム 京都府 

49 加工食品 株式会社 Green Mind 赤ちゃんのためのお粥 兵庫県 

50 加工食品 株式会社マルヤナギ小倉屋 国産蒸しもち麦 兵庫県 

 

■『フード・アクション・ニッポン アワード 2020』 入賞 100 選産品一覧 
公式 Web サイトの入賞 100 選産品紹介ページ（ https://fanaward.jp/ ）にてご覧いただけます。 
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No. カテゴリー 企業名・事業者名・団体名 商品名 都道府県 

51 加工食品 柿の葉すし ひょうたろう 柿の葉すし（鯖・鮭）28 個入り   奈良県 

52 加工食品 バーガーカフェ＆レストラン シュビドゥバー 鳥取和牛ハンバーガーミールキット 鳥取県 

53 加工食品 有限会社醍醐桜 おかやまフレーバーバター 黒文字はちみつ 岡山県 

54 加工食品 株式会社おこめん工房 おこめん 広島県 

55 加工食品 株式会社猫島商店 レモン胡椒 広島県 

56 加工食品 yoko's jam tea yoko’s jam tea すだちジャム 徳島県 

57 加工食品 仲野産業株式会社 れんこん玉 徳島県 

58 加工食品 株式会社平井料理システム アスパラ餃子 香川県 

59 加工食品 瀬戸内ワークス株式会社 うどんのおうち 香川県 

60 加工食品 有限会社明治屋商店 おさかなウィンナー ⾧崎県 

61 加工食品 有限会社マインドバンク 野菜のお米プラス乳酸菌 ⾧崎県 

62 加工食品 株式会社 HellCompany ゴロゴロドン丼 大分県 

63 加工食品 有限会社 九南サービス OH!オサカーナ なないろチーズカレー 宮崎県 

64 加工食品 株式会社 自然の都 森のおつまみ エノキーニョ 宮崎県 

65 加工食品 農業生産法人 株式会社 REIMEI  安納芋干し芋（30ｇ・100kcal）  鹿児島県 

66 加工食品 有限会社  南九州きのこセンター えのきチップス 旨塩味  鹿児島県 

67 加工食品 chichinpuipui   霧島キッシュ 鹿児島県 

68 菓子類 カドウフーズ株式会社 白い半熟スイートポテト  北海道 

69 菓子類 十勝清水町農業協同組合 とかリット（にんにく旨塩） 北海道 

70 菓子類 株式会社ヨンナナプランニング チョコクリームパンケーキ 福島県 

71 菓子類 有限会社ケーフーズ生田目 まるで果実なこんにゃくスイーツ ARARE 福島県 

72 菓子類 株式会社 MightyKonjac てんぐの玉手箱 群馬県 

73 菓子類 三州製菓株式会社 おこめ王子（チーズ味） 埼玉県 

74 菓子類 株式会社さつまいもの石田農園 熟成干し芋「グミいも」 千葉県 

75 菓子類 丸七製茶株式会社 お茶チョコ 藤枝抹茶 静岡県 

76 菓子類 有限会社大黒屋 世田谷エールおかき アンチョビ＆ガーリック 東京都 

77 菓子類 株式会社サジェスコム とれたて野菜と果実の生ジェラート 東京都 

78 菓子類 株式会社 ライスヒル  入善町のこだわりおやさいジェラート  富山県 

79 菓子類 株式会社ウフフ  オールドファッション能登海洋深層水の塩   石川県 

80 菓子類 宝達山本舗松月堂 能登の極上素材プリン 石川県 

81 菓子類 株式会社彩香 GAKU チョコレートサンド 信州りんご ⾧野県 

82 菓子類 社会福祉法人 花工房福祉会 ダイズをつかった 21 時チップス ⾧野県 

83 菓子類 有限会社もんいまぁじゅ 作チーズケーキ 三重県 

84 菓子類 たけまさぶどう園 高級ぶどうのドライフルーツ ミックス 岡山県 

85 菓子類 株式会社禾 ヌカビスケット かぼちゃ 香川県 

86 菓子類 株式会社名水アイス W みきゃん瀬戸内レモンアイスバー 愛媛県 

87 菓子類 福岡八女農業協同組合 八女玉露と小国ジャージー牛乳の贅沢ロールケーキ 福岡県 

88 菓子類 後藤製菓 ジンジャーパウダー 大分県 

89 菓子類 森の工房 BuBu ぽりんとう 柚子胡椒味 大分県 

90 菓子類 株式会社 West Woman's 宮崎平野の「だいこんだー」青のり味 宮崎県 

91 飲料 株式会社深川振興公社 ふかがわシードルプレミアム 北海道 

92 飲料 白神手づくり工房有限会社 乳酸菌甘酒「白神ささら」 秋田県 

93 飲料 株式会社 食・メディア ベッピンコーラ 栃木県 

94 飲料 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 北海道夕張メロンソーダ４２０ｍｌＰＥＴ 東京都 

95 飲料 株式会社陽だまりファーム 陽だまりブラッドオレンジジュース 静岡県 

96 飲料 株式会社 高柳製茶 牧之原の雫茶スパークリング 静岡県 

97 飲料 特産品処 まるっとみかわ ミントエール 愛知県 

98 飲料 株式会社あぐり窪川 生姜好きのためのジンジャーエール 高知県 

99 飲料 株式会社ＧＧＧ Ｆｏｒａｌｌ 美活甘酒 福岡県 

100 飲料 坂元醸造株式会社  坂元の梅くろず 200ml  鹿児島県 
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＜「フード・アクション・ニッポン アワード 2020」 ＞ 
 

■これからの実施スケジュール: 

 

＜二次審査（検品会）＞ 2020 年 12 月 11 日（金） 

 一次審査を通過した産品の実物確認（審査委員企業のバイヤーによる試食審査） 

 （産品サンプル及び商品カルテや FCP シートを提供・提示いただきます） 

 

＜最終審査＞ 2020 年 12 月中旬～2021 年 1 月中旬 

 三密を避けるため、各審査委員企業での実施 

 審査委員企業が受賞産品を決定 

 

＜オンライン表彰式＞2021 年 1 月 26 日（火） 

 三密を避けるため、オンラインにて「受賞産品」を発表・表彰 

 特別賞として、「REACH STOCK が選ぶ一次生産物 3 産品」 

 「FAN バサダー芸人が選ぶ優れた 3 産品」も発表・表彰 

＜事後販売＞ 2021 年 3 月以降 

 受賞産品は各審査委員企業の独自の流通・販売網を通じて販売などを実施 
 
 
■最終審査委員（10 社）※社名五十音順  

アマゾンジャパン合同会社、イオンリテール株式会社、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社オンワードホールディングス、 
株式会社紀ノ國屋、国分グループ本社株式会社、株式会社阪急阪神百貨店、星野リゾート、 
UCC コーヒープロフェッショナル株式会社、株式会社ローソン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019 年度 「受賞」産品 

＜本リリース・掲載に関する問い合わせ先＞ 

フード・アクション・ニッポン アワード広報事務局 

株式会社ユース・プラニング センター 担当:齊藤・安東 

TEL:03-3406-3411  FAX:03-3499-0958 

齊藤携帯:080-2277-8401 / j-saito@ypcpr.com 

＜アワードに関する問い合わせ先＞ 

フード・アクション・ニッポン アワード 2020 事務局 

TEL:03-6709-8435  FAX:03-6685-7138 

Mail:foodaction-award2020@eventsupporter.jp 

（受付時間:平日 11:00～18:00  

※12:00～13:00、土日祝日・年末年始休業を除く） 


