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薄羽養鶏場（栃木県益子町）の良質な卵をまるごと１個使用した、
濃厚かつなめらかな舌触りが特徴の道の駅ましこオリジナルプリン。

日本料理に醤油が欠かせないように、熟成肉に欠かせない調味料を
創りたい！その想いを形にしたのが黒毛和牛の調味料「牛醤」です。

プリンに使用している益子町産・薄羽養鶏場の卵は、地下か
らくみ上げた井戸水、安全性が高く品質の良いブレンド飼料、
そしてホタテの殻や滋養素などを与えて鶏を育てている卵
で、オレンジ色の黄身とぷっくりと膨れた白身が特徴です。

弊社の「牛醤」は、自然豊かな環境から生み出された生産者の
顔が見える確かな原材料と技術と情熱で作っております。原
料の牛肉は生産から見極め、弊社が厳選した岩手南牛を中心
とした黒毛和牛を使用しております。

道の駅ましこの定番商品となった「とろたまぷりん」は年間
3万個を売り上げています。「お土産に」と、お一人で20個も
買われるお客様がいらっしゃるほどの人気ぶりです。プリン
1つにタマゴ1個。良質な卵を贅沢に使用！薄羽養鶏場（栃木
県益子町）の良質な卵を使用した、濃厚かつなめらかな舌触
りが特徴の、道の駅ましこオリジナルプリンです。

和牛を美味しく食べるための調味料について研究を重ねた結
果、調味料も和牛から作ることに辿り着きました。主原料は
弊社が、製造方法や成分を科学的に分析してくださったのは
地方独立行政法人岩手県工業技術センター様、製造は大正3
年創業、岩手県盛岡市の味噌醤油製造の老舗浅沼醤油店様に
ご尽力いただき、岩手の企業3社での共同開発商品となりま
した。黒毛和牛から作り出された牛肉発酵調味料「牛醤」は
商標登録済みです。

「全国のおいしいスイーツを取り揃えている弊社として、今
日もスイーツを探していたところ、商品名のとおり『とろっ』
としたおいしさに弊社の審査員全員から声があがりました。
東京に150店舗展開しているナチュラルローソンで、スイー
ツ好きの女性を中心にお届けしたいと考えています」

「私は町中の料理人ですが、全国の企業や6次産業などの商
品開発にも携わっています。その経験から見ても、世の中
にないまったく新しい調味料を作ったことに感動し、世界
へ発信できる可能性を感じました」

株式会社ましこカンパニー
所在地：栃木県芳賀郡益子町長堤 2271
電　話：0285-72-5530
U R L：https://m-mashiko.com　E-mail：info@m-mashiko.com

株式会社門崎
所在地：岩手県一関市川崎町門崎字宮畑 5 番地
電　話：0191-43-4029
U R L：https://kakunosh.in/　E-mail：info@kakunosh.in
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株式会社ローソン　　	 専務執行役員
コミュニケーション本部長　宮崎	純 日本料理日本橋ゆかり　　	 三代目若主人　野永	喜三夫

とろたまぷりん 格之進 牛醤

第10回 フード・アクション・ニッポン アワード2018

受賞産品（株式会社ローソン 選定）

第10回 フード・アクション・ニッポン アワード2018

受賞産品（日本料理日本橋ゆかり 選定）
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道の駅ましこは農業・地域
づくり・交流・地域回遊の
拠点としてスタート。地場
産業づくりのエンジンとな
る４つの事業を軸に事業展
開しています。ましこのマ
ルシェ「地域の農産物・加
工品販売」レストランまし
このごはん「地域食材の食
事提供、農産物の付加価値
創造」農産加工所たまな「地
域農産物の6次化商品の開
発、販売」コンシェルジュ・
交流部門「観光案内・移住定
住相談、展示企画、ツーリズ
ム」

関わるすべての生産者と消
費者のために「一関と東京
を、食で繋ぐ」。これを弊社
の使命と考え、地元食材を
使った製品の製造・販売だ
けではなく、東京の店舗を
地 元 一 関 をPRす る た め の
ショールームと位置づけて
運営しております。さらに
は、過疎化が進んでいる岩
手県一関市川崎町の弊社飲
食店近くにある廃校となっ
た小学校を丸ごと借受け、
本社とハンバーグ工場とし
て運営し雇用を生む事で地
域活性化へも目を向けてお
ります。

生産者の

特徴 生産者の

特徴

「『道の駅ましこ』を運営しており、ここの

オリジナル商品が評価されたのは嬉しいで

す。プリンはどこにでもあるものだからこ

そ、味や素材にこだわった唯一無二のプリ

ンを作っていきたいと思っています」

受賞者から一言

「岩手県内の地元の企業とタッグを組み、3

年かけて作った新しい調味料です。『岩手

の製品を世界に届ける』『一関と東京を食

でつなぐ』などの活動を行っており、これ

を機に今後さらに頑張っていきます」

受賞者から一言
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大人も食べられる離乳食。子供と同じ食材を使用して、家族一緒に食卓を囲む。
そんな光景がこの製品から生まれています。
製品企画・発案・開発・販売などの行程を現役のママ
達が担っており、女性目線で製品化されております。製
造工場の選定も、安心安全にこだわり、子供に健康的な
食材を食べて欲しいとの想いから、北海道HACCPの認
証を受けている工場で製造しています。また、製造方法
についても、フリーズドライ製法ではなく、香り・風味
がしっかりと残り、食育への影響にも配慮し、スチーム
式ドラムドライヤー製法にて製造しております。

『豊かな食』とは美味しくて安全で健康に繋がる食。エゾ鹿は美味しく
健康的。食べること自体が社会貢献に繋がる豊かな食材です。
鮮度に徹底的にこだわり、頭か首を1発で仕留め速やか
に血抜きを行い、死後硬直が始まる前のエゾシカのみの
仕入れを行っております。その後、自社の熟成庫で骨つ
きのまま熟成させて旨味を強くした熟成肉を生産してお
ります。そのアバラ肉を三ツ星レストランでの修行経験
もある一流の料理人にレシピを依頼し、それを元にベー
コンとして加工致しました。より家庭で使用しやすく様々
なシーンで活躍する美味しい商品として開発しました。

北海道初！！ 一口サイズにカットしている北海道伝統漬物
「鮭かさね漬」です。

北海道伝統漬物「鮭のかさね漬」は、価格競争に入りコ
スト削減によりスペックが落ち、本来のかさね漬の味
から離れていくことでお客様の購入数も減少傾向でし
た。本来のかさね漬を再現し、丁寧に手作りの美味し
いかさね漬の開発を行いました。鮭は5日間漬け込み
手切りでカットして、一層一層丁寧に野菜、鮭、昆布を
重ね自社特製麹入調味料でじっくり4日間漬け込みます。
きれいなミルフィーユ状の断面は、職人の技です。

青森県初！全国でも珍しい青森県産りんごの果肉が入った
新食感・新感覚の甘味噌です。ディップ感覚でも手軽に使用できます。
りんごの栄養価が一番多いと言われている、りんごの皮
もいっしょにカットし、その皮を感じないまでに津軽味
噌とじっくり煮込みました。
りんごの果肉もしっかりあるので、人参やピーマンの炒
め物にそのまま使え、野菜嫌いのお子様も美味しく召し
上がれます。

留萌管内産小麦「RuRu Rosso」を100％使用し、モチモチとしながらも、
硬くコシのあるコチコチとした食感です。
地域ならではの個性的な小麦づくりを模索していた若手
生産者と、地元産小麦で素晴らしい製品を作りたいと
思っていた製麺会社の想いから、製粉会社などの協力に
より「北海259号」に出会い、上記に加え、農協や飲食店、
各種団体など生産～加工～消費までの一連の関係者か
らなる「留萌・麦で地域をチェンジする会」を平成22年
に発足し、平成23年から「生パスタ RuRu Rosso」の販売
を開始しました。

「日本のチーズケーキ」をコンセプト開発した、
チーズケーキ全体をモチモチにさせた濃厚な伸びるチーズケーキです。

「日本のチーズケーキ」をキーワードに開発をし、「美味
しい」はもちろん、モチモチの食感と伸びる質感を合わ
せる為に開発に８ヶ月要した商品です。チーズケーキ全
体がモチモチする商品は全世界で当店にしかないオリジ
ナル商品です。お餅で包んだりしておらずお餅から作っ
ている訳でもありません。チーズケーキをモチモチにし
ました。

オリーブオイルでもない。えごま、亜麻仁油でもない。
日本初！北海道産のかぼちゃの種から搾った、美味しい新たな機能性オイル。
欧州ではかぼちゃ種子オイルは一般的で、ドイツでは前立腺
肥大の薬として認知されています。また、認知度が低いもの
の最近、日本に輸入されるようになりました。そこで北海道
が日本一の栽培を誇り、加工用に回っているかぼちゃの種の
殆どが廃棄されていることから、廃棄されている種を搾り、
そのオイルの機能性を調べたところ、同様の効果を確認し商
品化しました。同商品は北海道食品機能性表示制度ヘルシー
Do認定商品です。

主原料のもち米を自社農場で育てています。味付けは宮城県産の
フレッシュバターと塩のみ。もち米の美味しさが伝わります。
専用のビニールハウスに生地を広げ、３日から５日かけて
じっくりと干します。機械を使い、高温で乾燥させれば数
時間で終わる作業ですが、もち米の美味しさを最大限に
引き出すため、自然の光と風の力を借りる、昔ながらのこ
の工程を大切にしています。また、化学調味料や保存料、
着色料、香料を使用しておりません。素材そのものの美
味しさを引き出すように努めています。

株式会社 Hokkaido Products
所在地：北海道札幌市中央区南 1 条西 5-14-1  札幌証券取引所ビル 6 階
電　話：080-1872-9885
E-mail：i-kage@hokkaido-products.jp

株式会社エムコーポレーション
所在地：宮城県仙台市若林区六丁の目西町 1-43
電　話：022-231-8376
U R L：http://www.hanazushi.com/　E-mail：k.itabashi@hanazushi.com

株式会社すが野
所在地：栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲 3127
電　話：0282-82-0074
U R L：https://www.sugano-foods.co.jp/　E-mail：info@sugano-foods.co.jp

株式会社岩谷
所在地：和歌山県東牟婁郡串本町大島 284-1
電　話：0735-65-8011
U R L：http://www.iwatani-umemadaiume.jp　E-mail：info@iwatani-umemadaiume.jp

poro wacca
所在地：北海道北見市北進町 1-11-10
電　話：0157-57-4884
E-mail：porowacca@gmail.com

株式会社北彩庵
所在地：北海道札幌市西区八軒 7 条西 11 丁目 1-48
電　話：011-613-8141
U R L：http://www.kitanihonfood.jp　E-mail：hokusaian@excellent-g.jp

株式会社エイ・ワンド
所在地：青森県青森市安方 1-11-1
電　話：017-777-6345
U R L：http://a-wando.com　E-mail：info@a-wando.com

留萌・麦で地域をチェンジする会
所在地：北海道留萌郡小平町字小平町 255  ＪＡ南るもい内
電　話：0164-56-2211
E-mail：kenichi.kudou@minamirumoi.ja-hokkaido.gr.jp

株式会社わらく堂
所在地：北海道札幌市白石区栄通 7-6-30
電　話：011-853-3126
U R L：http://www.warakudo.co.jp/　E-mail：sekine@warakudo.co.jp

株式会社北海道バイオインダストリー
所在地：北海道札幌市豊平区平岸 7 条 14-3-43
電　話：011-812-2512
U R L：http://www.bio-do.co.jp/　E-mail：murakami@bio-do.com

みやぎのあられ株式会社
所在地：宮城県亘理郡亘理町逢隈鹿島吹田 51
電　話：0223-34-1417
U R L：http://www.miyaginoarare.co.jp/　E-mail：miyaginoarare@gmail.com

Hokkaido Made Baby Potage金華鯖ずし

ごはんにかけるごぼうと昆布

紀州梅真鯛梅 六個入

こだわりのベーコン 山わけの逸品

北海道の鮭かさね漬（麹・柚子）

りんご de 食卓（りんご味噌）

生パスタ RuRu Rosso フィットチーネ

おもっちーず

北海道のかぼちゃの種から搾ったオイル

蔵王バター

北海道

宮城県

栃木県

和歌山県

北海道

第10回 フード・アクション・ニッポン アワード2018

入賞産品

宮城県が誇るブランド魚金華鯖を使用し、三陸の職人が仕上げました。
金華鯖の旨味が強いジューシーな味わいを活かしております。

千切にした風味豊かな国産ごぼうを細切の昆布と一緒に甘辛い醤油味に
漬けました。ご飯にかけると食が進むこと間違いなしの逸品。

紀州産梅干しの種をくり抜き、中に甘酢みそで味付けした紀州産真鯛の
ほぐし身を詰めた、食欲わきたつご飯のお供です。（特許商品）

第10回 フード・アクション・ニッポン アワード2018

特別賞産品

弊社社長が京都に行った際に現地で食べた鯖ずしに感動
し、宮城の良質な食材を使ってこの感動の味を東北で広
げたいと考えたのが商品開発の始まりです。自社で試行
錯誤をしたものの、あの感動の味には到底及ばない苦し
い状態が続きました。そこで我々は、感動の味を求めて
京都のある老舗の門を叩き、我々の熱意を感じてくれた
老舗が協力してくれる事となり、宮城の食材にあった製
法を探り商品を完成させました。

ご飯に合う惣菜感覚のお漬物。食べやすいサイズに千切
した風味豊かな国産のごぼうを細切の昆布と一緒に甘辛
い醤油味に漬けました。漬物ならではのシャキシャキと
したごぼうの歯切れ良い食感が楽しめます。昆布の旨み
とごまと唐辛子の香ばしさが相まって、ご飯にかけると
食が進むこと間違いなしの逸品です。ご飯に混ぜておに
ぎりにしたり、鶏のささみと和えるなどアレンジも自在
で、簡単なおかずの一品としてもご利用いただけます。

増加傾向にある国内の食品ギフト市場の中で、その要因の
一つである親しい身近な人へ贈るパーソナルギフトの伸長
に弊社は注目しました。真鯛のほぐし身は、酢・味噌・砂
糖のみを使用しております。梅干しの種を抜き、調味した
真鯛の身を一つ一つ丹念に手作業で中に詰めており、その
加工方法と調味方法の特許を取得しております。特別感と
サプライズ感があり、おめで鯛を梅で包んだ縁起の良いお
品として、顧客からご好評頂いています。

「三陸のブランド魚・金華鯖を使って、三陸
の職人の熟練の技で作ったものです。石巻
でおいしいものを、という想いでここまで
やって来ました。今回の受賞は身が引き締
まります。これからも、石巻から心を込めて
お届けしていきます」

「国産のごぼうの風味と食感を活かした商
品です。弊社は創業100年ですが、今後も
素材のおいしさを活かした漬物を作り続
け、200年、300年と頑張っていきたいと
思っています」

「本州最南端、和歌山県串本町は真鯛の養
殖が盛んです。この真鯛を甘酢味噌で味付
けし、梅干しの中に詰めるという特許を取
得した商品です。今後も紀州の海と山の味
覚を活かしたユニークな商品を開発し、全
国へ提案していきます」

受賞者から一言

受賞者から一言

受賞者から一言
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宮城県

「Let’s！和ごはんプロジェクト」の趣旨に沿った身近・手軽に健康的な「和ごはん」を食べる機会を増やすことが期待できる産品。
Let's !
和ごはん

Let's !
和ごはん


