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フード・アクション・
ニッポン アワードとは
国産農林水産物の消費拡大に寄与する事業者・団体等の優れた取組や産品を表彰し、
全国へ発信することにより、事業者・団体による更なる取組を促進する目的として
2009年度に創設した表彰制度です。
今年度のテーマは「おいしさで心をつなぐ ニッポンの逸品」。大手百貨店、流通、外
食事業者等が審査委員となり、国産農林水産物の魅力を活かした優良な産品をコ
ンテスト形式で発掘。最終審査で選定した「受賞」10産品は、各社の流通販路を通
じて消費者に届けます。
また、今年度は和食文化がユネスコ無形文化遺産に登録されて５周年の節目である
ことから、「Let’s ！和ごはんプロジェクト」の趣旨に沿った手軽に「和ごはん」を食
べる機会を増やすような産品を特別賞として、最終審査委員が３産品選定しました。

FOOD ACTION NIPPON AWARD 2018
「フード・アクション・ニッポン アワード2018」を開催

2018年10月23日（火）　リーガロイヤルホテル東京

応募総数1,125産品の中から「入賞」100産品に選ばれた応募者
たちが、会場でブース展示。試食しながら耳を傾けるバイヤーや
流通のプロたちとの熱い商談が繰り広げられていました。

最終審査委員である大手百貨
店、流通、外食事業者のトップ
10名が、各ブースで産品の試
食・試飲、説明を通して品評
を行いました。

いよいよ、栄えある「受賞」10産品と「特別賞」3
産品の審査結果発表。「受賞」10産品については、
壇上で最終審査委員たちが一人ずつ選定の理由
を述べられました。最後に、13産品の受賞者たちを
囲みフォトセッションが行われました。

「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3産品を最終審査委員が投票により選定。

日本の家庭で食べられてきた食事であって、	①ごはん、汁物、おかず等若しくはその組み合わせで構成されているもの、または
	 	 ②だし並びに醤油及び味噌をはじめとする日本で古くから使われてきた調味料等が利用されているもの

コメンテーター：	一般社団法人	日本キッズ食育協会　
	 代表理事　榊原	理加	氏
「和ごはん」について事前に集めた質問を司会が投げかけ、それに対し
て榊原氏が回答しながら、近年、売上げが伸びている商品や新たな商品
づくりのヒントなどを語りました。

商 談 会 最 終 審 査 会（ 品 評 会 ）

表 彰 式

「和ごはん」とは

「 特 別 賞 」に つ い て

ト ー ク セ ッ シ ョ ン

アマゾンジャパン合同会社　消費財事業本部食品&飲料事業部/WEBプロデューサー兼Nipponストア推進担当　横丁 瞳
イオンリテール株式会社　商品企画本部 商品企画部　千坂 靖幸
株式会社イトーヨーカ堂　加工食品部 加工食品担当チーフデストロビューター　桑原 秀倫　
株式会社オンワードホールディングス　マーチャントビジネス部 オンワード・マルシェ バイヤー　岸 治枝
株式会社紀ノ國屋　営業本部商品部部長 兼任 販売部部長　佐々木 哲
株式会社トランジットジェネラルオフィス　オペレーション事業本部 本部オペレーション事業１部本部シェフ　小谷 壮之
株式会社阪急阪神百貨店　第1店舗グループフード商品統括部 フードマーケティング部ディビジョンマネージャー　岡田 卓
株式会社フォーシーズ　執行役員 副本部長　恩田 克己
株式会社ローソン　商品本部商品戦略部 部長　荒井 淳司

一 次 審 査 委 員

最 終 審 査 委 員

アマゾンジャパン合同会社
バイスプレジデント/消費財事業統括本部長

前田	宏

イオンリテール株式会社
代表取締役社長

岡崎	双一

株式会社イトーヨーカ堂
代表取締役社長

三枝	富博

株式会社オンワードホールディングス
代表取締役社長

保元	道宣

株式会社紀ノ國屋
代表取締役社長

堤口	貴子

株式会社トランジットジェネラルオフィス
代表取締役社長

中村	貞裕

株式会社阪急阪神百貨店
代表取締役社長

荒木	直也

株式会社ローソン
代表取締役社長

竹増	貞信

株式会社フォーシーズ
代表取締役会長兼CEO

淺野	秀則

日本料理日本橋ゆかり
三代目若主人

野永	喜三夫

『子育て世代が求める商品とは』
〜「Let’s!　和ごはんプロジェクト」から
　　　　　見えてきた商品作りのヒント〜

「Let’s!	和ごはん
プロジェクト」の
詳細はこちら⇨　　
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実 施 概 要

集 計 結 果

受 賞 産 品

入 賞 産 品

特 別 賞 産 品

実 施 概 要 ・ 集 計 結 果 目 次 INDEX

入賞100産品の中から、最終審査会（品評会）の当日、10名の最終審査委員が自社で販売したい産品であるか
どうかを基準に総合的に評価し、１社１産品ずつ全10産品を選定し表彰するものです。

「フード・アクション・ニッポン アワード」の審査基準に沿って全国からご応募いただいた全 1,125 産品の中
から、一次審査委員による書類審査で選定された 100 産品を表彰するものです。

「Let’s ！和ごはんプロジェクト」の趣旨に沿った手軽に「和ごはん」を食べる機会を増やすことが期待できる
3産品を、「受賞」10産品を除く90産品の中から10社の最終審査委員が投票によって選定し表彰するものです。

農林水産物の生産者、食品製造業者、加工事業者等
国産農林水産物の消費拡大に寄与する農林水産物	・加工食品等	の産品
従来と比較して簡単に「和ごはん」が調理できる加工食品

応募締切
一次審査委員による書類審査にて「入賞」100産品を選定
検品会にて産品サンプル、商品カルテ・FCPシートを確認
最終審査会（品評会）にて最終審査委員が「受賞」10産品及び「特別賞」3産品を表彰します
本アワードとタイアップした催事等の企画を最終審査委員企業で実施いたします

2018 年 8月31日（金）	（郵送の場合は当日必着）

一次審査（書類審査）
　【審査基準】次の事項を参考にしながら、審査委員が総合的な評価を行います。
　・国産農林水産物の消費拡大、あるいはその意識の啓発に寄与している
　・地域の食材・知恵・技術等を活かしている
　・生産者や産地の情報が明確に伝わるなど、消費者からの信頼を高める工夫がされている
　・仕入れたい魅力を感じる
　・類似産品にはない新たな工夫が感じられる
　・ストーリーを感じる
　・作り手の想いが伝わる
　・美味しさを期待できる
　・従来と比較して簡単な「和ごはん」が調理できる
　・身近、手軽に「和ごはん」を食べる機会が増えることが期待できる

　【審査方法】
　・全応募産品の中から一次審査委員による書類審査で「特別賞」候補を含む「入賞」100産品を選定。
　・選定された産品が最終審査会（品評会）に進みます。

最終審査（品評会）
　【審査基準】最終審査委員が自社で販売したい産品であるかを基準に総合的な評価を行います。
　【審査方法】
　・「入賞」100産品に対する品評会で、最終審査委員10名が自社のバイヤー等のサポートを得ながら
　　「受賞」各1産品（合計10産品）を選定するとともに、「特別賞」3産品を選定。
　・品評会には最終審査委員企業等のバイヤーが多数来場する予定です
　・「受賞」10産品及び「特別賞」3産品を表彰します

■応募産品総数	・・・・・ 1,125産品
■参加企業数	・・・・・・・・・・714 社
■一次生産物	・・・・・・・・・ 88 産品

■調味料	 ・・・・・・・・・・・ 201 産品
■加工食品	 ・・・・・・・・・ 576 産品
■中食	・・・・・・・・・・・・・・ 41 産品

■飲料	・・・・・・・・・・・・・・ 77 産品
■その他	 ・・・・・・・・・・・ 142 産品

●	一次生産物全般
　穀物類（米、麦、トウモロコシ、ソバ、
　大豆等）、野菜、果物、畜産（食肉、乳製品、
　鶏卵、蜂蜜等）、水産（魚介、海藻等）、
　その他一次生産物全般

●	調味料（味噌、醤油、調味料関連製品他）
●	加工食品（麺類・菓子類、調味冷凍食品、
　レトルトパウチ食品他）
●	中食（弁当、惣菜）
●	飲料（アルコール含む）

占冠村産メープルシロップ「トペニワッカ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・一般社団法人占冠村木質バイオマス生産組合 10

モチソース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・モチクリームジャパン株式会社 11

もちピザシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 有限会社安田屋 12

小国ジャージーバターサンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ASODELI 13

DREETS CHOCOLAT ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ふたみ青果株式会社 14

茶ノベーゼ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 有限会社海田園黒坂製茶 15

福ノ誉 じゃことらっきょうの生ラー油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 宝福一有限会社 16

おぶせのたまご ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 社会福祉法人くりのみ園 17

とろたまぷりん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・株式会社ましこカンパニー 18

格之進 牛醤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・株式会社門崎 19

Hokkaido Made Baby Potage ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 株式会社Hokkaido Products 21

生パスタ RuRu Rosso フィットチーネ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 留萌・麦で地域をチェンジする会 21

こだわりのベーコン 山わけの逸品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ poro wacca 21

おもっちーず ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・株式会社わらく堂 21

北海道の鮭かさね漬（麹・柚子） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 株式会社北彩庵 21

北海道のかぼちゃの種から搾ったオイル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 株式会社北海道バイオインダストリー 21

りんごde食卓（りんご味噌） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・株式会社エイ・ワンド 21

蔵王バター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ みやぎのあられ株式会社 21

JAPAN X ロース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・丸山株式会社 22

金華さばのハンバーグ（トマト） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・株式会社ヤマトミ 22

つけ魚茶づけ 金目鯛ねぎ塩麹漬 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・株式会社カネシン 22

No.300 Mustard ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ローカルスプーン合同会社 22

BAKKE!（ふきのとう味噌） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ローカルスプーン合同会社 22

つや姫チーズ煎餅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・株式会社マウントスマイル 22

おきたまデラウェアALCOHOL FREE ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山形おきたま農業協同組合 22

だだちゃ豆パスタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 有限会社玉谷製麺所 22

金華鯖ずし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・株式会社エムコーポレーション 20

ごはんにかけるごぼうと昆布 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 株式会社すが野 20

紀州梅真鯛梅 六個入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・株式会社岩谷 20

応募主体

8月31日（金）

9月10日（月）〜25日（火）

10月 5日（金）

10月 23日（火）

〜2019 年 3月

対象産品応 募 対 象

応 募 期 間

審 査 方 法
審 査 基 準

都道府県別
応募総数

実 施
スケジュール

北海道⇨	21 産品
青森県⇨	55 産品
岩手県⇨	18 産品
宮城県⇨	47 産品
秋田県⇨	14 産品
山形県⇨	54 産品
福島県⇨	26 産品

福岡県⇨	14 産品
佐賀県⇨	11 産品
長崎県⇨	23 産品
熊本県⇨	19 産品
大分県⇨	 4 産品
宮崎県⇨	11 産品
鹿児島県⇨	31 産品
沖縄県⇨	11 産品

茨城県⇨	21 産品
栃木県⇨	79 産品
群馬県⇨	13 産品
埼玉県⇨	17 産品
千葉県⇨	10 産品
東京都⇨	68 産品
神奈川県⇨	 7 産品

新潟県⇨	41 産品
富山県⇨	15 産品
石川県⇨	 6 産品
福井県⇨	 5 産品
山梨県⇨	12 産品
長野県⇨	12 産品
岐阜県⇨	15 産品
静岡県⇨	62 産品
愛知県⇨	26 産品

三重県⇨	 6 産品
滋賀県⇨	 8 産品
京都府⇨	 7 産品
大阪府⇨	22 産品
兵庫県⇨	42 産品
奈良県⇨	 9 産品
和歌山県⇨	20 産品

鳥取県⇨	 8 産品
島根県⇨	 9 産品
岡山県⇨	183 産品
広島県⇨	 7 産品
山口県⇨	 8 産品
徳島県⇨	 8 産品
香川県⇨	 4 産品
愛媛県⇨	 8 産品
高知県⇨	 8 産品

北海道・東北 九州・沖縄関	東 中	部 近	畿 中国・四国

※同一企業・団体から複数の産品を応募することができます

※品評会における産品の展示・試食提供等に必要な設備等は、会場を管轄する保健所の指導、および会場施設の衛生管理基準等に則した
　対応となります。予めご了承ください。



6 7

FOOD ACTION NIPPON AWARD 2018 FOOD ACTION NIPPON AWARD 2018

目 次 INDEX 目 次 INDEX

入 賞 産 品 入 賞 産 品

だいずくりーむ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 株式会社しらかわ五葉俱楽部 23

まるごと国産 生七味 40g ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 合名会社高砂屋商店 23

チョコっと桃サンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 株式会社いわきチョコレート 23

茨城いちごの初恋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・農業法人深作農園有限会社 23

茨城めろんの片想い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・農業法人深作農園有限会社 23

こめたまごの燻製 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・茨城農女ファーム 23

豆富屋さんのうの花こんにゃく ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・株式会社小沢食品 23

水戸市常澄産米麺　穂々の空 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・水戸農業協同組合 23
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