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＜調味料選手権 2021 エントリー商品＞ 全 142商品 
※エントリー順（一部、製造所または販売元ごとにまとめて記載） 

※エントリーシート情報に記載されている製造者または販売元／商品名/所在地です。 

※同一商品で複数部門エントリーいただいている商品も一部ございます。 

 

  製造者または販売元 商品名 所在地 

1 ＧＯＬＤＥＮ ＭＵＳＴＡＲＤ株式会社 十二味唐辛子【ＨIFUMI】 東京都 

2 株式会社ジョイアンドサン ゴリゴリラー油 神奈川県 

3 合同会社だんだん レモコ 島根県 

4 安本産業株式会社 くんせいナッツドレッシング 島根県 

5 宇土市の旬を届ける実行協議会 あさりたっぷりカレー 熊本県 

6 株式会社ミモナ アウトドアスパイス 「ほりにし」 和歌山県 

7 株式会社ミモナ アウトドアスパイス 「ほりにし」 和歌山県 

8 株式会社ミモナ アウトドアスパイス 「ほりにし辛口」 和歌山県 

9 株式会社ミモナ アウトドアスパイス 「ほりにしプレミアム」 和歌山県 

10 株式会社ミモナ アウトドアスパイス 「ほりにしプレミアム」 和歌山県 

11 株式会社浜田屋本店 淡路島ソース 肉専用 兵庫県 

12 博多水炊き さもんじ 博多野菜だれ 福岡県 

13 博多水炊き さもんじ 博多よかぽん 福岡県 

14 博多水炊き さもんじ さもんじの博多胡麻醤油 福岡県 

15 両備ホールディングス株式会社 バジリスタイタリアンドレッシング 岡山県 

16 今井醸造合名会社 飛騨の地味噌・米麹 岐阜県 

17 株式会社京都ハバネロの里 京はばねろ篠ソース 京都府 

18 株式会社リシコン ハイサイソース 沖縄県 

19 呑み家 鼓童～こわっぱ～ プレミアム蜂蜜バルサミコドレッシング 静岡県 

20 呑み家 鼓童～こわっぱ～ 呑み家こわっぱの蜂蜜バルサミコドレッシング 静岡県 

21 センナリ株式会社 オイスターソース 広島県 

22 リードオフジャパン株式会社 東京ハラペーニョ 東京都 

23 リードオフジャパン株式会社 ハーシー チョコレートシロップ 260g 東京都 

24 リードオフジャパン株式会社 ハーシー キャラメルシロップ 230g 東京都 

25 リードオフジャパン株式会社 チョルーラ ホットソース オリジナル 東京都 

26 リードオフジャパン株式会社 チョルーラ ホットソース チポートレ 東京都 

27 株式会社ライフテック マジカルスパイス 福岡県 

28 LA DIVENTARE 讃岐の小さなイタリア食堂のドレッシング 香川県 

29 ペリペリチキン okinawa  ペリペリスパイシーソース 沖縄県 

30 株式会社曽我農園 越冬フルーツトマトケチャップ 新潟県 

31 鶏っこ 鶏焼肉のたれ 山梨県 

32 ハッピーファーム有限会社 ハッピートマトドレッシング 高知県 

33 丸金食品株式会社 丹波黒豆ジャム 香川県 
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34 丸金食品株式会社 安納芋ジャム 香川県 

35 株式会社ヤマト醤油味噌 魔法のおだし 魚醤いしるだし 石川県 

36 ニコニコのり株式会社 海苔佃煮純 国産わさび入 大阪府 

37 キムラ漬物宮崎工業株式会社 ぬか漬け屋の作った浅漬けの素 宮崎県 

38 そうり株式会社 バルサミコ酢の吟上醤油 福岡県 

39 株式会社菜花の里 燻人 千葉県 

40 株式会社菜花の里 房州ひじきのり 千葉県 

41 株式会社相州村の駅 相州牛ドライカレー  神奈川県 

42 株式会社相州村の駅  レモンと塩麹のドレッシング  神奈川県 

43 株式会社村の駅 いただきます！アンチョビドレッシング 静岡県 

44 株式会社村の駅 煮汁王 静岡県 

45 株式会社村の駅 だしの塩【真鯛】 静岡県 

46 三共食品株式会社 豊橋チキンカレー 愛知県 

47 三共食品株式会社 食べるラー油 愛知県 

48 三共食品株式会社 食べるラー油 愛知県 

49 株式会社 FOOD BRAND PROJECT 9Herb＆spice OliveOil 神奈川県 

50 株式会社スマイルーリンク 食べるスタミナ源たれ 愛知県 

51 株式会社秋田屋本店 トースト専用はちみつ 雪白 岐阜県 

52 株式会社 メルクマール グローブ エキストラバージン アボカドオイル 東京都 

53 泉万醸造株式会社 ぬか漬けのたれ 愛知県 

54 泉万醸造株式会社 イヅマン からい醤 愛知県 

55 泉万醸造株式会社 赤から ビネガー味噌 愛知県 

56 泉万醸造株式会社 黄金比 煮魚のたれ 愛知県 

57 株式会社さんべ開発公社 志学のおだし 50袋入り 島根県 

58 髙田食品工業株式会社 バターしょうゆ 福岡県 

59 髙田食品工業株式会社 バターしょうゆめんたい 福岡県 

60 髙田食品工業株式会社 月星 福岡県 

61 株式会社はじまり屋 旬獲 玉ねぎドレッシング 奈良県 

62 鷹取醤油株式会社 備前ノ國 みそポン酢 岡山県 

63 ヤマク食品株式会社 809MISO 味噌と花椒のゴマ油 徳島県 

64 ヤマク食品株式会社 809MISO 味噌とナッツ＆クルトン 徳島県 

65 キッチン UCHINKU 醤トマトソース 香川県 

66 マーケットプラス株式会社 ねむらせ豆腐 宮崎県 

67 鶴味噌醸造株式会社 相撲味噌 福岡県 

68 鶴味噌醸造株式会社 無添加合わせ鶴 福岡県 

69 株式会社花夢うらら 牛乳フォンデュ 長野県 

70 株式会社かわかみ 芦屋の食卓 ブイヤベース 大阪府 

71 株式会社かわかみ 芦屋の食卓 合わせ酢 大阪府 

72 株式会社かわかみ 芦屋の食卓 極みごまだれ 大阪府 
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73 株式会社新丸正 食べる梅ぽん酢 140g 静岡県 

74 株式会社新丸正 食べるめんつゆ 140g 静岡県 

75 powwow farm POWDER8 GARLIC&TULSI 北海道 

76 日本醤油工業株式会社 糀で辛い醤 北海道 

77 日本醤油工業株式会社 北海道野菜のドレッシングスードレとうもろこし 北海道 

78 株式会社ブルーワールド 寿司屋のまかない調味料 福岡県 

79 ナルックスホールディングス株式会社 カメリナオイル 大阪府 

80 株式会社医食同源 がごめゆず糀ドレッシング 北海道 

81 もぐもぐファーム 初恋のゴーヤ 東京都 

82 農業生産法人株式会社ミヤモトオレンジガーデン 塩みかんマリネの素 愛媛県 

83 ミツイシ株式会社 日向夏ドレッシング 295ml 宮崎県 

84 株式会社 ロコファームビレッジ  バター風味しょうゆ  北海道 

85 丸城清酢有限会社 野菜と果実の味力 ソースかつ丼専用ソース 福井県 

86 丸城清酢有限会社 寒熟中濃ソース 福井県 

87 丸城清酢有限会社 福井の味力無添加ソースかつ丼専用ソース 福井県 

88 株式会社 MRC カツオ×カケル 枕崎スパイス うま塩 角瓶 鹿児島県 

89 無限麻辣湯 「無限」の麻辣湯スープ 4食入り 大阪府 

90 無限麻辣湯 「無限」の麻辣湯スープ 4食入り 大阪府 

91 無限麻辣湯 「無限」の麻辣湯スープ 4食入り 大阪府 

92 無限麻辣湯 「無限」の麻辣湯スープ 4食入り 大阪府 

93 ENNES株式会社 柚子のお塩 神奈川県 

94 ENNES株式会社 Framboise Salt 神奈川県 

95 株式会社九重雜賀 雑賀 吟醸赤酢 和歌山県 

96 株式会社九重雜賀 雑賀 吟醸赤酢のすし酢 和歌山県 

97 株式会社まるりょう野澤商店 かずドレ  北海道 

98 キノエネ醤油株式会社 白ぽん酢 千葉県 

99 キノエネ醤油株式会社 白ぽん酢 千葉県 

100 キノエネ醤油株式会社 赤ぽん酢 千葉県 

101 キノエネ醤油株式会社 赤ぽん酢 千葉県 

102 SAKODA.NO.SAKURA 白ネギドレッシング 広島県 

103 SAKODA.NO.SAKURA ブルーベリードレッシング 広島県 

104 株式会社リオ kazusasmoke 有機燻製ピクルスの素 千葉県 

105 有限会社 北創フーズシステム 北海道ドレッシング 山わさび＆チーズ 北海道 

106 河西青果株式会社 玉ねぎ柚子胡椒 兵庫県 

107 合同会社 TONTON やさいのたれ 東京都 

108 有限会社 梅乃葉 夏みかんとお米のとろとろ発酵ソース 山口県 

109 こと京都株式会社 京の九条の葱の油  京都府 

110 西野農園 三宅島の焼き塩 東京都 

111 有限会社フードアトラス ハーブソルトバジル 北海道 
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112 株式会社純正食品マルシマ 有機純正醤油（濃口）新鮮ボトル 広島県 

113 株式会社純正食品マルシマ 国産大豆そぼろのベジ辛醤 広島県 

114 合名会社まるはら にくしょう 大分県 

115 ファームキャニング合同会社 VEGGIE BAGNA ビーツ 神奈川県 

116 株式会社柳屋本店 山椒まぐろ 静岡県 

117 ひなた合同会社 無添加アラジンソース 宮崎県 

118 株式会社成美 ごはんおかわりの素 しゅう君のニラ砂肝 大分県 

119 株式会社成美 ごはんおかわりの素 ちゅん太のしその実きくらげ 大分県 

120 株式会社成美 ごはんおかわりの素 きいちゃんのにんにく 大分県 

121 株式会社茂里商店 椎茸かぼすペッパー 大分県 

122 株式会社 座間味こんぶ ざまみのシークヮーサーぽんず 沖縄県 

123 株式会社 NMTJapan greenPEARL 生胡椒の塩漬け 神奈川県 

124 有限会社三吉商店 NOHEA ヴィーガンマヨ 石川県 

125 有限会社三吉商店 NOHEA ヴィーガンドレッシング 玉ねぎ 石川県 

126 有限会社三吉商店 NOHEA ヴィーガンドレッシングニンジン 石川県 

127 株式会社フタバ ＵＭＡＭＩだし 鰹と昆布 新潟県 

128 株式会社フタバ ＵＭＡＭＩだし 野菜 新潟県 

129 株式会社フタバ 自家製旨辛 神楽南蛮味噌 新潟県 

130 株式会社フタバ だし屋の白だし 新潟県 

131 ハオシーズニングファクトリー 是好醤 茨城県 

132 株式会社 はなれ 大阪とらふぐの会 錦ふぐぽんす 大阪府 

133 オタフクソース株式会社 だしあんかけのたれ ３５０ｇボトル 広島県 

134 オタフクソース株式会社 甘酢あんかけのたれ ３４０ｇボトル 広島県 

135 株式会社 笛吹の華 ジローノスパイス 山梨県 

136 一口マジック 一口マジック 埼玉県 

137 福山黒酢株式会社 桷志田 紅糀黒酢 鹿児島県 

138 福山黒酢株式会社 黒酢ドレッシング  屋久島タンカン 鹿児島県 

139 福山黒酢株式会社 桷志田と九州産果実の黒酢ジャム ブルーベリー 鹿児島県 

140 NSW株式会社 
アロマドレッシング  

（ラベンダー＆ブルーベリー＆水なす） 
大阪府 

141 NSW株式会社 
アロマドレッシング  

（ゆず＆山椒＆白みそ） 
大阪府 

142 NSW株式会社 
アロマドレッシング  

（オレンジ＆ジンジャー＆にんじん） 
大阪府 

 


