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＜第 1回ドレッシング選手権エントリー商品＞ 全 91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。 

 

  製造者または販売元 商品名 所在地 

1 大醤株式会社 キムぽんドレッシング 大阪府 

2 株式会社 HASSOH ニンジンドレッシング 大分県 

3 株式会社 HASSOH カボチャドレッシング 大分県 

4 株式会社よこはまグリーンピース 横浜やさいを楽しむ生ドレッシング「小松菜」 神奈川県 

5 株式会社山忠 海藻ドレッシング くろめ・檸檬 大分県 

6 株式会社山忠 海藻ドレッシング あかもく・柚子胡椒 大分県 

7 Kitchen 国産金ごまドレッシング 和歌山県 

8 有限会社寿々瀧 醤油と麹のドレッシング 新潟県 

9 よしの味噌株式会社 広島レモンのサラダで酢 広島県 

10 ヤマカ醤油株式会社 豆乳マヨ 山口県 

11 道の駅 田原めっくんはうす 田原野彩ドレッシング 愛知県 

12 株式会社九重雜賀 雑賀 柚子ドレッシング 和歌山県 

13 株式会社戸次人 合戦ごぼうドレッシング 大分県 

14 有限会社カスターニャ 瀬戸内玉ねぎドレッシング 広島県 

15 株式会社バーズ・プランニング 椿の島から。 佐賀県 

16 マップフーズ株式会社 ゆずのシーザードレッシング 東京都 

17 ミツイシ株式会社 日向夏ドレッシング 宮崎県 

18 株式会社庄分酢 酢ドレッシング塩麹柚子 福岡県 

19 株式会社穴太ホールディングス 北海道 深み玉ねぎ ドレッシング  千葉県 

20 株式会社穴太ホールディングス 北海道 玉ねぎドレッシング （とうもろこし香味） 千葉県 

21 矢木醤油株式会社 わたしのごほうびドレッシング 淡路島たまねぎと黒酢 兵庫県 

22 株式会社 Hisheri 糸島野菜を食べる生ドレッシング 赤玉葱ジンジャー 福岡県 

23 株式会社 Hisheri 糸島野菜を食べる生ドレッシング あまおう 福岡県 

24 有限会社二反田醤油店中津工場 ノンオイル大分の柚子胡椒ドレッシング 大分県 

25 有限会社二反田醤油店中津工場 白ぶどうビネガードレッシング 大分県 

26 きたみらい農業協同組合 玉ねぎうま塩 北海道 

27 きたみらい農業協同組合 白花豆シーザードレッシング 北海道 

28 株式会社高橋商店 ゆず糀ドレッシング 福岡県 

29 島唐食品合同会社 節照たれ（シークワーサー） 沖縄県 

30 土嶺農園 NEGIのかなめ 青森県 

31 Baan Rey 葉山 Baan Reyドレッシング 神奈川県 

32 株式会社紀文食品 糖質 0 青じそドレッシング 東京都 

33 株式会社紀文食品 糖質 0 胡麻ドレッシング 東京都 
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34 株式会社北海道バイオインダストリー 北海道タマネギドレッシング オリジナル 北海道 

35 安本産業株式会社 くんせいナッツドレッシング 島根県 

36 株式会社医食同源 がごめゆず糀ドレッシング 北海道 

37 株式会社医食同源 がごめオニオンドレッシング 北海道 

38 株式会社ケンちゃんファーム プレミアム玉ねぎドレッシング「赤」 兵庫県 

39 株式会社ケンちゃんファーム プレミアム玉ねぎドレッシング「白」 兵庫県 

40 有限会社旬工房 からだにいいで酢ドレッシング 福岡県 

41 株式会社グラッツェミーレ 青パパイヤとゆずのドレッシング 高知県 

42 東武緑地株式会社ユンニの湯 にんにくドレッシング 北海道 

43 株式会社千萬 木苺畑 香川県 

44 大平食品株式会社 みそドレ（ノンオイル） 長崎県 

45 川中醤油株式会社 すだちオリーブドレッシング 広島県 

46 川中醤油株式会社 まろやか広島れもんドレッシング 広島県 

47 山上ファーム 山上ファームのまるおろしキャロットドレッシング 徳島県 

48 山上ファーム 山上ファームのクリーミーキャロットドレッシング 徳島県 

49 株式会社スマイルーリンク 産地が生んだキャベツ専用塩だれ 愛知県 

50 JAかいふ牟岐女性部 ポンジュレゆう 徳島県 

51 株式会社新進 乳酸菌醗酵玉ねぎドレッシング 群馬県 

52 株式会社新進 乳酸菌醗酵にんじんドレッシング 群馬県 

53 株式会社新進 乳酸菌醗酵むらさき芋ドレッシング 群馬県 

54 エクセルフーズ株式会社 玉ねぎドレッシング 鹿児島県 

55 株式会社まるりょう野澤商店 かずドレ 北海道 

56 株式会社純浦商店  野菜のにがてな奥さんが作ったドレッシング オリジナルオニオン 鹿児島県 

57 株式会社たかはたファーム YAMAGATAドレッシング和風山形セルリー 山形県 

58 株式会社たかはたファーム YAMAGATAドレッシング マッシュルームと深炒り玄米粉 山形県 

59 株式会社たかはたファーム YAMAGATAドレッシング 辛味噌とネギ 山形県 

60 ＡＩＳＨＩＳＵ株式会社 みかん＆いよかんドレッシング 愛媛県 

61 カナカン株式会社 俺たちのドレッシング 石川県 

62 株式会社グルメストーリー JAPONIAニッポンのドレッシング 愛知県 

63 株式会社グルメストーリー JAPONIA地中海のドレッシング 愛知県 

64 呑み家 鼓童～こわっぱ～ 野菜が好きになる蜂蜜ドレッシング 静岡県 

65 株式会社フンドーダイ 阿蘇バジルドレッシング 熊本県 

66 株式会社フンドーダイ JA あしきたサラたまちゃんドレッシングでこぽん 熊本県 

67 株式会社田丸屋本店 Meets Wasabi バルサミコドレッシング 静岡県 

68 株式会社ブォナージョ クセになっちゃうドレッシング 京都府 

69 辻製油株式会社 みえどれ マイヤーレモン 三重県 

70 気仙沼水産資源活用研究会 ほやドレ たまねぎ 宮城県 
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71 ENNES株式会社 フルーツドレス【マンゴー】 東京都 

72 ENNES株式会社 フルーツドレス【フランボワーズ】 東京都 

73 中川青果店 野菜がおいしいドレッシング 富山県 

74 株式会社 Lohastyle にんじんドレッシング 愛知県 

75 株式会社武居商店 オリジナルソース 神奈川県 

76 徳島産業株式会社 シェフの厨房オリジナル 徳島県 

77 徳島産業株式会社 シェフの厨房 オリーブオイルとシチリア産レモンの玉ねぎドレッシング 徳島県 

78 徳島産業株式会社 たっぷりにんじんドレッシング 徳島県 

79 株式会社フタバ 玄米黒酢とオニオンソテーのこく旨ドレッシング 新潟県 

80 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 

81 チョーコー醤油株式会社 長崎素材ドレッシング 長崎県産焼きあご使用和風だししょうゆ 長崎県 

82 チョーコー醤油株式会社 長崎素材ドレッシング 大村産黒田五寸にんじん使用スウィートベジタブル 長崎県 

83 チョーコー醤油株式会社 プレミアムドレッシング九州産野菜 長崎県 

84 チョーコー醤油株式会社 プレミアムドレッシングゆず 長崎県 

85 福山黒酢株式会社 黒酢ドレッシング  生姜 鹿児島県 

86 福山黒酢株式会社 黒酢ドレッシング  オニオン 鹿児島県 

87 株式会社 IEC ごまドレッシング 福岡県 

88 株式会社 IEC パクチードレッシング 福岡県 

89 パイアソン株式会社 天下一の味胡麻ドレッシング 東京都 

90 株式会社茂里商店 おおいた乾しいたけと玉ねぎの無限だれ 大分県 

91 株式会社 YOKOYAMA TONGARI 東京都 

 


