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＜調味料選手権 2019 エントリー商品＞ 全 140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商品名／製造者または販売元／所在地です。 

 

 商品名  製造者または販売元  所在地  

1 華燭 醴塩 豊酒造株式会社 福井県 

2 ゴールデンマスタード GOLDEN MUSTARD株式会社 東京都 

3 ゴールデンマスタード（ブラック） GOLDEN MUSTARD株式会社 東京都 

4 甘えびオイル 有限会社蝦名漁業部 北海道 

5 甘えびのフレークトマト 有限会社蝦名漁業部 北海道 

6 甘えびのフレークプレーン 有限会社蝦名漁業部 北海道 

7 京さわらの旨味だし 福島鰹株式会社 京都府 

8 ほたるいかディップソース 有限会社鈴香食品 富山県 

9 甘えびディップソース 有限会社鈴香食品 富山県 

10 オオサカニクポン 株式会社西友フーズ 大阪府 

11 京都・丹波バジルおいる 株式会社京都ものがたり 京都府 

12 王様のマスタード 株式会社まるごと食品 広島県 

13 高活性みつまた炭すうもん 株式会社 Nepari 徳島県 

14 桷志田プレミアムぽん酢 柚子 福山黒酢株式会社 鹿児島県 

15 桷志田ぽん酢 鰹 福山黒酢株式会社 鹿児島県 

16 肉やわらか酵素糀 福山黒酢株式会社 鹿児島県 

17 国産車えびじゃん（醤） 株式会社高橋商店 福岡県 

18 のりクロ 125g 株式会社高橋商店 福岡県 

19 フルムーン・ホワイトバルサミコ・12年熟成 株式会社 MJX 愛知県 

20 郡上の醤（ひしお） 株式会社 MJX 愛知県 

21 瀬戸内の醤（ひしお）燻製 株式会社 MJX 愛知県 

22 エキストラヴァージンオリーブオイル・クラディウン 100ml 株式会社 MJX 愛知県 

23 エキストラヴァージンオリーブオイル・アサーダ・レモン 100ml 株式会社 MJX 愛知県 

24 テーブルランド シナノブラウンなめ茸 固形量 70％ 180g テーブルランド株式会社 東京都 

25 あまからや七味香辛料 伊豆あまからや 静岡県 

26 わさびの七味辛子 伊豆あまからや 静岡県 

27 からあげのお酢タレ（500ml） 和乃美 wanobi 京都府 

28 高知県産生姜・ゆず使用 生姜ぽん酢 360ｍｌ 株式会社 坂田信夫商店 高知県 

29 宮崎辛飯おかずラー油 株式会社ウェルネス 宮崎県 

30 東京ハラペーニョ リードオフジャパン株式会社 東京都 

31 大阪こんぶ ペン型容器 株式会社 天満大阪昆布 大阪府 

32 酒粕白酢「月下」 300ml 株式会社 MIKURA 三重県 
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33 酒粕白酢「月下」 70ml 株式会社ＭＩＫＵＲＡ 三重県 

34 ご飯にかける飛騨牛ハンバ具ー 株式会社飛騨ハム 岐阜県 

35 BomSauce 双葉食品 東京都 

36 Dashiオイル ボニートジャパン株式会社 東京都 

37 Dashiスパイス（かつお＆山椒） ボニートジャパン株式会社 東京都 

38 ガネーシャのスパドレ ガネーシャ 熊本県 

39 ガネーシャのホットマサラ ガネーシャ 熊本県 

40 トリュフ ZEST 株式会社 SABATINO JAPAN 東京都 

41 トリュフ醤油 株式会社 SABATINO JAPAN 東京都 

42 美幌とまポン酢 合同会社 びほろ笑顔プロジェクト 北海道 

43 満月の GHEE 株式会社 nD 東京都 

44 有機 JAS特選こいくち法隆寺醤油 200ml新鮮ボトル入り ニシキ醤油株式会社 奈良県 

45 阿蘇バジルペースト 有限会社阿蘇健康農園 熊本県 

46 茶ノ実油ドレッシング「みかん」 株式会社白形傳四郎商店 静岡県 

47 みかんと茶ノ実油のマヨネーズ 株式会社白形傳四郎商店 静岡県 

48 坦々肉みそ風 有限会社田中醤油店 大分県 

49 たまごかけごはんの素 有限会社味源 香川県 

50 桑折宿伊達の味熟ソース 安齋醸造有限会社 福島県 

51 椿醤 五島の椿株式会社 長崎県 

52 ひまわり油 株式会社デクノボンズ 岩手県 

53 燻製 薫紫 スモーク醤油 末廣醤油株式会社 兵庫県 

54 酒蔵のまかない調味料 煎り酒 天領食品株式会社 岐阜県 

55 メリリマ シーソルト 有限会社メリリマ 石川県 

56 こまつなのやみつきオイル 兵庫六甲農業協同組合 兵庫県 

57 秋田県産えごま油「翡翠」 東商事株式会社 秋田県 

58 昆布の水塩 海≒17％ 株式会社松前屋 大阪府 

59 琥珀だし 割烹太喜 大分県 

60 ちりめんゆばごはん 株式会社野村佃煮 京都府 

61 ねり胡麻 白 株式会社 祇園むら田 京都府 

62 お米のシロップ 株式会社アグリード 山口県 

63 フルーツガーリック・ソルト 株式会社創造工房 京都府 

64 おいしい大豆マヨたれ 株式会社 FOOD BRAND PROJECT 神奈川県 

65 弥平一味 香貴丸 滋賀県 

66 雲丹醤油 株式会社ロコファームビレッジ 北海道 

67 アイキハーブ＆スパイスソルト（オリジナル） AiKi SPiCE 宮崎県 

68 天塩 まろやか塩レモン 株式会社 天塩 東京都 

69 山口の惠 車えびみそ漬けの雫 有限会社 山世水産 山口県 
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70 燻製にんにく醤油 小豆島燻製工房つまみや 香川県 

71 ピリーズ ポルチーニと胡椒 株式会社かわかみ 大阪府 

72 芦屋の食卓 ノンオイルドレッシング＜黒ごま＞ 株式会社かわかみ 大阪府 

73 乙女の花ドレ コスモスドレッシング 宮園たんぽぽの会 福岡県 

74 極だし醤油 株式会社ファンケル 神奈川県 

75 火の如く 株式会社 笛吹の華 山梨県 

76 大辛ファイヤー！ 株式会社森本研究所 もりのいえ 岐阜県 

77 旬の野菜ドレッシング 完熟トマト 株式会社ごとう醤油 福岡県 

78 ラム屋の七味 
株式会社オペレーションファクトリー （ラム

焼き肉専門店 lamb ne) 
東京都 

79 糀ぎょうさん生味噌 糀屋雨風 大阪府 

80 粉末塩糀 糀屋雨風 大阪府 

81 美ーツドレッシング vege fru ハーモニー   岩手県 

82 愛情料理これ一本味付け醤油 有限会社濵口醤油 広島県 

83 いりこの白だしこれ一本うすいろ仕立て 有限会社濵口醤油 広島県 

84 ふんわり 鯖ふりかけ 漁村女性グループめばる 大分県 

85 土佐の赤かつおんにく味 株式会社上町池澤 高知県 

86 天才ビートくんシロップ 北海道ビート黒糖株式会社 北海道 

87 発酵のちから サクサクしょうゆアーモンド キッコーマンこころダイニング株式会社 東京都 

88 めぐみの雫 有限会社 青椒 兵庫県 

89 万能塩鰹茶漬け（箱入） 有限会社三角屋水産 静岡県 

90 GARDEN SPICE EXOTIC SPICE MIX 有限会社三角屋水産 静岡県 

91 深み玉葱ドレッシング アイビック食品株式会社 北海道 

92 鰹魂一滴 指宿山川水産合同会社 鹿児島県 

93 海老みそのうまみたっぷり 濃厚えびだし 株式会社フタバ 新潟県 

94 ほたてのうまみたっぷり 濃厚ほたてだし 株式会社フタバ 新潟県 

95 あさりのうまみたっぷり 濃厚あさりだし 株式会社フタバ 新潟県 

96 ＵＭＡＭＩだし 野菜 株式会社フタバ 新潟県 

97 旨塩どんこ 株式会社 RELAY 大分県 

98 乳酸菌醗酵野菜にんじんドレッシング 株式会社 新進 群馬県 

99 キッチンバジルドレッシング Ｋitchen 和歌山県 

100 お茶漬けもろみ 株式会社茂里商店 大分県 

101 香ばしいＵＭＡＭＩ椎茸パウダー 株式会社茂里商店 大分県 

102 北海道産たまねぎでつくったおいしいイタリアン生ドレッシング     株式会社三恵 リストランテカリーナ 北海道 

103 がごめみそポン酢 株式会社医食同源 北海道 

104 がごめオニオンドレッシング 株式会社医食同源 北海道 

105 海峡塩 株式会社医食同源 北海道 
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106 海峡漬手造りセット生姜味噌ダレ 株式会社医食同源 北海道 

107 たれ de松本 赤鬼 有限会社アール・アルチザン 福島県 

108 発酵ベジマヨ 企業組合ビュースパイア 滋賀県 

109 純鬼辛 株式会社マキ屋フーズ 沖縄県 

110 島らっきょうドレッシング 株式会社マキ屋フーズ 沖縄県 

111 真きび醋 タイケイ製糖 鹿児島県 

112 黒にんにくドレッシング ぼうがいっぽん 三重県 

113 ミモレ農園 生姜の甘みぞれソース 株式会社ビーエムディー 岡山県 

114 14代一精の万能酢 株式会社 庄分酢 福岡県 

115 日向夏玉ねぎドレッシング 株式会社 響 宮崎県 

116 日向夏ごまドレッシング 株式会社 響 宮崎県 

117 日向夏ぽん酢 株式会社 響 宮崎県 

118 金の雲丹醤油 下関水陸物産株式会社 山口県 

119 うに屋の 雲丹まぜご飯の素 下関水陸物産株式会社 山口県 

120 椎茸ベーゼ 農事組合法人 湯布院きのこ村 大分県 

121 あいおの海老塩 
山口県漁業協同組合 吉佐支店 山口支

所 秋穂女性部 
山口県 

122 しあわせ月桃塩 しあわせ月桃株式会社 東京都 

123 北海道深み玉葱ドレッシング 焼きとうもろこし香味 株式会社北海道バイオインダストリー 北海道 

124 キサイチすし酢・江戸前の味 私市醸造株式会社 千葉県 

125 マヨネーズ 私市醸造株式会社 千葉県 

126 九重 カンタン酢の物 万能です。 株式会社九重雜賀 和歌山県 

127 上下野草そると 上下町商工会女性部 広島県 

128 GIUSTI ホワイトバルサミコ ジャパンソルト株式会社 東京都 

129 いろは醤油 株式会社 RIKKA 大阪府 

130 漁師物語 白のあさり 株式会社サンヨー 山口県 

131 漁師物語 赤のあさり 株式会社サンヨー 山口県 

132 みそポン酢 鷹取醤油株式会社 岡山県 

133 すりばち荘秘伝調味料 すりばち荘 群馬県 

134 国産菜種油ほうれん草（プラスオイルほうれん草） 肥後製油株式会社 熊本県 

135 トマトのお酢 マグワートトマト 青森県 

136 トマトのチリソース マグワートトマト 青森県 

137 トマトのポン酢 マグワートトマト 青森県 

138 トマトのお塩 マグワートトマト 青森県 

139 柿の種のオイル漬け にんにくラー油 阿部幸製菓株式会社 新潟県 

140 柿の種のオイル漬け ピーナッツバター 阿部幸製菓株式会社 新潟県 

 


