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＜調味料選手権 2018 エントリー商品＞ 全 140商品 
※エントリー順 

※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 

ヘベシオロックソルト-細粒- 宮崎県門川町 熊野農園 宮崎県 

無添加へべす果汁 宮崎県門川町 熊野農園 宮崎県 

ＢomＳauce 双葉食品 東京都 

GOLDEN MUSTARD 北山商店 埼玉県 

粉末醤油 粉むらさき 株式会社 愛味亭 広島県 

ゆず山椒 
日の出通商株式会社 

食品カンパニー但馬醸造所 
兵庫県 

燻製酢 薫 スプレー100ML 
日の出通商株式会社 

食品カンパニー但馬醸造所 
兵庫県 

阿蘇の肉ソース 合資会社七福醤油店 熊本県 

ビンゴソース 有限会社たかの 広島県 

駿河餡の恵み桜えび醤油 工房カワイ株式会社 静岡県 

「ふぐの子」醸し漬 吉市醤油店 石川県 

辛い醤 吉市醤油店 石川県 

加賀白山むらさき 吉市醤油店 石川県 

味醪 吉市醤油店 石川県 

みどりのラー油 株式会社わたや 新潟県 

マキシマムオリジナルスパイス 株式会社 中村食肉 樺山工場 宮崎県 

明宝トマトケチャップ 株式会社 明宝レディース 岐阜県 

レッドガーリクモンスタの一滴  株式会社 メイズムランド 茨城県 

郷土の実り 株式会社ホクショク 新潟県 

大和ぽんず 株式会社かめいあんじゅ 奈良ピックルス 大阪府 

飛騨の地味噌 米麹 今井醸造合名会社 岐阜県 

吹屋の紅てんぐ 佐藤紅商店 岡山県 

煎りえごまボトル 株式会社 ＥＮＮ 宮崎県 

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 北海道 

しじみ煮だしスープ 大志食品企画株式会社 北海道 

五島軒 大地のサラダソース とうもろこし 株式会社不二屋本店 北海道 

ソイスコ® 株式会社タカーズ・コーポレーション 奈良県 

オーガニックねり梅 有限会社 深見梅店 和歌山県 

雑賀 万能調味酢（だし酢） お手間とらせ酢 株式会社九重雜賀 和歌山県 

雑賀 すだち だし入りぽん酢 海ぽん山ぽん 株式会社九重雜賀 和歌山県 

雑賀 柚子 寿司召し酢 株式会社九重雜賀 和歌山県 
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雑賀 柚子ドレッシング 株式会社九重雜賀 和歌山県 

豊後椎茸しょうゆ 大分県椎茸農業協同組合 大分県 

「雨乞の極」ピーマン味噌 柴田町商工会女性部 宮城県 

酒蔵仕込 ふくいの本みりん 田嶋酒造株式会社 福井県 

福ノ誉 くだき梅らっきょう 宝福一有限会社 鳥取県 

福ノ誉 旨辛らっきょう味噌 宝福一有限会社 鳥取県 

福ノ誉 じゃことらっきょうの生ラー油 宝福一有限会社 鳥取県 

五島軒 大地のサラダソース えび＆ローズソルト アイビック食品株式会社 北海道 

ゆず＆フレッシュとまとティー Garden DAL Giovanni 和歌山県 

生チャツネ南紀和歌山 Garden DAL Giovanni 和歌山県 

バルサミコソース南紀和歌山 Garden DAL Giovanni 和歌山県 

わさび粗おろし カメヤ食品株式会社 静岡県 

きてか～な の かけて～なイタリアン グリーン近江農業協同組合 滋賀県 

樽の音 うご農業協同組合 秋田県 

瀬戸田の宝 株式会社 ちどり 広島県 

昆布革命 上方仕立て（10ｇ6袋入り） 株式会社 天満大阪昆布 大阪府 

ごまドレッシング Kitchen 和歌山県 

グリーンティー ジュノベーゼ 日本茶の実油協会 千葉県 

国産ねりごま黒 有限会社 鹿北製油 鹿児島県 

有機黒ごま油 有限会社 鹿北製油 鹿児島県 

花ピクル酢 87farm 滋賀県 

がごめオニオンドレッシング 株式会社医食同源 北海道 

がごめ昆布白だしつゆ 株式会社医食同源 北海道 

根昆布醤油 株式会社医食同源 北海道 

がごめ黒酢 株式会社医食同源 北海道 

がごめだしポン酢 株式会社医食同源 北海道 

松前漬手造りセット 株式会社医食同源 北海道 

がごめ昆布おかず手造りセット 株式会社医食同源 北海道 

がごめみそポン酢 株式会社医食同源 北海道 

茶ノ実油 Ｇｏｌｄ Ｔｅａ Ｏｉｌ 株式会社 白形傳四郎商店 静岡県 

いしりぽん酢 有限会社カネイシ 石川県 

三十五割糀みそ とよきち 淀屋 武藤合名会社 福島県 

さがえ唐辛子 株式会社 カイセイ 山形県 

甘麹蜜 あおき味噌株式会社 新潟県 

紡ぎ七味（特製七味） 株式会社たかがきサービスステーション 和歌山県 

紡ぎ山椒（山椒の粉） 株式会社たかがきサービスステーション 和歌山県 

海かおるホイスターソース 気仙沼水産資源活用研究会 宮城県 
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山椒香味油 築野食品工業株式会社 和歌山県 

梅風味 株式会社東農園 大阪府 

温野菜ソース 黒胡椒＆ガーリック 株式会社 サンビシ 愛知県 

白だしぽん酢 株式会社 サンビシ 愛知県 

みよこの七味 神橋亭 茨城県 

柿酢 石井物産株式会社 奈良県 

酒蔵のまかない調味料 煎り酒 天領食品株式会社 岐阜県 

造り酒屋にしかできない塩こうじ 天領食品株式会社 岐阜県 

七味中辛 
有限会社エヌアンドエヌコーポレーション 

屋号ぢんとら 
京都府 

ゴールデンライム プレミアム ペッパーソルト 株式会社 RUSH FARM 福岡県 

ゴールデンライム胡椒 株式会社 RUSH FARM 福岡県 

ピンク醤油華貴婦人 ROSE50 ブリリアントアソシエイツ株式会社 鳥取県 

ピンクだし華貴婦人 ブリリアントアソシエイツ株式会社 鳥取県 

ピンクわさび華貴婦人 ブリリアントアソシエイツ株式会社 鳥取県 

されど塩 藻塩 伯方塩業株式会社 愛媛県 

フルール・ド・セル 伯方塩業株式会社 愛媛県 

金粉七味「華」 そえす 東京都 

ゆふいん手造り味噌 由布市商工会女性部（麹のにわ） 大分県 

ぱしもんビネガー８８０ 新潟柿酢事業協同組合 新潟県 

四万十ゆずドレッシング 四万十の山問屋 山間屋 高知県 

四万十ゆず焼肉のたれ 四万十の山問屋 山間屋 高知県 

氷点下熟成 剣先イカ イカ味噌美人 有限会社 梅乃葉 山口県 

ピュアのおいしい酢（酢部門） 株式会社 日本自然発酵 愛知県 

ピュアのおいしい酢（万能調味料部門） 株式会社 日本自然発酵 愛知県 

お父ちゃんがんばってや青パパイヤドレッシング 株式会社グラッツェミーレ 高知県 

北海道の貝だし 日本醤油工業株式会社 北海道 

たまきくしいの 日本醤油工業株式会社 北海道 

ゆずすこ 株式会社 高橋商店 福岡県 

料理用梅干し「パラパラ梅」 味覚庵／マルヤマ食品株式会社 東京都 

日の出 糖質オフ・減塩ゆずぽんず キング醸造株式会社 兵庫県 

日の出 稲美町産純米本みりん キング醸造株式会社 兵庫県 

マンゴー味噌 株式会社 南郷包装 宮崎県 

激辛のたれ 日東産業株式会社 栃木県 

ピリ辛にんにく味噌だれ 日東産業株式会社 栃木県 

鰹節ドレッシング 日東産業株式会社 栃木県 

万能梅みそ 山口農園 埼玉県 
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Earl Gray Tea Syrup Sauce Mania 東京都 

粒生こしょう 有限会社 林家商会 埼玉県 

島らっきょうぽん酢 株式会社 マキ屋フーズ   沖縄県 

パンケーキにかける醤油 カネヨ醤油株式会社 石川県 

メリリマ りんご酢 有限会社 メリリマ 石川県 

メリリマ・エキストラヴァージン・オリーブオイル 有限会社 メリリマ 石川県 

アホエンオイル～口臭安心ニンニク～ アグリ・アクア倶楽部 千葉県 

温泉焼肉のたれ 肉たらし カレーの大原屋 長野県 

万能椎茸だし 株式会社茂里商店 大分県 

大分県産原木乾椎茸のおかずもろみ 株式会社茂里商店 大分県 

かぼすのしずく（かぼす果汁） あねさん工房株式会社 大分県 

超特選 下総生しょうゆ ちば醤油株式会社 千葉県 

有機納豆のたれ ちば醤油株式会社 千葉県 

三年熟成 純米本味醂 福みりん 株式会社福光屋 石川県 

純米酒粕使用 UMAMISALTプレーン 株式会社福光屋 石川県 

おかか deしょうが 株式会社人作 （松本農園） 長崎県 

みそ deしょうが 株式会社人作 （松本農園） 長崎県 

酢しょうが 株式会社人作 （松本農園） 長崎県 

波照間島産黒糖（荒割） 株式会社 村上商店 大阪府 

天野柿中濃ソース 伊豆の国本舗 静岡県 

天野柿で酢 伊豆の国本舗 静岡県 

パパイヤスパイス しーくにん 岡山食品 天狗のうちわ事業部 鹿児島 

酒蔵の女将仕込み 島らっきょう味噌 崎山酒造廠 沖縄県 

水巻のでかにんにく万能味噌（唐辛子入り） 水巻のでかにんにく協議会 福岡県 

中華の塩 株式会社ディーフィット 東京都 

白トリュフソルト ジャパンソルト株式会社 栃木県 

糀トマト 北杜食品株式会社 山梨県 

清沢式 ぶっかけレモン NPO法人フロンティア清沢 レモン部 静岡県 

宝山味噌・吟醸・粒 合名会社中定商店 愛知県 

鈴木農場マスタード 南魚沼鈴木農場 新潟県 

鮎のみつき 梅谷味噌醤油株式会社 奈良県 

あまごのおおみけ 梅谷味噌醤油株式会社 奈良県 

宮滝 手づくりぽん酢しょうゆ 梅谷味噌醤油株式会社 奈良県 

桷志田 黒酢ぽん酢 胡麻 福山黒酢株式会社 東京都 

桷志田 黒酢ドレッシング キャロット 福山黒酢株式会社 東京都 

エビチリソース 福山黒酢株式会社 東京都 

 


