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＜調味料選手権 2020 エントリー商品＞ 全 161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 JVC_TOKYO モイオットチャン 東京都 

2 櫻井商店 トライレーン株式会社 北海道 昆布酢極 北海道 

3 櫻井商店 トライレーン株式会社 北海道 昆布酢極ハスカップ 北海道 

4 株式会社陣中 牛タン仙台ラ－油 宮城県 

5 宝食品株式会社 ぷちぷち木くらげ 香川県 

6 ＧＯＬＤＥＮ ＭＵＳＴＡＲＤ株式会社 ゴールデンマスタード アリッサ 東京都 

7 ヤマエ食品工業株式会社 和風玉ねぎドレッシング 宮崎県 

8 ヤマエ食品工業株式会社 ノンオイル空飛ぶ玉ネギドレッシング 宮崎県 

9 有限会社鈴香食品 ほたるいかバーニャカウダ 富山県 

10 農事組合法人 丹波山倶楽部 香り舞う 舞茸だし 山梨県 

11 ミツイシ株式会社 日向夏ドレッシング 180ml 宮崎県 

12 ミツイシ株式会社 極み三柑ぽん酢 宮崎県 

13 株式会社レッドアップ トマトｄｅスパイシーソース 1辛 熊本県 

14 南魚沼鈴木農場 スモーク和からしマスタード 新潟県 

15 天栄食品 味付削りぶし 熊本県 

16 株式会社 SHINSEI はちべえトマトの朱い醤油 福岡県 

17 株式会社通宝 海苔職人の百年ふりかけ鰹ビン 熊本県 

18 株式会社天満大阪昆布 昆布革命 上方仕立て 10ｇX6袋 大阪府 

19 ENNES株式会社 Framboise Salt 東京都 

20 ENNES株式会社 Pineapple Salt 東京都 

21 佐々長醸造株式会社 老舗の味 つゆ 岩手県 

22 佐々長醸造株式会社 岩手・老舗の白だし 岩手県 

23 株式会社若翔 ＳＢＦＫ 燻製メープルシロップ 59ml 神奈川県 

24 うすくち文化研究所 料亭万能醤油 白うすくち 兵庫県 

25 うすくち文化研究所 料亭万能醤油 赤こいくち 兵庫県 

26 合資会社七福醤油店 阿蘇の肉ソース３９０ｇ 熊本県 

27 ジョン事務所合同会社 LOVEPAKU 東京都 

28 株式会社じゃばらいず北山 じゃばらぽん酢 じゃぽん 和歌山県 

29 株式会社ファインド・ニューズ ぷちぷち柚子マスタード 大分県 

30 株式会社ファインド・ニューズ メキシカンバジルソース 大分県 

31 株式会社フンドーダイ 透明醤油 熊本県 

32 株式会社 響 日向夏玉ねぎドレッシング 宮崎県 
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33 株式会社 響 日向夏ごまドレッシング 宮崎県 

34 合同会社 びほろ笑顔プロジェクト 美幌とまポン酢 北海道 

35 YUKARI 鰹だし香るアンチョビソース～梅～ 和歌山県 

36 坂元醸造株式会社 鹿児島の黒酢 500ml 鹿児島県 

37 坂元醸造株式会社 黒酢炒め［コクのオイスター醤油］ 165g 鹿児島県 

38 坂元醸造株式会社 黒酢酸辣飯 鹿児島県 

39 株式会社グラッツェミーレ ぞんがいはまるぞねごぼうとごまのドレッシング 高知県 

40 福山黒酢 株式会社 Vintage KAKUIDA 天の調 鹿児島県 

41 福山黒酢 株式会社 桷志田 黒酢ドレッシング オニオン 鹿児島県 

42 福山黒酢 株式会社 さしみ黒酢 鹿児島県 

43 福山黒酢 株式会社 プレミアム黒酢ぽん酢 柚子 鹿児島県 

44 福山黒酢 株式会社 黒ズコ 赤唐辛子 鹿児島県 

45 株式会社秋田まるごと加工 北限のふぐストレートだし「福」 秋田県 

46 有限会社小笠原フルーツガーデン 薬膳島辣油 東京都 

47 ガネーシャ ガネーシャのスパドレ 熊本県 

48 株式会社野村佃煮 ちりめんゆばごはん 京都府 

49 株式会社かわかみ 芦屋の食卓 みそだれ 大阪府 

50 株式会社かわかみ ピリーズ  ポルチーニと胡椒 大阪府 

51 リードオフジャパン株式会社 東京ハラペーニョ 東京都 

52 

53 
上中化成株式会社 第 10のディップガチソース 大阪府 

54 津奈木漁業協同組合 FRESH BASIL OIL 熊本県 

55 天領食品株式会社 飛騨牛がゴロリはいった肉味噌（旨辛ネギ） 岐阜県 

56 天領食品株式会社 飛騨牛がゴロリはいった肉味噌（やみつきカレー） 岐阜県 

57 天領食品株式会社 
飛騨牛がゴロリはいった肉味噌 

（たっぷりしょうが） 
岐阜県 

58 佐藤紅商店 吹屋の紅だるま 岡山県 

59 ヤマク食品株式会社 くだき味噌 白 徳島県 

60 ヤマク食品株式会社 くだき味噌 赤 徳島県 

61 阿部幸製菓株式会社 柿の種のオイル漬け にんにくラー油 新潟県 

62 阿部幸製菓株式会社 柿の種のオイル漬け だし醤油仕立て 新潟県 

63 アルケミスト オオカミ印のたばみそ 山梨県 

64 株式会社フタバ ＵＭＡＭＩだし トマト 新潟県 

65 株式会社フタバ 
春待ちの雪下人参と林檎ビネガーのさわやかドレ

ッシング 
新潟県 

66 株式会社フタバ だし屋の 岩もずくとあおさの佃煮 新潟県 

67 合名会社まるはら 鮎魚醤 大分県 
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68 新島村農業研究会 島唐辛子 青 一味 東京都 

69 株式会社浜田屋本店 七味オニオンソース 兵庫県 

70 株式会社マルハチ村松 だしプレッソ 鰹節 静岡県 

71 株式会社マルハチ村松 だしプレッソ 昆布 静岡県 

72 コスモ食品株式会社 ひろさき屋の無添加根昆布だし 東京都 

73 株式会社 APR TRADING やみつき七味 北海道 

74 株式会社ほくみん 蝦夷屋 食べる！ジンギスカンラー油 北海道 

75 株式会社 OTOGINO 手づくり柚子こしょう 大分県 

76 株式会社スリーピークス 山梨県産乾燥サフラン 山梨県 

77 株式会社油花 花の岬®香々地ひまわり油 180g 大分県 

78 中村化成産業株式会社 ぬりまろ（マシュマロ クリーム）  千葉県 

79 株式会社 やますえ だしスープっ鯛 ‼ 福岡県 

80 株式会社 やますえ 糸島カキだし 福岡県 

81 株式会社ごとう醤油 パステルムースほうれん草ガーリック 福岡県 

82 株式会社ごとう醤油 パステルムーストマト海老 福岡県 

83 オタフクソース株式会社 だしあんかけ ３５０ｇ 広島県 

84 オタフクソース株式会社 和ピクルスの酢 ５００ｍｌ 広島県 

85 株式会社トキワ べんりで酢 360ml 兵庫県 

86 隆兵そば 登龍味噌 京都府 

87 徳島産業株式会社 たっぷりたまねぎポン酢 徳島県 

88 株式会社福光屋 UMAMISALT プレーン 石川県 

89 一般社団法人 ゆずのだいどこ ゆずの万能ダレ 滋賀県 

90 マルマタしょう油合資会社 山椒醤油 大分県 

91 Restaurant MAEKAWA  オリジナルスモークオリーブオイル “fume” 京都府 

92 株式会社 ロコファームビレッジ 雲丹醤油 蒸し雲丹 北海道 

93 株式会社 ロコファームビレッジ 雲丹のバーニャカウダ 北海道 

94 株式会社 ロコファームビレッジ 雲丹鍋の素 北海道 

95 株式会社飛騨ハム ご飯にかける飛騨牛ハンバ具ー（てりマヨ） 岐阜県 

96 株式会社飛騨ハム 飛騨牛味噌つくだ煮 岐阜県 

97 糸島食品 糸島鯛液みそ 福岡県 

98 株式会社門崎 牛醤 岩手県 

99 有限会社 丸井伊藤商店 信州辛味噌スープの素 長野県 

100 合資会社山万加島屋商店 親父と息子の合わせ技 長野県 

101 鷹取醤油株式会社 味噌ぽん酢 岡山県 

102 オリバーソース株式会社 どろソース 兵庫県 

103 オリバーソース株式会社 麻辣どろソース 兵庫県 

104 西野農園 島スコ 東京都 
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105 株式会社新丸正 鰹節屋がつくった鍋だしパック 20g×２P 静岡県 

106 株式会社新丸正 食べるだし醤油 140g 静岡県 

107 株式会社新丸正 鰹節屋がつくったかけるやきとり 130g 静岡県 

108 株式会社フジノネ あおさなのさ 静岡県 

109 株式会社 FoundingBase 落花生ロメスコ 大分県 

110 株式会社わたや みどりのラー油 新潟県 

111 豊由湖 株式会社 鰹旨味発酵塩（オリジナル）２０ｇ 高知県 

112 但馬漁業協同組合 海神の醤 兵庫県 

113 株式会社村の駅 男泣きツンから節 静岡県 

114 株式会社村の駅 うま塩だれ 静岡県 

115 株式会社村の駅 静岡産かつお節エキス ねこんぶだし 静岡県 

116 株式会社リシコン ハイサイペースト 沖縄県 

117 株式会社リシコン ハイサイソース 沖縄県 

118 ブレッシングフェバー株式会社 コクデール鶏だし 熊本県 

119 高瀬味噌販売株式会社 ぼたん鍋用みそ 兵庫県 

120 東商事株式会社 えごま粒味噌 秋田県 

121 株式会社茂里商店 椎茸かぼす塩 大分県 

122 有限会社三角屋水産 万能塩鰹茶漬け 静岡県 

123 有限会社三角屋水産 万能だし塩 静岡県 

124 株式会社トフラップ かけるな危険！やみつき塩こしょう 香川県 

125 

126 
株式会社ハンドライフ・クリエイト 宗紀グランマスタード ドレ 香川県 

127 

128 
株式会社ハンドライフ・クリエイト 宗紀グランマスタード ノワール 香川県 

129 

130 
株式会社ハンドライフ・クリエイト 宗紀グランマスタード カレス 香川県 

131 株式会社医食同源 がごめみそポン酢 北海道 

132 株式会社医食同源 がごめ昆布おかず手造りセット梅かつお 北海道 

133 株式会社医食同源 ふりふり大麦サラダ磯風味 北海道 

134 株式会社医食同源 鮭節だし 北海道 

135 BAR kukku バークックのアチャール deごはん 徳島県 

136 岩井の胡麻油株式会社 金岩井純正胡麻油 金口 神奈川県 

137 岩井の胡麻油株式会社 岩井のごま辣油 神奈川県 

138 株式会社伊豆・井田塩研究所 千年井田塩 静岡県 

139 株式会社 SABATINO JAPAN TRUFFLE ZEST HOT 東京都 

140 有限会社アサップ ほおずきドレッシング 新潟県 

141 有限会社アサップ ほおずきチーズスプレッド 新潟県 
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142 株式会社蔵元中野商店 寿酢 京都府 

143 株式会社マキ屋フーズ 島らっきょうぽん酢 沖縄県 

144 株式会社鮑屋 魚醬塩 神奈川県 

145 八百三 柚味噌 京都府 

146 有限会社片口屋 鰤塩 富山県 

147 株式会社 観山 桜坂観山荘のだし 福岡県 

148 株式会社 観山 野菜たっぷりスパイシーソース 福岡県 

149 NPO法人日高わのわ会 とまとみそ甘辛 高知県 

150 有限会社オレンジ農園 かぼすポン酢 大分県 

151 株式会社 シマヤ アマニ粒入り肉みそ 170ｇ 山口県 

152 有限会社伊藤漬物本舗 いぶりががっこタルタルソース燻 秋田県 

153 べっぴん奈良漬け 和風らー油 べっぴん奈良漬 奈良県 

154 タケサン株式会社 さわやかオリーブドレッシング 香川県 

155 タケサン株式会社 朝摘みバジルドレッシング 香川県 

156 株式会社森藩別邸 森海の神塩 大分県 

157 株式会社 リオ ｋａｚｕｓａ－ｓｍｏｋｅ 燻 MAYO（くんマヨ） 千葉県 

158 兵庫六甲農業協同組合阪神営農総合センター ゴロッとトマト 兵庫県 

159 株式会社フューチャーメソッド 薬膳だし 東京都 

160 キッコーマン食品株式会社 Bottle Brew 千葉県 

161 有限会社熊野鼓動 柑橘系うま辛調味料じゃばすこ 和歌山県 

 


