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一般社団法人日本野菜ソムリエ協会（所在地：東京都中央区、理事長：福井栄治 以下当協会）

は、調味料の魅力を社会に広めるイベント『調味料選手権 2020』を調味料の日を記念して本年

も開催しました。  

11 回目を迎える今回は、全国各地から過去最多 161 品の調味料がエントリーされ、調味料ソム

リエら食の専門家による一次専門家食味審査会で選抜された 33品が 11月 3日（火・祝）の最終

審査会およびWEB投票・販売に臨みました。 

当日は会場である東急プラザ銀座にて総勢 450名ほどの一般来場者に「食べてみたい・購入して

みたい調味料」に投票いただき、会場にて商品の販売をしました。また同時開催として調味料選

手権公式 Instagramで「いいね！」による投票、日本野菜ソムリエ協会公式 ECサイトで販売を

行いました。全ての投票および購入を得点化し、一次専門家食味審査会の得点にて総合 1 位～3

位を決定。また商品の独自性や個性を評価した各部門最優秀賞、特別審査員による特別賞が発表

いたしました。 

 

■調味料選手権公式 Instagram @eventchomiryo     ■日本野菜ソムリエ協会 ECサイト 

https://www.instagram.com/eventchomiryo/     https://revege.shop-pro.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調味料選手権 2020 No.1調味料決定！ 

栄冠は ジョン事務所合同会社 の『 LOVEPAKU 』 

～コロナ禍で今年はリアルイベントとWEBの融合にて開催～ 

 

https://www.instagram.com/eventchomiryo/
https://revege.shop-pro.jp/
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■調味料選手権について 

新しい調味料の斬新性やインパクト・使用用途などを評価し、新しい可能性の掘り起こしに寄与

します。全国各地の知る人ぞ知るご当地調味料やメーカーいちおしの調味料を発掘し、社会にそ

の存在を広く知らしめるきっかけとなることを目的としています。調味料の魅力を社会に広め、

調味料業界がいっそう活性化することを目指し、当協会が記念日として登録している 11月 3日

「イイ味覚の日/調味料の日」に、これまで 11年間、最終審査会および表彰式を実施してきた品

評会形式のイベントです。 

 

 

■総合１位 

LOVEPAKU / ジョン事務所合同会社 

国産材料にできるだけこだわり、生の野菜やハーブを手作業でしかできない 

工程も含めて生産しています。その手間のかかる製法により最高の風味や 

舌触りを生み出しています。 

 

 

 

■総合 2位 

桜坂観山荘のだし / 株式会社 観山 

素材は上質な国産を厳選し、化学調味料や保存料を含まない出汁パックです。

またアレルギーで困っている方にも安心して使って頂ける様に小麦・大豆 

などのアレルゲンも含んでいません。 

料亭の女将が自宅で家族に食べさせるならと開発した口福だし。 

 

 

 

■総合 3位 

ハイサイペースト / 株式会社リシコン 

レモングラスの香りが食欲を刺激します。色々な料理に使えて、美味しさ 

を無限大にする調味料です。スプーン１杯でアジアンテイストへ誘います。 

 

 

 

 

調味料選手権 最終審査会 概要 

  【会場】 

 開 催 日 ： 2020年 11月 3日（火・祝） 審  査 ： 来場者による投票・販売 

 開催時間 ： 11:00～18:00 参 加 費 ： 無料（どなたでもご参加可能） 

 会  場 ： 東急プラザ銀座 （東京都中央区銀座５-2-1） 

   

【WEB】   

 開催期間 ： 2020年 10月 27日（火）～2020年 11月 15日（日）   

 審  査 ：調味料選手権公式 Instagram投稿のいいね！数 

https://www.instagram.com/eventchomiryo/ 

日本野菜ソムリエ協会 ECサイトでの販売数 

https://revege.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2666864&csid=0 

上記と一次専門家食味審査会の得点を加味した上で総合 1～3位を決定。 

https://www.instagram.com/eventchomiryo/
https://revege.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2666864&csid=0
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【2020年度調味料選手権 入賞全 33商品と受賞一覧】 *記載はエントリー順 
  

 製造者または販売元 商品名 所在地 賞名 

１ JVC_TOKYO モイオットチャン 東京都 世界の調味料部門 最優秀賞 

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 酢部門 最優秀賞 

３ ミツイシ株式会社 日向夏ドレッシング 180ml 宮崎県  

４ ENNES株式会社 Framboise Salt 東京都 塩部門 最優秀賞 

５ 佐々長醸造株式会社 岩手・老舗の白だし 岩手県 出汁部門 最優秀賞 

６ ジョン事務所合同会社 LOVEPAKU 東京都 総合 1 位 

７ 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 ご当地部門 最優秀賞 

８ 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 ドレッシング部門 最優秀賞 

９ 福山黒酢 株式会社 プレミアム黒酢ぽん酢 柚子 鹿児島県 鍋部門 最優秀賞 

10 有限会社小笠原フルーツガーデン 薬膳島辣油 東京都 スパイス部門 最優秀賞 

11 株式会社かわかみ 芦屋の食卓 みそだれ 大阪府  

12 津奈木漁業協同組合 FRESH BASIL OIL 熊本県  

13 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  

14 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 パッケージ賞 

15 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  

16 合名会社まるはら 鮎魚醤 大分県 おもてなし賞 

17 株式会社マルハチ村松 だしプレッソ 鰹節 静岡県 ニューノーマル賞 

18 株式会社 やますえ だしスープっ鯛 ‼ 福岡県 インパクト賞 

19 株式会社ごとう醤油 パステルムーストマト海老 福岡県 パンのおとも部門 最優秀賞 

20 オタフクソース株式会社 和ピクルスの酢 ５００ｍｌ 広島県 アスリートフード賞 

21 隆兵そば 登龍味噌 京都府 みそ部門 最優秀賞 

22 株式会社飛騨ハム 飛騨牛味噌つくだ煮 岐阜県  

23 鷹取醤油株式会社 備前の國 味噌ぽん酢 岡山県  

24 株式会社新丸正 食べるだし醤油 140g 静岡県 しょうゆ部門 最優秀賞 

25 株式会社フジノネ あおさなのさ 静岡県 ご飯のおとも部門 最優秀賞 

26 株式会社わたや みどりのラー油 新潟県 辛味部門 最優秀賞 

27 但馬漁業協同組合 海神の醤 兵庫県  

28 
株式会社リシコン ハイサイペースト 

沖縄県 
総合 3 位 

万能調味料部門 最優秀賞 

29 有限会社三角屋水産 万能塩鰹茶漬け 静岡県 日本の伝統調味料部門 最優秀賞 

30 岩井の胡麻油株式会社 金岩井純正胡麻油 金口 神奈川県 審査員特別賞 

31 有限会社アサップ ほおずきチーズスプレッド 新潟県  

32 株式会社 観山 桜坂観山荘のだし 福岡県 総合 2 位 

33 NPO法人日高わのわ会 とまとみそ甘辛 高知県  
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■一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会について  
創立   2001年 8月 7日 
理事長  福井 栄治 
所在地  東京都中央区築地 3-11-6 築地スクエアビル 7階  
事業   野菜ソムリエの資格提供と育成 各種講座やコンテンツの企画開発・提供  
 
■調味料ソムリエ（旧 調味料マイスター）とは 
2006年、日本野菜ソムリエ協会が開発した、調味料のスペシャリストとしての資格および有資
格者のこと。調味料マイスターは 2017年 11月 3日より、調味料ソムリエ協会が運営するも
のとし、資格名称を「調味料ソムリエ」に改変。調味料ソムリエの活躍により、調味料業界が
いっそう盛り上がることのできるよう、資格者の育成をして参ります。 

 
 本件お問合せ先： 一般社団法人日本野菜ソムリエ協会 広報  

東京都中央区築地 3-11-6 築地スクエアビル 7F TEL（03）6278－8829 FAX（03）3541－1337 

URL：https://www.vege-fru.com/ E-MAIL：koho@vege-fru.com 
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