
第31回全国水産加工品総合品質審査会受賞者名簿　

《農林水産大臣賞》

出　　品　　財 企業名 〒 所在地 電話番号 ファックス 代表者氏名

かつおやきぶし　ゆずしょうゆあじ かぶしきがいしゃたかおかしょうてん

鰹焼節　柚しょうゆ味 株式会社髙岡商店 647-0061 和歌山県新宮市三輪崎2467 0735-31-7218 0735-31-6911 高岡　陽市朗

きんかまあなごに うおきくすいさんかぶしきがいしゃ

金華真あなご煮 魚喜久水産株式会社 986-2134 宮城県産石巻市松原町3-27 0225-24-2121 0225-24-2123 菊地 良範

くらづくりほんづけ＠ぐりるけせんぬまさんめかじきせっと だいこうすいさんかぶしきがいしゃ

蔵造り本漬  グリル気仙沼産メカジキセット 大弘水産株式会社 988-0112 宮城県気仙沼市松崎前浜36-1 0226-23-3030 0226-23-5454 小野寺　弘志

ふかうらさーもんぼうずし かぶしきがいしゃでぃめーる

深浦サーモン棒寿司 株式会社ディメール 031-0071 青森県八戸市沼館一丁目10番46号 0178-71-2288 0178-45-4902 木村　興

おとこだましいすもーくかんぱち かぶしきがいしゃひらお

漢魂スモークカンパチ 株式会社ヒラオ 572-0077 大阪府寝屋川市点野5-6-4 072-829-2334 072-828-2634 中岡　正三

《水産庁長官賞》

出　　品　　財 企業名 〒 所在地 電話番号 ファックス 代表者氏名

だしじこみ　やきぼしさば かぶしきがいしゃみずながすいさん

ダシ仕込み　焼き干しサバ 株式会社水永水産 889-0611 宮崎県東臼杵郡門川町尾末9083-1 0982-63-1032 0982-63-5775 黒木　隆一

きんめだいのいちやぼし かぶしきがいしゃやまやす

金目鯛の一夜干し 株式会社山安 256-0804 神奈川県小田原市羽根尾510 0465-23-0011 0465-44-1137 山田　満

わがやのつみれ　さんま かぶしきがいしゃせんれい

わが家のつみれ　さんま 株式会社鮮冷 986-2283 宮城県牡鹿郡女川町市場通り8番 0225-25-5100 0225-25-6100 石森　洋悦

まつかまきんかせっと かぶしきがいしゃまつしまかまぼこ

松かま金華セット 株式会社松島蒲鉾本舗 985-0874 宮城県宮城郡松島町松島字町内120 022-355-9471 022-355-9472 朱　二太

ほんづくりべにざけ ゆうげんがいしゃにいがたたけうち

本造り紅鮭 有限会社新潟たけうち 951-8013 新潟県新潟市中央区柳島町1-2-4 025-226-3705 025-226-3704 竹内　淳一

べにざけきりみむしろまきやまづけ（ちゅうから） かぶしきがいしゃしおがますいさんしょくひん

紅鮭切身筵巻き山漬け(中辛) 株式会社塩釜水産食品 985-0001 宮城県塩竈市新浜町3-29-7 022-364-3181 022-364-3192 岩崎　務

えんぺらーさーもん とうわしょくひんかぶしきがいしゃ

エンペラーサーモン 東和食品株式会社 088-0592 北海道白糠郡白糠町西庶路東3条北3丁目2番地1号 01547-5-2014 01547-5-2329 杉本　力

かずのこくんせいおいるづけ まるほんほんますいさんかぶしきがいしゃ

数の子燻製オイル漬け  丸本本間水産株式会社 063-0865 北海道札幌市西区八軒5条東5丁目4-7 011-756-3011 011-756-3065 梶原　博之

ほたてめしのもと かぶしきがいしゃやまじん

ほたて飯の素 株式会社山神 038-0059 青森県青森市大字油川字岡田262-5 017-763-3380 017-788-4481 神　武徳

ほんかくくじらすもーくべーこん かぶしきがいしゃまるほ

本格鯨スモークベーコン 株式会社マルホ 860-0057 熊本県熊本市西区八島町1005番地 096-355-6351 096-356-4149 本田　司



《東京都知事賞》

出　　品　　財 企業名 〒 所在地 電話番号 ファックス 代表者氏名

きゅうえもん　げんえんだし かぶしきがいしゃはやしきゅうえもんしょうてん

久右衛門　減塩だし 株式会社林久右衛門商店 812-0882 福岡県福岡市博多区麦野5-23-17 092-591-6388 092-581-6335 林　剛一郎

ぎんざけすてぃっくやき かぶしきがいしゃえすけーしょくひん

銀鮭スティック焼き 株式会社エスケー食品 958-0233 新潟県村上市中新保1131番地 0254-72-0810 0254-72-0899 島田　健

しおぶり（かぼすぶり） かぶしきがいしゃやまろわたなべ

塩ぶり（かぼすぶり） 株式会社やまろ渡邉 876-1403 大分県佐伯市米水津宮野浦662番地 0972-36-7165 0972-36-7561 渡邉　正太郎

うまいかずのこ　からしまよねーずあえ かぶしきがいしゃかとうすいさん

うまい数の子　辛子マヨネーズ和え 株式会社加藤水産 077-0043 北海道留萌市旭町3丁目10番18号 0164-43-3333 0164-43-3111 加藤　泰敬

かにみそばーにゃかうだ かぶしきがいしゃかどながすいさん

かにみそバーニャカウダ 株式会社門永水産 684-0034 鳥取県境港市昭和町12-27 0859-44-3011 0859-42-6778 松本　勝志

《大日本水産会会長賞》

出　　品　　財 企業名 〒 所在地 電話番号 ファックス 代表者氏名

そのままたべるかつおすらいす かぶしきがいしゃまるとし

そのまま食べるかつおスライス 株式会社丸俊 891-0114 鹿児島県鹿児島市小松原1丁目46-1 099-266-2211 099-266-2212 横山　恵美

ひみさんまいわしみりんぼし ゆうげんがいしゃなかむらかいさん

氷見産まいわしみりん干し 有限会社中村海産 935-0015 富山県氷見市伊勢大町2-15-35 0766-72-0596 0766-74-5723 中村　雅宏

しずおかさんはちみついりだてまき ゆうげんがいしゃまるせいすいさん

静岡産はちみつ入り伊達巻 有限会社丸生食品 425-0021 静岡県焼津市中港3-5-1 054-629-2068 054-627-7286 松本　一幸

ちょうとくせんかまぼこ　ここん すずひろかまぼこかぶしきがいしゃ

超特選蒲鉾　古今 鈴廣かまぼこ株式会社 250-0032　 神奈川県小田原市風祭245 0465-24-3141 0465-23-2225 鈴木　博晶

にほんさいほくのしゅぞう　くにまれしゅぞうのさけかすをつかったらうすさんまだ
らのかすづけ

かぶしきがいしゃけいてぃふーず

日本最北の酒造 国稀酒造の
酒粕を使った羅臼産まだらの粕漬

株式会社KTフーズ 500-8357 岐阜県岐阜市六条大溝2-6-11 058-268-8225 058-268-8226 栗原　稔

ぶりみそづけ かぶしきがいしゃおおはたしょくひん

ぶり味噌漬け 株式会社大畑食品 851-2206 長崎県長崎市三京町646-23 095-850-3037 095-850-1579 大畑　秀

にしんれもん かぶしきがいしゃたけだしょくひん

ニシンレモン 株式会社竹田食品 040-0076 北海道函館市浅野町3-10 0138-43-1110 0138-43-1113 竹田　寿広

MSCにんしょうむちゃくしょくからしめんたいこ まるいちしょくひんかぶしきがいしゃ

MSC認証無着色辛子明太子 丸市食品株式会社 910-0804 福井県福井市高木中央3丁目2014番地 0776-53-6100 0776-53-8366 勝木　雄次

いせえびとはまぐりのぶいやべーす ゆうげんがいしゃすずいちすいさん

伊勢えびとはまぐりのブイヤベース 有限会社スズ市水産 295-0012 千葉県南房総市千倉町南朝夷1130 0470-44-0662 0470-44-3544 鈴木　基進

やいづかじきのなまはむ かぶしきがいしゃまるいりふーどさぷらい

焼津かじきの生ハム 株式会社マルイリフードサプライ 421-020 静岡県焼津市宗高1475-1 054-625-7014 054-664-0551 寺岡　弘泰

nirasawa
ハイライト表示

nirasawa
ハイライト表示



《全国水産加工業協同組合連合会会長賞》

出　　品　　財 企業名 〒 所在地 電話番号 ファックス 代表者氏名

ほんかれぶし かぶしきがいしゃにしむらあさもりしょうてん

本枯節 株式会社西村浅盛商店 898-0033 鹿児島県枕崎市宮前町166 0993-72-0454 0993-73-1800 西村　協

しらすちっぷす ゆうげんがいしゃやませいすいさん

しらすチップス 有限会社山精水産 437-1621 静岡県御前崎市御前崎486 0548-63-2167 0548-63-5378 清 水 和 臣

さばのわふうとまとに かぶしきがいしゃじゃぱんしーふーず

さばの和風トマト煮 株式会社ジャパンシーフーズ 811-1302 福岡県福岡市南区井尻5-20-29 092-593-7662 092-593-7663 井上　陽一

かいすいかけながし　うなぎかばやき かぶしきがいしゃながさきりくじょうようしょく

海水かけ流し うなぎ蒲焼 株式会社長崎陸上養殖 859-4506 長崎県松浦市志佐町白浜免字岸浜2073-9 0956-72-5535 0956-72-5535 迎居 大嗣

ほたてといかのとろっとしょうゆづけ ごのへすいさんかぶしきがいしゃ

ほたてといかのとろっとしょうゆ漬け 五戸水産株式会社 031-0822 青森県八戸市大字白銀町字三島下24-103 0178-33-0293 0178-33-4174 五戸　睦子

れんじでかいやきみそふう たけわすいさんかぶしきがいしゃ

レンジで貝焼味噌風 武輪水産株式会社 031-0841 青森県八戸市鮫町下手代森32-1 0178-33-0123 0178-33-8561 武輪　俊彦

にしんれもんじめ かぶしきがいしゃかもやすしょうてん

にしんレモンじめ 株式会社鴨安商店 314-0408 茨城県神栖市波崎2468 0479-44-0714 0479-44-4839 鴨川　充治

めんたいこのたまりづけ まえだかいさんかぶしきがいしゃ

明太子のたまり漬 前田海産株式会社 750-0093 山口県下関市彦島西山町4-13-33 083-267-5151 083-266-7101 前田　豊明

さえきごまだし かぶしきがいしゃやまじん

佐伯ごまだし 株式会社ヤマジン 876-1402 大分県佐伯市米水津大字色利浦字関網1808-7 0972-36-7044 0972-36-7043 山田　仁志

おいるさばでぃん　がーりっく ゆうげんがいしゃかねはち

オイルサバディン　ガーリック 有限会社かねはち 410-0842 静岡県沼津市蛇松町18-4 055-952-0001 055-952-7800 杉本　幸仁

nirasawa
ハイライト表示

nirasawa
ハイライト表示



《ノルウェー王国大使賞》

出　　品　　財 企業名 〒 所在地 電話番号 ファックス 代表者氏名

ぴりからししゃもみりん かぶしきがいしゃやまじん

ピリ辛ししゃもみりん 株式会社ヤマジン 876-1402 大分県佐伯市米水津大字色利浦字関網1808-7 0972-36-7044 0972-36-7043 山田　仁志

《オランダ王国大使賞》

出　　品　　財 企業名 〒 所在地 電話番号 ファックス 代表者氏名

せつげっか　あじふらい かぶしきがいしゃわたなべれいしょく

雪月花　アジフライ 株式会社渡辺冷食 296-0011 千葉県鴨川市大里2-1 0470-22-5659 0470-92-5628 渡辺　正美

《カナダ大使館公使賞》

出　　品　　財 企業名 〒 所在地 電話番号 ファックス 代表者氏名

ぎんだらさいきょうづけ（ささまき） あじのはまとうかぶしきがいしゃ

銀鱈西京漬（笹巻） 味の浜藤株式会社 135-0062 東京都江東区東雲2-12-4 03-3527-8927 03-3527-8928 森口　江美子

《アイスランド共和国大使賞》

出　　品　　財 企業名 〒 所在地 電話番号 ファックス 代表者氏名

あかうおほんじこみかすづけ かぶしきがいしゃやまさこうしょう

赤魚本仕込み粕漬 株式会社ヤマサコウショウ 986-0015 宮城県石巻市吉野町3丁目1-43 0225-23-0151 0225-95-8738 佐々木　孝寿



《主婦大賞》　

出　　品　　財 企業名 〒 所在地 電話番号 ファックス 代表者氏名

まぐろおりーぶおいるに かぶしきがいしゃやままさ

まぐろオリーブオイル煮 株式会社山政 425-0035 静岡県焼津市東小川2-4-14 054-626-8003 054-626-1001 田宮 順之

わがやのつみれ　さんま かぶしきがいしゃせんれい

わが家のつみれ　さんま 株式会社鮮冷 986-2283 宮城県牡鹿郡女川町市場通り8番 0225-25-5100 0225-25-6100 石森　洋悦

まつしまおでん かぶしきがいしゃあべぜんしょうてん

松島おでん 株式会社阿部善商店 985-0015 宮城県塩釜市中の島1-11 022-364-2155 022-364-1778 阿部　善久

やいづかじきのなまはむ かぶしきがいしゃまるいりふーどさぷらい

焼津かじきの生ハム 株式会社マルイリフードサプライ 421-020 静岡県焼津市宗高1475-1 054-625-7014 054-664-0551 寺岡　弘泰

なるとかいきょうなまわかめ かぶしきがいしゃあわいちば

鳴門海峡生わかめ 株式会社阿波市場 770-0943 徳島県鳴門市瀬戸町明神字弐軒家3-8 088-612-7433 088-612-7434 上野　伸介

《若者大賞》　

出　　品　　財 企業名 〒 所在地 電話番号 ファックス 代表者氏名

あわゆきちーず　ぶらっくぺっぱー かぶしきがいしゃたかまさ

淡雪チーズ　ブラックペッパー 株式会社髙政 986-2231 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字浜田21番地 0225-53-2854 0225-54-3891 高橋　正樹

かつおやきぶし　ゆずしょうゆあじ かぶしきがいしゃたかおかしょうてん

鰹焼節　柚しょうゆ味 株式会社髙岡商店 647-0061 和歌山県新宮市三輪崎2467 0735-31-7218 0735-31-6911 高岡　陽市朗

だしじこみ　やきぼしさば かぶしきがいしゃみずながすいさん

ダシ仕込み　焼き干しサバ 株式会社水永水産 889-0611 宮崎県東臼杵郡門川町尾末9083-1 0982-63-1032 0982-63-5775 黒木　隆一

ぼうしゅうぎょのかくに ゆうげんがいしゃあるがまりーな

房州魚の角煮 有限会社アルガマリーナ 299-5503 千葉県鴨川市天津1364-3 04-7094-0780 04-7094-2008 金髙　武夫

めんたいこのたまりづけ まえだかいさんかぶしきがいしゃ

明太子のたまり漬 前田海産株式会社 750-0093 山口県下関市彦島西山町4-13-33 083-267-5151 083-266-7101 前田　豊明


