
第32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

いわしのこたたみしらす ゆうげんがいしゃかねなかしょうてん

いわしの子たたみしらす 有限会社カネナカ商店 421-0123 静岡県静岡市駿河区石部2-15 054-259-2625 054-257-3446 野仲　啓史

ほやたまご ゆうげんがいしゃまるきちあべしょうてん

ほやたまご 有限会社マルキチ阿部商店 986-2283 宮城県牡鹿郡女川町市場通り5番1 0225-53-2505 0225-53-2404 阿部　淳

ごはんのいちばんのり かぶしきがいしゃあわびや

ごはんの一番海苔 株式会社鮑屋 250-0021 神奈川県小田原市早川1-4-10 0465-22-5185 0465-22-5190 市川　将史

かずちー いはらすいさんかぶしきがいしゃ

カズチー 井原水産株式会社 077-0005 北海道留萌市船場町1丁目24番地 0164-43-0001 0164-43-4707 井原　慶児

きゃんど みなみさんりくさんぎんざけのしょうゆに かんづめ 180g まるやすいさんかぶしきがいしゃ

CANNED 南三陸産銀鮭の醤油煮缶詰 180g マルヤ水産株式会社 989-2301 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字一里原141-1 0223-34-8358 0223-34-8359 千葉 卓也

《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

おふくわけ(かつおけずりぶし) ゆうげんがいしゃはたのすいさん

お福分け(かつお削り節) 有限会社畑野水産 898-0025 鹿児島県枕崎市立神本町87 0993-72-5592 0993-72-8355 畑野　涼太

かりっとこざかなくん30g まるともかぶしきがいしゃ

「カリッと小魚くん 」30ｇ マルトモ株式会社 799-3192 愛媛県伊予市米湊1696番地 089-982-1151 089-983-5480 今井　均

”ざくっ”とまるごとおさかな かもいしょくひんこうぎょうかぶしきがいしゃ

”ザクッ”っとまるごとお魚 カモ井食品工業株式会社 710-8678 岡山県倉敷市中島1138 086-465-3040 086-466-3422 鴨井　恒夫

こくさんげんりょう100%しよううこっけいらんだてまき ゆうげんがいしゃまるせいしょくひん

国産原料100%使用烏骨鶏卵伊達巻 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

こんねば かぶしきがいしゃやまいし

ＫＯＮｎｅｖａ 株式会社山石 722-0008 広島県尾道市吉和町4904-1 0848-25-3990 0848-22-2445 山本　修

くまもとけんありあけかいさん　むげんやみつきのり かぶしきがいしゃとりとんふーづ

熊本県有明海産　無限やみつきのり 株式会社トリトンフーヅ 869-0462 熊本県宇土市城塚町169-1 0964-23-0010 0964-23-3828 髙木　良樹

げんせんもりあわせ　はかたさちもり かぶしきがいしゃあきらすいさん

厳選盛合わせ　博多幸盛り 株式会社アキラ水産 810-0072 福岡県福岡市中央区長浜三丁目11番3-711 092-711-6601 092-715-3293 上田　浩祐

おおぶりしめさば（5える） かぶしきがいしゃやまよ

大振りしめさば（5L） 株式会社ヤマヨ 031-8557 青森県八戸市江陽四丁目10番24号 0178-24-3211 0178-24-1783 藤田　和弘

「しごくのいっぱい」3しゅせっと（はらこめし・ほっきめし・かきめし） すえながすいさんかぶしきがいしゃ

「至極の一杯」3種セット（はらこ飯・ほっき飯・かき飯） 末永海産株式会社 986-2114 宮城県石巻市塩富町2-5-73 0225-24-1519 0225-24-1547 末永　寛太

かつおぶしかおるしにせのちまき かぶしきがいしゃやなぎやほんてん

かつお節香る老舗のちまき 株式会社柳屋本店 425-0035 静岡県焼津市東小川2丁目1番10号 054-628-6108 054-629-7141 村松　康範



《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

ながさきけんさん　けんさきいかひらきぼし ゆうげんがいしゃかしわぎすいさん

長崎県産　剣先いか開き干し 有限会社柏木水産 851-2211 長崎県長崎市京泊3丁目14番16号 095-850-3111 095-850-3088 柏木　俊彦

べにかにほぐし まるよしょくひんかぶしきがいしゃ

紅かにほぐし 45g マルヨ食品株式会社 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住1234 0796-36-0215 0796-36-2100 中村　善則

かわまでおいしいぶりのしおこうじ かぶしきがいしゃりざえもん

皮まで美味しいブリの塩糀 株式会社利左エ門 295-0004 千葉県南房総市千倉町瀬戸2908-1 0470-44-0371 0470-44-0331 大川　晃

ぷれみあむいかのくろづくり かぶしきがいしゃかわむらすいさん

プレミアムいかの黒作り 株式会社川村水産 936-0048 富山県滑川市三穂町1666 076-475-7058 076-475-6334 川村　雅江

ほたてかいばしらすもーく かぶしきがいしゃでぃめーる

帆立貝柱スモーク 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

《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

くんせいいわし まるとくどうすいさんかぶしきがいしゃ

燻製いわし マルト工藤水産株式会社 410-0807 静岡県沼津市錦町3番地の15 055-962-2929 055-963-0677 工藤　眞治

いちばんだし　かれほんぶしとこんぶのだしぱっく かぶしきがいしゃしんまるしょう

一番だし　枯本節と昆布のだしパック 株式会社新丸正 425-0064 静岡県焼津市三和1384-1 054-624-5158 054-624-5231 久野　徳也

ぜいたくだてまき ゆうげんがいしゃやませいすいさん

ぜいたく伊達巻 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

てりやき-ふぃっしゅ　じゃーきー　さんま かぶしきがいしゃひらまつしょくひん

TERIYAKI-FISH jerky  さんま 株式会社平松食品 441-0155 愛知県豊橋市梅藪町字折地2番地の１ 0533-77-2468 0533-76-2170 平松　賢介

おうさましいたけまつまえづけ かぶしきがいしゃたけだしょくひん

王様しいたけ松前漬 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

こんぶやさんがつくったふりかけこんぶ うめしそ ひだかしょくひんこうぎょうかぶしきがいしゃ

昆布屋さんが作ったふりかけ昆布 梅しそ 日高食品工業株式会社 671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨30番地の1 079-251-1152 079-251-1153 河﨑　廣信

えちぜんさんあまえびめんたい まるいちしょくひんかぶしきがいしゃ

越前産甘えびめんたい 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

むてんかやさしいたらこ　450ｇ かぶしきがいしゃほくとくしろこうじょう

無添加やさしいたらこ　450ｇ 株式会社ホクト釧路工場 084-0917 北海道釧路市大楽毛11-89 0154-57-6438 0154-57-6439 佐藤　晴夫

かにみそとまとじゃん かぶしきがいしゃかどながすいさん

かにみそトマトジャン 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 門永 幹朗

とくせんてんどん　たまてばこ かぶしきがいしゃひめおすいさん

特選天丼　たまて箱 株式会社姫生水産 768-0001 香川県観音寺市室本町1325番地61 0875-23-6200 0875-23-6201 合田　行伸



《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

かつおやきぶし　かめぶし かぶしきがいしゃたかおかしょうてん

鰹焼節　亀節 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 髙岡　陽市朗

いわしすぼし かぶしきがいしゃみずながすいさん

いわし素干し 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

こうしゅう でづかすいさんかぶしきがいしゃ

幸舟 出塚水産株式会社 094-0011 北海道紋別市港町5丁目3番23号 0158-23-2012 0158-23-2013 出塚　容啓

すちーむさーもん ゆうげんがいしゃにいがたたけうち

スチームサーモン 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

するがわんのどぐろひでんたれつけこみぼし かぶしきがいしゃかねとも

駿河湾のどぐろ秘伝たれ漬け込み干し 株式会社カネトモ 410-0835 静岡県沼津市西島町13-22 055-931-0531 055-931-8212 山田　憲義

さかなやのにしんこうじづけ かぶしきがいしゃみつとよ

魚屋のにしん糀漬 株式会社三豊 167-0021 東京都杉並区井草1丁目19番28号 03-3399-3170 03-3399-3292 塩田　康就

かずのこやこだわり　まつまえづけ かぶしきがいしゃやまか

数の子屋こだわり　松前漬 株式会社やまか 077-0037 北海道留萌市沖見町1丁目44番地 0164-42-0108 0164-43-3592 加藤　泰敬

さばさし かぶしきがいしゃかねせおいかわすいさん

鯖刺 株式会社カネセ及川水産 986-0027 宮城県石巻市明神町1丁目3-3 0225-25-7367 0225-25-7368 及川　真二

ふくいさーもんすもーく かぶしきがいしゃひらお

ふくいサーモンスモーク 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

ひみかんぶりはむ かぶしきがいしゃつりやうおどんや

氷見寒ぶりハム 株式会社釣屋魚問屋 935-0014 富山県氷見市地蔵町13-9 0766-72-4500 0766-72-4501 釣　吉範



《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

ら・かんてぃーぬ　さばふぃれえくすとらばーじんおいるづけ まるはにちろかぶしきがいしゃ

La Cantine さばフィレエクストラバージンオイル漬 マルハニチロ株式会社 135-8608 東京都江東区豊洲3－2－20 03-6833-4194 03-6833-0117 池見　賢

La Cantine Mackerel Fillet in Extra Virgin Oil Maruha Nichiro Corporation 3－2－20, Toyosu, Koutou-ku, Tokyo Ikemi Masaru
President and CEO

《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

あじのなんばんづけ ゆうげんがいしゃかしむらすいさん

あじの南蛮漬け 有限会社樫村水産 311-1237 茨城県ひたちなか市関戸8371 029-262-2715 029-263-5464 樫村　義一

Fried horse mackerel marinated in spicy vinegar sauce KASHIMURA SUISAN LTD. 8371 Sekido, Hitachinaka, Ibaraki Kashimura Yoshikazu

Chief Executive Officer

《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

あじつけかずのこ かぶしきがいしゃやまか かとう やすたか

味付数の子 株式会社やまか 077-0037 北海道留萌市沖見町1丁目44番地 0164-42-0108 0164-43-3592 加藤　泰敬

Ajitukekazunoko YAMAKA CO.,LTD. 1-44 Okimicho, Rumoi, Hokkaido Kato Yasutaka

President

《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

こもちからふとししゃも　9L5び かぶしきがいしゃたにとうすいさん

子持からふとししゃも　9L5尾 株式会社谷藤水産 311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町2579 029-267-3271 029-266-3383 田山　秀幸


