
ふるさと名品オブザイヤー　部門賞表彰商品一覧（2016年4月18日現在）

地方創生賞 公式サポーター組織名 部門賞名 受賞組織名（または個人名） 商品概要 関連URL

地方創生賞【コト】部門受賞 朝日新聞社 ふるさと名品・ベストストーリー ｍｉｚｕｉｒｏ株式会社 国産の「お米」と「お野菜」から作られたクレヨン www.mizuiroinc.com

地方創生賞【ヒト】部門受賞 楽天　 ふるさとモノがたり 米・雑穀のみちのく農業研究所
農家と消費者を繋ぐ架け橋になるべく、原付で農家を回る’’地元宮城のお米農家のヒーロー’’「米・雑穀

のみちのく農業研究所」の長濱氏
http://item.rakuten.co.jp/toukoku/0003/

地方創生賞【モノ】部門受賞 Yahoo! JAPAN ベスト・ネットセールス 株式会社GRA　（上田 貴史） 宮城県山元町のイチゴ100%で作られたスパークリングワイン　ミガキイチゴ・ムスーです。 http://store.shopping.yahoo.co.jp/migaki-ichigo/wine0001.html

地方創生賞　入賞 スターツ出版　 女子旅 公益社団法人和歌山県観光連盟 高野山の魅力を気軽に感じる事が出来る女性向け”金曜夜発”ツアープラン。 https://www.wakayama-kanko.or.jp/worldheritage/koyasan1200/contents/topics_weekend.html

地方創生賞　入賞 一般社団法人モテパパLAB. モテパパサポート　 平成船手組　三津浜焼き
平成船手組は愛媛県松山市三津地区をこよなく愛し、三津浜焼きをはじめ地域資産で街を盛り上げたい

という志をもった人々による任意団体です。
http://mitsuhama.net/funate-gumi/

地方創生賞　入賞 世界文化社 家庭画報編集部 家庭画報美味遺産　 長野県
「信州ワインバレー構想」のワイナリー、NAGANO WINE、地域のワイン産業拠点、長野県観光部、

website、催事・イベントなど。
http://www.nagano-wine.jp/

地方創生賞　入賞 産経新聞社 自治体が勧める地域の逸品（まちの逸品）　 宮崎キャビア事業協同組合　坂元基雄
製造過程において手作業で徹底した不純物の除去を行った上で、岩塩のみでごく薄く味付けし数ヶ月間

熟成、ピュアでクリーミィなキャビア本来の味を実現した商品
http://caviar.or.jp

地方創生賞　入賞 47CLUB ベストアイディア　 株式会社Growth
「青森ごぼう茶」

「フェアトレード」を通じて地域の課題を解決するために生まれた「ごぼう茶」。
http://www.47club.jp/03M-000045kfk/goods/detail/10060975/

地方創生賞　入賞 コロカル×JASPO NEXT HISTORY　 レディメイドプロダクツ
福岡でマンホールなどをつくってきた鋳造製造を生かして今のライフスタイルに合ったダッチオーブン

「WEEKENDER」。
http://www.readymadeproducts.jp/

部門賞受賞 JTB 交流文化　 気仙沼つばき会

遠洋漁業の基地としての賑いを取り戻そうと、漁師の家族で行う「出船送り」に、一般市民・観光客も

含め参加できる仕組みを女性有志で作り上げた。オリジナル大漁旗や漁師カレンダーの販売、魚市場で

の朝めしイベントなどを通し、観光客増や気仙沼港の水揚げ向上にも寄与。

https://www.jtb.co.jp/chiikikoryu/koryubunkasho/11/bunka_03.asp

部門賞受賞 JTB 交流文化　 NPO法人 おもてなしスノーレンジャー

外国人スキー客受入体制充実、海外からのスキー需要喚起を目的に、北海道スキー連盟やスキー場など

の協力を得て留学生をインストラクターとして育成するプロジェクト。留学生によるSNSでの情報発信

の効果もあり、アジアの初心者スキーヤーを取り込んでいる。

https://www.jtb.co.jp/chiikikoryu/koryubunkasho/11/bunka_02.asp

部門賞受賞 JTB 交流文化　 NPO法人 英田上山棚田団

美作市上山に定年後移住した元商社マンとその息子らが、かつての棚田を手作りで再生。村人の協力の

輪も広がり、ブランド米販売や活動記録出版、祭りの復活、台湾の棚田との提携など進化を続ける。交

流、定住人口の増加や、景観の再生や文化の継承にも繋がっている。

https://www.jtb.co.jp/chiikikoryu/koryubunkasho/11/bunka_01.asp

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 肉のいとう

創業50年、宮城県仙台牛のブランドを全国に広めるべくお客様に安全かつ品質の良い商品をお召し上が

り頂くために仕入れルート、個体識別番号等、トレーサビリティの管理を徹底され、本格的な仙台牛・

仙台黒毛和牛の老舗店舗『仙台牛販売指定店』として展開されております。

http://item.rakuten.co.jp/nikunoito/s-sukiyaki600/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 十文字屋商店　楽天市場店

東日本大震災の被災地域石巻で海産物卸業を営み十文字屋商店、2015年3月に楽天に出店。自社も震災

被害があるものの、地域復興を掲げ地元に明るい希望をもたらすため、右も左も分らない状態だったも

ののふるさと割りに参加。地場産品を中心に商品展開を行い地元メーカーを元気にするために先頭立ち

ネット販売を行う。本商品はその中でも、三陸産の無添加物産品をセットにして地元らしさ、三陸の物

のよさをを全国に伝える商品に仕上げたセットになっております。

http://item.rakuten.co.jp/jyuumonjiya/10000074/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 マルイチ高橋
震災の爪あとが癒えてはいませんが、地元石巻が少しでも活気付くようにたらこや金華さばなどの加工

品をお届けしており、夏には楽天市場のEXPO賞地域特産品賞にも選ばれました。
http://item.rakuten.co.jp/maruichi-takahashi/tarakokire2/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 めぐり菜

代々農家を営まれておりましたが、東京に出られていた息子様が震災をきっかけに就農され、楽天市場

に昨年4月ご出店されました。奥様がデザイナーをされていたこともあり、ページはとても綺麗です。ま

た、リピーターさんと長文でメールのやり取りをされる等、お客様一人ひとりを大事に接客されてま

す。

http://item.rakuten.co.jp/auc-megurina/10000034/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 博多ふくいち

「株式会社 博多ふくいち」は、綺麗な海に恵まれた福岡県糟屋郡新宮町に位置し、工場の裏は玄界灘を

臨むきれいな海と砂浜が広がっています。 そんな豊かな自然に囲まれた中で、ひとつひとつ手作業で辛

子明太子を製造しています。真心込めて仕上げた辛子明太子を、工場から直送いたします。
http://item.rakuten.co.jp/hakata-fukuichi/net-htk164/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 ふりだし屋

1967年、「うどんスープ」を日本で初めてティーバッグ詰めにして「振出うどんスープ」（後の「ふり

だし」）として全国発売、続けて日本初の「指でつぶせるソフト固形スープ」のチャンポンスープ」(後

の「万能中華スープ」も発売、「だし液」に醤油、みりんなどを加えた日本初の「だしつゆ」で、当時

はほとんど無かった保存料無添加の「味露」（後の「あじつゆ」）を発売しました。

http://item.rakuten.co.jp/furidashiya/m30/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 松喜屋
明治操業のすき焼きの松喜屋様はその伝統を活かし、よりいいお肉を最高の状態でお届けしておりま

す。低温熟成というお肉のうま味をギュッと中に閉じ込め、焼いたときの鮮度を保ちます。
http://item.rakuten.co.jp/oumigyu-matsukiya/raku-3/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 横浜と共に130年 聘珍樓

横浜中華街に本店を置く日本最古の中国料理店、130年の歴史。より多くの人により多くの広東料理を

召し上がっていただきたい、その想いからレストランを飛び出し百貨店、インターネットの販売を開

始。ご家庭での食事から内祝い、お歳暮と多岐に渡りご愛顧いただいています。

http://item.rakuten.co.jp/heichinrou/010404310/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 本坊酒造 九州でECで一番焼酎を販売ししている酒造メーカーです。 http://item.rakuten.co.jp/hombo/91160/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 カミチク情熱牧場
安全・安心・美味・好価格な牛肉を提供するために、生産から販売までを一貫で行う「６次化スタイ

ル」を築きました。
http://item.rakuten.co.jp/jyounetu-bokujyou/10000001/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 株式会社プロクルー

滋賀県のびわこ食堂で取り扱っている、大人気とりやさいみそでいつもと違うお鍋を堪能してみません

か。白菜と鶏肉と調味みそだけのシンプルな鍋ですが、うまみとコクがあり、〆に味噌ラーメンやとり

味噌雑炊としての相性もバツグンです。

http://item.rakuten.co.jp/bidoseikatsu/o_tm-s/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 黄金のかつお節屋 ユーザー評価の高い鰹節 http://item.rakuten.co.jp/auc-kaneni24/mail004s/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 ワンダフル沖縄

沖縄の読谷村にある三線工房で多くの人に気軽に沖縄三味線の三線を引いてもらいたいという思いでビ

ギナーズセットを作られ販売されております。去年は携帯AUのCMで歌われた曲に三線が使われて大き

くお客様が購入に至りました。

http://item.rakuten.co.jp/okinawa2/s-18/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 沖縄うまいもの屋！長浜商店

沖縄出身の方で、小さい頃町のお菓子屋さんでおばあから安く食べさせてもらった訳あり品のちんすこ

うの感動を思い出し、世の中の人ももっと気軽にちんすこうを食べてもらいたいとメーカーから直接仕

入れて販売している一品。

http://item.rakuten.co.jp/awamorisyouten/tinsuko-wake/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 與那嶺商会楽天市場店

生産量日本一の沖縄車海老。なかでも久米島はその中心地で冬は生きたまま発送することで海老のぷり

ぷり感を味わえます。担当者は新鮮さに気を使いお客様に最高の状態で届けられるように日々工夫され

ております。

http://item.rakuten.co.jp/yunami/10000207/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 久米仙酒造
沖縄の酒蔵でもっと多くの人に泡盛を気軽に味わってもらいたいと生まれた一般泡盛より度数の少ない

泡盛。担当は常務。勉強会にも顔を出し商品の良さを伝えるために日々努力されています
http://item.rakuten.co.jp/kumesen/10000186/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 琉球ガラスグラス専門店kubagasaya

元々は伝統工芸品くばがさ職人だった社長が沖縄伝統工芸品全体をもっと商売で盛り上げたいと奮起さ

れ作られた会社でお客様にそのよさがどうやったら伝わるのかページ更新を毎日されていらっしゃいま

す。

http://item.rakuten.co.jp/kubagasaya/shellheartglass-2set/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 石垣島の泡盛と梅酒　請福酒造
請福酒造は石垣島で創業60年の泡盛メーカー。泡盛人気が頭打ちになるなか、特に女性に不人気になっ

てきたことをきっかけに、泡盛梅酒や泡盛ベースのゆずリキュール等の新商品開発をはじめました。
http://item.rakuten.co.jp/seifuku-awamori/ume1800/

部門賞受賞 楽天　 ふるさとモノがたり　 オークヴィレッジ楽天市場店
木工が盛んな飛騨高山の地で丁寧に作られた、金具を一切使わず、国産の無垢クリ材を最大限に活かす

伝統工法の折りたたみ小机
http://item.rakuten.co.jp/oakv/20280-10/

部門賞受賞 エイチ・アイ・エス ベスト・デジタル観光パンフレット　 長崎県佐世保市 長崎県佐世保市　【「九十九島」青い地球のキャンパス。】神さまが描いた99の宝島

部門賞受賞 コロカル×JASPO NEXT HISTORY　 伊藤漬物本舗
秋田の伝統食材「いぶりがっこ」を細かく切り、乾燥してつくった手軽なスナック菓子「いぶりガッ

キー」。
http://www.ito-tsukemono.com/

部門賞受賞 コロカル×JASPO NEXT HISTORY　 hatsutoki／島田製織 地元の職人とともにオリジナル生地から洋服をデザイン。播州織の可能性を模索している。 http://hatsutoki.com/

部門賞受賞 産経新聞社 自治体が勧める地域の逸品（まちの逸品）　 御菓子司　栄堂　坂井敦子
淡路島産の米粉やさわやかな風味とほんのりした苦みがある鳴門オレンジ（淡路島特産品柑橘類）を丸

ごと使った焼きまんじゅう。
http://sakadou.web.fc2.com

部門賞受賞 産経新聞社 自治体が勧める地域の逸品（まちの逸品）　 ウェルカムジョン万カンパニー　田中慎太郎 こくがある美味しいだしの出る宗田節を使ったおかき。こくのあるだしと濃厚な香りが出るのが特徴。 http://mungero.com/index.html

部門賞受賞 博報堂 ふるさと名品ネーミング　 株式会社スカイインテック 美味しくて、体に良い「薬都富山のめぐみ　食やくスイーツ」。 www.skyintec.co.jp

部門賞受賞 ソニー企業　 地域活性ソフトパワー　 ユーフォ―テーブル有限会社 アニメと実写を融合させた新たな地域活性

部門賞受賞 ソニー企業　 地域活性ソフトパワー　 高山「氷菓」応援委員会 地域活性事例　「氷菓」

部門賞受賞 ソニー企業　 地域活性ソフトパワー　 岩美町観光協会 地域活性事例　「Free!」

部門賞受賞 ソニー企業　 地域活性ソフトパワー　 なつまちおもてなしプロジェクト 地域活性事例　「あの夏で待ってる」

部門賞受賞 ソニー企業　 地域活性ソフトパワー　 秩父アニメツーリズム実行委員会 アニメ作品と地域の新たな共存

部門賞受賞 枻出版社 数字で見る地域ブランディング　 能作
10年間で売り上げを10倍に。さらに工場見学数も6000人を超え、モダン伝統工芸の先駆者的存在に。

昨年100周年。
http://www.nousaku.co.jp/

部門賞受賞 枻出版社 数字で見る地域ブランディング　 リトル石巻プロジェクト

震災をひとつの契機として世界で一番面白い街をつくりだす、をコンセプトにした石巻の魅力発信プロ

ジェクト。2015年秋に丸の内・新丸ビル7階レストランフロア丸の内ハウスにて10人のイベントを行

い、229人を集客。10日間で8名の移住者が登壇し、1名の移住者が誕生した。集客数は同フロアでも3

本の指に入るイベントとなった。

https://www.facebook.com/littleishinomaki/

部門賞受賞 枻出版社 数字で見る地域ブランディング　 尾道デニム 720人が履いてつくりだしたユーズドデニム http://www.onomichidenim.com/

部門賞受賞 世界文化社 家庭画報編集部 家庭画報美味遺産　 一般社団法人 SAVE IWATE 和グルミをペーストにして日本酒にとかしたリキュールと和グルミプロジェクト商品 http://sviwate.wordpress.com/

部門賞受賞 世界文化社 家庭画報編集部 家庭画報美味遺産　 株）ギンザのサヱグサ 長野県栄村小滝集落のコシヒカリである小滝米（ワインボトルと米袋入り）。 http://kotakirice.jp/

部門賞受賞 リクルートライフスタイル ご当地グルメ　 石川県加賀市（加賀カニごはん推進協議会） 食材は貴重な香箱ガニだけでなく、加賀産でこだわった加賀カニごはん http://www.kagakanigohan.com/

部門賞受賞 日本百貨店　 世界のアキバ　 レッドライスカンパニー株式会社 白米の先祖といわれる赤米を使った甘酒は、是非ハレの日に！ http://www.redrice-co.com

部門賞受賞
トライステージ／サニーサイド

アップ
おもてなしアイディア　

祇園ない藤

商品名：JOJO

＜JOJO＞

老舗履物専門店「祇園ない藤」が、職人の技と発想力を元に生み出した、履き疲れることを知らない洋

草履

http://gion-naitou.com/

部門賞受賞
トライステージ／サニーサイド

アップ
おもてなしアイディア　

有限会社弘前キュイジーヌ

商品名：奇跡のりんごかりんとう

＜奇跡のりんごかりんとう＞

無農薬・無肥料で皮も種も芯も食べられる「奇跡のりんご」を用いて作られた洋風かりんとう
http://www.r-yamazaki.com/

部門賞受賞 ハースト婦人画報社 おいしい名品をお取り寄せ　 株式会社大沼製菓
地元宮城県桃生町で、お茶の北限と言われる桃生茶を使った大福を開発。「桃生茶福」（ものうさふ

く）
http://www.fujingaho-shop.jp

部門賞受賞 47CLUB ベストアイディア　 株式会社おおいた姫島
「幻の2日ひじき」

瀬戸内海浮かぶ姫島で、1年でたった2日間しか採れない「幻のひじき」。
http://www.47club.jp/44M-000088nwd/goods/detail/10058093/

部門賞受賞 47CLUB ベストアイディア　 丸徳海苔株式会社

「ワルのりスナック」

海苔そのものをスナックにした商品。パッケージは広島弁＝コワそうなイメージを遊び心に転換しまし

た。

http://www.47club.jp/33M-000084wls/goods/detail/10091604/

部門賞受賞 おとりよせネット（アイランド） 未来の地域の逸品 石垣市特産品販売センター 希少な黒毛和牛「石垣牛」を100％使った贅沢なハンバーグです。 http://www.otoriyose.net/best/2015/cat14.htm

部門賞受賞 イオン　フードアルチザングループふるさと活性化　 丹生川宿儺かぼちゃ研究会　　代表　若林　定夫

イオングル－プが実施している、フ－ドアルチザン「飛騨高山宿儺かぼちゃ食の匠推進協議会」の活動

を主導をしながら行政・市　JA　生産者　イオンのそれぞれ持つ資産を引き出すことにより地域の活性

化に取り組む。

http://www.foodartisan.jp/products/sukuna/

部門賞受賞 アサツー　ディ・ケイ 「勇気ありすぎ」名品　 あねさん工房　小代　富男　／小代　スミエ 摘果した際に摘み取ったかぼすを甘露煮にしたもの。この地方の家庭の味を再現して商品化。 http://anesan-kobo.com/

部門賞受賞 ローソン ウチらの食が一番　 北海道 しんや　タラバ蟹カレー
オホーツク産のタラバガニを使用し、地元のバイオ企業が北空知・北見地方産の厳選タマネギで開発し

たオニオンペーストと合わせて作った北海道の風味あふれるカレーです。

http://www.mizuiroinc.com/
http://item.rakuten.co.jp/toukoku/0003/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/migaki-ichigo/wine0001.html
http://www.nagano-wine.jp/
http://caviar.or.jp/
http://www.47club.jp/03M-000045kfk/goods/detail/10060975/
http://item.rakuten.co.jp/nikunoito/s-sukiyaki600/
http://item.rakuten.co.jp/jyuumonjiya/10000074/
http://item.rakuten.co.jp/maruichi-takahashi/tarakokire2/
http://item.rakuten.co.jp/auc-megurina/10000034/
http://item.rakuten.co.jp/hakata-fukuichi/net-htk164/
http://item.rakuten.co.jp/furidashiya/m30/
http://item.rakuten.co.jp/oumigyu-matsukiya/raku-3/
http://item.rakuten.co.jp/heichinrou/010404310/
http://item.rakuten.co.jp/hombo/91160/
http://item.rakuten.co.jp/jyounetu-bokujyou/10000001/
http://item.rakuten.co.jp/bidoseikatsu/o_tm-s/
http://item.rakuten.co.jp/auc-kaneni24/mail004s/
http://item.rakuten.co.jp/okinawa2/s-18/
http://item.rakuten.co.jp/awamorisyouten/tinsuko-wake/
http://item.rakuten.co.jp/yunami/10000207/
http://item.rakuten.co.jp/kumesen/10000186/
http://item.rakuten.co.jp/kubagasaya/shellheartglass-2set/
http://item.rakuten.co.jp/seifuku-awamori/ume1800/
http://item.rakuten.co.jp/oakv/20280-10/
http://sakadou.web.fc2.com/
http://mungero.com/index.html
http://www.skyintec.co.jp/
http://www.nousaku.co.jp/
https://www.facebook.com/littleishinomaki/
http://www.onomichidenim.com/
http://sviwate.wordpress.com/
http://kotakirice.jp/
http://www.kagakanigohan.com/
http://gion-naitou.com/
http://www.r-yamazaki.com/
http://fujingaho.shop.co.jp/
http://www.47club.jp/44M-000088nwd/goods/detail/10058093/
http://www.47club.jp/33M-000084wls/goods/detail/10091604/
http://www.otoriyose.net/best/2015/cat14.htm
http://www.foodartisan.jp/products/sukuna/
http://anesan-kobo.com/

