
　東日本大震災の被災地支援の一環として急

遽開発し、無償提供した「水のいらないシャ

ンプー」を正式に商品化した。食用成分100

％で、その安全性も喜ばれており、防災グッ

ズや入院時だけではなく、介護の現場や登山

・キャンプ用品など、幅広い用途が展開さ

れている。また、ペット用（犬・猫）のシャ

ンプーとしても利用が可能だ。自然災害や新

型ウイルス感染等の対策のため贈答品の在り

方も変化する今、先方の安全を願う心を贈る

という新しい形のギフト商品である。東日本

大震災から10年目の節目を迎えたことで、防

災意識の更なる高まりも予想されるほか、コ

ロナ渦での公衆衛生習慣の定着もあり、老若

男女を問わず、誰にでも喜ばれる贈りものと

して再注目が期待される。

　「お椀・汁椀・お皿・小皿・カップ・

スプーン・トレイ」がセットになったオ

ケクラフト商品。お食い初めの贈り物と

しても最適。

 オケクラフトセンター森林工芸館

　美容と健康に有効なプロテオグリカン

配合「練りあん×ミックスナッツ」「り

んご×ローズヒップ」「クリームチーズ

×レモンピール」の３種入り。

 タグボート

　南部鉄器を日常になじむようアレン

ジ。優れたデザイン性と高い保温性、ま

たお手入れも簡単。自分用にはもちろ

ん、贈りものとしてもオススメ。

 岩鋳

　丸森町産ブランド米“いざ初陣 を使

用したライスワイン。アルコール分16度

でフルーティーな香り、また米の旨味と

独特の酸味が絶妙なバランス。

 ＧＭ７

　秋田県仙北市角館の伝統工芸である樺

細工で作られた逸品。上品な樺細工の美

しさが、無機質になりがちな机上に光

る。観光地角館の人気商品。

 冨岡商店

　船内凍結するめいかを、いか刺しメー

カーが本気で作った“究極の塩辛 。肝

独特の苦み、臭みを抜き、チーズを加え

ることでワインとの相性が昇華。

 山形飛鳥

　レンジで温めるだけで食べられる手軽

さと、じっくりと煮込まれたトマトやオ

ニオンがまるごと１個入っているインパ

クトは、ギフト商品としても最適。

 内池醸造

　徳川光圀公が造り方を教わったとされ

る薬膳中華麺を現代風にアレンジ。茨城

県産小麦粉に、蓮根粉を練り込んだ特製

麺は風味もよくモチモチなめらか。

 笠間ソフトメン橋本屋
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都道府県賞受賞の地元の逸品

■ふるさとギフト最高賞

 「水のいらないボディ＆ヘアウオッシュ」石川県



　低温加熱処理によって調理されている

ので、しっとり柔らかい味わいに。銚

子つりきんめの鮮やかな赤色が際立つ、

“ハレの日”の席にもぴったりの一品。

■千葉賞
　千葉県銚子沖つりきんめの塩炊き
� 石井食品

　江戸浴衣柄の粋でいなせなマスク。兜

に矢じり、木彫り桜、小紋尽くし、桜尽

くし、勝ち虫など、色柄も豊富。また、

洗濯することで再利用も可能。

■東京賞
　江戸浴衣柄マスク
� マイスタープロモーション

　「葛×フルーツ」を凍らせて食べる

ことで「しゃりもちっ♪」の斬新な食感

が味わえる。常温でも、溶けださないの

でお土産にも最適。

■神奈川賞

　“しゃりっもちっ”新食感のモダン和菓子　

「くずバー」10味堪能セット(10本入)�

� 和菓子湘南ひらつか三秀堂

　富山の県民食ともいえる“昆布”を使

用した昆布締め。日本海の荒波と富山湾

の豊かな漁場で育った魚を風味豊かな昆

布で〆ることで、豊潤な味わいに。

■富山賞
　昆布〆詰合わせ Ａ
� 寿々屋

　寒い冬、家の中に閉じこもりがちな福

井では、こたつに入って水ようかんを食

べるのが文化。冬、特に正月のお菓子と

して、贈答用にもオススメ。

■福井賞
　福井の冬の風物詩　水羊かん
� えがわ

　本場ドイツで認められた味。養豚から

加工・販売までを一貫して行う事によ

り、安全性や品質管理が向上。香りから

楽しめる逸品。

■山梨賞
　山中湖ハム金賞受賞ハム・ウィンナー
詰合せ� 山中湖ハム

　注文を受けてから炭火で焼き、即日発

送するため鮮度が抜群。温めるだけで手

軽に食べられる。冷蔵保存すれば日持ち

するので常備食や贈り物にも最適。

■栃木賞
　栃木県・喜連川湧水育ち鮎
　炭火焼鮎　10尾入り� 喜連川水産

　徹底した温度管理と焼き時間の調整

で、ふわっとクリーミーな食感を実現。

プリンの祭典〈Ｐ－１グランプリ〉2019

年準優勝。

■群馬賞
　群馬ファーマーズプリン
『リッチ・バニラ』� セレンディップ

　英国の伝統的ビアスタイル“ペールエ

ール”をベースに、フランス原産ホップ

の香りを効かせながら、苦みと甘み、そ

して雑味のない後味が絶妙なバランス。

■埼玉賞
　野老ゴールデン３本＋野老ブラウニー
　３本セット� 野老社中

　佐渡の自然の恵みを活かした３品。①

しゃきしゃき食感が絶妙な「もずくの

り」、②大人の味わいの「うにのり」、③

コリコリ食感が絶妙な「サザエ味噌」。

■新潟賞
　うめぇっちゃ佐渡海産３点セット
� 新潟県観光物産

　オーベルジュ・エスポワールのオーナ

ーシェフを務める藤木徳彦シェフがレシ

ピの監修をてがけた全く新しいジビエの

レトルトカレー。

■長野賞
　スパイシー鹿カレー
� 日本ジビエ振興協会

　味付けは塩や胡椒とニンニクのみで、

松阪牛本来のうまみを味わえる。使用肉

はウチモモ肉で４・５等級の高品質のも

の、松阪牛個体識別番号付き。

■三重賞
　松阪牛ローストビーフ（冷凍）
� まるよし

　どぶろく祭りが行われる世界遺産白川

郷で1976年に誕生。お酒好きな人にはも

ちろん、普段あまりお酒を口にしない方

にもストレスを与えない飲み口。

■岐阜賞
　白川郷　炭酸純米「泡にごり酒」
� 三輪酒造

　“屯所餅”は、新選組屯所に因んだお

菓子。京野菜の壬生菜、丹波大納言小豆

の粒あんを使用。壬生菜には少しの塩味

があり、甘い粒あんとの相性が抜群。

■京都賞
　屯所餅10個入り 
� 京都鶴屋鶴寿庵

　地元港町由比の酒蔵、英君酒造の日本

酒と桜えび・しらすとのセット。お酒は

爽やかで上品な吟醸香の大吟醸酒。生桜

えび、生しらすは駿河湾産。

■静岡賞
　静岡地酒×駿河湾産桜えび・しらすセット
　大吟醸英君・生桜えび・生しらす
� おいしい産業

　飼料から丹念に育てられた牝
めす

牛
うし

のお肉

は、噛みしめるごとに芳醇なうま味が口

いっぱいに広がる。伝承の味噌漬けは、

千成亭自慢の逸品。

■滋賀賞
　近江牛味噌漬 ＭＤ100
� 千成亭

　生せんべいは、愛知県知多半島の銘

菓。うまみが増すように、三枚重ねで一

枚の形になっている。第21回全国菓子大

博覧会内閣総理大臣賞受領。

■愛知賞
　生せんべい
� 総本家田中屋

　かんぱち・帆立・真鯛・かじき・サー

モンをじっくりと時間をかけて冷燻製

に。第31回全国水産加工品総合品質審査

会にて農林水産大臣賞を受賞。

■大阪賞
　漢魂プレミアムスモーク５種
� ヒラオ
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　和歌山県産ブランド牛肉「熊野牛」

を、塩釜でじっくりと焼き上げたロース

トビーフ。芯までゆっくりと火を通すこ

とで、ソフトでジューシーな食感に。

 サンフレックス

　神戸の伝統的な洋菓子文化と素材その

ものの良さを引き出して作ったスイー

ツ。大切な方、日頃お世話になっている

方へのギフト商品としても最適。

 ラスイート

　純国産吉野ひのきのアロマオイルと、

ひのきで作ったたまご型のオーナメント

セット。天然成分なので、自然の香りで

あと残りせず、すっきり楽しめる。

 鳶やＴＯＮＢＩＹＡＷＯＲＫＳ

　全国各地の主要な産地から厳選した６

種の素材を使用して、独自の技術と黄金

比でブレンド。豊かな香りと旨味が自慢

の、万能和風だしパック。

だしの王様「Ｄａｓｈｉ ＫＩＮＧ」専門店【ＫＩＮＧ ｓｔｏｒｅ】

　肉厚な鯖をひとつひとつ骨と内臓を取

り除き、皮を残したまま独自製法でオリ

ーブオイル漬けに。オイルサーディンよ

りも肉厚、旨みに特化した保存食品。

 松田十郎商店

　農家さんの手間を惜しまぬ愛情と岡山

の温暖な気候が育んだ、岡山産清水白桃

を100％使用。旬の美味しさをギュギュ

っと絞り込んだドリンク。

 エム・サプライ
　種類、調理法によって違った美味しさ

を味わえる３品。①素材本来の味「板わ

さ」、②出来立たての味「炒め・炙り」、

③出汁でコクをプラス「煮る」。

 坂井屋

　贅沢な国産天然トラフグを一流職人が

豪快にさばき、かつ丁寧に盛り付け。さ

らに有田焼青磁皿と琉球ガラスを用いる

など、ハレの日のギフトにも最適。

 藤フーズ

　一枚ずつ丁寧に染上げた「藍染変わり

織ストール」と「タオルハンカチ」のセ

ット。白地と藍色のコントラストが美し

く、使うごと味わいが出る商品。

 長尾織布

　讃岐牛にオリーブの搾りかすを混ぜた

飼料を与えることで、オレイン酸が多く

含まれ、爽やかな脂で口溶けが良く、後

味がさっぱりしているのが特徴。

 東原商店

　商品購入希望者は、Ｄｏｍａｎｉサイト

とリンクした47ＣＬＵＢを通じて注文す

ると、生産者から県産品と共に「ハーベ

スト」が届けられる。

 愛媛新聞社

　高知県民に愛されている田舎寿司が自

宅でも簡単に作れる。また、セットされ

ているお米“土佐天空の郷 は土佐町の

棚田で作られているブランド米。

 末広

　半分以上が苺の果肉で、市販ジェラー

トの10倍以上の濃さがある。素材の味を

存分に味わえる逸品。ミルク不使用で、

アレルギーの方にもオススメ。

完熟あまおう 楽農ファームたけした

　たこ飯、あじカツなど７品目のセッ

ト。電子レンジで簡単調理の本格漁師

飯。出来たてを急速冷凍しているので、

ご飯はふっくら、フライはサクサク！

 ＮＰＯ法人浜一街交流ネット唐津

　五島列島特産の焼きあごを100％使用。

こだわりの原材料で無着色、化学調味料

不使用。国産米麹に高級醤油とあごが合

わさって、うま味が凝縮。

 びわ椿
　有明海を臨む工場で10年以上の経験を

積んだ職人が「味、香り、食感、くちど

け、色」のこだわり基準で選び抜いた海

苔のみを使用した「ふりかけ」。

 通宝

　鮮度が高い魚を醤油、酒、みりん、ご

ま、しょうがでつくるタレと和える絶品

グルメ。大分を代表する家庭の味、お茶

漬けにしても楽しめる。

 絆屋

　牛乳よりも遊離アミノ酸が豊富、疲労

回復やエネルギー補給、美容にもオスス

メ。無添加、ノンアルコール。フローズ

ンなので、賞味期限も長め。

 Ｍｉｌｋ Ｌａｂ．（ミルクラボ）

　蒲鉾には、スケソウダラの中でも一番

グレードの高いＳＡクラスを使用。さつ

ま揚げには、上質なタラとイトヨリを中

心に３～４種類のすり身を配合。

 浜崎蒲鉾店

　やんばる若鶏とは、沖縄北部のやんば

るで育った、生後40日くらいの鶏。熟成

ニンニクとスパイスでロースト、パサつ

きがなく、きわめてジューシー。

 味ごころたいしょう




