
２０２１年１１月１９日実施

賞の種類 部門 商品名 内容量 税込価格 業者名 地区名 住所 電話番号

厚生労働大臣賞 菓子 田沢湖　夏いろ冬いろ
12個

（夏いろ1個・冬いろ1個×6）
¥1,080 (資)木村屋商店 秋田 横手市大町5-23 0182-32-0700

農林水産大臣賞 食品 鹿嶋灘産　蒸はまぐり 140g/6個 ¥3,000 ㈱鹿島豊栄丸 茨城 鹿嶋市平井187-40 0299-95-6725

経済産業大臣賞 民工芸 展勝地さくら染め　タオルハンカチ タオルハンカチ(1枚) ¥1,200 さくら染家　和の衣さとう 岩手 北上市鍛冶町1-9-10 0197-64-0843

国土交通大臣賞 グローバル 酒勾瓶　夜半の月　仙台 1合1個 ¥6,600 安養寺窯　 宮城 仙台市宮城野区安養寺1-30-2 022-233-1007

観光庁長官賞 全部門より むすびボール(中) 170g ¥3,500 ㈱砺波商店 富山 高岡市問屋町75 0766-21-1677

中国大使館賞 グローバル 江戸切子オールドグラス　天晴れジャパン 1個　約180g ¥14,300 彩り硝子工芸 東京 江東区亀戸4-19-13サニービル2階 03-5609-3618

中国大使館賞 グローバル 堺刀司　DS和庖丁ダマスカスペティナイフ90mm【木鞘付・黒檀ピン付】 1丁 ¥25,630 ㈱和泉利器製作所 大阪 堺市堺区九間町東1-1-5 072-238-0888

特別審査優秀賞 菓子 ＣＡＳＳＩＳ　AＰＰＬＥPIE　from　Aomori 1個 ¥2,650 ㈱お菓子のみやきん 青森 上北郡七戸町字七戸町字笊田76-1 0176-62-5100

特別審査優秀賞 菓子 みちのくいわての味せんべい　雑穀ざんまい　(大BOX) 13ｇ×26枚 ¥1,500 社会福祉法人カナンの園　生活介護事業シャローム事業所 岩手 二戸郡一戸町奥中山字西田子1447-3 0195-35-2883

特別審査優秀賞 菓子 涼菓　彩紙ふうせん 30ｇ×6個 ¥540 ㈱鼓 石川 金沢市かたつ12 076-237-0370

特別審査優秀賞 菓子 江　水羊かん 520g　1箱 ¥800 ㈲えがわ 福井 福井市照手3-6-14 0776-22-4952

特別審査優秀賞 菓子 おふらすく　12枚入 4g×12枚（4種類×各3枚） ¥1,188 工房しゅしゅ 滋賀 東近江市上羽田町786-1 0748-20-3993

特別審査優秀賞 菓子 銘菓なると金時　10個入 5個×2袋 ¥1,080 ㈱菓舗　仁木 徳島 鳴門市瀬戸町明神字下本城261 088-688-0148

特別審査優秀賞 菓子 銘菓なると金時　20個入 5個×4袋 ¥2,052 ㈱菓舗　仁木 徳島 鳴門市瀬戸町明神字下本城261 088-688-0148

特別審査優秀賞 食品 牧家　かけるチーズソースカンコワイヨット 110g、1個 ¥540 ㈱牧家 北海道 伊達市松ヶ枝町65番地11 0142-21-1888

特別審査優秀賞 食品 赤城山麓　純粋巣蜜 306g　 ¥2,142 深澤養蜂 群馬 桐生市黒保根町宿廻579 090-1435-8274

特別審査優秀賞 食品 薬膳島辣油 115ｇ ¥980 ㈲小笠原フルーツガーデン 東京 小笠原村父島東町82-2 04998-2-2534

特別審査優秀賞 食品 おつまみ海苔2缶詰合せ 20ｇ×2缶入 ¥1,296 ㈱山本海苔店 東京 中央区日本橋室町1-6-3 03-3241-0261

特別審査優秀賞 食品 東京べったら漬　詰め合わせ 4個入 ¥3,499 ㈱東京にいたか屋 東京 中央区日本橋浜町3-2-2 03-5614-9090

特別審査優秀賞 食品 サバスチャン4種セット 170ｇ×4缶 ¥2,650 ㈱若廣 福井 小浜市川崎1-3-5 0770-53-3844

特別審査優秀賞 食品 鯛の塩釜 1尾 ¥10,800 ㈱皓介 愛知 刈谷市御幸町3丁目92番地 0566-24-1314

特別審査優秀賞 食品 人吉15年 720ｍｌ ¥2,970 ㈱りーな21　蔵元屋 熊本 人吉市上青井町120-4 0966-24-0122

特別審査優秀賞 民工芸 四季の香炉　さくら 約440ｇ ¥3,520 ㈱岩鋳 岩手 盛岡市南仙北2-23-9 019-635-2501

特別審査優秀賞 民工芸 仙台七夕グラス 1個　 ¥8,250 HIROガラス工房 宮城 仙台市若林区今泉2-20-34 022-294-9066

特別審査優秀賞 民工芸 ふたえタンブラー　ラウンド(ブラック) 1個　(約250g) ¥4,180 あさか野窯 福島 郡山市中野1-12 024-973-6320

特別審査優秀賞 民工芸 むすびボール(小) 90g ¥2,500 ㈱砺波商店 富山 高岡市問屋町75 0766-21-1677

特別審査優秀賞 民工芸 遠州綿紬アニマルクリーナーカエル　むらさき 15ｇ/１ケ ¥1,375 ㈱栄商会 静岡 浜松市東区神立町116-5 053-464-0601

特別審査優秀賞 民工芸 JOLIE CRAVATS　 『CAT COLLAR』 1本 ¥4,400 タイヨウネクタイ㈱ 京都 京都市上京区下木下町155 075-441-2861

特別審査優秀賞 民工芸 堺刀司　堺の歴史爪切 1個 ¥990 ㈱和泉利器製作所 大阪 堺市堺区九間町東1-1-5 072-238-0888

特別審査優秀賞 民工芸 堺刀司　DS和庖丁ダマスカスペティナイフ90mm【木鞘付・黒檀ピン付】 1丁 ¥25,630 ㈱和泉利器製作所 大阪 堺市堺区九間町東1-1-5 072-238-0888

特別審査優秀賞 グローバル おとなのもみじ　抹茶と餡餅 1個27g,10個入 ¥1,650 ㈱にしき堂 広島 広島市東区光町1-13-23 082-262-3131

特別審査優秀賞 グローバル 生もみじ 1個38g,10個入 ¥1,400 ㈱にしき堂 広島 広島市東区光町1-13-23 082-262-3131

特別審査優秀賞 グローバル いもぽき 1袋3本入り24ｇ×6袋 ¥1,296 黄金茶屋 沖縄 うるま市与那城照間1860-1 080-9242-9604

特別審査優秀賞 グローバル 昆布の水塩　森 150ml ¥1,296 ㈱松前屋 大阪 大阪市中央区東心斎橋1-4-13　マイティビル2階 06-4256-1823

特別審査優秀賞 グローバル 粉末みそ「umami・so」セット 70g、4本 ¥2,700 早川しょうゆみそ㈱ 宮崎 都城市西町3732番地 098-622-0241

特別審査優秀賞 グローバル ようじ入れ　フクロウ 74g ¥2,350 ㈲箱根丸山物産 神奈川 足柄下郡箱根町箱根17 0460-83-6604

特別審査優秀賞 グローバル 絹ふくれ浴用タオル 3枚(白、水色、ピンク） ¥7,260 橋本修治商店 京都 京丹後市大宮町口大野565 0772-64-2127

日本商工会議所会頭賞 菓子 ビアモルトクラッカー　20枚入 ― ¥1,080 三州製菓㈱ 埼玉 春日部市銚子口979番地 048-735-1151

日本商工会議所 会頭賞 食品 青みかんジャム 120ｇ ¥1,188 菓子工房　青い空 神奈川 足柄上郡大井町金子1463-4 0465-83-0473

日本商工会議所 会頭賞 民工芸 尾州御朱印帳 195g、1冊 ¥2,500 散歩の途中 愛知 一宮市今伊勢町馬寄山島30-4 0586-59-3384

日本商工会議所 会頭賞 グローバル 雷門浅草　paper　ornament 23.5ｇ ¥1,500 ㈲前川正樹デザイン事務所（GIFThearts) 東京 杉並区上高井戸3-2-2 03-5942-1224

全国商工会連合会会長賞 菓子 青森グルメせんべい 16枚（2種×2枚、4種×3枚） ¥1,080 ㈲八戸屋 青森 むつ市新町47-3 0175-22-3324

全国商工会連合会会長賞 食品 おのみちさん 183g ¥810 尾道海産㈱ 広島 尾道市高須町4865-23 0848-46-1841

全国商工会連合会会長賞 民工芸 小物入れ（カード専用） 1個 ¥500 深田畳店 愛知 尾張旭市西の野町5-2 0561-54-0015

全国商工会連合会会長賞 グローバル 美らスイートポテトタルト～黄金芋と紅芋のマリアージュ～ 93ｇ×3個入 ¥1,380 黄金茶屋 沖縄 うるま市与那城照間1860-1 080-9242-9604

日本観光振興協会会長賞 菓子 小形羊羹10本入 NET 617g ¥3,240 ㈱虎屋 東京 港区元赤坂1-5-8　虎屋第2ビル３階 03-3408-4121

日本観光振興協会会長賞 食品 海のお宝ざっくざく3点セット

ちりめんアヒージョ90ｇ

ちりめんみそ130ｇ

かつおみそ130ｇ

¥2,300 ㈱高橋水産 宮崎 延岡市土々呂町3丁目4029番地2 0982-37-0626

日本観光振興協会会長賞 民工芸 遠州綿紬ふぇいすスタンド 103ｇ/１ケ ¥3,080 ㈱栄商会 静岡 浜松市東区神立町116-5 053-464-0601

日本観光振興協会会長賞 グローバル やたがらすの卵まんじゅう 12個入 ¥648 前田商店 和歌山 東牟婁郡那智勝浦町朝日1-27-2 0735-52-4032
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全国商店街振興組合連合会理事長賞 菓子 ゆかり １２枚 ¥1,080 ㈱坂角総本舗 愛知 東海市荒尾町甚造15-1 052-604-5111

全国商店街振興組合連合会理事長賞 食品 尾道やくみ 40ｇ ¥540 ㈲ワイ・エム・ジー（尾道花膳） 広島 尾道市東尾道15-3 0848-20-2887

全国商店街振興組合連合会理事長賞 民工芸 丹波漆そばちょこ 1個 ¥9,000 福知山市　やくの木と漆の館 京都 福知山市夜久野町平野2199 0773-38-9226

全国商店街振興組合連合会理事長賞 グローバル 透明醤油 100ml ¥540 ㈱フンドーダイ 熊本 熊本市北区楠野町972 0570-200-545

日本専門店会連盟理事長賞 菓子 旬果バウムサンドA　4個入 150g×4個 ¥4,000 ㈲村田屋 埼玉 川口市西川口6-8-33 048-252-1739

日本専門店会連盟理事長賞 食品 柚餅子 160ｇ ¥1,080 ㈲十津川深瀬 奈良 吉野郡十津川村重里997 0746-66-0031

日本専門店会連盟理事長賞 民工芸 おし花雲竜和紙ランプ １個 ¥7,000 広瀬創作工芸 京都 与謝郡与謝野町字後野751 0772-42-5609 

日本専門店会連盟理事長賞 グローバル JOLIE CRAVATS　 『CAT COLLAR』 1本 ¥4,400 タイヨウネクタイ㈱ 京都 京都市上京区下木下町155 075-441-2861

日本商店連盟 理事長賞 菓子 うるまの金プリン 65ｇ×3個入 ¥1,380 黄金茶屋 沖縄 うるま市与那城照間1860-1 080-9242-9604

日本商店連盟 理事長賞 食品 春日部うなぎちまき 6個 ¥3,348 壽亭 埼玉 春日部市藤塚2356-5 048-738-0155

日本商店連盟 理事長賞 民工芸 絹ふくれ浴用タオル 3枚(白、水色、ピンク） ¥7,260 橋本修治商店 京都 京丹後市大宮町口大野565 0772-64-2127

日本商店連盟 理事長賞 グローバル プレサドール～Presser'dor 190ml　5本 ¥5,000 ㈱北海道アグリマート 北海道 樺戸郡浦臼町字於札内381-10 0125-67-3777

全国観光土産品連盟会長賞 菓子 土かんロール 1本入 ¥1,026 ㈱シャン・ドゥ・ピエール 愛知 常滑市栄町7-228 0569-34-9090

全国観光土産品連盟会長賞 食品 明宝トマトケチャップ 300g ¥648 ㈱明宝レディース 岐阜 郡上市明宝寒水268-1 0575-87-2388

全国観光土産品連盟会長賞 民工芸 酒勾瓶　夜半の月　仙台 1合1個 ¥6,600 安養寺窯　 宮城 仙台市宮城野区安養寺1-30-2 022-233-1007

全国観光土産品連盟会長賞 グローバル SAMURAI　AGE　ボトルカバー　忍者 ６２ｇ/１個 ¥7,150 ㈲スタッフ 福岡 福岡市南区大楠2-4-23 092-531-2800


