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＜調味料選手権 2022エントリー商品＞ 全 184商品 
※エントリー順（一部、製造所または販売元ごとにまとめて記載） 

※エントリーシート情報に記載されている製造者または販売元／商品名/所在地です。 

※同一商品で複数部門エントリーいただいている商品も一部ございます。 

 

  製造者または販売元 商品名 所在地 

1 鳥居食品株式会社 桶底ソース 静岡県 

2 Orange アウトドアショップ 燻製アウトドアスパイス「ほりにしブラック」 和歌山県 

3 株式会社折笠農場 ORIKASAオーガニックマスタード 北海道 

4 株式会社折笠農場 ORIKASA オーガニックマヨディップ 北海道 

5 アドバンス（株） 大阪もつ焼きのたれ 大阪府 

6 株式会社 MFC 至高の宴 特濃うに醤油 大阪府 

7 Orange アウトドアショップ 燻製アウトドアスパイス「ほりにしブラック」 和歌山県 

8 LA DIVENTARE  小原紅早生みかんのドレッシング 香川県 

9 ピッツェリア ネアポリス 燻製薬味狼煙 スモークペペロンチーノ 愛知県 

10 株式会社フンドーダイ 煎り酒 熊本県 

11 博多水炊き さもんじ 博多野菜だれ 福岡県 

12 博多水炊き さもんじ 博多よかぽん 福岡県 

13 太陽食品工業株式会社 スーパー特選太陽ソース 愛知県 

14 サラヤ株式会社 ラカント低糖質万能うまみ酢 大阪府 

15 株式会社浜田屋本店 にんたまドレッシング 兵庫県 

16 株式会社 QuestP'age バカまぶし 辛くないの 福岡県 

17 株式会社 QuestP'age バカまぶし 辛いの 福岡県 

18 株式会社インパクトワン 旨みのスパイス インパクト スパイス 熊本県 

19 株式会社 たかた 餃子が止まらない味噌 兵庫県 

20 鶴味噌醸造株式会社 相撲味噌 福岡県 

21 株式会社 KIYORA きくち ミラクルすぱいすふ～塩 熊本県 

22 株式会社松鶴 そのままかければ名店の味 神戸の寿司職人が考えた土佐酢 兵庫県 

23 反田海運株式会社ホテルニュータンダ事業部 Nagasaki Basil ごちそうソース ジェノベーゼ 長崎県 

24 株式会社フンドーダイ 煮物調味料 熊本県 

25 株式会社松鶴 神戸の寿司職人が考えたお肉にぴったりの柚子とすだちのぽん酢 お肉乃友 兵庫県 

26 株式会社松鶴 神戸の寿司職人が考えたつけ・かけなんでもござれのだし醤油 兵庫県 

27 岩井の胡麻油株式会社 金岩井純正胡麻油金口 神奈川県 

28 岩井の胡麻油株式会社 岩井のごま辣油 神奈川県 

29 株式会社クロスエイジ K.P.P dukkah 福岡県 

30 株式会社 REALE Lab 完熟梅たまり 275ml 藤五郎 秋田県 

31 但馬漁業協同組合 麹の魚醤 香住ガニ 兵庫県 

32 有限会社本間商会 乳酸菌で栽培した粉末しいたけ 愛知県 
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33 三共食品株式会社 食べるラー油 愛知県 

34 三共食品株式会社 食べるラー油 愛知県 

35 三共食品株式会社 豊橋チキンカレー 愛知県 

36 三共食品株式会社 にんにくファイアー 愛知県 

37 株式会社湯元舘 スイートコーンドレッシング 滋賀県 

38 NOROSHI 元祖粉体バカぽん酢 鳥取県 

39 株式会社創味食品 創味 聖護院かぶらのもみじおろしぽん酢 京都府 

40 マルカン酢株式会社 サラダ酢 兵庫県 

41 株式会社創味食品 創味 焼肉のたれ 京都府 

42 株式会社創味食品 創味 洋食屋のフレンチドレッシング 京都府 

43 ゴーダカフェ ゴーダカフェサンドイッチスパイス 東京都 

44 有限会社せい ふりふる新物 群馬県 

45 株式会社 市川農場 市川農場 いちごバター １９０ｇ 滋賀県 

46 株式会社諸国美味 ご飯にのせる豚汁 東京都 

47 株式会社ファイブワン じゃばら果皮入り七味 和歌山県 

48 株式会社ファイブワン 柑橘じゃばらぽん酢 和歌山県 

49 BUNGA BUNGA BBスパイス 神奈川県 

50 BUNGA BUNGA BBスパイス 神奈川県 

51 アジアンカフェ貝納頌 おつまみ辣油 フルーツ＆ナッツ 京都府 

52 福田工房 にんにく辛みそだれ 埼玉県 

53 串焼しまちゃん 胡麻之極味 神奈川県 

54 串焼しまちゃん 胡麻之極味 神奈川県 

55 ヤマク食品株式会社 809MISO 味噌と花椒のゴマ油 徳島県 

56 ヤマク食品株式会社 809MISO 白味噌とチーズのシーズニング 徳島県 

57 株式会社スマイル－リンク 岡崎ぎゅーっと肉味噌 愛知県 

58 株式会社錦幸園 鮎ごまだし 大分県 

59 平和食品工業株式会社 ゴールドクック スパイスシーズニング マーガオＭＩＸ 東京都 

60 有限会社ヒラシマ うますぱ 福岡県 

61 株式会社かさ家 すだちポン酢 大阪府 

62 株式会社おさぜん農園 いちごのお塩 京都府 

63 （株）シャルマフーズ シャルマスパイス 石川県 

64 株式会社スリラチャ スリラチャの赤備え 岐阜県 

65 ピッツェリア ネアポリス 燻製薬味狼煙 スモークペペロンチーノ 愛知県 

66 株式会社ルミエール ALE ONE the salt<origin> - 粒塩 東京都 

67 株式会社キヨカワ 越前バジル＆トマト塩 福井県 

68 株式会社キヨカワ 越前バジル塩 福井県 

69 ピッツェリア ネアポリス 燻製薬味狼煙 スモーク山椒プレミアム 愛知県 



3/6 

70 株式会社陣中 牛タン仙台ラー油 宮城県 

71 合同会社マルカネ サバーリック味噌 青森県 

72 ナルックスホールディングス株式会社 カメリナオイル 大阪府 

73 Caribbean Market Oh!No!!Me!!!ホットソース 東京都 

74 新島村農業協同組合 青唐一味 東京都 

75 株式会社 岡直三郎商店 日本一 SHOYUSCO 東京都 

76 ファームサポート千葉合同会社 土気からし菜粒マスタード 千葉県 

77 株式会社コバヤシ お肉専用スパイス『七代目こばやし』 大阪府 

78 株式会社風雅 プレミアム海苔ドレッシング 熊本県 

79 株式会社風雅 海苔トマトソース 熊本県 

80 株式会社風土食房 ネギイチバン 千葉県 

81 株式会社風土食房 ナッツ塩ラー油 千葉県 

82 株式会社新丸正 海宝飯ふりかけ 静岡県 

83 株式会社新丸正 一番だし 本枯節と昆布のだしパック 静岡県 

84 うね乃株式会社 お鍋にポンくろだしジュレ 京都府 

85 株式会社陣中 牛タン仙台生姜入り米油 宮城県 

86 株式会社サン食品 燦燦酢（さんさんす） 沖縄県 

87 株式会社サン食品 こーれーぐす 110g（瓶詰） 沖縄県 

88 株式会社陣中 牛タン仙台オリーブ辛油 宮城県 

89 一般社団法人杉水 小作のひとふり『ゆず胡椒-いちょう-』 石川県 

90 株式会社田丸屋本店 WASABBQ 太陽と青空のわさび 静岡県 

91 串焼しまちゃん 胡麻之極味（とうがらし） 神奈川県 

92 苅部農園 苅部葱じゃん 神奈川県 

93 株式会社Ｎ．ｌｉｆｅ 島根県産ルッコラソース 島根県 

94 ピッツェリア ネアポリス 燻製薬味狼煙 スモークジンジャー 愛知県 

95 株式会社 LA MAISON DU VEGEAT ベジート TOKYO 東京都 

96 株式会社 LA MAISON DU VEGEAT ベジート UMAMI 東京都 

97 株式会社フーズパレット 本山油 兵庫県 

98 株式会社フーズパレット 本山大蒜 兵庫県 

99 株式会社フーズパレット 本山赤醤 兵庫県 

100 ジャム工房のら PTKG専用粒マスタード 秋田県 

101 株式会社 FOOD BRAND PROJECT おいしい大豆マヨたれ 神奈川県 

102 株式会社アルティ  鶏肉専用調味料 鶏の陣 愛知県 

103 酒肴味楽 旬亭 旬亭ぽん酢四季の味（ぽん酢しょうゆ） 福岡県 

104 清水観光株式会社 京のぽん酢 京都府 

105 株式会社 輪達 100の料理ができるたれ 百 SAUCE 大阪府 

106 株式会社シーズコア  パンに塩 ペッパー&セサミ 東京都 
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107 アジアンカフェ貝納頌 醇正辣油 京都府 

108 株式会社菜花の里 甘酸っぱいレモンのドレッシング 千葉県 

109 株式会社 IZA バターが醸す極上焼肉のタレ 山口県 

110 Saigon Truonghai ニョクマム（チリ） 兵庫県 

111 株式会社 MIUZ /柚商いのや。 辛目-KARAME- 福岡県 

112 株式会社 MIUZ /柚商いのや。 いのや。赤ゆず胡椒-red garlic- 福岡県 

113 チョーコー醤油株式会社 ゆず醤油かけぽん 長崎県 

114 株式会社グランクール DOBADORE DABADORE 東京都 

115 株式会社じゃばらいず北山 じゃばら胡椒 和歌山県 

116 株式会社医食同源 ジャストミート 北海道 

117 株式会社ブォナージョ クセになっちゃうドレッシング 京都府 

118 株式会社カネ吉ヤマモトフーズ グルメドレッシング 滋賀県 

119 株式会社稲竹商店 醤梅醸酢 和歌山県 

120 有限会社三吉商店 NOHEA ヴィーガン胡麻ドレッシング 石川県 

121 株式会社 マキ屋フーズ フルーツ酢マンゴー 沖縄県 

122 ㈱グラノフェルム 島唐辛子 福岡県 

123 岩井の胡麻油株式会社 横濱ぶぶあられ 神奈川県 

124 エスエスケイフーズ株式会社 ＳＳＫ TACO SALAD ドレッシング 静岡県 

125 岩井の胡麻油株式会社 純正黒胡麻油 無量寿 神奈川県 

126 有限会社ヤマシロ ひじきと大豆ミートのおかずみそ 大分県 

127 株式会社 MIUZ /柚商いのや。 ゆず味噌 福岡県 

128 日本スダチパウダー販売株式会社 すだちパウダースティック 徳島県 

129 株式会社 QuestP'age バカびたし 福岡県 

130 泉万醸造株式会社 ぜんざい 愛知県 

131 泉万醸造株式会社 国産牛混ぜご飯の素 愛知県 

132 MERRY BADGE Honey Mustard 岐阜県 

133 有限会社ナベデック 夢中になるぶっかけパスタ醤油 千葉県 

134 泉万醸造株式会社 ぬか漬けのたれ 愛知県 

135 泉万醸造株式会社 大トンテキのたれ 愛知県 

136 ウエタトマト かけるトマトバジルオイル 愛知県 

137 高橋ソース株式会社 アップルソース濃厚 埼玉県 

138 株式会社 o.f.s. 牡蠣ペースト 石川県 

139 株式会社リオ kazusa-smoke 燻マヨ 千葉県 

140 瀬戸内オリーブ園株式会社 瀬戸内レモンオリーブオイル 香川県 

141 合同会社 TOA GOODWOODTERRACE ジャークシーズニングソース（化学調味料不使用） 東京都 

142 福山黒酢株式会社 TABE KURO ゴロッとポーク 鹿児島県 

143 アイデアパッケージ株式会社 自由軒外販企画部 大阪難波自由軒 万能カレーソース 大阪府 
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144 ハンバーグ GOSOU 淡路島玉ねぎドレッシング 大阪府 

145 丸城清酢有限会社 野菜と果実の味力 ソースかつ丼専用ソース 福井県 

146 丸城清酢有限会社 寒熟雪室育ち 中濃ソース 福井県 

147 株式会社Ｍｅａｔ ｙｏｕ 調味料のための調味料-ちょっとｍotto-牛味噌 鹿児島県 

148 高橋ソース株式会社 燻製唐辛子が旨い 激辛ケチャップ 埼玉県 

149 神州一味噌株式会社 神州一味噌 み子ちゃん 東京都 

150 チョーコー醤油株式会社 長崎ポンス 長崎県 

151 アスカプラン株式会社 国産牛に合う 無添加ポン酢 大阪府 

152 アスカプラン株式会社 国産牛脂入り てりやきソース 大阪府 

153 TF イノベーション合同会社 割烹野菜だし 大分県 

154 瀬戸内オリーブ園株式会社 オリーブ果実酢 香川県 

155 株式会社アグリード お米のシロップ 山口県 

156 株式会社アールエヌフーズ 黒かりんドレッシング 神奈川県 

157 両備ホールディングス株式会社 バジリスタオニオンドレッシング 岡山県 

158 株式会社アールエヌフーズ たまねぎドレッシング 神奈川県 

159 株式会社 THE MIRAI The FISH SAUCE 東京都 

160 アイデアパッケージ株式会社 発見!? からし酢 大阪府 

161 キノエネ醤油株式会社 丹樺 万能たれ 千葉県 

162 株式会社帝塚山 匠 帝塚山ぽん酢 大阪府 

163 キノエネ醤油株式会社 瑠璃 だししょうゆ 千葉県 

164 株式会社ふくや 味の明太粉 福岡県 

165 ヤマトフーズ株式会社 バルスコ 広島県 

166 アイデアパッケージ株式会社 大阪マヨソース 大阪府 

167 北杜食品株式会社 りえさんの糀白だし 山梨県 

168 キノエネ醤油株式会社 キノエネ ステーキソース 千葉県 

169 キノエネ醤油株式会社 キノエネ ステーキソース 千葉県 

170 ヤマトフーズ株式会社 レモニオンソース 広島県 

171 福山黒酢株式会社 TABE KURO シャキシャキ根菜 鹿児島県 

172 呑み家 鼓童～こわっぱ～ 呑み家こわっぱの蜂蜜バルサミコドレッシング 静岡県 

173 株式会社ふくや 味の明太たれ 福岡県 

174 株式会社ふくや 明太醤 福岡県 

175 株式会社ふくや ごはんとまらんらん 明太子 福岡県 

176 株式会社ふくや 味のめんたいマヨ 高菜入り 福岡県 

177 株式会社ふくや 缶明太子 油漬け 福岡県 

178 株式会社ふくや 味な油漬け 辛皇 ホットエンペラー 福岡県 

179 株式会社ふくや めんツナマヨマヨ 福岡県 

180 株式会社 EVERGREEN 花様ドレッシング 滋賀県 
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181 株式会社井ゲタ醤油 しじみ醤油 島根県 

182 有限会社リトル・ベリーズ マリーシャープス・ハバネロソース ホット（中辛） 東京都 

183 株式会社茂里商店 おおいた乾しいたけと玉ねぎ無限だれ 大分県 

184 有限会社リトル・ベリーズ マリーシャープス・ハバネロソース スモーキー（中辛） 東京都 

 


