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                       2021年 9月 30日 NEWS RELEASE №184 

 

2年ぶりに開催の 
 

『 第 48回 全国醤油品評会 』結果発表！ 
 
 

しょうゆの品質向上と表示の適正化を図り、消費者に良質のしょうゆを提供し、併

せて業界の健全な発展に寄与することを目的とした「全国醤油品評会」（主催：日本醤

油協会、協力：一般財団法人日本醤油技術センター、後援：農林水産省）は、昨年度

は新型コロナウイルス感染拡大のため中止としました。 

今年度は、感染拡大防止策を講じて開催することとし、「第 48回全国醤油品評会」

の審査会を 7月に実施し、「農林水産大臣賞」、「農林水産省大臣官房長賞（※）」、「優

秀賞」の各賞を決定しました。 

結果は、「10月 1日は醤油の日」を記念して開催される「醤油の日の集い」（今年度

はオンラインで開催）および 10月 1日（金）の読売新聞紙上で発表いたします。 

 

今回の出品総数は 268点であり、種類別の内訳は「こいくちしょうゆ」：168点、「う

すくちしょうゆ」：47点、「たまりしょうゆ」：13点、「さいしこみしょうゆ」：35点、

「しろしょうゆ」：5点でした。 

 

通常審査会は、7月上旬に醤油会館（東京）で、全国 36名の審査員が一堂に会して

第一次審査・第二次審査を行いますが、今年度は、感染拡大防止の 3密回避のため、

全国 7ブロックに分けて第一次審査（7月 2日(金)～15日（木））を行いました。そこ

でノミネートされたしょうゆのサンプルを 36名の各審査員に送付して第二次審査（7

月 26日(月)～30日（金））を行い、その集計結果をもとに「農林水産大臣賞」（5点）、

「農林水産省大臣官房長賞」（10点）、「優秀賞」（35点）の各賞を決定いたしました。 

 

（※）前回までの「食料産業局長賞」は、今回から「農林水産省大臣官房長賞」に変

更となりました。 
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『第 48回全国醤油品評会』入賞者名簿 

農林水産大臣賞 ５点 

氏名又は社名 出品財名（銘柄） 都道府県 品種 

福岡県醤油醸造協同組合 ふくおか 福岡県 こいくちしょうゆ 

日本醤油工業株式会社 キッコーニホン 特級 北海道 こいくちしょうゆ 

佐伯醤油有限会社 まるさ 特選 本醸造 広島県 こいくちしょうゆ 

有限会社今野醸造 芳醇 宮城県 こいくちしょうゆ 

菱太産業株式会社 太田屋 白醤油 超特選 愛知県 しろしょうゆ 

 

農林水産省大臣官房長賞 １０点 
氏名又は社名 出品財名（銘柄） 都道府県 品種 

マルヨシ醤油株式会社 まるよし 福岡県 こいくちしょうゆ 

林合名会社 イゲタ 特級しょうゆ 福島県 こいくちしょうゆ 

合資会社亀兵商店 
キジョウ こいくち 

本醸造 特級しょうゆ 
宮城県 

こいくちしょうゆ 

橋本醤油株式会社 本醸造醤油 熊本県 こいくちしょうゆ 

川中醤油株式会社 濃口 宝 広島県 こいくちしょうゆ 

下津醤油株式会社 特級 利兵衛 三重県 こいくちしょうゆ 

上ホ醤油株式会社 ジョーホ 茨城県 こいくちしょうゆ 

ヤマボシ醤油合名会社 ヤマボシ醤油 吟上 福島県 こいくちしょうゆ 

キッコーマン食品株式会社 

        野田工場 

キッコーマン いつでも新鮮 

超特選 二段熟成生しょうゆ 
千葉県 さいしこみしょうゆ 

ヒガシマル醬油株式会社 うすくちしょうゆ 兵庫県 うすくちしょうゆ 

 

優秀賞 ３５点 

氏名又は社名 出品財名（銘柄） 都道府県 品種 

有限会社今野醸造 吟醸 宮城県 こいくちしょうゆ 

マルマン醸造株式会社 マルマン本醸造醤油 福島県 こいくちしょうゆ 

内池醸造株式会社 キッコーツル 特選醤油 福島県 こいくちしょうゆ 

有限会社若喜商店 ワカキ醤油 福島県 こいくちしょうゆ 

キッコーマン食品株式会社 

             野田工場 

キッコーマン いつでも新鮮 

特選しょうゆ まろやか発酵 
千葉県 こいくちしょうゆ 

株式会社丸正醸造 特濃 長野県 こいくちしょうゆ 

株式会社星野本店 蔵元 新潟県 こいくちしょうゆ 

新潟醤油株式会社 ジマン うす塩 新潟県 こいくちしょうゆ 

Ⓢ斉藤醤油味噌醸造店 宝 生 新潟県 こいくちしょうゆ 

株式会社越のむらさき 冨 士 新潟県 こいくちしょうゆ 

城端醤油株式会社 キッコージョー醤油・優選 富山県 こいくちしょうゆ 

大野醤油醸造協業組合 丸大豆しょうゆ 石川県 こいくちしょうゆ 

大醤株式会社 新生 大阪府 こいくちしょうゆ 

株式会社ヤマヒサ 花 醤 香川県 こいくちしょうゆ 

金大醤油株式会社 搾りたて「こいくち醤油」 香川県 こいくちしょうゆ 

マルヱ醤油株式会社 野菊 福岡県 こいくちしょうゆ 

松合食品株式会社 天然醸造丸大豆しょうゆ 熊本県 こいくちしょうゆ 
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氏名又は社名 出品財名（銘柄） 都道府県 品種 

合資会社釜田醸造所 マルカマ醬油 蔵一番 熊本県 こいくちしょうゆ 

大分醤油協業組合 フンドーキン こいくち紅 大分県 こいくちしょうゆ 

ヤマサ醤油株式会社 ヤマサうすくちしょうゆ 千葉県 うすくちしょうゆ 

ヒゲタ醤油株式会社 特選うすくちしょうゆ 千葉県 うすくちしょうゆ 

有限会社児玉醤油 マルタマ うすくち 広島県 うすくちしょうゆ 

盛田株式会社小豆島工場 マルキンうすくち 香川県 うすくちしょうゆ 

金大醤油株式会社 搾りたて「うすくち醤油」 香川県 うすくちしょうゆ 

福岡県醤油醸造協同組合 ふくおか 福岡県 うすくちしょうゆ 

合資会社吉本味噌醤油醸造元 水前寺醤油 熊本県 うすくちしょうゆ 

大分醤油協業組合 フンドーキン特級うすくち醤油 大分県 うすくちしょうゆ 

山川醸造株式会社 新桶初たまり 岐阜県 たまりしょうゆ 

内池醸造株式会社 キッコーツル 超特選 再仕込醤油 福島県 さいしこみしょうゆ 

静岡県産醤油株式会社 うめえぞ これは 静岡県 さいしこみしょうゆ 

末廣醤油株式会社 播州龍野 再仕込みさしみ醤油 兵庫県 さいしこみしょうゆ 

盛田株式会社小豆島工場 マルキンさしみ 香川県 さいしこみしょうゆ 

ナカマル醤油醸造元 沖ノ島あまくち 福岡県 さいしこみしょうゆ 

福岡県醤油醸造協同組合 ふくおか 福岡県 さいしこみしょうゆ 

合資会社緑屋本店 蘭 熊本県 さいしこみしょうゆ 

 

 

 

 

以上の件に関する取材のお問合せは 

 

しょうゆ情報センター （醤油ＰＲ協議会） 

大関恒雄（事務局長）、中川美代子 

住所 東京都中央区日本橋小網町3－11（〒103-0016） 

℡ 03-3666-3286  FAX 03-3667-2216 

E-mail：soyic＠soysauce.or.jp  URL https://www.soysauce.or.jp/ 

 


