
最優秀賞
発酵のちから 糀入りもちもち玄米【宮城県】
キッコーマンこころダイニング（株） https://cocoro-dining.co.jp/

糀のうまみが特徴の、食べやすい玄米パックごはんです。特別な製法で、もちもち食感に仕上げました。玄
米は、胚芽が大きく栄養成分が多い「金のいぶき」を使用。食物繊維は1パックあたり約4.2g入っています。

第６回（2020) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

優秀賞
十六穀でつくった麹あま酒PLUS【新潟県】
菊水酒造（株） https://www.kikusui-sake.com/home/jp/

新潟県産100％の米麹と、発芽玄米やキヌアなどスーパーフードを含む十六穀の素材のおいしさがつまった
ナチュラル&ヘルシーなあま酒。難消化性デキストリン配合の機能性表示食品。腸活、血糖値が気になる方
にお勧め。

https://cocoro-dining.co.jp/
https://www.kikusui-sake.com/home/jp/


審査員賞
イナホ ディープモイスチャー クレンジングオイル【和歌山県】
築野食品工業株式会社（株） https://www.tsuno.co.jp/

米ぬか研究のパイオニアが開発したクレンジングオイル。和歌山で製造した「国産のコメ胚芽油」をベー
スに、コメ由来成分を約83％配合。肌に負担をかけず、しっかりメイクを落としながらも、潤いを与えます。

第６回（2020) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

審査員賞
エネチャージようかん ビューティ【青森県】
タグボート（株） https://aomori-fukuya.shop-pro.jp/

青森ドライりんごとローズヒップの酸味が魅力の新感覚ようかんです。スポーツの合間やティタイムにオスス
メ。また保水成分抜群の「プロテオグリカン」配合でお肌にもうれしい。しかもシールド乳酸菌と、バナナス
ターチも配合しお腹もキレイに！

https://www.tsuno.co.jp/
https://aomori-fukuya.shop-pro.jp/


審査員賞
あおもりＰＧドリンク ベル・アンジュ【青森県】
しじみちゃん本舗（株） https://www.shijimi.co.jp/

あおもりプロテオグリカン10,000μgに特許製法のシジミエキスを組み合わせた充実の美容ドリンクです。
低分子コラーゲン、オルニチン入りで総合的に実感をサポートします。素敵なあなたに、天使のちから！

第６回（2020) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

審査員賞
働くじゃばら+ お米由来の乳酸菌K-2【和歌山県】
（株）ファイブワン http://www.five-1.co.jp/

青森発の見た目もフレーバーも新感覚なようかん。食物繊維たっぷりの寒天をベースに、ナッツやレモン
ピールなどのヘルシー素材を閉じ込めている。プロテオグリカンも配合してキレイを後押しする。

https://www.shijimi.co.jp/
http://www.five-1.co.jp/


最優秀賞
ベジキッチンライスブランキューブ【宮崎県】
（株）ビーバイ・イー https://www.bxe.co.jp/

宮崎県高千穂の自然豊かな集落「秋元」で製造。栽培期間中農薬不使用にて栽培された米ぬかを再利
用し、米粉、米飴など、米油などお米由来の厳選素材で焼き上げた。小麦不使用。100%植物性原料。

第５回（2019) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

優秀賞
ドルチェようかんワイキューブ【青森県】
タグボート（株） https://www.rakuten.co.jp/aomori-fukuya/kaiso.html

本商品は地元和歌山の農家様ご協力のもと開発された、じゃばら果皮を使ったサプリメントで、花粉症対策
や美容・健康に配慮しました。また、乳酸菌を配合し、じゃばらとの相乗効果が期待できるタイプも発売中で
す。

https://www.bxe.co.jp/
https://www.rakuten.co.jp/aomori-fukuya/kaiso.html


優秀賞
無添加青汁shutto(シュット）【宮崎県】
（株）SUNAO製薬 https://sunao-seiyaku.com/

健康的にダイエットサポートする完全無添加の国産青汁。原料は「脂肪の蓄積抑制や脂質代謝UP」等の結果
が出たブルーベリー葉と有機緑茶のみ。機能性、味や香り、デザインなど細部までこだわっている。

第５回（2019) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

優秀賞
「明日わたしは柿の木にのぼる」フェミニンミスト【福島県】
（株）陽と人 https://hito-bito.jp/

デリケートゾーンケアブランド『明日わたしは柿の木にのぼる』のスプレータイプミスト。あんぽ柿の原料となる福島県国
見町の平種無柿・蜂屋柿など植物由来の厳選した成分を配合した身体に優しいシンプル処方。

https://sunao-seiyaku.com/
https://hito-bito.jp/


優秀賞
ラ・グレース モイストプロテクトジェル活性【大分県】
（株）ガブ https://lagrace147.official.ec/

皮膚常在菌が産み出す保湿成分に注目。細胞レベルで肌バリア機能を向上させ、乾燥に伴う痒み、吹き出物
等のお悩み肌を、〈塗る乳酸菌×天然炭酸シリカ水〉で自ら潤う健康肌へと導く。

審査員賞
MeDu<肌糧>【島根県】
（株）石見銀山生活文化研究所 https://www.gungendo.co.jp/

石見銀山に咲く梅の花から発見された〈梅花酵母〉。この酵母で発酵させたハト麦をベースにクコの実、菊花・蜂蜜など８
種の薬膳食材をブレンドした発酵食品。抗糖化効果、肌質・便通改善効果が実証されている。

第５回（2019) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

https://lagrace147.official.ec/
https://www.gungendo.co.jp/


審査員賞
美食パン GaLaブラン【鳥取県】
（株）One‘s. co https://gala-bread.com/

食べて美しく健康になってほしいという思いから、低糖質でミネラルを多く含む小麦ふすまにこだわり焼き上げ
た美食パン。低糖質だけでなく、乳製品や卵も使わず木綿豆腐・米麴を使用しもっちりしっとりとした食感に仕
上げ、生小麦ふすまを使い香ばしい味わいとなっている。

審査員賞
もずくパック【沖縄県】
ファミリー企画（株） http://chulabi.co/

もずくの宝庫沖縄。ミネラルや食物繊維、ビタミンを豊富に含み、保湿効果も高いことで知られ、そんなもずくをスキンケ
アに取り入れようと開発。もずくが持つ保湿力で美肌を叶える「モズクまるごと貼り付けちゃう美容パック」。

第５回（2019) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

https://gala-bread.com/
http://chulabi.co/


特別賞特定非営利活動法人日本抗加齢協会 特別賞
四国健康支援食品制度（愛称：ヘルシー・フォー）
【徳島県・香川県・愛媛県・高知県】
（一財）四国健康支援食品普及促進協議会 https://www.tri-step.or.jp/shokuhin/shokuhin_index.html

四国健康支援食品制度は、食品の安全性・機能性に関し、科学的根拠が存在する食品であることを審査・評
価する民間認証制度で、健康食品の開発等を通じて地域活性化にも貢献することが期待できる。

第５回（2019) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

https://www.tri-step.or.jp/shokuhin/shokuhin_index.html


最優秀賞
美らBio【沖縄県】
（株）石川酒造場 http://www.kamejikomi.com/

沖縄でしか得られない素材である泡盛蒸留粕（もろみ酢）を原料に、新たな発酵技術を用いて商品化。
保存料無添加でナチュラル。黒麴菌・酵母菌・乳酸菌の３つの菌の発酵で造られた新規乳酸菌飲料。

優秀賞
オクラビューティープロジェクト【鹿児島県】
（有）エール http://yell-ibusuki.com/okrabeauty/

生産量日本一の鹿児島県指宿産オクラ100％でつくられたオクラパウダーは、１包にオクラ４本分が 凝縮。水
分が加わるとネバネバが復活するオクラを、手軽簡単に毎日の食事へ（食品添加物、デキストリン不使用）。

第４回（2018) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

http://www.kamejikomi.com/
http://yell-ibusuki.com/okrabeauty/


優秀賞
Kabuku宇治茶×ハーブ【京都府】
Hokuzan https://hokuzan.jp/

緑茶とハーブをブレンドした新感覚のお茶。京都府産の一番茶を使用することで、緑茶とハーブが調和し、飲
みやすくなっている。ティーバッグになっているため、どこでも手軽に楽しむことができる。

優秀賞
LaVie Prēcieuse A.P.G.Line【青森県】
（株）ラビプレ（青森PG) http://www.lp-apg.com/

青森の自然の恵みから生まれた美容成分（APセラミド・プロテオグリカン・グリチルリチン酸）をたっぷり配合。肌の表

面を美容成分が浸透しやすい状態に整え、角質層の奥まで潤いを届けてくれる“二重保湿構造”が、キメの整った滑
らかでふっくらした肌に導く。

第４回（2018) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

https://hokuzan.jp/
http://www.lp-apg.com/


審査員賞
Annika Blanc（アニカブラン）スキンケアシリーズ【熊本県】
（株）HRE https://annika-blanc.com/

鶴田有機農園様のJAS有機甘夏から抽出した植物細胞水®を水に置き換えた新発想の高純度オーガニックスキンケア商
品。植物が持つ力を最大限に引き出して、「肌ってこんなにかわるんだ」を実感できる。

優秀賞
天然炭酸シリカ化粧品 ラ・グレース【大分県】
（株）ガブ https://lagrace147.official.ec/

シリカ含有量国内最高基準、世界トップレベルの大分県天然炭酸シリカ水で作られたスキンケア化粧品。医療、
美容の両分野で注目の美のミネラル・シリカを高配合。天然炭酸シリカ水を特殊な製法を用いることで美肌に必
要な線維芽細胞、コラーゲン、ヒアルロン酸の増加を促進する。

第４回（2018)  ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

https://annika-blanc.com/
https://lagrace147.official.ec/


審査員賞
歯ぐき専用ツールカラコル®【滋賀県】
（株）大木工藝 http://caracol-info.com/

カラコルは炭素純度99.9％の炭素ヘッドが「温めと気持ちいい刺激」を歯ぐきに与える「歯ぐき専用ツール」。美しい歯を
保つためにの1日１回の歯ぐきケアの習慣を提案する。

審査員賞
Salt Soap ένα / スフィア・ソルト・ソープ エナ【福岡県】
（株）空と地 https://soratochi.jp/

特許技術の真空加圧製法で瀬戸内海の海塩などを20％も石けんに配合。水や熱も加えず、石油系・合成

系は一切使わず、素材だけでできた極めてシンプルでナチュラルな製法で作られている。その他全国の優
れた地域素材もふんだんに詰め込まれている。

第４回（2018) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

http://caracol-info.com/
https://soratochi.jp/


特別賞特定非営利活動法人日本抗加齢協会 特別賞
北海道食品機能性表示制度「ヘルシーDo」【北海道】
（一社）北海道バイオ工業会 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/ks/hyouziseido.htm

ヒト介入試験の成果が査読付論文のエビデンスがある北海道産の機能性素材を配合した、北海道内で製
造される加工食品を北海道庁が認定。「安全・安心・美味しい」に加えて「健康訴求」の付加価値をプラスす
る。

第４回（2018) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/ks/hyouziseido.htm


最優秀賞
MILK‘ORO エイジングヨーグル【熊本県】
（株）オオヤブデイリーファーム https://oyabudailyfarms.wixsite.com/store/secret

牛の健康を考え亜麻からできたエサを与え、オメガ３脂肪酸強化ジャージー乳を生産。その生乳でできた
ヨーグルトは、日々熟成し乳酸菌が増え酸味とコクが増す。チーズのような濃厚な層を形成した２層式ヨー
グルト。

優秀賞
冷凍クレンズジュースセット【東京都】
Cold Pressed juice bar be-es/ﾋﾞーｽﾞ

日本初のコールドプレスジュース専門店オリジナルレシピをそのまま家庭で手軽に味わえ、専門店が
近くにない人にもいつでも楽しめる冷凍パック。日本全国の人に届けたいとのの想いで開発された商品。

第３回（2017) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

https://oyabudailyfarms.wixsite.com/store/secret


優秀賞
シャンティスウィッチェル【佐賀県】
（株）Karatsu Style http://www.karatsustyle.com/shantiswitchel/

スウィッチェルは海外で人気に火がついた、りんご酢に蜂蜜、生姜を加えてつくられる添加物不使用の自然派
飲料。佐賀県産の熟成りんご酢と生姜を使用し、日本で初めてのスウィッチェルのブランドを開発。地域に受
け継がれる発酵文化を、今の視点からパッケージングした商品。

優秀賞
TSUBAKI SAVON【佐賀県】
（株）バーズプランニング https://birds-planning.com/tsubakisavon/

佐賀県加唐島で野生の椿を素材の良さを引き出す為に、島民が手作業でコールドプレス抽出したビタミンE高保
有の椿油。椿油で地域活性を目的として開発したメイクも落とせるエイジングケア石鹸。

第３回（2017) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

http://www.karatsustyle.com/shantiswitchel/
https://birds-planning.com/tsubakisavon/


優秀賞
Nurserｙ ボタニカルコラーゲン【京都府】
（株）ヒューマンリソースコミュニケーション http://www.augustya.co.jp/

植物由来のアミノ酸から作り出されたボタニカルコラーゲンとヒアルロン酸のみを使用し、凍結乾燥。アニマル
フリー、アレルゲンフリー、防腐剤フリー。香料着色料も不使用の、完全無添加スキンケアシート。

優秀賞
ルナリウム 濃密美容泡マスク【鹿児島県】
（有）エール http://yell-ibusuki.com/okrabeauty/

植物由来独自成分「オクラ種子エキス」配合。洗い流し不要の泡状美容液をマスクに。きめ細かな泡が年齢肌に密着
ケア。オクラ生産量日本一の鹿児島県指宿市が開発したオグラのエイジングケアアイテム。

第３回（2017) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

http://www.augustya.co.jp/
http://yell-ibusuki.com/okrabeauty/


審査員賞
rosa rugosa【北海道】
うらほろスタイル推進地域協議会 http://www.urahoro-style.jp/

「rosa rugosa」はハマナスや国産の天然成分を主原料としたオーガニック処方のスキンケアブランド。ハマナス

の栽培、製品開発、販売、プロモーションを浦幌町に住む子どもと大人が一緒になって携わり、作り出した商
品。

審査員賞
白美の雫 洗顔石鹸【鹿児島県】
農業生産法人グレイスファーム（株） http://hakubi.shop/

唐津市七山の名水を毎日汲み上げ栽培している、非常に希少な白いきくらげ「白美茸」。そこに含まれる優れた保湿成分
（多糖体）をたっぷり配合するために、特別な製法でぷるぷるな石鹸に仕上げている。

。

第３回（2017)ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

http://www.urahoro-style.jp/
http://hakubi.shop/


審査員賞
もち麦シリアル6.6【愛知県】
豊橋糧食工業（株） http://www.t-ryoshoku.co.jp/

愛知県内で栽培の高βーグルカン含有「スーパーもち麦」を１００％使用。無添加、無着色、砂糖不使用
のカリッと香ばしい。理想の腸内フローラをめざす、手軽で安全、食物繊維豊富なもち麦のシリアル。

第３回（2017) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

http://www.t-ryoshoku.co.jp/


最優秀賞
ビューティーアクチュアライザー【奈良県】
（株）クレコス http://www.crecos.co.jp/

自然農栽培大和茶を配合し天然成分１００％化学成分完全フリーのワイルドクラフトコスメ「QUON（クオン）」。

主力製品のビューティーアクチュアライザーは化粧水、乳液、美容液のオールインワンセラム。更に、精油と
芳香蒸留水だけで、香水のように変化する複雑な香りを再現。水分をたっぷりふくんだミルクタイプの使用感
は、さっぱりした付け心地に反して、内側からふくらむ肌のはりとみずみずしさが実感できる。

優秀賞
コーボンマーベル N525【静岡県】
第一酵母株式（株） https://www.cobon-n.com/

独自の研究から「腸内細菌」に着目。中でも日本の豊富な発酵文化と密接に関係している酵母菌を選び、強く・良質な酵
母菌を摂取できる発酵ドリンクとして製品化した。原料の栄養素ではなく、厳選した国産フルーツでゆっくりと時間をかけて
発酵熟成させている。

第２回（2016) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

http://www.crecos.co.jp/
https://www.cobon-n.com/


優秀賞
丹波なた豆茶 Small Pack 【有機JAS】【兵庫県】
（有）こやま園 http://kyme.jp/

なた豆に含まれる3つの成分、カナバニン、コンカナバリンA、ウレアーゼにより排出を促し、自然なダイエット
が実現。肌トラブルの解消や、体調改善など、インナービューティーをサポートする。

ノンカフェインで、安心して家族で飲むことができる。ハーブティーのような苦味もなく、やさしい甘みと香ばしさ
で、健康維持以外でも美味しく飲めるお茶として利用できる。

優秀賞
ナルーク ボディオイル【北海道】
（株）フプの森 https://fupunomori.net

北海道産原料やオーガニック認証原料を使用したボディオイルは、全身の保湿や、セルフマッサージにも使え、森の香りを
まとうことができるアイテム。手にして使う時はもちろん、部屋で目にした時にも、森を想ってほっとできるようなデザインや
香りのブレンドにこだわっている。

第２回（2016) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

http://kyme.jp/
https://fupunomori.net/


優秀賞
yaetoco 家族ハンドクリーム（伊予柑）60ｇ【愛媛県】
（株）地域法人無茶々園 http://www.muchachaen.jp/

愛媛で有機農業に取り組む生産者団体「無茶々園」で育てた柑橘から採れた蒸留水、宇和海の真珠のパウ
ダーとみかんの花々から採ったハチミツをたっぷり使用したハンドクリーム。愛媛の明浜育ちの産物をたっぷ
り使っているのが特徴。防腐剤や石油由来成分は不使用で家族でも安心して使えるようになっている。

審査員賞
まついくサプリバンビウィンク【東京都】
オルト（株） http://orthobios.com/ver2/bw/

日本初のまつ毛専用サプリメント「バンビウィンク」は、まつ毛美容液にも配合されているビオチン、年齢とともに
減少するポリアミンを主成分として配合し、まつ毛の成長を助ける栄養を補給できる。傷んだまつ毛の回復も早
く、商品開発を担当した女性自らがデザインしたパッケージも好評。

第２回（2016) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

http://www.muchachaen.jp/
http://orthobios.com/ver2/bw/


審査員賞
あまざけ+乳酸菌 ちほまろ【宮崎県】
（株）高千穂ムラたびまろうど酒造 http://takachiho-muratabi.com/

日本の伝統的な発酵技術を活かすため、高千穂町・秋元地区の伝統である“どぶろく”づくりと同じ米糀を使っ
た甘酒を開発。「甘酒の甘ったるい後味が苦手」という声に応え、乳酸菌を加えることで甘酸っぱい、さっぱり
した甘酒に仕上げている。また、乳酸菌の整腸作用がプラスされ、腸内環境の改善や肌の調子を整える効果
も期待できる。

審査員賞
ナーセリーボディスムーザー 京ゆず【京都府】
（株）ヒューマンリソースコミュニケーションズ http://www.augustya.co.jp/

日本のユズ発祥の地ともいわれる京都・嵯峨水尾産のユズを用いた和の香りにあふれるボディソルト。剪定を行
わず自然に近い状態で育てられたユズにこだわって作られ、人工的な香料や着色料を使用せず、独特のシャー
プかつフレッシュな香りを実感できるのが特徴。

第２回（2016) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

http://takachiho-muratabi.com/
http://www.augustya.co.jp/


特別賞
さとうきびごはんの素【沖縄県】
（株）沖縄ウコン堂 http://ukondo.com/

沖縄のさとうきびから黒糖を絞った後の繊維(バガス）を独自の特許技術で加工。エビデンスに裏付けされた

新食物繊維として「食べる楽しさ」､「出る喜び」､「健やかな毎日」を提供する。さとうきびごはんの素には、不溶
性食物繊維、水溶性食物繊維、キシロオリゴ糖、抗酸化成分ポリフェノールの４つの有効成分が含まれてい
る。

第２回（2016) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

http://ukondo.com/


最優秀賞
百白糀（ひゃくびゃくこうじ）【宮崎県】
（有）白水舎乳業 http://hakusuisha.jp/

原材料は「生乳」と日本国菌を利用した「米糀」のみでアルコール0％。

砂糖や添加物等を一切使わず、低温でじっくり時間をかけてタンパク質を（遊離）アミノ酸まで分解している。
量は牛乳の100倍以上。細かく分解されている事で自然な甘さのブドウ糖と、カルシウム、ビタミン、ミネラル、
食物繊維などを1本で手軽に摂取できる。
ナチュラルで身体に優しく元気の出る「和風ヨーグルト」＝「牛乳甘酒」。

優秀賞
オールケアピュアローション椿なのなのサラ【福岡県】
（株）オーラテック http://aura-tec.com/

水、ツバキ油、オリーブ油で飲めるほど安全で浸透性にすぐれ使い心地がさっぱりしたローション。

古くから肌や髪の美容液として愛用されてきたツバキ油やオリーブ油を最新のナノテクノロジーで開発。ミストタイプのサラサラ
ローションなので使用感はサッパリしているが、すぐれた浸透力と保湿力がある。

第１回 （2015) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

http://hakusuisha.jp/
http://aura-tec.com/


優秀賞
禊月 はみがき【沖縄県】
CAPTAIN RESORT Co., Ltd http://www.captain-r.com/

塩を配合した「禊月はみがき」は歯茎を引き締める効果があり、久高島産の塩と国産の米ぬかとふすま
（小麦表皮）に微生物と酵素が働いた発酵液を主要洗浄成分とする、ゲルタイプの歯みがき。発酵液が
歯垢を分解することで口臭を予防し、厳選素材をバランスよく配合している。合成界面活性剤・発泡剤不
使用の無添加化粧品。

優秀賞
リュウミネシルクソルト 【沖縄県】
（株）ぬちまーす https://www.nuchima-su.co.jp/

雪のように白く 絹のように輝くシルクソルトは特許製法により海水に含まれるミネラルを全て結晶化に成功。高い浸透力で古
い角質を取り除き、高濃度の海洋ミネラルがお肌の角質層に浸透。潤いに満ちたみずみずしい肌へと導く。本格的なタラソテ
ラピーが実現できるナチュラルコスメ。

第１回（2015) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

http://www.captain-r.com/
https://www.nuchima-su.co.jp/


優秀賞
あっ！ぷるるんボール 【青森県】
（株）やまと商社 http://www.yamatofirm.co.jp/

泡が立たない、肌に直接あてて洗う、ゼリー状の無添加石けん。地方独立行政法人青森県産業技術センター
弘前地域研究所と共同開発した天然原料「りんご心皮」配合。角質除去＆毛穴ケア＆保湿の効果があり、製
品を直接肌にあてることで摩擦による皮膚へのダメージが少なく、製品がピタッと肌に吸い付き汚れを吸着す
る。

第１回（2015) ジャパンメイド・ビューティアワード受賞製品

http://www.yamatofirm.co.jp/

