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 アジア最大級の国際食品・飲料展「FOODEX JAPAN 2017（フーデックスジャパン）」を主催する一般

社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）は、モデルや栄養士、フードコーディネーターなど食に

対する意識の高い女性たちが「味」「食べやすさ」「パッケージ・ビジュアル」などの視点から食品・飲料

の次のトレンドを予測し、グランプリとして発表する「FOODEX 美食女子」グランプリ 2017 にノミネー

トした全 89 製品を発表します。 

 

 今回より従来の審査員に加えて女性バイヤーと一般消費者が加わり、「ミール」「ドリンク」「スイー

ツ」「ママの愛」の 4 部門でグランプリを発表いたします。 

 ノミネート製品から選出される各グランプリ製品の発表および授賞式は、2017 年 3 月 7 日（火）に

「FOODEX JAPAN 2017」会場：幕張メッセ 7 ホール・美食女子スタジオにて行います。 

■ノミネート企業（50音順） 

第 5 回「FOODEX 美食女子」グランプリ 2017 受賞企業 

ノミネート：55 社、89 製品 （応募総数：132 社、180 製品） 

【ミール部門】 

アシストバルール、イートアンド、SKW イーストアジア、エスビー食品、キタノ商事、キユーピー、 

キング醸造、CREA FARM、さとの雪食品、シノブフーズ、正田醤油、信栄食品、 

デルタインターナショナル、日本食品、BRAMARE、ブリリアントアソシエイツ、マウンテンフード、 

マルサンアイ、丸惣、モランボン、モンテ物産 

【ドリンク部門】 

赤穂化成、アトリウム、網走ビール、伊藤園、内堀醸造、大関、協同乳業、キング醸造、合同酒精、 

シトロン、白瀧酒造、タカナシ乳業、桃翠園、パナバック、廣島、横倉本店 

【スイーツ部門】 

秋田屋本店、アサヒコ、阿部幸製菓、SKWイーストアジア、岡三食品、オルビス、亀田製菓、 

キタノ商事、クラシエフーズ、高知アイス、宝製菓、牧家、MY HONEY、明治、森永製菓 

【ママの愛部門】 

味源、イートアンド、伊藤園、SKW イーストアジア、エスビー食品、第一屋製パン、農水フーヅ、 

マルサンアイ、マルハニチロ、明治、モランボン、山梨 Made 

  

  

2017 年 2 月 14 日（火） 
一般社団法人日本能率協会 

FOODEX JAPAN 事務局 

本ニュースリリースは、2 月 14 日 13:00 に 
東商記者クラブに配布しております。 

 
報道関係者各位 

  

グランプリの発表は、3 月 7 日 FOODEX JAPAN 2017 会場（幕張メッセ）にて。 

 

受賞ノミネート全 89 製品が決定！ 

今年から４部門に拡大！ 次に来る女性目線の食品・飲料がわかる！ 

★ノミネート製品の企業名と名称は次ページをご覧ください★ 

 

※50 音順 
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■ノミネート一覧 

【ミール部門】 
 

製品名 企業名 本社 カテゴリー・名称 

ホワイトカリー麺 ㈱アシストバルール 大阪府 
パン・麺類 
・パスタ 

ぷるもち えび水餃子 イートアンド㈱ 大阪府 惣菜・冷凍食品 

生なたね油 エルンテゴールド SKW イーストアジア㈱ 東京都 
調味料・香辛料 
・原料・素材 

おひさまキッチン ベイクドアップル エスビー食品㈱ 東京都 
調味料・香辛料 
・原料・素材 

SUPERFOOD DELI 3 種のスーパーフード
と穀物サラダ爽やかレモン＆ミント エスビー食品㈱ 東京都 

調味料・香辛料 
・原料・素材 

クランチフルーツ＆ナッツミューズリー キタノ商事㈱ 大阪府 穀類 

ヴェルデ 野菜ぎっしりバー  
やさしい甘み 

キユーピー㈱ 東京都 野菜・果実 

ヴェルデ 野菜ぎっしりバー  
ほんのり塩味 

キユーピー㈱ 東京都 野菜・果実 

日の出寿 美味しいつゆ 200ML 紙パック キング醸造㈱ 兵庫県 
調味料・香辛料 
・原料・素材 

キャロットラペのための有機ビネガー ㈱CREA FARM 静岡県 
調味料・香辛料 
・原料・素材 

おからパウダー さとの雪食品㈱ 徳島県 穀類 

つくねと鶏のっけ弁当（麦ごはん） シノブフーズ㈱ 大阪府 惣菜・冷凍食品  

鶏のせそぼろ弁当 シノブフーズ㈱ 大阪府 惣菜・冷凍食品  

SOY Beauty おからびじん ごまドレッシ
ング 

正田醤油㈱ 東京都 
調味料・香辛料 
・原料・素材 

魅惑のフレッシュパクチー餃子 ㈱信栄食品 長野県 惣菜・冷凍食品 

マスターソムリエ高野豊監修  
ワインに合う イタリアン餃子 

㈱信栄食品 長野県 惣菜・冷凍食品 

1 週間分のロカボナッツ ㈱デルタインターナショナル 東京都 
機能性食品・ 
健康志向食品 

博多の薫り 明太子入りポークウインナー 日本食品㈱ 福岡県 
畜産物・ 
食肉加工品 

太陽のドレッシング BRAMARE   東京都 
調味料・香辛料 
・原料・素材 

ピンクマヨ華貴婦人 ブリリアントアソシエイツ㈱ 鳥取県 
調味料・香辛料 
・原料・素材 

MERRYBERRY マウンテンフード 東京都 野菜・果実 

毎日えごまオイル味噌汁 マルサンアイ㈱ 愛知県 
調味料・香辛料 
・原料・素材 

ウメスウィーツ マリアージュ ㈱丸惣 和歌山県 野菜・果実 

ラップサンドシート モランボン㈱ 東京都 パン・麺類 
・パスタ 

My Green+コブサラダ用ソース モランボン㈱ 東京都 
調味料・香辛料 
・原料・素材 

チボッタ エキストラ・ヴァージン・ヘンプ
オイル 100ml 

モンテ物産㈱ 東京都 
調味料・香辛料 
・原料・素材 

チボッタ エキストラ・ヴァージン・パンプ
キンシードオイル 100ml モンテ物産㈱ 東京都 

調味料・香辛料 
・原料・素材 

チボッタ エキストラ・ヴァージン・アボカ
ドオイル 100ml モンテ物産㈱ 東京都 

調味料・香辛料 
・原料・素材 
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【ドリンク部門】 
 

製品名 企業名 本社 カテゴリー・名称 

うるおいパーフェクトゼリー 赤穂化成㈱ 兵庫県 ソフトドリンク 
・水 

アロマコンフィチュールティ３本セット ㈱アトリウム 愛媛県 コーヒー・茶・
飲料原料 

ABASHIRI White Ale 網走ビール㈱ 北海道 アルコール飲料 

Relax PEACH 500ml ㈱伊藤園 東京都 
コーヒー・茶・
飲料原料 

フルーツビネガーざくろの酢 内堀醸造㈱ 岐阜県 ソフトドリンク 
・水 

花泡香（ハナアワカ） 大関㈱ 兵庫県 アルコール飲料 

ミルク de 水素 協同乳業㈱ 東京都 乳・卵製品 

4 種の紫果実 鉄分＆のむヨーグルト 協同乳業㈱ 東京都 乳・卵製品 

薫り華やぐ純米酒 300ML 瓶 キング醸造㈱ 兵庫県 アルコール飲料 

鍛高譚Ｒスパークリング 合同酒精㈱ 東京都 アルコール飲料 

美肌酵素スムージー「美スムージー」 ㈱シトロン 栃木県 
コーヒー・茶・
飲料原料 

清酒 上善如水スパークリング 360ml 白瀧酒造㈱ 新潟県 アルコール飲料 

コクっとミルク ルイボスティーラテ タカナシ乳業㈱ 神奈川県 
コーヒー・茶・
飲料原料 

出雲抹茶カプチーノ ㈱桃翠園 島根県 
コーヒー・茶・
飲料原料 

ヴィリタスブロイ ピュア&フリー ㈱パナバック 大阪府 
ソフトドリンク 
・水 

シドルリ・ミニャール（白） ㈱パナバック 大阪府 
ソフトドリンク 
・水 

デリリア瓶 ㈱廣島 福岡県 アルコール飲料 

まほろば歳時記 梅桃桜 ㈱横倉本店 栃木県 アルコール飲料 
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【スイーツ部門】 
 

製品名 企業名 本社 カテゴリー・名称 

TEA HONEY（ティーハニー） ㈱秋田屋本店 岐阜県 
砂糖・ 
スプレッド類 

スイーツとうふ カラメル ㈱アサヒコ 埼玉県 菓子・デザート 

華もっちりとうふ 黒蜜きな粉 ㈱アサヒコ 埼玉県 菓子・デザート 

ソイラテゼリー キャラメルマキアート ㈱アサヒコ 埼玉県 菓子・デザート 

ココナッツオイル CRISPY BRAN 大人のベ
リー 

阿部幸製菓㈱ 新潟県 菓子・デザート 

ザーネワンダーホイップクリームライト SKW イーストアジア㈱ 東京都 菓子・デザート 

For Health & Beauty おいしいむき甘栗 ㈱岡三食品 岡山県 野菜・果実 

For Health & Beauty おいしい焼いも ㈱岡三食品 岡山県 野菜・果実 

For Health & Beauty  
そのまま食べる蒸し大豆 ㈱岡三食品 岡山県 野菜・果実 

Kirei Charge Bar（キレイチャージバー） オルビス㈱ 東京都 菓子・デザート 

たねバル  
バーニャカウダ味＆カシューナッツ 

亀田製菓㈱ 新潟県 菓子・デザート 

亀田の柿の種 ミルクチョコ 亀田製菓㈱ 新潟県 菓子・デザート 

ローズ オブ ドロミテ オリジナル 4P キタノ商事㈱ 大阪府 菓子・デザート 

ふわりんかソフトキャンディ  
ビューティーローズ味 

クラシエフーズ㈱ 東京都 菓子・デザート 

匠利休抹茶シャーベット ㈲高知アイス 高知県 菓子・デザート 

シリアルブランサンド  
アサイー＆チアシード with マキベリー 

宝製菓㈱ 神奈川県 菓子・デザート 

シリアルブランサンド ココナッツオイル
＆チアシード with パイナップル 

宝製菓㈱ 神奈川県 菓子・デザート 

牧家の杏仁豆腐 ㈱牧家 北海道 菓子・デザート 

ザ・スプーン ㈱MY HONEY 鳥取県 菓子・デザート 

明治 ザ・チョコレート  
力強い深みコンフォートビター 

㈱明治 東京都 菓子・デザート 

明治 ザ・チョコレート  
華やかな果実味エレガントビター ㈱明治 東京都 菓子・デザート 

明治 ザ・チョコレート  
優しく香るサニーミルク ㈱明治 東京都 菓子・デザート 

明治 ザ・チョコレート  
濃密な深みと旨味ベルベットミルク 

㈱明治 東京都 菓子・デザート 

明治 ザ・チョコレート  
魅惑の旨味ジャンドゥーヤ 

㈱明治 東京都 菓子・デザート 

明治 ザ・チョコレート  
鮮烈な香りフランボワーズ 

㈱明治 東京都 菓子・デザート 

大粒ポイフルパウチ ㈱明治 東京都 菓子・デザート 

明治デザートプラス more ストロベリー ㈱明治 東京都 菓子・デザート 

マクロビ派ビスケット＜プレーン＞ 森永製菓㈱ 東京都 菓子・デザート 

マクロビ派ビスケット＜カカオ＞ 森永製菓㈱ 東京都 菓子・デザート 
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【ママの愛部門】 
 

製品名 企業名 本社 カテゴリー・名称 

味源のだし ㈲味源 香川県 調味料・香辛料 
・原料・素材 

未来雑穀 21＋マンナン ㈲味源 香川県 穀類 

2 色のぷるもちスイーツ イートアンド㈱ 大阪府 惣菜・冷凍食品 

さらさら健康ミネラルむぎ茶 40ｇ ㈱伊藤園 東京都 コーヒー・茶・
飲料原料 

ザーネワンダーホイップクリームライト SKW イーストアジア㈱ 東京都 菓子・デザート 

生なたね油 エルンテゴールド SKW イーストアジア㈱ 東京都 調味料・香辛料 
・原料・素材  

みんなのとろけるカレー（アレルギー特定原
材料等 27 品目不使用） 

エスビー食品㈱ 東京都 
調味料・香辛料 
・原料・素材 

みみふわ 第一屋製パン㈱ 東京都 
パン・麺類 
・パスタ 

国産果汁 100% スティックゼリー 農水フーヅ㈱ 山口県 菓子・デザート 

こども味噌汁 マルサンアイ㈱ 愛知県 
調味料・香辛料 
・原料・素材 

くまちゃん占い えびとチーズのグラタン マルハニチロ㈱ 東京都 惣菜・冷凍食品 

果汁グミ個包装アソート ㈱明治 東京都 菓子・デザート 

手のひらピザの生地 モランボン㈱ 東京都 
パン・麺類 
・パスタ 

食べるぶどうジュース 巨峰 山梨 Made㈱ 山梨県 
ソフトドリンク 
・水 

 

■「FOODEX 美食女子」の概要 

 「FOODEX JAPAN」は 1976 年より毎年開催しているア

ジア最大級の国際食品・飲料展であり、今回で 42 回目を迎

えます。2013 年に創設された「FOODEX 美食女子」は、女

性自らが買いたい、食べたい食品・飲料を選ぶグランプリで

す。  

 ５回目となる今年からは、審査員として食に精通したモデ

ルやタレント、小学生以下のお子様を持つフードコーディネ

ーターなどの有資格者に、女性バイヤーと一般消費者が審査

員に加わり、カテゴリーも４部門に拡大いたしました。美食

女子は国内メーカーからエントリーされた製品（美食女子グ

ランプリ 2017：132 社、180 製品）を「味」「食べやすさ」

「パッケージ・ビジュアル」などの視点から食品・飲料の次のトレンドを予測し、

グランプリとして発表します。 

 受賞企業からは「売上が前年比約 4 倍になった」「新たな販路が生まれた」な

どの声があがっています。また、流通・食品業界のバイヤーからも認められる実

績のあるグランプリです。 

 

■「FOODEX 美食女子」グランプリ 2017について 

 今年より「ミール部門」「ドリンク部門」「スイーツ部門」「ママの愛部門」の

美食女子スタジオで受賞製品を展示 
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４部門に分かれ、カテゴリーごとに次に来る商品を選抜いたしました。 

 審査は、「食」に精通する 20〜40 代の女性 48 名と小売・外食・卸などの女性バイヤー25 名で行いまし

た。 
 

＜審査項目（8項目）＞ 

○「ミール部門」「ドリンク部門」「スイーツ部門」 

 ①味 ②食べやすさ ③パッケージ・ビジュアル ④オリジナリティ  

 ⑤売価・コストパフォーマンス ⑥ボリュームの適性  

 ⑦口コミ・つぶやきの適性 ⑧市場適性（バイヤーのみ審査） 

○「ママの愛部門」 

 ①味 ②売価・コストパフォーマンス ③安全性・栄養価 ④ボリュームの適性 

 ⑤容器・パッケージ ⑥簡便性・時短 ⑦共感力・口コミ適性 ⑧市場適性（バイヤーのみ審査） 
 

＜審査基準と賞の種類＞ 

 各審査項目を 5 点満点で集計し、その平均点から算出する総合評価ポイントで各賞を決定します。 

 ◆グランプリ（各部門最高点製品）  ◆金賞（3.5 点以上）  ◆銀賞（3.0 点以上） 

 ◆バイヤー特別賞（市場適性点の高い商品の中からバイヤー審査員が決定） 

 

■「FOODEX 美食女子」グランプリ 2017発表・授賞式 
 日時：3 月 7 日（火）12:00〜 会場：幕張メッセ 7 ホール・美食女子スタジオ 
 

 今回の FOODEX では美食女子スタジオを７ホールに設置し、４日間通して受賞商品をご確認いただけま

す。FOODEX 初日に、各グランプリの発表および授賞式を開催します。グランプリ受賞の各企業には美食

女子メンバーからトロフィーの授与と審査のコメント発表が行われます。受賞企業は、受賞製品パッケー

ジや販促物にロゴマークを最長 3 年間無料で使用できます。 

 

■FOODEX JAPAN 2017 開催概要 
名 称 : FOODEX JAPAN 2017（第 42 回国際食品・飲料展） 

会 期 : 2017 年 3 月 7 日（火）〜10 日（金）の 4 日間 10:00〜17:00（最終日は 16:30 まで） 

会 場 : 幕張メッセ（1〜10 ホール） 

主 催 : 日本能率協会 日本ホテル協会 日本旅館協会 国際観光日本レストラン協会 国際観光施設協会 

後 援 : 外務省 厚生労働省 農林水産省 観光庁 千葉県 千葉市 日本貿易振興機構(ジェトロ) 

来 場 対 象 : 食品・飲料の購買担当者(外食・中食、小売、商社・卸、食品メーカー、ホテル) 

※本展は、ビジネスや商談を目的とした食品業界関係者向けの専門展示会です。 

入場登録料 : ￥5,000（「招待券」をお持ちの方は無料。ただし一般の方、16 歳未満の方は入場不可） 

同時開催展 : アジア水産・冷食展 2017、和食産業展 2017（共に 11 ホール） 

 

○当日の取材について 

 本グランプリでは、女性/ママ目線の次のトレンド製品が多く発掘されています。受賞製品ならびに授賞

式のシーンをぜひご取材ください。 

 ※事前に広報事務局（TEL:03-6427-2298、シェイプウィン内）にご一報ください。 

 ※ノミネート製品・企業への個別取材のアレンジもいたしますので、ご希望の方はご連絡ください。 
 

○プレスルームのご案内 

・当日、プレスルームにて「プレス登録」をお願いします。（名刺 2 枚ご提出ください） 

【場所】国際会議場 3 階 304【プレス受付】9:00〜 

【報道関係のお問い合せ】FOODEX JAPAN 広報事務局（シェイプウィン内）担当：村上・重谷・神村 

 TEL : 03-6427-2298 FAX : 03-6740-2095 Email : press@shapewin.co.jp 


