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報道機関 各位  

 

「2016 年度 ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」 

「立川市プレミアム婚姻届」が地方創生賞の候補として 

最終審査ノミネート名品となりました 

 

地域に眠る名品、それを支えるストーリーを発掘する表彰制度「ふるさと名品オ

ブ・ザ・イヤー」において、立川市が販売する「立川市プレミアム婚姻届」が、この

表彰制度の特別賞にあたる「地方創生賞」の候補として、最終審査ノミネート名品に

選出されました。 

3 月 6 日(月)に行われる地方創生賞の最終審査会にて、「ヒト・モノ・コト」それぞ

れの地方創生賞 3 つの名品を決定します。3 月 21 日（火）には、内閣府講堂にて、地

方創生賞の 3 名品の発表とともに、9 つの最終審査ノミネート名品を地方創生賞の入

賞名品として表彰式を実施します。 

 

【ふるさと名品オブ・ザ・イヤーとは】 

「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」は、地域に眠る名品とそれを支えるストーリーや取組みを発掘し、

「ヒト・モノ・コト」それぞれの表彰を通じて、地域のチャレンジをより多くの人に知ってもらい、

地域の将来を支える名品とその国内・海外の市場開拓および“地域のファン化”を支援する表彰制度。 

 

【問い合わせ】  

立川市総合政策部企画政策課 小宮山・小林  

電話 042(523)2111・内線 2687 



2017年3月1日 

報道関係者各位 

ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実行委員会 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」実行委員会（実行委員長：古田秘馬、以下「実行委員会」）は、地域の

素晴らしさを域外の消費者に直接伝えようとする新たなチャレンジを、より多くの人に知ってもらうことを目的

とした表彰制度「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」において、34の部門賞と9つの地方創生賞の入賞名品を決

定したことを発表しました。実行委員会は今後、地方創生賞の最終審査会を行い、3月21日（火）に内閣

府講堂にて、地方創生賞の3名品の発表と表彰式を行います。 

 

 34の部門賞は、「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」参加企業が独自の目線で部門賞を設定し、地域のヒト、

モノ、コトを表彰するもので、この度、全ての部門賞が決定しまいた。部門賞の中には、地元にとっては当り

前でも外から見たら特別な郷土の味・食文化などのPR本「ふるさとの魅力 伝承本「おかずシリーズ」を発

行する取り組み（ベストアプローチ賞部門 提供：大日本印刷株式会社）や、2016年伊勢志摩サミットの

夕食会にも採用されたワイングラスで味わう緑茶「The Uji 京都宇治碾茶」（未来ブランドオーディション部

門 提供：株式会社ドゥ・ハウス）、京都地域にこだわった食材を集めたトロッコ嵯峨駅の名物弁当「きつね

の鶏めし」（こだわりの駅弁部門 提供：株式会社エイチ・アイ・エス × 株式会社モバイルファクトリー）など、

個性豊かな部門賞（※別紙1参照）が決定しました。全国47都道府県中32都道府県から、特色あるヒト、

モノ、コトが（全65品）受賞しています。 

 

またこの度、部門賞とは別に特別賞として表彰する地方創生賞の候補として、9つの地方創生賞の最

終審査ノミネート名品（※別紙2参照）が決定しました。3月6日（月）に行う地方創生賞の最終審査会に

て、「ヒト・モノ・コト」それぞれの地方創生賞3つの名品を決定します。実行委員会は、3月21日（火）に内

閣府講堂にて、地方創生賞の3名品の発表とともに、9つの最終審査ノミネート名品を地方創生賞の入賞

名品として表彰式を実施します。 

 

 

【ふるさと名品オブ・ザ・イヤーとは】 URL：http://furusatomeihin.jp/ 

「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」は、地域に眠る名品とそれを支えるストーリーや取組を発掘し、「ヒト・モノ・

コト」それぞれの表彰を通じて、地域のチャレンジをより多くの人に知ってもらい、地域の将来を支える名品と

その国内・海外の市場開拓および“地域のファン化”を支援する表彰制度で、今年は昨年に続いて2回目

となります。 

ものづくり等のイノベーションを促進して地場産業を盛り上げるとともに、それを支えるストーリーや人材をエ

ンカレッジするとの意思を同じくする民間企業 24社および組織（幹事社 12社、会員企業・団体 12社およ

び組織）が、知恵と力を合わせて様々な角度から発掘すると同時に、表彰制度を通じてより広く、効果的

に発信、周知することを目指しています。 

 

 

 

 

「2016年度 ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」 

34 の部門賞と 9 つの地方創生賞の入賞名品を決定 

-国内の 24 事業者・団体が集結し 

地域に眠る名品、それを支えるストーリーを発掘する表彰制度- 
http://furusatomeihin.jp/ 

 

http://furusatomeihin.jp/
http://furusatomeihin.jp/


 

＜「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」実行委員会＞ 
 

実行委員長： 古田 秘馬 

 

幹事社（12社）： エイチ・アイ・エス、産経新聞社、J:COM、ジェイティービー、大日本印刷、 

テレビ東京コミュニケーションズ、電通、トライステージ、ドゥ・ハウス、日本郵便、 

Yahoo! JAPAN、楽天 

 

会員企業・団体（12社・団体）： 

アイランド、朝日新聞社、角川アップリンク、サイバーエージェント・クラウドファンディング、 

スターツ出版、世界文化社、ソニー企業、プレジデント社、モテパパLAB.、リクルートジョ

ブズ、リクルートライフスタイル、よしもとクリエイティブ・エージェンシー 

 

後援：   内閣府、農林水産省、経済産業省 

 

＜ふるさと名品オブ・ザ・イヤー 部門賞＞ 

放送局、雑誌、新聞、旅行事業者、広告会社など、地域の名品を取り扱う事業者が様々な角度から、

地域の将来を支えるポテンシャルが高い名品とそれを支える取組を独自に発掘・表彰。 

 

 

＜ふるさと名品オブ・ザ・イヤー 地方創生賞＞ 
特別賞としての立ち位置。部門賞の中から、それぞれの名品や、名品をめぐる人材・取組が、どれだけ地

方の変革に向けた機運を醸成し、その実現に成功したかという観点から選考・表彰する賞。 
 

選考対象 ：各部門賞を受賞した名品・取組みすべて 

選考フロー ：有識者・古田秘馬実行委員長・内閣府関係者・幹事会による、 

持ち点配分方式により決定 

受賞内容 ：「ヒト」「モノ」「コト」の3つのカテゴリごとに地方創生賞を用意 

 

 

＜受賞者の権利＞ 

① 受賞名品は、販促機会に「受賞ロゴ」を使用できます 

② 部門賞ごとに、各事業者の特徴を生かした販促機会が（ECサイト無料掲載など）提供されます

（予定） 

 

 

＜「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」実行委員会の取り組み＞ 

① 表彰制度 

「部門賞」「地方創生賞」を設け、自治体を始めとする各地域での取り組みを支援してまいります。 

② サポートプログラム 

各地域に実行委員を派遣し地域の魅力や課題を再発見する「出張ビジネススクール」や、地域の個

別の課題に即して通年でのプロデュースを行う「地域プロデュースサポート」を新たに実施します。 

http://furusatomeihin.jp/jichitai.php 

③ 地域商社協議会 

内閣官房、農林水産省、経済産業省、ふるさと名品オブ・ザ・イヤーが共同で官民連携の定期セミ

ナーを開催し、公式サポーターと自治体のマッチングの場として展開します。 

http://furusatomeihin.jp/kyogikai.php 
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＜各社による部門賞一覧＞ 

 

 
【報道機関からのお問い合わせ先】 

ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実行委員会 事務局（JTBコーポレートセールス内） 

担当：大谷（090－1698－5844）、佐竹（080−3706−8691） 

E-mail：furusatomeihin@bwt.jtb.jp 

分野 部門賞名 企業・団体名

TVが伝えた食の物語部門 株式会社テレビ東京コミュニケーションズ

モテパパサポート部門 一般社団法人モテパパLAB.

また行きたくなる「おもてなし」部門 株式会社ジュピターテレコム＇J:COM（

LCCインバウンド部門 株式会社角川アップリンク

ふるさとモノがたり部門 楽天株式会社

デジタル観光パンフ部門 株式会社エイチ・アイ・エス

体験アクティビティ部門
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社アクティビティジャパン

こだわりの駅弁部門
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社モバイルファクトリー

ふるさと動画部門
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社チーム・エムツー

自治体が勧める まちの逸品部門 株式会社産業経済新聞社

郵便局ネットショップ部門 日本郵便株式会社

お取り寄せ・ふるさと名品部門 おとりよせネット＇アイランド株式会社（

未来ブランドオーディション部門 株式会社ドゥ・ハウス

47シュフラン部門 株式会社よしもとプロダクツエンタテインメント

こんなのあるんだ！部門
株式会社電通
株式会社47CLUB

What's that!? 部門
株式会社電通
株式会社47CLUB
株式会社グローバル・デイリー

ふるさとタイムお土産にしたい地元名品部門 株式会社ジュピターテレコム＇J:COM（

隠れ名品撲滅部門 隠れ名品撲滅委員会
＇株式会社ジュピターテレコム・株式会社トライステージ・一般社団法人モテパパLAB.（

クラウドファンディング部門 株式会社サイバーエージェント・クラウドファンディング

ふるさとカレー部門 ジモカレJAPAN
＇株式会社ジュピターテレコム・株式会社トライステージ・一般社団法人モテパパLAB・株式会社ジェイティービー.（

地域活性ソフトパワー部門 ソニー企業株式会社

ＴＶでは伝わらないすごい温泉宿部門 株式会社テレビ東京コミュニケーションズ

dancyuおいしい街部門 株式会社プレジデント社

IT x 地方創生部門＇金賞（ ヤフー株式会社

観光客と共に創る名品 ベストアプローチ賞部門 大日本印刷株式会社

地産地消de朝ごはん部門 楽天株式会社

家庭画報のふるさとオブザイヤー部門 株式会社世界文化社

ご当地遊び体験部門 株式会社リクルートライフスタイル

ふるさと名品・ベストストーリー部門 朝日新聞社

女子旅部門 スターツ出版株式会社

交流文化部門 株式会社ジェイティービー

地域活性キャラコラボ部門 株式会社テレビ東京コミュニケーションズ

世界に届けたい日本の逸品部門 株式会社トライステージ

主婦やシニアの方の活躍創出部門 株式会社リクルートジョブズ

ヒ ト

モノ

コト



 

資料1  部門賞受賞名品一覧 

 

 

部門 部門賞名 企業・団体名 ふるさと名品名 ふるさと名品の都道府県/市区町村

TVが伝えた食の物語部門 株式会社テレビ東京コミュニケーションズ みかん農家・紀州はら農園 原和男さん 和歌山県/田辺市上秋津

モテパパサポート部門 一般社団法人モテパパLAB. 「KUHANA!」映画部　http://kuhana.jp/ 三重県/桑名市

主婦やシニアの方の活躍創出部門 株式会社リクルートジョブズ
「自分の通帳が欲しかったのよ」還暦を過ぎて農産物加工所設立をなしと
げた塩原輝子さん

長野県/塩尻市

What's that!? 部門 株式会社電通・株式会社47CLUB・株式会社グローバル・デイリー 日本茶フレーバーティー by ステファン・ダントン＇Danton Stephane（ 静岡県/島田市川根本町

こんなのあるんだ！部門 株式会社47CLUB / 株式会社電通 スノーモンキーそば茶 長野県/長野市

世界に届けたい日本の逸品部門 株式会社トライステージ×JASPO 有限会社アルガマリーナ　代表取締役　金高 武夫　氏 千葉県/南房総市

また行きたくなる「おもてなし」部門 株式会社ジュピターテレコム＇J:COM（ (株)小田原柑橘倶楽部～小田原にもまだまだ地域の徳が眠っている～ 神奈川県/小田原市

LCCインバウンド部門 株式会社角川アップリンク 別府の湯を世界へ！　別府八湯温泉名人会理事長 大分県/別府市

郵便局ネットショップ部門 日本郵便株式会社 肴七味　ステンレス製卓上鍋 新潟県/燕市

自治体が勧める まちの逸品部門 株式会社　産業経済新聞社 シルクリビングケット 大阪府

家庭画報のふるさとオブザイヤー部門 株式会社世界文化社　家庭画報編集部 ロカボ神戸プロジェクト 兵庫県/神戸市

ふるさと動画部門 株式会社エイチ・アイ・エス×株式会社チーム・エムツー POKAPOKA下呂スタイル魅力発信プロジェクト「しごと編」 岐阜県/下呂市

ふるさとモノがたり賞 楽天株式会社 「せんべろ」セット 沖縄県

自治体が勧める まちの逸品部門 株式会社　産業経済新聞社 但馬 朝倉さんしょシリーズ 兵庫県/養父市

郵便局ネットショップ部門 日本郵便株式会社 京の九条の葱の箱 京都府

こんなのあるんだ！部門 株式会社47CLUB / 株式会社電通 柿バター 奈良県/五條市

クラウドファンディング部門 株式会社サイバーエージェント・クラウドファンディング 「Key-Quest」(キークエスト)ポケットにしのばせる6in1鍵型便利ツール 岐阜県/関市

47シュフラン部門 株式会社よしもとプロダクツエンタテインメント ブラウンスイス牛コンビーフ 北海道/上川郡　清水町

デジタル観光パンフ部門 株式会社エイチ・アイ・エス ご当地バーガーグランプリ「紀州梅バーガー」 和歌山県

ふるさとタイムお土産にしたい地元名品部門 株式会社ジュピターテレコム＇J:COM（ Seegras  アカモク ハンド＆ボディジェル 神奈川県/逗子市

未来ブランドオーディション部門 株式会社ドゥ・ハウス The Uji　京都宇治碾茶 京都府/京田辺市

隠れ名品撲滅部門 隠れ名品撲滅委員会＇J:COM／トライステージ／モテパパLAB.（ 苺のかけジャム 埼玉県/越谷市

What's that!? 部門 株式会社電通・株式会社47CLUB・株式会社グローバル・デイリー ザ・ギンザ スーペリアコットン 広島県/東広島市豊栄町安宿

What's that!? 部門 株式会社電通・株式会社47CLUB・株式会社グローバル・デイリー 【PURE TIME 1978】シラカバ樹液５０％配合の基礎化粧品 札幌市/豊平区福住1条3丁目6-8

What's that!? 部門 株式会社電通・株式会社47CLUB・株式会社グローバル・デイリー 本わらび餅　極み 京都市/右京区谷口園町３－１１

What's that!? 部門 株式会社電通・株式会社47CLUB・株式会社グローバル・デイリー 株式会社伍魚福
神戸市/長田区野田町8丁目5番14
号

What's that!? 部門 株式会社電通・株式会社47CLUB・株式会社グローバル・デイリー 酵素のお酒　美王 沖縄県/那覇市字仲井真１５５番地

What's that!? 部門 株式会社電通・株式会社47CLUB・株式会社グローバル・デイリー 純黒糖使用の濃厚な甘みのスイーツ醤油　黒蜜しょうゆ 鹿児島市/西田2-2-3

What's that!? 部門 株式会社電通・株式会社47CLUB・株式会社グローバル・デイリー ずんだ餅 仙台市/青葉区大町2-14-18

What's that!? 部門 株式会社電通・株式会社47CLUB・株式会社グローバル・デイリー お茶漬け 東京都/港区西新橋2丁目36番1号

ふるさとカレー部門 ジモカレJAPAN＇J:COM／トライステージ／モテパパLAB.／JTB（ 合馬産筍カレー 福岡県/北九州市

家庭画報のふるさとオブザイヤー部門 株式会社世界文化社　家庭画報編集部 京組紐のマット＆ナプキンリング 京都府/宇治市

主婦やシニアの方の活躍創出部門 株式会社リクルートジョブズ シニア、主婦、若者の多世代でつくる思い出いっぱいの給食パン 愛知県/豊田市

体験アクティビティ部門 株式会社エイチ・アイ・エス×株式会社アクティビティジャパン
【鹿児島県・霧島】薩摩切子の新ジャンル「ecoKIRI」に挑戦しよう！　薩摩
切子カット体験

鹿児島/県霧島市

体験アクティビティ部門 株式会社エイチ・アイ・エス×株式会社アクティビティジャパン 世界遺産の海をクルージング！SUP体験スクール＇半日コース（ 広島県/廿日市市

体験アクティビティ部門 株式会社エイチ・アイ・エス×株式会社アクティビティジャパン あの、とったどー!!体験ができちゃいます!!モリ突き体験！ 沖縄県/国頭郡本部町

こだわりの駅弁部門 株式会社エイチ・アイ・エス×株式会社モバイルファクトリー きつねの鶏めし 京都府/京都市右京区

ふるさと動画部門 株式会社エイチ・アイ・エス×株式会社チーム・エムツー 長野市若穂のジビエPR動画 長野県/長野市若穂

お取り寄せ・ふるさと名品部門 おとりよせネット／アイランド株式会社 京都西京漬け「雅」 京都府

ふるさとタイムお土産にしたい地元名品部門 株式会社ジュピターテレコム＇J:COM（ 立川市プレミアム婚姻届 東京都/立川市

隠れ名品撲滅部門 隠れ名品撲滅委員会＇J:COM／トライステージ／モテパパLAB.（ オオサカ学習帳～世界の難波へ、大阪弁をお土産に～ 大阪府/大阪市中央区難波

家庭画報のふるさとオブザイヤー部門 株式会社世界文化社　家庭画報編集部 えちごトキめきリゾート　雪月花 新潟県

こんなのあるんだ！部門 株式会社47CLUB / 株式会社電通 代打ち麺ロール 香川県/仲多度郡まんのう町

観光客と共に創る名品 ベストアプローチ賞部門 大日本印刷株式会社 ふるさとの魅力 伝承本「おかずシリーズ」 愛知県

ふるさと名品・ベストストーリー部門 朝日新聞社 「Fruitreat ＇フルートリート（」 秋田県/横手市

女子旅部門 スターツ出版株式会社 さいはての女子旅 Re♡Birthプロジェクト ひがし北海道３エリア

また行きたくなる「おもてなし」部門 株式会社ジュピターテレコム＇J:COM（ NUKAMARCHÉ ＇ヌカマルシェ（～次世代に漬物文化の継承～ 大阪府/阪南市

交流文化部門 株式会社ジェイティービー 本場のきりたんぽ、秋田弁♪、かっちゃが魅力の秋田県大館市 秋田県/大館市

地産地消de朝ごはん部門 楽天トラベル 温海温泉「萬国屋」の朝ごはん 山形県/鶴岡市湯温海丁

What's that!? 部門 株式会社電通・株式会社47CLUB・株式会社グローバル・デイリー 出雲かみしお 島根県/出雲市大社町

TVが伝えた食の物語部門 株式会社テレビ東京コミュニケーションズ 食べる宝石「有機JAS雑穀」をつくる高村英世さん 岩手県/二戸市

郵便局ネットショップ部門 日本郵便株式会社 つぶらなカボス/かぼすハイボール 大分県/杵築市

dancyuおいしい街部門 プレジデント社 美しい村のおいしいごはん 静岡県/松崎町

自治体が勧める まちの逸品部門 株式会社　産業経済新聞社 kimoriシードル　スイート・ドライ 青森県/弘前市

主婦やシニアの方の活躍創出部門 株式会社リクルートジョブズ
「沖縄を経済的に自立させたい」思いで販売する、沖縄県で原料調達、企
画製造された名品

沖縄県/島尻郡南風原町

世界に届けたい日本の逸品部門 株式会社トライステージ×JASPO 近藤牧場＇低温殺菌ノンホモ牛乳/クレマカタラーナ（ 千葉県/南房総市

IT x 地方創生部門＇金賞（ ヤフー株式会社 ふるさと納税における謝礼品数増 神奈川県/横須賀市

IT x 地方創生部門　金賞 ヤフー株式会社 ターゲティング広告を活用した効果的な定住促進PR 埼玉県/戸田市

IT x 地方創生部門　銀賞 ヤフー株式会社 通過するだけじゃもったいない！通過点を目的地に！「orite(オリテ)米原」 滋賀県/米原市

IT x 地方創生部門　銀賞 ヤフー株式会社 宮崎県綾町　ふるさと納税応援弁当 宮崎県/綾町

ご当地遊び体験部門 株式会社リクルートライフスタイル 世界遺産に触れる！軍艦島上陸・周遊クルージング 長崎県/長崎市

地方創生ソフトパワー部門 ソニー企業株式会社
①北海道ねぎ味噌なっとう＇カムイ納豆（
②北乃カムイガラナ

北海道

地方創生ソフトパワー部門 ソニー企業株式会社 ヨコカル祭 神奈川県/横須賀市

TVでは伝わらないすごい温泉宿部門 株式会社テレビ東京コミュニケーションズ 強羅花扇　円かの杜 神奈川県/足柄下郡箱根町

地域活性キャラコラボ部門 株式会社テレビ東京コミュニケーションズ 与一くん 栃木県/大田原市

ヒ ト

モ ノ

コ ト



 

資料2 地方創生賞入賞名品 

 

 

分野 部門賞名 企業・団体名 ふるさと名品名 ふるさと名品の都道府県／市区町村

TVが伝えた食の物語部門 テレビ東京コミュニケーションズ
みかん農家・紀州はら農園
原和男さん

和歌山県田辺市上秋津

モテパパサポート部門 モテパパLAB.
「KUHANA!」映画部
http://kuhana.jp/

三重県桑名市

主婦やシニアの方の活躍創出部門 リクルートジョブズ
「自分の通帳が欲しかったのよ」還
暦を過ぎて農産物加工所設立をな
しとげた塩原輝子さん

長野県塩尻市

自治体が勧める まちの逸品部門 産業経済新聞社 但馬 朝倉さんしょうシリーズ 兵庫県養父市

郵便局ネットショップ部門 日本郵便 京の九条の葱の箱 京都府

こんなのあるんだ！部門 47CLUB ×電通 柿バター 奈良県五條市

ふるさとタイムお土産にしたい地元名品
部門

ジュピターテレコム＇J:COM（ 立川市プレミアム婚姻届 東京都立川市

隠れ名品撲滅部門 隠れ名品撲滅委員会
＇J:COM／トライステージ／モテパパLAB.（

オオサカ学習帳～世界の難波へ、
大阪弁をお土産に～

大阪府大阪市中央区難波

家庭画報のふるさとオブザイヤー部門 世界文化社　家庭画報編集部 えちごトキめきリゾート　雪月花 新潟県

ヒト

モノ

コト
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