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●触覚審査（工芸品）
●味覚審査（食品）
●視覚審査
●書類内容審査

埼玉県新商品AWARD

　埼玉県内には優れた県産品が数多くあり、その数だけ生産者の
地域への思いがあります。私たち一般社団法人埼玉県物産観光協
会は、「日々新しく生まれる魅力的な県産品や生産者の思いを
『SAITAMA BRAND』として発信し、多くの皆様に知っていただ
きたい」という思いで「埼玉県新商品AWARD」を立ち上げました。
　また、このAWARDを通じて、私たち協会の理念でもある「人
と環境に優しい、優れた製品・観光サービスを提供する活動（Saitama 

Style）」を推進し、県内産業の持続的な発展に貢献したいと願っ
ています。
　第2回目となる2021年度は、55点（グローバル賞は33点）の応募
の中から、厳正な審査を経て、各賞を決定しました。
　ぜひ、多くの皆様に埼玉県の生産者が、その技術と伝統、土地
の恵みを生かして開発した、素晴らしい新商品を手に取っていた
だき、「SAITAMA BRAND」の魅力を実感していただけたら幸い
です。

埼玉県新商品AWARD審査

応募対象商品

●2020年9月11日（金）～2021年9月10
日（金）の間に新発売した商品
●原則として、埼玉県内事業者が県内で
生産した商品

※県外で生産された商品については、県内
事業所等が企画し、主として県内の原材
料が使用されていること

●埼玉県新商品アワードのためだけに製
造・加工したものでないこと
●野菜・生肉等の農水産物でないこと
●一般消費者が購入できるもの（業務用、
工業用は不可）

審査方法

審査対象商品すべてに対して、
以下の項目について審査員審査を実施し、
５段階で採点
●触覚審査（工芸品）
●味覚審査（食品）
●視覚審査
●書類内容審査

募集開始

採点

審査員審査

応募書類チェック

応募書類の概要と併せ、
全ての商品について、
視覚、味覚、触覚によ
る審査を実施。

応募基準に合致してい
るか、表示法に問題が
ないか、事務局による
チェック

埼玉県新商品AWARD大賞
最高得点を得た商品が大賞を受賞！

2021

グローバル賞はエントリ
ーした商品のみ大賞審査
に加え別途審査

グローバル賞

2022年3月

一般社団法人埼玉県物産観光協会
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Grand Prize埼玉県新商品AWARD大賞

　工房を継いで15年余り。これまでろくろ
挽きの錫製品は、カチッとした力強いフォル
ムのものが主流でした。昭和40年代頃は多
くの需要がありましたが、現在は錫製品を知
らない方も増えてきています。そこで幅広い
方に錫の魅力をアピールしたいと思い、「『花
ことば』平盃 四季」の製作に挑戦しました。
これまでにない丸みを帯びた柔らかいフォル
ムに加え、四季の花を表現した優しい色合い。
錫製品に多く見られる黒や弁柄（暗い黄みの
赤）のような強い色から、ニュアンスのある
色を使ったことが新たな試みです。
　これからは酒器・茶器・花器の三本柱とは
違う分野、例えばステーショナリーへの展開
などで、より多くの人に錫製品と触れ合う機
会を持っていただければと考えています。

　醸造所のある東松山市では約60年前から
和梨が栽培されており、観光のひとつとして
定着してきました。醸造所のある地域で採れ
た和梨を使用することで、埼玉県の魅力や新
しいビール文化をより多くの方に知っていた
だければと考えています。
 「夏果」は、みずみずしく上品な甘さの埼玉
県品種「彩玉」とオーツ麦を使い、優しい甘
味とまろやかさが調和したフルーツエールに
仕上がりました。ブルワーがレシピや和梨の
特徴を研究した努力が実った賞だと感じてい
ます。これからも“Beer Beautiful”をコ
ンセプトに日本人の職人たちの細やかなもの
づくりとビール本来の豊かな味わいを、武蔵
野の農業の魅力とともに国内外に発信してい
きます。

伝統の技に新しい感性を加え、
今までにない錫製品を生み出す

地元食材の価値を再認識させる
魅力あふれるフルーツエール

錫光
埼玉県川口市源左衛門新田300-31
048-296-4028
https://www.takumi-suzukou.com

株式会社協同商事　コエドブルワリー
埼玉県東松山市大谷1352
https://webshop-coedobrewery.com/

錫光・中村圭一さん。
「花ことば」 1.5合片口
樹雨は大賞と同シリー
ズの片口で金賞を受賞。
手打ちの市松模様のタ
ンブラー8オンスいち
まつは入賞を果たした。

代表取締役の朝霧重治
さん。今後は大麦の自
家栽培による農業との
連携を深め、環境に調
和した事業運営も追及
していきたいと考えて
いる。

2021 今回大賞を受賞した、「『花ことば』平盃 四季」と「夏果 -Natsuhate-2021」。
商品の魅力と受賞の声を紹介します。
※2021年度は優れた商品が多く、厳正な審査の結果２点が受賞となりました。

「花ことば」 
平盃 四季

錫光

夏果-Natsuhate-
2021

株式会社協同商事
コエドブルワリー

2021

2021
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Gold Prize埼玉県新商品アワード金賞2021

趣向を凝らした魅力的なアイテムが選ばれました

紙と木の耳飾り　karupi

株式会社日照堂

切り絵のような繊細なデザインと
紙ならではの軽さが特徴。素材か
ら製法まで、人と環境に配慮して
います。

全国有数の産地である埼玉小麦
「あやひかり」の旨みと「狭山ま
っ茶」の上質な渋みを楽しめる焼
き菓子。手土産にもぴったりです。

こ、ふぃなんしぇ　さやままっ茶

つむぎや（土田物産株式会社）
桐製のサンダル。鼻緒の代わりに
畳べりのバンドを使用しているの
で足が痛くなりません。和装にも
洋装にも合わせられます。

桐SUN「桐サンダル」

関根桐材店

埼玉県内27の酒蔵の日本酒を１
つにしたセット商品。200セット
の限定で販売を行い、完売となっ
た人気商品です。

埼玉地酒呑み比べセット2021
埼玉県酒造組合

麹専門店が米麹と日高市の利平栗
のみを発酵させて仕上げた、完全
無添加の「飲む点滴」。まろやか
な極上の甘みとコクが特徴です。

くり甘酒
株式会社クリメン

茶畑をイメージしたパウンドケー
キ。農林水産省大臣賞受賞のハッ
ピー卵と、香り豊かな丸甚園の緑
茶を組み合わせた濃厚な味わい。

柳緑の茶園
株式会社全菓

さいたまヨーロッパ野菜研究会の
ミネストローネ

株式会社ノースコーポレーション

さいたま市で作られたヨーロッパ
野菜をたっぷり使用しています。
レトルトタイプの手軽でおいしい
「食べるスープ」です。

秩父ブラン　2019年 秩父市収穫　
プレミアムキュベ 秩父雲海ラベル

株式会社秩父ファーマーズファクトリー　
兎田ワイナリー

秩父市で収穫したブドウから造っ
た白ワインをウィスキー樽で熟成。
その後日本産ミズナラ材をロース
トし浸漬したこだわりの品。

シルクちりめんふろしき
かすみぼかし 2枚セット

合同会社 橙緑屋

シルクちりめんスカーフ生地の中
巾（45cm）ふろしき。刷毛でぼ
かし染めた淡い色の美しさが特徴
的な一品です。
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埼玉県新商品アワード入賞2021

埼玉らしさを感じる入賞商品のラインナップです

DUO（デュオ）

株式会社アルナ

表裏どちらも使えるリバーシブル
の額縁。留め具の位置を変えるこ
とで、壁に飾る際に斜めにならず
に、常に垂直に美しく飾れます。

CHICHIBU

株式会社 龜屋

創業230年の老舗の技が光る羊羹。
世界的に評価の高い秩父のウィス
キー「イチローズモルト」を使用
しています。

オーストリッチ
かかとケアクリーム

美里オーストリッチファーム

オーストリッチオイル（ダチョウ
油）配合のかかとケアクリームで
す。かかとの乾燥やひび割れのお
手入れに使うとすべすべに。

いちじくモンブラン

有限会社富久屋

大福には川島町産の無花果を丸ご
と１つ使用。その上に香り豊かな
モンブランクリームを重ね、周囲
に生の無花果を飾った逸品です。

オーストリッチ
ハンドクリーム

美里オーストリッチファーム

オーストリッチオイル（ダチョウ
油）配合のハンドクリームです。
ベタつくことなく、肌によくなじ
み、無理なく浸透します。

天覧山ぷりん

合同会社マルトク

飯能産の平飼い卵と新鮮な牛乳を
使用。ひと口食べると卵のコクが
口いっぱいに広がります。シンプ
ルながらも贅沢なプリンです。

地桧の枕  平枕（へいちん）

関口商店

埼玉県ときがわ町産の桧を使った
枕。指圧師がデザインし、枕の堅
い平面が心地良い刺激を生みます。
リラックスできる香りも特徴。

KAZE KAORU RANZAN　
エッセンシャルオイル 〈ラベンダーグロッソ〉

一般社団法人嵐山町観光協会

嵐山町産のラベンダーグロッソを
水蒸気蒸留し、抽出した精油です。
清涼感のある甘い香りが特徴。ア
ロマストーン付き。

KAZE KAORU RANZAN　
マスクスプレー

一般社団法人嵐山町観光協会

嵐山町産100％のラベンダー精油
にハッカなどで清涼感をプラスし
たマスクスプレー。さわやかな香
りはプレゼントにも最適です。

ベジコーラ

入間ケーブルテレビ
株式会社

毛呂山町産の桂木ゆずと、スマイ
ル農場で生産した安心野菜(レタ
ス３種とルッコラ)を使用。さわ
やかな味のクラフトコーラです。

行田の餃子

一般社団法人
行田おもてなし観光局

皮に行田産地粉「あやひかり」を
使用した手づつみ餃子。具材の豚
肉や野菜は全て国産。化学調味料
や保存料、着色料不使用。

ゴールデンポーク　
ベーコンピザ

株式会社 埼玉種畜牧場・サイボク

自社牧場産のブランド豚「ゴール
デンポーク」のベーコンの旨味と
厳選された4種のチーズとの相性
が抜群。香ばしいピザ生地も特徴。

Jury prize
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Global prize

埼玉県嵐山町産
農林61号100% 肉汁うどん

一般社団法人嵐山町観光協会

「小麦の王様」と言われていた農
林61号100％のうどんは褐色が
かった独特な色と濃厚な風味にこ
だわりました。

究極のまるい酒 π 
純米大吟醸 720ml

鈴木酒造株式会社

創業150年の蔵元が作る渾身の記
念酒。地下からくみ上げた軟水で
仕込んだ酒を低温熟成させて完成。
まろやかな口当たりです。

源作印　
秩父 KARASAWA 2019

有限会社 秩父ワイン

奥秩父の自社ぶどう園で栽培した
完熟のヨーロッパ系醸造品種のぶ
どうが原料。丹精込めて醸造した
長期熟成型の赤ワインです。

源作印 
秩父 山ぶどう 2019

有限会社 秩父ワイン

奥秩父両神の自社ぶどう園で栽培
している樹齢40年以上の山ぶど
うを100％使用。濃醇な風味の滋
味深い赤ワインです。

Japanese Craft Gin 
棘玉

株式会社マツザキ　武蔵野蒸留所

埼玉県産のボタニカルを中心に、
原料を厳選して製造したクラフト
ジン。複雑で華やかな香りと力強
く爽快な味わいが特徴。

 「柳緑の茶園」は、地元の“ハッピー卵”と
香り豊かな“狭山茶”を使い、茶畑をイメー
ジして作られました。緑茶の風味にチョコレ
ートの甘味や塩味のあるあられが加わり、コ
ーヒーやお茶に合う上品な味になっています。
商品名は「あるがままの自然」を意味する禅
の言葉に由来。シンプルな木箱入りのパッケ
ージは贈答用にもぴったりです。

株式会社全菓

柳緑の茶園

　国産のオリジナル蒸留機で作られた「棘玉」
は、華やかな香りと爽快な味わいが特徴のク
ラフトジンです。秩父古生層の水脈から汲み
上げた水と川越を中心とした地元のボタニカ
ルを使用。原材料の一部は、川越の里山を守
る緑化プロジェクトに関わる自社農園で栽培
しています。最良の素材をお酒へと生まれ変
わらせたいという思いのこもった逸品です。

株式会社マツザキ　武蔵野蒸留所

Japanese Craft Gin 棘玉

株式会社マツザキ
埼玉県川越市中福547
049-243-4022
https://www.1887.co.jp/

株式会社全菓
埼玉県所沢市林1-64-2
04-2937-4477
https://zenca.jp/index.html

「SAITAMA BRAND」に対する国外からの
イメージの認知と価値を高めると認められた品々です

埼玉県新商品アワード
グローバル賞

2021
Jury prize
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EntryGlobal prize 埼玉県新商品アワード 
エントリー商品

ベジコーラ

入間ケーブルテレビ
株式会社

毛呂山町産の桂木ゆずと、スマイ
ル農場で生産した安心野菜(レタ
ス３種とルッコラ)を使用。さわ
やかな味のクラフトコーラです。

発酵ジンジャーエール 
GINGER SHOOT honey bee

株式会社しょうがのむし

生姜、レモン、蜂蜜、発酵による
香り豊かな日本初の発酵ジンジャ
ーエール。生姜の温め効果はまる
でお酒のようです。

夏果-Natsuhate-2021

株式会社協同商事
コエドブルワリー

埼玉県東松山市産の和梨（「彩玉」）
を贅沢に使用。和梨のほのかな甘
みとオーツ麦由来の滑らかな口当
たりを感じるフルーツエールです。

紙と木の耳飾り　
karupi

株式会社日照堂

切り絵のような繊細なデザインと
紙ならではの軽さが特徴。素材か
ら製法まで、人と環境に配慮して
います。

桐SUN「桐サンダル」

関根桐材店

桐製のサンダル。鼻緒の代わりに
畳べりのバンドを使用しているの
で足が痛くなりません。和装にも
洋装にも合わせられます。

CHICHIBU

株式会社　龜屋

創業230年の老舗の技が光る羊羹。
世界的に評価の高い秩父のウィス
キー「イチローズモルト」を使用
しています。

深秋のみくり
有限会社富久屋

KAWAGOE
株式会社　龜屋

MINOリボン
型撥水ハット

株式会社カネマス
MINOキャップ　
株式会社カネマス

MINOハット
株式会社カネマス

あなたの髪の救世主 その名は リアルエアー®ウィッグ
株式会社HP

ほうれん草甘酒と
狭山茶のシフォン

Piene café
和紙と組子の
小物掛け

関口商店
JIA323タブレット
株式会社昭和金属

SMH-25　 SLF-７ SLH-11

豐秋菓
有限会社富久屋
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Entry

熊谷桜 大吟醸 甘口　
720ml

権田酒造株式会社
川口御成道純米酒
株式会社アライ

ちちぶ
黄金かぼす果汁

発酵ジンジャーエール 
GINGER SHOOT 
northern dark snail

アスメシカレー

いちご紅茶
狭山ベリーランド

レンジde
簡単ティーバッグ
「今日もいい日だ」

有限会社宮野園
グリーンスティズ
抹茶

株式会社 矢島園
好きです埼玉　
抹茶入り玄米茶

法師園製茶工場

EGOMA COMPANY株式会社しょうがのむし 株式会社ばっかす

ドライいちご
狭山ベリーランド

鳩ぱん
鳩屋販売株式会社

主催
一般社団法人埼玉県物産観光協会

後援
埼玉経済同友会 /一般社団法人埼玉県商工会議所連合会 /

埼玉県商工会連合会 /公益財団法人埼玉県産業振興公社 /

日本貿易振興機構（ジェトロ）埼玉貿易情報センター
埼玉縣信用金庫 /株式会社埼玉りそな銀行 /株式会社武蔵野銀行
FM NACK５/テレ玉 /埼玉新聞社 /

審査会場協力　国際クッキングスクール

問い合わせ先

埼玉県新商品アワード事務局（一般社団法人埼玉県物産観光協会）
award@saitamadmo.org

縁カステラ
有限会社川端産業
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埼玉県新商品AWARD2021


