令和 4 年度

かがわ県産品大募集！

かがわ
県産品コンクール
募集期間

令和4年4月25日月 〜6月30日木

20回目を迎える『かがわ県産品コンクール』はこれまで話題のヒット商品を数々生み出してきました。
今年も「うどん県。それだけじゃない香川県」の それだけじゃない 魅力溢れる県産品を大募集。
かがわの気候風土や文化・歴史に育まれた 未来の大ヒット商品 をぜひご応募ください。

最近の受賞産品

令和 4 年度

かがわ県産品コンクール 募 集 要 項

目

的 「うどん県。それだけじゃない香川県」の「それだけじゃない」魅力あふれる県産品の開発を促進するとともに
香川県を代表する県産品の掘り起こしを行い、県内外への販路拡大を支援します。

主

催

香川県

募 集 期 間

令和4年4月25日（月）〜6月30日（木）

募 集 部 門

❶ 食品部門（菓子・スイーツを除く）
❷ 菓子・スイーツ部門
❸ 一般部門（非食品）
❹ オリーブ部門（食品・菓子・スイーツ・非食品）

選賞予定数

1次審査を通過した応募産品（部門別に5品程度、合計20品程度）
から
（1）
「うどん県。それだけじゃない香川県 知事賞」
（最優秀賞） 各部門1品以内、
計4品以内
（2）
「うどん県。それだけじゃない香川県 優秀賞」 各部門1品以内、計4品以内
受賞産品は、
受賞後の販路拡大状況や販売実績等について、
県から調査させていただくことがありますので、
ご協力ください。

応 募 要 件 【全部門共通事項】
（1）
応募者は、香川県内に所在し、
生産能力を有し、生業として営んでいる生産者・製造者であること。
（2）
応募産品は、香川の地域性を生かした一般消費者向け商品で、
「食品・酒類・飲料
（農畜水産加工品）」、
「伝統的工芸品」、
「地場産業製品」を対象とする。
（3）
応募産品は、香川県内で製造または加工の最終段階が行われたものであること。
（4）
応募者は、食品衛生法等の関係法令やHACCPに沿った衛生管理を遵守していること。
（5）
応募産品は、食品表示法、不当景品類及び不当表示防止法、計量法、JAS法等関係法令に違反しないものであること。
（6）
応募産品は、応募時点で、商品名がすでに他の者から商標登録もしくは登録出願されていないものであること。
また、特許、実用新案等について、他社の権利を侵害していないこと。
発売前の商品の場合、商品化した際に、応募時と同等以上の品質を再現すること。
（7）
過去に国または県（各種関係協議会を含む）が実施した同様のコンクールで入賞した県産品は除く。
（8）
応募産品は1者につき1部門1品とする。
（ただし、同一者による異なる部門への異なる商品の応募は可能とする。）
（9）
※上記の応募要件を満たしていれば、過去に当コンクールに応募した商品についても、何度でも応募可能とする。
【オリーブ部門】 上記の共通事項に加えて下記の要件を満たすもの
（1）香川県内で栽培されたオリーブを、直接的に使用又は間接的に使用して生産又は製造された加工食品、
工芸品、
雑貨類の非食品。
（ただし、オリーブオイルを除く。）
「直接的に使用」…オリーブを形成する、幹、枝、葉、根、花、果実を原材料として直接使用すること。
例）果実を塩水漬けした「新漬け」、幹を加工した「コースター」、葉を加工した「茶」 など
「間接的に使用」…上記の「直接的に使用」された製品を原材料等として使用すること（一次加工）や、一次加工した製品
を原材料として使用すること（二次加工）
（一次加工の例） ・「オリーブオイルを混合したドレッシング」
・「オリーブオイル等を含浸させた衣類や革製品」など
（二次加工の例） ・「オリーブ牛肉のハンバーグ」
・「オリーブハマチの味噌漬け」
・「オリーブ茶を添加した菓子」
・「オリーブの花から採った酵母を使用して作られた食品」など
※オリーブ使用量に具体的基準は設けていないが、下記（2）の 県産オリーブのブランドイメージ向上への貢献 に繋
がるような商品であること。
（2）オリーブ関連商品のブランド力強化と全体のブランドイメージの向上への貢献が期待できる商品であること。

応 募 方 法

審

応募は、申込書に必要事項を記載し、写真等内容が分かるもの（食品については、食品表示に関するパッケージやシールが
必要）を添付のうえ、募集期間中に下記へ送付してください。
※申込書類は、可能な限り、出品申込書を含めA4縦で、
2枚分に収めてください。
（1）メールの場合（申込書のデータは、香川の県産品ポータルサイト「LOVEさぬきさん」から
ダウンロードできます／https://www.kensanpin.org/）
＜送付先＞香川県交流推進部県産品振興課 メールアドレス kensanpin@pref.kagawa.lg.jp
（2）郵送の場合【6月30日（木）必着】
LOVEさぬきさんHP
＜送付先＞香川県交流推進部県産品振興課 〒760-8570高松市番町4丁目1番10号
TEL:087-832-3383 担当／尾﨑
（3）WEB上からの場合
香川の県産品ポータルサイト
「LOVEさぬきさん」内の県産品コンクール申込フォームから申込書をエクセルまたはPDF
で送付できます。
※応募で得た個人情報は、かがわ県産品コンクールの実施に必要な事務以外には使用しません。

査 （1）応募された県産品について、かがわ県産品コンクール審査会が審査を実施します。
1次審査により審査対象を絞り込み、最終審査で受賞産品を決定します。
なお、1次審査通過産品については、県から追加資料の提供やヒアリング等による調査をさせていただくことがあり
ますので、ご協力ください。
（2）審査項目は、地域性・創造性・市場性・品質とします。
【審査の視点】①地域性…香川県の地域資源を生かしているか
②創造性…創意工夫されているか
③市場性…商品として売れ行きが期待できるか
④品 質…品質は優れているか
（3）日 程
◇ 1 次審査…令和4年7月28日
（木） 11：00〜開催予定
（香川県庁本館12階会議室）
審査委員による現物審査を行います。
現物審査用の商品を審査会場（香川県庁）に持参し展示してください。
商品の展示は、会場での密集を避けるため、令和4年7月27日（水）15：00〜17：00もしくは7月28日（木）9：00
〜11：00のいずれかの時間帯を指定させていただきます。
審査会場への搬入時間帯など詳細については7月中旬にご案内いたします。
当日、調理の必要な応募産品については、別途調理時間等について調整をいたします。
◇最終審査…令和4年9月13日
（火） 9：30〜開催予定
（香川県庁本館12階会議室）
現物審査とともに審査委員に対して商品についてのプレゼンテーションを行っていただきます。
当日は、応募産品を審査会場に持参してください。

受賞特典及び （1）受賞特典
入選（1次審査通過） ◇受賞産品は、一般財団法人かがわ県産品振興機構等と連携して広くPRするとともに、販路拡大を支援します。
特典
※別表1をご覧下さい
◇受賞産品は、
「令和4年度かがわ県産品コンクール知事賞（最優秀賞）受賞」もしくは「令和4年度かがわ県産品コンクー
ル優秀賞」をパッケージ等に表示してPRを行っていただけます。
◇食品部門の知事賞受賞産品については、
「優良ふるさと食品中央コンクール」
（食品産業センター主催）に香川県代表と
して推薦します。ただし「優良ふるさと食品中央コンクール」の推薦要件を満たすことが条件となりますので、知事賞受
賞産品が推薦要件を満たさない場合、もしくは対象者が辞退した場合は、菓子・スイーツ部門の知事賞受賞産品、以下両
部門の優秀賞などかがわ県産品コンクール高得点順に推薦産品を選定します。
◇かがわ物産館「栗林庵」、
「香川・愛媛せとうち旬彩館」等において、かがわ県産品コンクール受賞産品を集めたPR販売
フェアを実施します。
※別表1

受賞後のＰＲ及び販路拡大支援

9月 10月 11月 12月 1月

2月

3月

4月以降

表彰状交付式（令和4年9月27日予定）
・受賞産品報道記者発表
香川の県産品ポータルサイト「LOVEさぬきさん」へ掲出
ＰＲ

「LOVEさぬきさん」SNS（Facebook、Twitter、lnstagram）による情報発信
香川県メールマガジンをはじめ、各種インターネットメディアなどに掲載
香川県広報誌、広報番組などで掲載・紹介
各種雑誌をはじめとするメディアに紹介依頼
かがわ物産館「栗林庵」受賞産品フェア（約1 か月間）、展示・販売

販路拡大
支援

香川・愛媛せとうち旬彩館（東京・新橋）受賞産品フェア（1週間）、展示・販売
その他、小売流通·イベントなどで展示・販売

※上記については、確約ではなく一例ですので、実施不可能な場合もあります。ご了承ください。

（2）入選（1次審査通過）特典
◇1次審査通過産品は「かがわ県産品コンクール入選」の文言を商品パッケージ等に表示してPRを行っていただけます。
◇商品開発のアドバイスとして、審査員の評価コメントを後日お送りするとともに、希望者には、アドバイス相談会を実
施いたします。
◇1次審査後、香川の県産品ポータルサイト「LOVEさぬきさん」
に掲載しPRを行います。

整理番号 ※事務局使用欄
申込書様式は、コピーしてご使用ください。

出品申込書①

令和 4 年度かがわ県産品コンクール
ふりがな）

□ 食品部門（菓子・スイーツ除く）

出品部門

名
称
（商品名）

※いずれか１つのみ
に □ を記入して
ください。

事業者名
生産者名

□ 一般部門
（非食品）
□ オリーブ部門（食品、菓子・スイーツ、非食品）

ふりがな）

ふりがな）

担当者名
〒

住

□ 菓子・スイーツ部門（和洋菓子・甘味類）

所

連 絡 先

TEL：
（

）

−

FAX：
（

）

−

Email：

@

主な原材料名
【県 産】

主な原材料名
【県外産】

製 造 又 は
加 工 場 所

※製造･加工場所が他社の場合は、自社で行っている最終加工の内容を正確にご記入ください。

発売前の商品
供 給 体 制

①通年供給可

供 給 量

／

（生産可能な最大量）

流 通 条 件
県

（食品・菓子スイーツ類）

①常温

価格（税込）
（発売前のものは想定で）

期 間 表 示
産

品

②季節供給可
（

（食品・菓子スイーツ類）

円（税込）／
年間 ／
年

事 前 公 表

可

月〜

月）

①通年供給可

②季節供給可（
／

（ 日・月・年など）

②冷蔵

発売可能時期

発売中の商品

①常温

③冷凍
※1単位あたりの価格を記入
（100g、1箱、1個等）

ヵ月間 ／

日間

②冷蔵
円（税込）／
年間 ／

月〜

月）

（ 日・月・年など）

③冷凍
※1単位あたりの価格を記入
（100g、1箱、1個等）

ヵ月間 ／

日間

月頃
・

不可

【審査の際、重要となりますので、できるだけ詳しくご記入ください】
応募産品について、下記項目ごとに全てご記入ください。

①商品のコンセプト、セールスポイントや特長
の
②商品開発時のこだわりやアイデア
説
③他の商品との違い
明

④商品の香川らしさや、商品の歴史背景、開発ストーリーについて

⑤その他（※過去に当コンクールに応募したことのある商品については、改善事項や変更点があれば詳しく記入してください）

申込書様式は、コピーしてご使用ください。

出品申込書②

令和 4 年度かがわ県産品コンクール
商品の写真を貼付してください

・パッケージや外装、化粧箱、商品本体、調理例、使用例など
・サイズや形状違いで価格が異なる場合は、価格も表記ください。

【食品部門、菓子・スイーツ部門、オリーブ部門のうち飲食物】
食品については、食品表示に関するシールや写真を貼付けるか、その内容を記入してください。
なお、原材料の全面表示（アレルゲン表示も含めて）についても、貼付けるか、発売前の場合はその内容を記入してください。

※オリーブ部門は必ず、使用している県産オリーブの内容を記入してください。

※事務記入欄

受付日：令和 4 年

整理番号

月

日

申込方法： □メール

□WEB

□郵送

□持参

−

令和 3 年度

かがわ県産品コンクール

知事賞〈最優秀賞〉

知事賞〈最優秀賞〉

食品部門

受賞産品
菓子・スイーツ部門

ぶえい

くろまめまめ

武営さん

1本330ml 715円（参考価格）

1箱（8個入）1,000円

まめまめびーる（小豆島町）

株式会社 かねすえ（高松市）
◆受賞後の受賞者コメント

◆受賞後の受賞者コメント
受賞後は多くの祝福や激励の言葉
をいただき、大きな励みとなりました。
メディア取材等を通し、
これまで機会
がなかった業者様よりお問合せも増え
より一層気を引き締めてビールづくり
に取り組んでいきたいと思っています。
まめまめびーるさん

知事賞〈最優秀賞〉

郷土の偉人に助けられた恩に報いたい
香川県独立の父といわれる中野武営
氏に光をあてたお菓子「武営さん
（ぶえい
さん）」
が、知事賞をいただいたことで、テ
レビや新聞・ラジオなど多くのメディアから
取材や問い合わせがあり、売上も急増し、
コロナ禍において同じ町内出身の武営さ
んに助けられた格好になりました。今後も
今まで以上に同じ町内、地域、
そして香川
県の為に全力を尽くしていく所存です。

知事賞〈最優秀賞〉

一般部門

オリーブ 部 門

香川漆器〜5つの技！
動物園シリーズ〜

オリーブホワイトチョコ
塩サブレサンド

5客セット￥85,800
・蒟醤（きんま）きりん ￥24,200
・彫漆（ちょうしつ）虎 ￥24,200
・存清
（ぞんせい）牛 ￥19,800
・後藤（ごとう）塗 ヒョウ ￥8,800
・象谷（ぞうこく）
塗 ゼブラ￥8,800

1個 470円
フリュウ

ミノリジェラート

FURYU MINORIGELATO
（株式会社FURYU）
（小豆島町）
◆受賞後の受賞者コメント

一和堂工芸 株式会社（高松市）
◆受賞後の受賞者コメント
香川漆器の五技法をそれぞれ使った商品は珍しく、販売会
などでは、
「かがわ県産品コンクールで受賞した商品」
とご存じの
方からお声がけを頂く事もありました。漆器は末永く使える商品
なので、
コンクール受賞産品で有る事もポイントにPRすることが
出来ていると思います。香川漆器の魅力を幅広い年齢層の
方々に使って頂けるように発信して行きたいと思います。

優秀賞

一和堂工芸 株式会社さん

知事賞を受賞したことにより、新聞やラジオ
などのメディアにも取り上げていただき、お店
や商品の認知度があがり、多くの方に知って
いただくことができました。
また、以前よりも自信をもって商品づくり、販
路開拓に力をいれることができ、売上拡大す
ることもできました。今後も、小豆島の食の魅
力を伝える取り組みを行っていきたいです。

優秀賞

食品部門

FURYU MINORIGELATOさん

菓子・スイーツ部門

讃岐たこジャーキー

100%SOY
プレミアム生キャラメル

1袋 670円

野菜・果物
1箱12個入り
（4種類×3個）各1,598円

株式会社 平井料理システム（高松市）
優秀賞

株式会社かねすえさん

ハラシモベース（三豊市）
優秀賞

一般部門

オリーブ 部 門

めいめいざら

丸亀うちわ銘々皿

オリーブ牛（金ラベル）
牛肉の角煮

色柄3種 各1,980円（化粧箱入り）

1袋（200g）1,566円

丸亀うちわ屋 茂木団扇（丸亀市）

みそしゃぶ専門店 でんでん太鼓（丸亀市）

令和2年度受賞産品
賞

部門

食品部門
菓子・スイーツ部門
知事賞
〈最優秀賞〉
一般部門
オリーブ部門
食品部門
菓子・スイーツ部門
一般部門
オリーブ部門

優秀賞

令和元年度受賞産品
商品名

企業名

お魚でつくった 燻製！フィッシュナゲット
讃岐のレモンと小原紅早生みかんのクリームサンド
保多織をうまげによっけ繋いだ手袋
Olive Glass（オリーブ硝子）
さぬきのめざめ アスパラ餃子
飯山ピーチゼリー
讃岐のり染 獅子舞ゆたんハンカチ

株式会社 おがた食研
株式会社 夢菓房たから
平田商店
Rie Glass Garden
株式会社 平井料理システム
株式会社 かわよし（かにわしタルト店）
有限会社 大川原染色本舗
香川県酒造協同組合

【さぬきオリーブ酵母】の地酒
〜SANUKI OLIVE YEAST Craft Sake〜
①小豆島にオリーブの実のなるころ…
（小豆島にオリーブの花の咲くころ…）
②金陵 瀬戸内オリーブ純米吟醸
③綾菊 さぬきオリーブ純米酒
④Setouchi KAWATSURU 純米吟醸
さぬきオリーブ酵母仕込み

賞

部門
食品部門

知事賞
〈最優秀賞〉

優秀賞

商品名

企業名

さぬき蛸といりこの瀬戸内アヒージョ 株式会社 安岐水産

菓子・スイーツ部門 本格手焼き車海老せんべい

仁尾産商 株式会社

一般部門

そよ風うちわ

うちわ工房 三谷

食品部門

生しらす
（獲れたて香川県産）

大塩水産 株式会社

菓子・スイーツ部門 びわ餅
一般部門

御菓子処 湊屋

ムラ染めオリーブレザーバックパック エールック 株式会社

審査委員特別賞 菓子・スイーツ部門 大野豆

有限会社 筒井製菓

