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Ｎｏ. 都道府県 チーズ生産者名 出品数 出品チーズ 出品チーズ 出品チーズ

1 北海道 旭川あらかわ牧場（合） 1 花

2 北海道 足寄町農業協同組合　あしょろチーズ工房 3 真 天 結

3 北海道 ASUKAのチーズ工房 3 クリームチーズ糀 雪の音 ストリング　しょう油麹

4 北海道 （有）伊勢ファーム　チーズ工房 1 江丹別の青いチーズ

5 北海道 （有）MCコーポレーション　（鹿追チーズ工房） 3 鹿追チェダー 青のりチェダー プレミアムチェダー熟成15ヶ月

6 北海道 （株）おおともチーズ工房 2 ミルドー

7 北海道 川瀬チーズ工房 2 長万部ウォッシュ フリル

8 北海道 (農)　共働学舎　新得農場 2 プチ・プレジール ラクレット

9 北海道 黒松内町特産物手づくり加工センター　トワヴェール 3 くろまつないカマンベール くろまつないホワイトブルーチーズ くろまつないのゴーダ

10 北海道 しあわせチーズ工房 2 しあわせラクレット 幸

11 北海道 Japacheese Asahikawa 2 チェダーチーズ黒岳 トマトモッツアレラ

12 北海道 チーズ工房　ベック 3 マスカルポーネ ストリングチーズ マオイ(熟成モッツァレラ)

13 北海道 チーズ工房羊飼い 3 プロヴァチーズ モッツアレラ 牛のミルクのウォッシュチーズ

14 北海道 （株）鶴居村新興公社　酪楽館 3 鶴居ゴールドラベル 鶴居シルバーラベル リーレツルイ

15 北海道 （株）十勝加藤牧場　乳と蜜と大地の工房 3 ジャージー牛ゴーダチーズ ジャージー牛ゴーダチーズ ジャージー牛ゴーダチーズ

16 北海道 （株）十勝野フロマージュ 2 ベルネージュ ブランシュネージュ

17 北海道 （有）冨田ファーム 2 ジャパンブルーおこっぺ さけるチーズ　山わさび

18 北海道 （有）NEEDS 3 槲(かしわ) 大地のほっぺ ゴーダ

19 北海道 ニセコチーズ工房（有） 3 二世古　粉雪[konayuki] 二世古　椛[momiji] デザートチーズ　二世古　雪花[sekka]柚子　

20 北海道 ニセコフロマージュ 1 ウォッシュ

21 北海道 ノースプレインファーム（株） 1 有機セミハードチーズの桜のチップ燻製

22 北海道 （株）函館酪農公社 1 マリボーチーズ

23 北海道 （株）箱根牧場 3 モッツァレラ・ディ・ヴァッカ リコッタチーズ フロマージュ　ブラン

24 北海道 富良野藤井牧場　チーズ工房 3 スモークチーズ サブロッション（ルブロッション風） モッチャレラチーズ

25 北海道 （株）牧家 2 牧家のさけるチーズ120g カチョカヴァロチーズ

26 北海道 北海道岩見沢農業高等学校　食品科学科 1 フィバスの紅碧

27 北海道 北海道美唄尚栄高等学校 2 我路（ガロ） ピンネブルー

28 北海道 米村牧場チーズ工房 2 襟裳の潮彩 12ヶ月熟成チーズ

29 北海道 （有）ランラン・ファーム 3 十勝シェーブル　炭 北海道・十勝　なが〜いチーズ 大きい　牛鐘（カウベル）

30 宮城県 （一財）蔵王酪農センター 1 スモーク　ゴーダ　チーズ

31 茨城県 （一財）水戸市農業公社　森のシェーブル館 3 MITO シェーブル モッツァレラ

32 栃木県 あまたにチーズ工房 2 さけるチーズ　たまり漬け 那須ブルー

33 栃木県 （株）チーズ工房那須の森 3 森のチーズ 那須ブラウン ブリー・ド・那須

34 栃木県 （有）那須高原今牧場　チーズ工房 3 みのり りんどう 茶臼岳

35 群馬県 （公財）神津牧場 3 神津ゴーダチーズ 神津サラミケーゼ 神津モッツァレラ

36 埼玉県 （有）加藤牧場 3 おつまみゴーダ　もろみ味噌漬け カチョカバロ　くん製味噌 デザートチーズ　越生ゆず

37 千葉県 （有）高秀牧場　ミルク工房 3 フロマージュ・ブラン（いちじく） 草原の青空 いすみの白い月

38 千葉県 チーズ工房【千】sen 3 竹炭　濃厚熟成 和（なごみ） 酒粕のバーニャカウダ漬け

39 東京都 （株）nobilu　SHIBUYA CHEESE STAND 3 モッツァレラ ブッラータ リコッタ

40 東京都 （株）ヒュージ　クッチーナ デル ナブッコ 3 モッツァレラチーズ リコッタチーズ モッツァレラ　アフミカータ

41 東京都 フロマージュ・デュ・テロワール 2  フロマージュ・ドーメ(Fromage d'ome')

42 神奈川県 タカナシ乳業（株）　乳製品フローズン商品部 1

43 神奈川県 牧歌 1 Prince（プリンス）

44 新潟県 （株）佐渡乳業 3 カチョカヴァロチーズ 農場カマンベールチーズ 農場ゴーダチーズ

45 新潟県 ロイアルヒルホルスタインズ　チーズ工房 1 モッツァレラ

46 福井県 若狭の手作りチーズ工房ラ･ヴェリタ 2 モッツァレラ リコッタ

47 山梨県 河口湖チーズ工房 1 ウォシュゴーダ

48 長野県 （有）エイチ・アイ・エフ　 2 フロマージュ・ド・「K」 ゴーダチーズ

49 長野県 （株）ボスケソ　ボスケソチーズラボ 3 TENRAI (Kimoto) MIMAKI (Kimoto) KASUGA (Kimoto) au cldre

50 岐阜県 （株）たかすファーマーズ　チーズ工房 1 カマンベールチーズ「ヒルガニアンホワイト」

51 静岡県 ミルクランド（株） 1 ストライプチーズ　スモーク

52 滋賀県 （有）古株牧場　湖華舞 3 エピス つやこフロマージュ フロマージュ・ド・シェーブル

53 京都府 （有）丹後ジャージー牧場　ミルク工房そら 1 モッツァレラ

54 京都府 （有）るり渓やぎ農園 2 Fromage de chevre フロマジュ・フレ

55 兵庫県 （一財）神戸みのりの公社　六甲山牧場　チーズ工房 2 神戸チーズ リコッタ

56 岡山県 IL RICOTTARO　(イル リッコッターロ) 3 リコッタ　サラータ リコッタフレスカ　混乳 混乳のカチョッタ

57 広島県 上ノ原牧場　（有）カドーレ 3 リコッタチーズ フロマージュブラン モッツァレラチーズ

58 広島県 チーズ工房　乳ぃーずの物語。 3 モッツァレラ 雪子 薔薇のフロマージュ

59 広島県 三良坂フロマージュ 3 三次の鵜飼 赤鬼 山羊のハイジ

60 広島県 やぎ丸農場 2 シェーブル・フレ 世羅茶シェーブル

61 愛媛県 K.K 醍醐 3 リコッタ モッツァレラ UCHIKO180

62 福岡県 TAK 2 コハク コハク・クミン

63 佐賀県 （有）ナカシマファーム 3 うれしいマリアージュ「うれしのフロマージュ」 ばあちゃんとまごの「みそカチョカバロ」 熟成のまち「五町田ゴーダ」

64 長崎県 さとむら牧場　チーズ工房 Fiore 1 モッツァレラ

65 熊本県 チーズ工房　シ・フォルマッジョ 1 モッツァレラ

66 熊本県 フォルマジェリア　ペルラ・ディ・ラッテ 2 菊池リコッタ ペルラディラッテ

67 熊本県 （株）マース　FARM Q 2 クマンベール オレンジラクト（甘夏）

68 熊本県 山の未来舎 1 Nipponia Blue 飯田丸

69 熊本県 らくのうマザーズ　阿蘇ミルク牧場 1 牧場の思い（カマンベールチーズタイプ）

70 大分県 由布院チーズ工房 3 リコッタ・ペペ 萌（もえ） 由布

71 宮崎県 （有）ダイワファーム 3 リコッタ モッツァレラ ロビダイワ

72 鹿児島県 （株）伊佐牧場　チーズ工房 3 イサーノチーズ フィセルチーズ ハーブ＆ガーリック

73 沖縄県 まぁじゅんのチーズ工房 1 モッツァレラ

 Brise de mer FAISSELLE(ブリーズ・ドゥ・メール　フェッセル）

 酒粕漬け　プチ・トーメ(Fromage au marc du riz)

プチボールモッツァレラきりたっぷ昆布しょうゆ


