
No. 賞の種類 受賞商品・サービス名 企業・団体名 展示販売会

1 大賞
渋谷区／専門学校桑沢デザイン研究所／株式会社フクフクプラス／渋谷区内
の障がい者支援事業所

障がい者理解に向けたソーシャルアクション 障がいのある人が描く文字や絵柄を
フォント・パターン化したパブリックデータ「シブヤフォント」

展示・販売

2 優秀賞 有限会社ココ･ファーム･ワイナリー 陽はまた昇る 展示
3 生活者審査員賞 株式会社バターのいとこ バターのいとこ 展示・販売
4 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 一般社団法人エンジェルガーデン南国 土佐國グァバ茶 展示・販売
5 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 NPO法人 仲良し作業所 就労継続支援B型事業所 ちひろ珈琲 ちひろ珈琲の自家焙煎珈琲豆 展示・販売
6 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 NPO法人Next-Creation 障がい者手帳カバーLサイズ 展示・販売
7 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 NPO法人　浜の会　就労継続支援B型事業所　浜っ子作業所 柑橘ゼリー「みかんのジャグチ」 展示・販売
8 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 ＮＰＯ法人　みのり obon table / Table for the Blind by the Blind 展示・販売
9 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 大阪サクヤヒメＳＤＧｓ研究会まちづくり部会 ＴｏＣＣ 端布（はぎれ）エコバッグ 展示・販売

10 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 かえもん農園 自然派日本酒「幸SACHI」 展示
10 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社シクロ Derailleur Brew Works クラフトビール 展示
11 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 カエルデザイン with クリエイターズ カエルデザイン with REHAS (海洋プラスチックアップサイクルアクセサリー） 展示・販売
12 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社　if me Ragged　jewelry 展示・販売
14 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社フェアトレードコットンイニシアティブ Handicap Art 展示
15 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社ＬＩＸＩＬ 玄関ドア用電動オープナーシステム ＤＯＡＣ（ドアック） 展示・販売
16 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 合同会社ソア ぽんず 職人の技 展示・販売
17 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 サンワード株式会社 RAU-RAU-G YUKA(らうらうじ　ゆか） 展示・販売
18 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 特定非営利活動法人みどりの杜福祉会いわきワイナリー 農福商工連携着地交流体験型ワイナリー「いわきワイナリー」 展示
19 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 ファイン株式会社 ファインレボシリーズ 展示・販売

1 大賞 株式会社GOOD DEAL COMPANY TOKYO CORK PROJECT 展示・販売
2 優秀賞 ローカルフードサイクリング株式会社 LFCコンポスト 展示・販売
3 生活者審査員賞 株式会社宮本製作所 洗たくマグちゃん 展示・販売
4 審査員特別賞 株式会社縁の木 KURAMAE +Coffeeプロジェクト 展示・販売
5 審査員特別賞 住友生命保険相互会社 健康増進型保険“住友生命「Vitality」” 展示
6 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 AYANO HAKURA ラップドレス 展示・販売
7 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 井関産業株式会社 ラ　コルベイユ　米ぬか配合クレンジングペースト 展示・販売
8 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 エシカルビューティー株式会社 オーガニックシャンプー「gemmaシリーズ」 展示・販売
9 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 オイシックス・ラ・大地株式会社 Purple Carrot（パープルキャロット）のヴィーガン・ミールキット 展示・販売

10 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 オリオンビール株式会社 オリオン ザ・ドラフト 展示
11 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 カーサリッチ株式会社 バイキングトイズ『エコライン』シリーズ 展示・販売
12 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社アトリカ YAECO 展示・販売

13 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社いかす
【世界をサステナブルにする】いかすのオーガニック野菜の宅配と
サステナブル・アグリカルチャー・スクール

展示・販売

14 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社　伊藤園 茶殻リサイクルシステム～茶殻を身近な製品へリサイクル～ 展示
15 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社エコリング 売れseeエコ活　～リユースで世界をもっとHAPPYに～ 展示
16 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社オーガニックスタイルズ tokotowa organics　ピュアエッセンスミスト　ピンク、ピュアエッセンスミスト　イエロー 展示・販売

17 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞
株式会社オーガニックマザーライフ／一般社団法人 日本オーガニックビューティ
セラピスト協会

Maison de Naturopathie / BOTANICAL REMEDY OIL 展示・販売

18 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社カネス MYSTRO（陶磁器製美濃焼ストロー） 展示・販売
19 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社カミーノ 折り鶴リサイクル丸扇子　FANO 展示・販売
20 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社CRAZY KITCHEN SUSTAINABLE COLLECTION（サステナブルコレクション） 展示
21 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社コスモライフ 浄水型ウォーターサーバー「Humming Water」 展示
22 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社コメダ 100％プラントベースの喫茶店　KOMEDA is □（コメダイズ） 展示
23 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社サンダース・ペリー化粧品 サンダース・ペリー化粧品 展示・販売
24 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社 GYPPHY 環境に優しい人工石 “モアサナイト”と金を使用した「エシカルジュエリー」 展示
25 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社テクノラボ 海洋プラのアップサイクルブランド buøy 展示・販売
26 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社 de la hataraku 旬菜お届け　ベジフルマルシェ 展示
27 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社 ネイチャーズウェイ チャントアチャーム 展示・販売
28 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社ハーベリィアースストーリー 葡萄樹液ジェル　（化粧品） 展示・販売

29 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社バイオマスレジンホールディングス
お米の国のお米のバイオマスプラスチックを使用した
「純国産 お米のおもちゃ」

展示・販売

30 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社陽と人 明日 わたしは柿の木にのぼる 展示・販売
31 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社ファーメンステーション お⽶とりんごの除菌ウエットティッシュ 展示・販売
32 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社メイベルジャパン greener nature straws(グリーナー ネイチャーストロー) 展示・販売
33 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社ヤマチク okaeri 展示・販売
34 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 株式会社　良品計画 「給水サービス」の開始と水のボトルの販売、水のアプリ稼働 展示
35 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 Quintessentially Japan Three Tree 展示・販売
36 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 クロキ商事株式会社 オクシアニサンダル 展示
37 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 ゲンナイ製薬株式会社 プラスニド 四季のはらまき 展示・販売
38 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 合同会社HAYAMI HAYAMIの草ストロー 展示・販売
39 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 合同会社LIMONE 世界初、オランウータンを守るオリジナルエコーヒーカップ 展示・販売
40 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 ジーエルイー合同会社 「サンゴに優しい日焼け止め」 展示

41 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 シック・ジャパン株式会社
ブルドッグオリジナルバンブーホルダー
ブルドッグセンシティブバンブーホルダー

展示

42 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 ジャパン・オーガニック株式会社 do organic（ドゥーオーガニック）　クレンジング　リキッド 展示
43 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 豊田通商株式会社 完全養殖　クロマグロ 展示
44 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 仲吉商事株式会社 RIVERET カフェオレマグ 展示
45 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 BALIISM Japan株式会社 バンブーストロー シリーズ 展示・販売
46 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 丸紅株式会社 edish 展示・販売
47 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 三井住友カード株式会社 タッチハッピー　～Visaのタッチ決済で社会貢献～ 展示
48 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 メルシャン株式会社 オーガニックスパークリング N... 展示
49 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 ヤラブの木 naure ピュア タマヌオイル 展示・販売
50 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 有限会社ハーモニー キンディーキッズ 展示・販売
51 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 有限会社ハーモニー ピッパースタンダード 展示・販売
52 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 「Better Plastic」プロジェクト商品　～プラスチックがごみにならない社会へ 展示・販売
53 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 楽天農業株式会社 100%国産オーガニック　冷凍カリフラワーライス 展示

54 ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ賞 和玄株式会社 特殊和紙　漢方敷 展示・販売

※ソーシャルプロダクツ賞は、企業・団体名の五十音順です。

※販売の有無については、状況によって変更する可能性もございます。

■年度テーマ　障害者の生きがいや働きがいにつながる商品・サービス

ソーシャルプロダクツ・アワード2021　受賞商品・サービス一覧

■自由テーマ　生活者が「持続可能な社会」づくりに参加できる商品・サービス


