
報道関係各位

令和4年5月20日

過去最多_認定みかんジュースが13品誕生！

　有田市原産地呼称管理委員会　令和4年度みかんジュース官能審査委員会を開催しまし

た。

　有田みかんのみを原材料とした、無添加、100%ストレートのみかんジュースに対して、

食のプロたちによる官能審査(食味審査）を実施したところ、申請のあった14品のうち13

品が基準点を上回り、有田市認定みかんジュースとして認定され、そのうち、6品が審査員

奨励品となりました。

　詳細は別添のとおりです。

日　時　：　令和４年5月19日（木）
　　　　　　１３時００分～
場　所　：　有田市消防本部5階多目的会議室

【みかんジュース官能審査委員】
　委員長　　平野　祐　（日本バーテンダー協会和歌山支部長、Bar TENDERオーナー）
   副委員長　髙野　豊　（㈱髙野総本店、マスターソムリエ）
　委　員　　井上　紀美子（ソムリエ）
   委　員　　大桃　美代子（タレント、ジュニア野菜ソムリエ）
　委　員　　小山　よしお（South West caféオーナー）
　委　員　　佐々木　生剛（麻布十番和処きてら店主）
　委　員　　富田　佐奈栄（日本カフェプランナー協会会長、カフェズ・キッチン学園長）

〒649-0392　和歌山県有田市箕島50
有田市役所　経済建設部　ふるさと創生室　ブランド推進係

担当：吉田
TEL：0737-22-3648　　FAX：0737-83-3108

Email：brand@city.arida.lg.jp

--------------------　この件に関するお問合わせ先　--------------------

記



「みかんジュース」認定リスト

有田市原産地呼称管理委員会

令和4年(2022年)5月19日認定



認定品

認定番号 認定申請者氏名 認定銘柄

22001 K&K Citrus Farm 成川 浩二 プレミアみかんジュースストレート（ゆら早生）

22002 K&K Citrus Farm 成川 浩二 プレミアみかんジュースストレート（石地温州）

22003 株式会社 早和果樹園 味こいしぼり

22004 株式会社 早和果樹園 味まろしぼり

22005 株式会社 早和果樹園 飲むみかん

22006 藤長農園　藤田 長将 有田みかん搾り　長閑（のどか）

22007 株式会社 上友農園 Premium Taste minori（ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾃｲｽﾄみのり）

22008 沢弥農園　澤﨑 良樹 沢弥農園の有田みかんをギュッとしぼった100％みかんジュース

22009 上義みかん園　上田 浩太郎 有田みかん100％　日向（ひなた）

22010 藤長農園　藤田 長将 有田みかん搾り　うららか

22011 川祥農園　川嶋 祥太郎 有田みかんしぼり　有紀100％

22012 紀州伊藤園　竹内 算浩 紀州伊藤園　100％有田みかんジュース

22013 株式会社 伊藤農園 100%ピュアジュース　みかんしぼり

認定番号 認定申請者氏名 認定銘柄

22001 K&K Citrus Farm 成川 浩二 プレミアみかんジュースストレート（ゆら早生）

22002 K&K Citrus Farm 成川 浩二 プレミアみかんジュースストレート（石地温州）

22006 藤長農園　藤田 長将 有田みかん搾り　長閑（のどか）

22007 株式会社 上友農園 Premium Taste minori（ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾃｲｽﾄみのり）

22008 沢弥農園　澤﨑 良樹 沢弥農園の有田みかんをギュッとしぼった100％みかんジュース

22011 川祥農園　川嶋 祥太郎 有田みかんしぼり　有紀100％

有田市原産地呼称管理委員会みかんジュース官能審査委員会

有田市みかんジュース基準認定品一覧表（令和4年5月19日認定）

　　審査員奨励品　（審査員奨励品とは、認定されたなかでも特に優れた認定品のこと。総合評価8点以上の認定みかんジュース）



有田市原産地呼称管理委員会 みかんジュース官能審査委員          （五十音順・敬称略） 

区

分 
氏  名 備考・プロフィール等 出欠 

委

員 

井 上

いのうえ

 紀美子

き み こ

 

神奈川県出身 上智大学文学部仏文学科卒業 

オルドル・デ・コトー・ドゥ・シャンパーニュ「シャンパーニュ騎士団」シュヴ

ァリエ 

2003 年「フォーシーズンズホテル椿山荘東京」に入社し、ソムリエの資格を取

得 

2006 年シャンパン専門バー「サロン・ド・シャンパーニュ ヴィオニス」入店 

2007 年には第五回『JALUX WINE AWARD』で優勝し女性初のチャンピオンと

なる 

出席 

大 桃

おおもも

 美代子

み よ こ

 

新潟県魚沼市出身 

日本のタレント、ニュースキャスター、女優、ジュニア野菜ソムリエ 

著書に「日本一おいしいお米の食べ方」（中経出版）、「ちょっと農業してきま

す」（成美堂出版）など 

出席 

小山

こやま

 よしお 

和歌山市出身 

South West café のオーナー 

2009 年には全国わかやまポンチ協会参謀長に就任 

出席 

佐々木

さ さ き

 生

せい

剛

ごう

 

数々の著名なホテルで料理長を歴任 

和歌山マリーナシティロイヤルパインズホテル 元総料理長 

麻布十番 和処きてら 店主 

(有)丸誠コーポレーション代表取締役社長 

株式会社なだ万ＯＢ副会長 

紀州由良町 食の伝道師 

出席 

副委員長 

髙

たか

野

の

 豊

ゆたか

 

長野県長野市出身 マスターソムリエ 

長野県原産地呼称管理委員会ワイン委員会副委員長 

（株）高野総本店代表取締役社長、（社）日本ソムリエ協会監事 

2006 年長野県知事表彰受章 

著書に「風と土のソムリエ」（オフィス・エム出版）など 

出席 

富田

とみた

 佐奈

さ な

栄

え

 

日本カフェプランナー協会 会長 

佐奈栄学園 カフェズ・キッチン 学園長 

テレビ番組をはじめとする各メディア出演や、食品メーカー等の商品企画や 

メニュー提案なども行い、そして、数々の本を出版するなど、カフェのスペシャ

リストとして、パフェのスペシャリストとして活躍中。 

カフェをはじめる人のビジネススクールのパイオニア的な存在である「カフェ

ズ・キッチン」の卒業生の開業者数は、３４５店舗を超え、さらなる確かな実績

を築き上げています。 

著書に「おいしい珈琲を自宅で淹れる本」（主婦の友社）は、５万部を突破。 

出席 

委員長 

平野

ひらの

 祐

たすく

 

社団法人 日本バーテンダー協会 和歌山県本部長 

Bar TENDER のオーナー 

2018 年度和歌山県技能賞受賞 

出席 

山 本

やまもと

 智恵

ち え

美

み

 

大阪北新地にあるオーセンティックバーBAR PREMIER（バープルミエ）のオー

ナーバーテンダー 

サントリー ザ・カクテルアワード 2006 カクテル名“SOLARE”～陽だまり～に

てショートカクテル部門最優秀賞を受賞 

欠席 

鎧

よろい

塚

づか

 俊 彦

としひこ

 

京都府宇治市出身 

恵比寿などに４店舗構える「Toshi Yoroizuka」のオーナーシェフ 

神奈川県小田原に農園を併設したパティスリー＆レストラン「一夜城 Yoroizuka 

Farm」を開設 

ベルギーでは日本人初の三ツ星レストランのシェフパティシエに就任 

2000 年に“INTERSUC2000（パリ）”で優勝 

2013 年に ASEAN 首脳会談 40 周年記念晩餐会にてデザートを担当 

欠席 


