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＜Media Alert＞ 

2021年 10月 6日 

 

「Amazon.co.jp 出品者アワード 2021」を発表 

6部門 22社の販売事業者様を表彰 

 
Amazon（所在地：東京都目黒区）は 10 月 6 日（水）、Amazon 最大の EC イベント「Amazon EC サミット

（http://amazon-ec-summit.jp/） 」 に お い て 、 「Amazon.co.jp 出 品 者 ア ワ ー ド 2021

（http://www.amazon.co.jp/SellerAward2021）」を発表しました。このアワードでは、お客様満足度や売上などを

指標に「ご当地の魅力 発信賞」、「Day One賞」、「FBA賞」、「海外販売賞」、「B2B賞」、「イノベーティブブランド

賞」の 6部門から合計 22社の販売事業者様が選出されました。 

なお、「Amazon.co.jp出品者アワード 2021（http://www.amazon.co.jp/SellerAward2021）」のウェブサイトでは、

当アワードを受賞した販売事業者様のおすすめ商品をご紹介するほか、販売事業者様の商品詳細ページに

おいて、当該アワードの受賞を示すアイコンも掲載しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アマゾンジャパン セラーサービス事業本部 セラーグロース & エクスペリエンス事業本部 事業本部長 露木一帆は、

次のように述べています。 

「この度、Amazon.co.jp 出品者アワード 2021を通じて、お客様により良いお買い物体験を提供されている 22社の

販売事業者様をご紹介できることを大変嬉しく思います。販売事業者様に質の高い商品を効果的に販売して

いただけるよう、Amazon では、物流オペレーション、ブランディング、海外販売などに関する様々なサービスを

ご提供しております。Amazon は引き続き、中小企業をはじめとする販売事業者様にご活用いただける利便性の

高いサービスの提供に努めてまいります」 

 

■「Amazon.co.jp出品者アワード 2021」を受賞した販売事業者様のコメント 

 

1. ご当地の魅力 発信賞 

「ご当地の魅力 発信賞」は、Amazon を通じて、地場に根付いたご当地の魅力ある商品を日本全国のお客

様に販売している中小規模の販売事業者様に贈られる賞です。 

• 北海道お土産ギフト岡田商店 

（企業名：株式会社丸市岡田商店、所在地：北海道、販売商品：北海道のお土産品） 

「弊社では、北海道の有名銘菓土産をはじめ、札幌場外市場の海の幸や農産物などの販売を行って

います。今回の受賞、従業員一同、大変嬉しく感じております。誠にありがとうございます。北海道の
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魅力を今後も様々な形で Amazon を通じて発信し続けられればと考えております。たくさんの皆様の

支えに心より御礼申し上げます」 

• SUBRINA（企業名：株式会社コモンセンス、所在地：神奈川県、販売商品：海底熟成ワイン） 

「このような素晴らしい賞をいただき大変光栄です。南伊豆という素晴らしい環境、仲間たちとともに

試行錯誤しながら、伊豆の海底で熟成された南アフリカのワイン『SUBRINA』を生みだすという新しい

商品づくりをしてきました。小さな取り組みながら Amazon よりご評価いただけたことをとても嬉しく

思っております」 

• ダイヤモンド褒賞の野沢農産 

（企業名：農事組合法人野沢農産生産組合、所在地：長野県、販売商品：お米） 

「私たちは 40 年以上、北信州選りすぐりのお米を作り続けており、日本に 7 人しかいないダイヤ

モンド褒賞農家が経営しています。今回、このような賞を頂戴し、大変光栄に思っております。

Amazonで育てたブランド、発信力を生かして今後も地域に貢献していければと思っております」 

• 紀州漆器 老舗漆器山家堂（企業名：山家漆器店、所在地：和歌山県、販売商品：紀州漆器製品） 

「私どもは1950年に創業した紀州漆器の製造・販売企業です。この度は栄えある賞を受賞することが

でき嬉しく思います。家族経営の当店でも全国のたくさんのお客様にお届けする機会を、Amazon は

提供してくれました。本当にありがとうございます」 

• おつまみギャラリー伊万里 

（企業名：小島食品工業株式会社、所在地：佐賀県、販売商品：おつまみ珍味セット） 

「弊社は創業 119 年を迎える、おつまみ・珍味・酒の肴を製造、販売している九州最大級のおつまみ

総合加工メーカーです。この度は素晴らしい賞をいただき、大変光栄です。これもお客様をはじめ、

支えてくれた EC チーム、クオリティの高い商品を製造している工場社員を代表とする会社の皆の

おかげです。Amazonのお客様にさらにお喜びいただけるよう、サービスの向上に努めてまいります」 

 

2. Day One賞 

「Day One賞」は、過去 1年以内に Amazonでの販売を開始し、初年度から、お客様満足度、品揃え、売上

などの観点で最も活躍された販売事業者様に贈られる賞です。 

• Kirala（企業名：株式会社 Kirala、販売商品：オゾン空気清浄機） 

「2020年 3月 に 設立 した Kiralaでは、お客様のキラキラと輝く安心で快適な生活の実現のため、

空気清浄機やウォーターサーバーをはじめ、暮らしに関わる商品やサービスをご提供しています。

この度、このような賞をいただきましたこと、大変ありがたく光栄に思います。これからも、Amazon の

お客様により良い商品をお届けできるよう、開発やサービスの向上に努めてまいります」 

• シュクレイ（企業名：株式会社シュクレイ、販売商品：東京お土産） 

「シュクレイは『喜びを創り喜びを提供する』という経営理念のもと、お土産菓子を製造、販売する

会社です。この度はこのような賞をいただくことができ、嬉しく思っております。Amazon で商品を

ご購入いただいた全てのお客様に感謝申し上げます。今後も喜んでいただける商品、サービスを

提供できるよう精進してまいります」 

• Tokyo Camp（企業名：合同会社 DRive、販売商品：キャンプ用品） 

「弊社は焚き火台をはじめとしたアウトドアブランド TokyoCampの企画、製造、販売を行っています。

お客様満足度を意識して商品品質とアフターサポートを社員総勢で徹底してきました。Amazon の

お客様にご支持いただいたおかげで、このような賞をいただけて本当に嬉しく思いますし、さらに

飛躍できるよう取り組んでいきたいと思います。この度は、本当にありがとうございます」 

• メーカーズシャツ鎌倉（企業名：メーカーズシャツ鎌倉株式会社、販売商品：ビジネスシャツ） 

「弊社では『世界で活躍するビジネスパーソンをシャツで応援する』をモットーに、世界で唯一無二の

シャツづくりをメードインジャパンにて行っています。この度は、栄誉ある賞をいただきありがとうござい

ます。Amazon での販売は当社にとって初めての試みとなりましたが、Amazon の担当者様による

献身的なサポートにより、多くのお客様に商品をお届けすることができ感謝しております」 

 

3. FBA賞 

「FBA賞」は、お客様満足度や売上などを評価項目に、Amazon フルフィルメントセンター（物流拠点）から

お客様への配送やお客様に対するカスタマーサポートを代行する「フルフィルメント by Amazon（FBA）」を

利用して事業を急成長させている販売事業者様に贈られる賞です。 
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• アーバンスタイル（企業名：株式会社新陽トレーディング、販売商品：アパレル） 

「初めてこのような賞を受賞することができ、社員一同大変嬉しく思います。弊社はインテリア、寝装

類、アパレルなど幅広い商品を少数の社員で取り扱っています。FBA のおかげで多くの時間と人員を

割いていた出荷の手間がなくなり、企画やマーケティングなどのクリエイティブな業務に時間を充てる

ことができるようになりました。この賞を励みに今後も日々頑張ってまいります」 

• GronG SHOP（企業名：株式会社 Ultimate Life、販売商品：プロテイン） 

「たくさんのお客様と仲間のおかげで、このような賞をいただくことができ、大変嬉しく感じております。

お客様が期待される配送体験の実現を目指して FBAの利用を開始したところ、売上や利益の向上に

つながりました。“より『挑戦者』の多い世界の実現”を目指して商品やサービスの開発に取り組む

私たちGronG（グロング）にとって、FBAの活用が効率的な事業推進につながっていると思います」 

• 匠の技（企業名：匠の技株式会社、販売商品：ジュエリー） 

「匠の技では、ジュエリーを中心に品質にこだわった国内外の商品を EC サイトで販売しています。

比較的高価なジュエリーの販売においてフルフィルメント by Amazon（FBA）を活用する私たちの

ブランドを信頼してくださったお客様に感謝を申し上げます。オンラインでジュエリーをお買い求め

くださるお客様により一層、ご満足いただけるよう、引き続き尽力してまいります」 

 

4. 海外販売賞 

「海外販売賞」は、日本の Amazonのみならず、Amazon.com（米国サイト）をはじめとする世界の Amazonで

販売することで、日本から世界に事業を拡大している販売事業者様に贈られる賞です。 

• BULK HOMME（企業名：株式会社バルクオム、販売商品：メンズコスメ） 

「メンズスキンケアブランド『BULK HOMME』を世界 10 以上の国や地域で販売しており、グローバル

展開を加速する中で、このような賞をいただき光栄に思います。弊社はメンズスキンケアブランドと

して世界 No.1 シェアを目指しており、引き続き Amazon を通じて世界中の男性の肌へ価値のある

製品をお届けしていく所存です」 

• Hobonichi（企業名：株式会社ほぼ日、販売商品：手帳） 

「国境を越えて海外のお客様にも『ほぼ日手帳』をはじめとするほぼ日の商品をお楽しみいただけて

いることを大変嬉しく思います。弊社にとって海外販売は重要な販路の一つですので、引き続き

Amazon でお買い物される日本そして海外の多くのお客様にお喜びいただける商品をご提供して

いきたいと思います」 

• Casualbox（企業名：株式会社マーシュ、販売商品：帽子） 

「このような賞をいただき、驚くとともに大変光栄に思っています。ヘアバンドやビーニーといった

ゆるい帽子を販売する弊社では、数年前から海外事業に注力していました。日本と海外では文化が

違うため、海外販売にあたっては毎日が試行錯誤でしたが、このような形で実を結び嬉しく思います。

これからもAmazonでお買い物を楽しむ世界のお客様に良い商品をお届けしていきたいと思います」 

 

5. B2B賞 

「B2B賞」は、法人および個人事業主のお客様向けの Eコマース「Amazonビジネス」を利用し、B2Bビジ

ネスにおいて事業を成長させている販売事業者様に贈られる賞です。 

• オフィスコム（企業名：オフィスコム株式会社、販売商品：オフィス家具） 

「この度はこのような栄えある賞を受賞できましたこと、大変喜ばしく思います。今後も受賞企業の

名に恥じぬよう、『簡単に最安で最速のかっこいいオフィスづくり』という当社の経営理念の実現に

邁進し、Amazon ビジネスを通じて、法人向けの高品質なオフィス家具をお求めやすい価格でご提供

できるよう取り組んでまいります」 

• エクシードサイエンス（企業名：株式会社越路商会、販売商品：理化学機器） 

「弊社は企業の研究所や大学の研究室などを対象に、実験や開発に使われる備品および消耗品を

販売しています。この度、このような賞を頂戴でき、光栄です。現在ではAmazonビジネスでの販売は、

当社の EC事業の中でも非常に大きな売上となっています。今後も販売商材を拡張しながら売上の

強化に取り組んでいきたいと思います」 

• JAPANNEXT（企業名：株式会社 JAPANNEXT、販売商品：PCモニター） 

「この度の受賞、非常に嬉しく思っております。弊社はお客様の視点に立った液晶モニターやエレク

トロニクス製品の開発、製造、販売を行っています。今回の受賞は、弊社の製品コンセプトが
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Amazonビジネスの多くのお客様のニーズにマッチし、好評価をいただけた結果であると考えており

ます」 

 

6. イノベーティブブランド賞 

「イノベーティブブランド賞」は、お客様のニーズに合わせて革新的な商品を企画・開発し、Amazon を通じて

自社ブランドの強化と売上の増加を実現している販売事業者様に贈られる賞です。 

• AnkerDirect（企業名：アンカー・ジャパン株式会社、販売商品：ハードウェア） 

「アンカー・ジャパンは、『Empowering Smarter Lives』をコーポレート・ミッションに掲げるハードウェア

メーカーです。この度は栄誉ある賞を頂戴しましたことを光栄に存じます。Anker グループでは、

常にお客様の声と向き合いながら製品開発と技術研鑽を重ねてきました。今後も Amazon でお買

い物される皆様により良い製品をお届けすべく力を尽くしてまいります」 

• GOKUMIN（企業名：株式会社 KURUKURU、販売商品：寝具） 

「この度は、栄誉ある賞をいただき誠にありがとうございます。寝具領域、化粧品領域、海外輸出

領域などでビジネスを展開していますが、ブランドの立ち上げ以来、常にお客様にお喜びいただき、

ご支持いただけるブランドを目指し開発を進めてまいりました。すべては Amazon をご利用になる

お客様および協力会社様あってのGOKUMINです。深く御礼申し上げます」 

• Jackery Japan（企業名：株式会社 Jackery Japan、販売商品：ポータブル電源バッテリー） 

「Jackery Japan というブランド名には、『まるで身に着けるように、バッテリーを簡単に使えるように

したい』という弊社の想いが込められています。この度はイノベーティブブランド賞をいただき、大変

嬉しく思っております。今後もAmazonをご利用になるお客様のニーズに合わせて革新を続け、より

高品質なポータブル電源やソーラーパネルをご提供していく所存です」 

• ナノ・ユニバース（企業名：株式会社 TSI、販売商品：レディース・メンズアパレル） 

「弊社は、ファッションを通じて人々の心を輝かせる価値を創造し、明日を生きる歓びを分かち合う

ことを理念とした衣料品企業です。この度はこのような賞をいただき誠にありがとうございます。

日々の販売の積み重ねが今日に繋がっているため、関係者の皆様にこの場をお借りして感謝申し

上げます。Amazonでのお買い物を楽しむお客様にご満足いただけるよう、より一層尽力いたします」 

 

 

Amazonについて 

Amazonは 4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発

想です。Amazon は、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提

供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click 注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazon プライム、フル

フィルメント by Amazon（FBA）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タ

ブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約（The 

Climate Pledge）などは、Amazon が先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazon について詳しくは Amazon 

Newsroom (http://amazon-press.jp)および About Amazon (http://www.aboutamazon.jp)から。 

 

 

本件に関する報道関係者からのお問合せ先 

アマゾンジャパン合同会社    ウェーバー・シャンドウィック 

Tel：03-6367-4117    Tel：03-5427-7309 

E-mail：press@amazon.co.jp   E-mail：amazon-pr@webershandwick.com 
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