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～ お弁当・お惣菜大賞 2015 受賞商品一覧 ～
ｴ ﾝ ﾄﾘｰ部門 業態 結果 商品名※（売場名） 社名

SM 最優秀賞 牡蠣めし弁当 サミット株式会社

SM 優秀賞 国産うなぎ御膳 株式会社ぎゅーとら

SM 優秀賞 常識をくつがえす奇跡の海苔弁当 株式会社信濃屋食品

SM 優秀賞 豪華絢爛！将軍弁当 株式会社静鉄ストア

SM 特別賞 能登中島菜めしの彩りおかず弁当 株式会社平和堂

SM 特別賞 愛情たっぷり弁当（西南女学院大学考案） 株式会社西鉄ストア

CVS・専門店他 最優秀賞 匠の膳 株式会社なだ万

CVS・専門店他 優秀賞 彩食健味「椿」 株式会社徳

CVS・専門店他 優秀賞 ライスカレー弁当 株式会社DTD

CVS・専門店他 優秀賞 赤詰 有限会社日本橋弁松総本店

CVS・専門店他 特別賞 神河弁当 株式会社神崎フード

CVS・専門店他 特別賞 月暦　長月弁当 株式会社米八東日本

SM 最優秀賞 挽きたて香る山椒チキン 株式会社サニーマート

SM 優秀賞 野菜がたっぷり！手作りカレーでカレーフォンデュ 株式会社信濃屋食品

SM 優秀賞 V&Bベジタブル＆ビーフカレー 株式会社いかりスーパーマーケット

SM 優秀賞 おばあちゃんの煮しめ（特大） 株式会社平和堂

SM 特別賞 海老タルポテトバーグ 中部フーズ株式会社

SM 特別賞 鶏団子とたっぷり根菜の韓国風煮 株式会社フィールコーポレーション

SM 最優秀賞 ひじき入り根野菜の食物繊維サラダ 株式会社シェフワールド

SM 優秀賞 9種野菜のバーニャカウダー 株式会社成城石井

SM 優秀賞 温野菜サラダ（アボカドディップソース） 株式会社いちやまマート

SM 優秀賞 不思議な食感　スペルト小麦のサラダ 株式会社信濃屋食品

CVS・専門店他 最優秀賞 大地の恵み　ミネラルカクテルサラダ デイ・ナイト株式会社

CVS・専門店他 優秀賞 カニ風味とブロッコリーのタルタルサラダ 株式会社若菜

SM 最優秀賞 シンガポール風ラクサ 株式会社成城石井

SM 優秀賞 しまのわ　広島レモン塩焼きそば 株式会社フレスタ

SM 優秀賞 ふ海苔入り天ぷらそばセット 原信ナルスオペレーションサービス株式会社

SM 優秀賞 埼玉県産「あやひかり」の地粉うどん 彩裕フーズ株式会社

CVS・専門店他 最優秀賞 しびれる辛さ　坦々冷しうどん デイ・ナイト株式会社

CVS・専門店他 優秀賞 紅ずわいがにの冷し中華 株式会社ローソン

SM 最優秀賞 海老とたまごのタイ風カレー 株式会社三徳

SM 優秀賞 食べ比べ！国産牛めしとイベリコ豚重 株式会社マルエツ

SM 優秀賞 黒酢仕立ての豆腐ハンバーグ重 株式会社コモディイイダ

SM 優秀賞 自家製つくねと彩り野菜重 彩裕フーズ株式会社

SM 特別賞 若鶏唐揚げと野菜の香味ソース丼 株式会社イトーヨーカ堂

CVS・専門店他 優秀賞 タンドリーチキンカレー弁当 デイ・ナイト株式会社

SM 最優秀賞 ライスドッグ（ハム玉子＆照焼きチキン） 原信ナルスオペレーションサービス株式会社

SM 優秀賞 きんぴらしょうがの香味おにぎり 株式会社ダイキョープラザ

SM 優秀賞 エリンギのベーコン巻きおむすび 株式会社エブリイ

SM 優秀賞 ＤＥＣＯおにぎり12個セット 彩裕フーズ株式会社

SM 特別賞 愛媛産じゃこカツ＆明太マヨサンドおにぎり 富士シティオ株式会社

CVS・専門店他 最優秀賞 肉味噌おにぎり（栃木県大田原産ハーブ豚使用） 株式会社セーブオン

SM 最優秀賞 20品目の華咲きちらし弁当 株式会社マルイ

SM 優秀賞 スタミナ　うなぎ巻 株式会社新鮮館おくえつ

SM 優秀賞 サーモンパフェ 生協ひろしま

SM 優秀賞 絶品焼穴子寿司（香住産） 西山寛商事株式会社

SM 特別賞 いわし明太の炙り押し寿司 株式会社ダイキョープラザ

CVS・専門店他 最優秀賞 詰合せ　浪花寿司 株式会社 古市庵

CVS・専門店他 優秀賞 南関あげ巻き寿司 塩山食品株式会社

SM 最優秀賞 メロンDEメロン 株式会社いちやまマート

SM 優秀賞 ハンバーグ＆フィッシュバーガーセット 株式会社静鉄ストア

SM 優秀賞 ちーば(房総)ぱん 有限会社上田商店

SM 優秀賞 ５種野菜と三元豚ロースカツサンド 彩裕フーズ株式会社

SM 特別賞 ゆめちからロール 株式会社ウオロク

SM 特別賞 ご褒美ローストビーフサンド 株式会社エブリイ

CVS・専門店他 優秀賞 原木しいたけのライスグラパン 株式会社内子フレッシュパークからり

SM 最優秀賞 手作りまんじろうプリン 株式会社土佐山田ショッピングセンター

SM 優秀賞 ごろごろ苺とカナダ産ブルーベリーのプレミアムチーズケーキ 株式会社成城石井

SM 優秀賞 糖質カットシフォンケーキ 株式会社いちやまマート

SM 優秀賞 焼きドーナツ 株式会社サンユーストアー

SM 特別賞 伊達巻おはぎ ヤオマサ株式会社

CVS・専門店他 優秀賞 ピュアロールケーキ 株式会社ローソン

CVS・専門店他 優秀賞 ピュアショートケーキ 株式会社ローソン

SM 最優秀賞 フルーツグラノーラの朝サラダ 株式会社サニーマート

SM 優秀賞 糖質カットの若鶏モモ唐揚げ 株式会社いちやまマート

SM 優秀賞 栄養バランス弁当（雅） 株式会社ハローズ

SM 優秀賞 豆腐ハンバーグがのった黒米ごはん丼 株式会社ベストーネ

CVS・専門店他 最優秀賞 揚げない鶏唐弁当（十六穀米） 株式会社いいなダイニング

CVS・専門店他 優秀賞 ヘルシー弁当 株式会社知久

SM 最優秀賞 秋の宝石箱 有楽調理食品株式会社

SM 優秀賞 半夏生セット 株式会社新鮮館おくえつ

SM 優秀賞 クッキングアドバイザー栗田さんちのお惣菜　３色弁当 株式会社スズキヤ

SM 優秀賞 たっぷり愛媛じゃこ弁当 富士シティオ株式会社

SM 特別賞 生桜海老と生しらす丼　かつおたたき入 株式会社ワイズマート

CVS・専門店他 最優秀賞 旬菜膳　秋味 デイ・ナイト株式会社

CVS・専門店他 優秀賞 野菜美人弁当 株式会社知久

SM 特別賞 まるごとジューシー　南部鶏フェア 株式会社オータニ

CVS・専門店他 特別賞 駅弁当 JR九州フードサービス株式会社

弁当（米飯）

部門

惣菜

部門

サラダ

部門

麺

部門

丼

部門

売場

部門

おにぎり

部門

寿司

部門

調理パン

部門

デザート

部門

ヘルシー

部門

限定

部門



3

㈱フードナビゲーションジャパンの許可なく、当媒体契約企業以外の者が当媒体を利用することを禁じます。また契
約企業は当該企業内での利用のみを許可しており、譲渡等を一切禁じております。Copyright（C）2011 Food Navigation Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

【 惣菜部門 】（SM）

「挽きたて香る
山椒チキン」

口に入れるとピリッと舌がしびれる山椒の風味を
最大限活かした商品。オーブンで焼き上げた鶏も
も肉に、仁淀川山椒をミルで挽いてかけたシンプ
ルな商品だが、その香りと刺激にファンが急増中。
■企 業 名：株式会社サニーマート
■販売価格：大 324円、小 162（税込）

【 弁当（米飯）部門 】（SM）

「牡蠣めし弁当」
牡蠣めしには、牡蠣を炊いた時の旨い煮汁とオイスター
ソースを合わせたタレを使用し、ご飯だけでも飽きずに
牡蠣を堪能できる優しい味に仕上げた。カキフライは広
島産牡蠣を使用し、むき身を瞬間冷凍することで縮まら
ず食味が向上。品目数を増やすことで作業負担となるが、
「手間が掛かっても美味しい商品を作る！」の信念で開発。
■企 業 名：サミット株式会社
■販売価格：590円（税込）

【 弁当（米飯）部門 】（CVS・専門店他）

「 匠 の 膳 」
「匠の膳」は多彩な味を少しずつ楽しめる幕の内弁
当の特徴に加え、合鴨燻製などの肉料理やご飯を
二種類入れるなど、若い世代のお客様も楽しめるボ
リューム感とバランスの良さが特徴。
■企 業 名：株式会社なだ万
■販売価格：2,160 円（税込）
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デリカテッセン・トレードショー実行委員会は、
2 月 10 日（火）から 12 日（木）まで、東京ビッ

グサイトにて、お弁当・お惣菜部門に特化した商談
展示会「デリカテッセン・トレードショー 2015」
を開催中。
　同展示会は、近年益々需要度が上がっている「惣
菜」という分野に特化することで、商品レベルの向
上、スタッフのやる気向上などを目的としている。
　主催者企画として実施してきた「スーパーマー

デリカテッセン・トレードショー 2015

「お弁当・お惣菜大賞 2015」表彰式

ケットお弁当・お惣菜大賞」は今回より「お弁当・
お惣菜大賞」とし、SM のみならず幅広い分野を
対象としており、今回も 44,746 件のエントリー
の中から「最優秀賞」「優秀賞」「特別賞」の各賞
を選出。また、最終審査に進んだ商品を「入選」
とし、称えた。
　10 日には同会場内で表彰式が開催され、最優秀
賞受賞企業担当者によるパネルディスカッションも
開催された。

パネルディスカッションでは、ファシリテー
ターに㈱ MAT コンサルティング代表取締役

社長の望月広愛氏を迎え、サミット㈱総菜部 岡田
崇チーフバイヤー、㈱サニーマート野町道子惣菜
チーフバイヤー、㈱古市庵営業本部商品開発課 尾

林理一課長、㈱いいなダイニング生産部商品開発
課 松田幸子さんがパネラーとして参加。各パネ
ラーは、“ 価格や効率 ” だけではなく、「美味しさ
の追求」や「手間」、「お客様が求める商品」、「産
地開拓」など、価値商品開発についてコメントした。

サミット株式会社
岡　 田　　 崇　 氏
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