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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 15 日（水）から 17 日（金）まで、幕張メッセにお
いて、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 2017」を開催する。

　同実行委員会が企画・実施する「お弁当・お惣菜大賞」は、スーパーマーケットをはじめ幅広い分野を対象
としており、今回も多数の応募の中から『最優秀賞』、『優秀賞』、『特別賞』の各賞および『入選』を選出し発
表した。
　また、表彰式は 2 月 15 日（水）13:30 ～ 15:00 に、幕張メッセ 1 ホール内「FTJ ステージ」において実施
予定である。

「お弁当・お惣菜大賞 2017」
各部門受賞商品発表

◆エントリー対象

　2015 年 10 月 1 日 ( 木 ) ～ 2016 年 9 月 30 日 ( 金 ) に販売された商品

◆エントリー期間

　2016 年 6 月 1 日 ( 水 ) ～ 9 月 30 日 ( 金 )

◆部門

　【弁当部門】【惣菜部門】【サラダ部門】【麺部門】【丼部門】【おにぎり部門】【寿司部門】【調理パン部門】

　【スイーツ部門】【ヘルシー部門】【祭事部門】【売場部門】の 12 部門をそれぞれ【スーパーマーケット】

　【CVS・専門店他】の 2 業態に分けた、合計 24 部門の審査

◆審査項目

　商品 …共通項目として ①値ごろ感 ②容器・包装 ③おいしさ ( 最終審査のみ ) のほか、部門ごとに異なる

　　　　2 ～ 3 つの項目を加えた指標

　売場 … ①品揃え ②清潔感 ③こだわり ④買いやすさ ⑤売場全体のイメージ ⑥テーマ設定

◆エントリー数

　50,000 件以上

◆受賞商品一覧

　次頁参照

◆入選商品

　Web 参照 (URL：http://www.obentou-osouzai.jp/)

◆受賞商品特集

　今後の『Food Navigation』～「お弁当・お惣菜大賞 2017」特集号にて掲載予定です。

「お弁当・お惣菜大賞 2017」概要
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部門 業態 結果 商品名(売場名) 企業・団体名 都道府県
最優秀賞 五味十菜弁当 彩裕フーズ 株式会社 埼玉県

愛媛県産生粋まだいの鯛めし弁当 サミット 株式会社 東京都
地しょうが力豚弁当 株式会社 土佐山田ショッピングセンター 高知県
シンガポール風海南チキンライス 株式会社 成城石井 神奈川県
脂のり抜群な国産ぶり照焼弁当(もち玄米) サミット 株式会社 東京都
ロースとんかつ弁当 株式会社 ハローズ 岡山県
赤の情熱弁当『コードネーム☆V・C・1☆』 株式会社 スパーク 広島県

最優秀賞 てまり 株式会社 梅の花plus 大阪府
幕の内 なぎさ 株式会社 浜田屋 神奈川県
鶏肉と秋の味覚のココナッツミルク煮 デイナイト 株式会社 東京都
九重 株式会社 銀座大増 東京都

特別賞 めかじきおおい飯 有限会社 日本橋弁松総本店 東京都
最優秀賞 ミソピーナツ唐揚げ 株式会社 セイブ 茨城県

丸ごとトマトのグラタン 株式会社 信濃屋食品 東京都
旬の惣菜盛り合わせ 株式会社 オークワ 和歌山県
土佐の塩麹仕立て国産あじフライ 株式会社 サニーマート 高知県
博多しんじょう揚げ 株式会社 ダイキョープラザ 福岡県
あぐー入り手作りコロッケ 株式会社 リウボウフーズ 沖縄県

CVS・専門店 他 特別賞 鰹節専門店の「からあげ」 株式会社 にんべん 東京都
最優秀賞 シーフードサラダ(オーラサーモンのサラダわさびドレッシング味) 株式会社 エヌ・マート 東京都

おからのポテトサラダ 富士シティオ 株式会社 神奈川県
クリーミーポテト(スパイシーカレー) 彩裕フーズ株式会社 埼玉県
12種野菜とチキンのサラダごはん ユニー 株式会社 愛知県
チョップドサラダ(五種豆と五穀) 株式会社 サンシャインチェーン本部 高知県
フレッシュベジタブル(小) 株式会社 サニーマート 高知県

最優秀賞 呉の細焼うどん 鶏皮入 株式会社 藤三 広島県
台湾まぜそば(追い飯付き) 株式会社 国分フードクリエイト 東京都
出汁香るカレー焼スパゲティー 彩裕フーズ 株式会社 埼玉県
九州産うまくち醤油使用甘辛焼うどん サミット 株式会社 東京都

特別賞 冷やし茶碗蒸し(うどん入) 両備ホールディングス 株式会社 岡山県
CVS・専門店 他 優秀賞 冷やしトマトラーメン＆海老ピラフ バジルソース付き デイナイト 株式会社 東京都

最優秀賞 四元豚のロースかつ重 サミット 株式会社 東京都
はかた地どり飯を天然出汁香るふわふわあんで食べる丼 株式会社 ダイキョープラザ 福岡県
戻り鰹タタキ丼 株式会社 末広 高知県
四万十和牛と地産豚、鶏の3色重 株式会社 くりはら 高知県
手作り和風天津飯 株式会社 カノー 大阪府
シンガポール風10種スパイスのチキンカレー 株式会社 成城石井 神奈川県

最優秀賞 大盛牛肉丼 トラック野朗 株式会社 徳 大阪府
特別賞 手作り唐揚げの黒酢ソース＆梅ﾀﾙﾀﾙの唐ﾀﾙ丼 デイナイト 株式会社 東京都

最優秀賞 彩りピースご飯おにぎり 3個 株式会社 西鉄ストア 福岡県
優秀賞 高知を食べる玄米バーガーちりめんしょうが 株式会社 土佐山田ショッピングセンター 高知県
特別賞 昔懐かしおかかおにぎり(いかなご入り) 有楽調理食品 株式会社 兵庫県

最優秀賞 おむすび 五穀ひじき 株式会社 古市庵 大阪府
優秀賞 特撰 じゃこ山椒 おにぎり 株式会社 ジュン 東京都
特別賞 北海道 鮭づくし 株式会社 イワイ 東京都

最優秀賞 北釧〆鯖と北海道産明太子のおぼろ昆布巻 株式会社 ラルズ 北海道
北海ちらし寿司 サミット 株式会社 東京都
福井のグルメ押し寿司盛合せ 株式会社 新鮮館ふくい おくえつ 福井県
南部鴨と千寿葱の十八穀米ロール(バルサミコソース) 株式会社 スズキヤ 神奈川県

特別賞 花ちらし 有限会社 ケーマート 岩手県
最優秀賞 梅高菜太巻 株式会社 古市庵 大阪府

彩サラダちらし(海鮮ビビンバ) 株式会社 ひまわり食品 新潟県
笹川流れの塩で食べるあぶり寿司 株式会社 ひまわり食品 新潟県

最優秀賞 広島育ちのピザ(音戸ちりめん＆瀬戸内産レモン) 株式会社 丸久 山口県
紅ほっぺあんぱん 株式会社 静鉄ストア 静岡県
豚ロースかつサンド 株式会社 カノー 大阪府
モンスターバーガー 株式会社 エブリイ 広島県
自家製サンドイッチ(フレッシュサンド&ヘルシーサラダ) 株式会社 アデガワ 東京都
コロネたまごドッグ 株式会社 フレスタ 広島県

優秀賞 ドッグ(タルタルフィッシュ) 株式会社 ミスターマックス 福岡県
重箱サンド 株式会社 クーロンヌジャポン 茨城県
シャリアピンサンド デイナイト 株式会社 東京都
シャリ・ブリオッシュ オークスハート 株式会社 東京都

最優秀賞 マンゴーチャンクPIZZA 株式会社 マミーマート 埼玉県
幸せになれる魔法のチーズケーキ 株式会社 エブリイ 広島県
真面目プリン 株式会社 ランドロームジャパン 千葉県

CVS・専門店 他 最優秀賞 パンナ de あんみつ (レンズ豆入り) デイナイト 株式会社 東京都
最優秀賞 秋薫る 30品目の色とり鶏Bento 株式会社 マルイ 岡山県

カルシウム弁当 株式会社 ユアーズバリュー 山口県
和風栄養バランス弁当(もち麦ごはん) 株式会社 静鉄ストア 静岡県

特別賞 ロカボ生活︕高菜炒飯と四川麻婆豆腐の中華弁当 株式会社 成城石井 神奈川県
紫野菜のHSP(ヘルシーサラダパフェ) 株式会社 デイナイト 東京都
《懐石料理徳×相愛大学》カラダ綺麗弁当「旬菜ミネラル」 株式会社 徳 大阪府

最優秀賞 Xmasツリーオードブル(LED搭載バージョン) 株式会社 エヌ・マート 東京都
30品目の母の日御膳 株式会社 静鉄ストア 静岡県
花束恵方巻 株式会社 エヌ・マート 東京都
運動会弁当 有限会社 ケーマート 岩手県
滋賀旨いものマザーレイク弁当 株式会社 平和堂 滋賀県
八戸産鯖ばら寿司 株式会社 株式会社マエダ 青森県

CVS・専門店 他 最優秀賞 敬老お祝い寿司 株式会社 ひまわり食品 新潟県
最優秀賞 おにぎり売場 株式会社 ワイズマート 千葉県

感謝をこめて贈るおいしさ HAPPY Fatherʼs Day 株式会社 三越伊勢丹フードサービス 東京都
肉の日★DONDON★FESTIVAL ～湘南レストラン風～ 株式会社 スズキヤ 神奈川県

特別賞 葡萄狩り 株式会社 いちやまマート 山梨県

サラダ スーパーマーケット 優秀賞

特別賞

惣菜 スーパーマーケット 優秀賞

特別賞

弁当

スーパーマーケット
優秀賞

特別賞

CVS・専門店 他 優秀賞

麺 スーパーマーケット 優秀賞

優秀賞

丼
スーパーマーケット 優秀賞

特別賞

CVS・専門店 他

おにぎり

スーパーマーケット

CVS・専門店 他

寿司

スーパーマーケット

CVS・専門店 他

調理パン

スーパーマーケット
優秀賞

特別賞

CVS・専門店 他 特別賞

売場 スーパーマーケット 優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

ヘルシー
スーパーマーケット

CVS・専門店 他

祭事 スーパーマーケット 優秀賞

特別賞

スイーツ スーパーマーケット 優秀賞

「お弁当・お惣菜大賞 2017」受賞商品一覧


