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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 14 日（水）から 16 日（金）までの 3 日間、

幕張メッセにおいて、中食産業（お弁当・お惣菜）
に特化した商談展示会「デリカテッセン・トレード
ショー 2018（略称：DTS2018）」を開催した。
　同商談展示会では、主催者企画「お弁当・お惣菜
大賞 2018」受賞・入選商品のパネル展示をはじめ、
最優秀賞受賞商品の実物展示、フードコートでの受
賞・入選商品の一部販売など、大変盛況であった。
　また、「お弁当・お惣菜大賞 2018」における受
賞商品および受賞企業等を、2 月 14 日（水）開催
の「お弁当・お惣菜大賞 2018 表彰式」で表彰。
　表彰式後に開催された受賞者によるパネルディス
カッションでは、テーマを「商品開発におけるケー

デリカテッセン・トレードショー 2018

「お弁当・お惣菜大賞 2018」表彰式
～ エントリー数 52,283 件、最優秀賞 14 点を表彰 ～

ススタディ」とし、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、パ
ネリストに最優秀賞受賞の有楽調理食品㈱と㈱土佐
山田ショッピングセンターの開発担当者等を迎えて
実施。有楽調理食品㈱取締役製造管理部長の渡邉哲
弥氏は「価格重視ではなく、美味しいものを作る。
そのために一番良い素材を使っている」とした。ま
た、㈱土佐山田ショッピングセンター惣菜部サブマ
ネージャーの佐竹久美子氏は「高知県産の地元の材
料を使用し、当社オリジナルの商品を作った。手間
は大変かかるが、店舗従業員の技術力の向上にも繋
がっている」とした。

（続きは正規版にお申し込み下さい）

HP：http://www.foodnavigation.com/
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有楽調理食品㈱は旬を大切にしており、その
食材が一番美味しい季節に合わせた商品開

発を心掛けています。目指しているのは料亭クオ
リティーであり、その先の “ 感動 ” です。「天然
真鯛のゆずめし弁当」も旬を提供する商品です。
目で見て美味しく、食べて美味しく、春の訪れを
感じて頂ける商品として開発しました。
　当社の親会社であるいかりスーパーのお客様
は、年配の方も多く、和食を好む傾向にあります。
また、価格よりも品質や美味しさを追求される方
がほとんどです。当商品もお弁当としては決して
安いとは言えませんが、価格よりも商品の価値を
追求しており、召し上がって頂ければ、価格以上
の価値や贅沢感を感じて頂ける商品だと考えてい
ます。
　国産の天然真鯛の一番おいしい季節は冬から春
にかけてです。瀬戸内産の天然ものにこだわった
一番の理由は味にあります。養殖ものとは全く味

が違います。天然ものは味がしっかりしており脂
のりが良く、皮も美しい桜色をしており、調理
した際の見た目も華やかになります。サイズは
1.5kg ～ 2.0kg の活〆にしたもののみを使用。も
ちろん刺身でも美味しく頂ける鮮度抜群のもの
で、その真鯛を酢〆にして使用します。
　ゆず飯に使用する米は、国産産地指定銘柄米 3
種類をブレンドし、一番相性の良い配合にしてあ
ります。酢飯には、生ゆず果汁を配合した酢を使
用し、爽やかさも演出しました。
　お弁当の中には、自家製の手作り和惣菜を 10
種類詰めております。和惣菜の多くは、こだわり
の “ だし ” を使用して調理しています。
　開発に当たり苦労した点は、良いサイズの天
然真鯛の確保も然ることながら、真鯛の鮮度と
の戦いでした。鮮度は味に直結するので、調理
スピードを早くすることを常に心掛けて作業し
ています。

天然真鯛のゆずめし弁当スーパ ー
マーケット【弁当部門】

販 売 店 名：いかりスーパーマーケット
受賞企業名：有楽調理食品株式会社

販売地域：京都府、大阪府、兵庫県
販売価格：950 円（税込）

（左）株式会社いかりスーパーマーケット
　　芦屋支店 副店長 一般食品部
　　チーフ 門 脇  慎 二

（右）有楽調理食品株式会社
　　製造管理課
　　藤 原  理 江

※有楽調理食品㈱は、㈱いかり
スーパーマーケットの子会社。
いかりスーパーで販売される和
惣菜や麺、つゆ等の製造を行う。

目指すは “ 料亭クオリティー ”
価格よりも商品価値を追求
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契約企業以外の閲覧・利用、非契約者への譲渡を固く禁じております。
不正利用は利用規約違反であり、著作権法に抵触する恐れがあります。
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部門 業態 最終審査受賞 商品名（売場名） 企業・団体名 都道府県

最優秀賞 天然真鯛のゆずめし弁当 有楽調理食品株式会社 兵庫県

栗たっぷりおこわ 有楽調理食品株式会社 兵庫県

宮城三昧！美味おもてなし弁当 株式会社ウジエデリカ 宮城県

極み五味十彩弁当 彩裕フーズ株式会社 埼玉県

鶏天のねぎ南蛮弁当 株式会社ウオロクホールディングス 新潟県

ふる里の雪丸おさんぽ弁当～和～ 株式会社八百彦商店 奈良県

うにホーレンと牛カルビ 株式会社フレスタ 広島県

最優秀賞 旬菜弁当 デイ・ナイト株式会社 東京都

御馳走ぎょうさん 「大阪ひょうたん かやく飯弁当」 株式会社徳 大阪府

しゃもめし 株式会社おじま自然農園 埼玉県

名物　のど黒弁当 株式会社エムアンドエムサービス 石川県

絵合 株式会社銀座大増 東京都

黒毛和牛上ハラミとビビンバ弁当 株式会社クックカンパニー 大阪府

最優秀賞 涼風　夏おでんゆず風味 有楽調理食品株式会社 兵庫県

鉄板仕立てのサラおこ♪トマト&大葉 株式会社関西スーパーマーケット 兵庫県

ぶり大根 サミット株式会社 東京都

さばの自社製南蛮漬け 株式会社サンエー 沖縄県

しみず　ジャーマンポテトコロッケ 清水商事株式会社 新潟県

凄厚やまと豚極厚メンチカツ 両備ホールディングス株式会社 岡山県

CVS・専門店 他 特別賞 十勝清水黒ザンギ 株式会社アイチフーズ 北海道

最優秀賞 有機キヌアの13品目シェフズサラダ 株式会社成城石井 神奈川県

ガーリックチキンのパワーサラダ 株式会社サニーマート 高知県

かけて食べる豆腐サラダ 株式会社サンシャインチェーン本部 高知県

かぼちゃとりんごのヨーグルトサラダ 彩裕フーズ株式会社 埼玉県

特別賞 合鴨サラダ(スモーク) 株式会社マミーマート 埼玉県

最優秀賞 新感覚！汁なしアジアンフォー 富士シティオ株式会社 神奈川県

涼風　寄せそうめん 有楽調理食品株式会社 兵庫県

海老とスナップエンドウのシンガポール風焼ビーフン 株式会社成城石井 神奈川県

上海風極旨焼きそば（大） 株式会社ベイシア 群馬県

特別賞 広島焼きそば(うまいでがんす) 株式会社藤三 広島県

最優秀賞 桜海老たっぷり天丼 株式会社静鉄ストア 静岡県

北海わっぱめし（噴火湾産帆立・鶏照焼き） サミット株式会社 東京都

イタリアントマトソースのベジオムライス 株式会社三徳 東京都

ねぎ塩かつ重 株式会社ハローズ 岡山県

ニンニク豚スタミナ丼 株式会社スーパーマルモ 茨城県

広島瀬戸もみじ豚重 株式会社スパーク 広島県

秋の彩り北海道産さんま蒲焼重（厚岸産さんま使用） 株式会社平和堂 滋賀県

CVS・専門店 他 優秀賞 ゆず味噌鶏天の彩り丼 デイ・ナイト株式会社 東京都

最優秀賞 飛騨産赤かぶ梅酢仕立ておにぎり 中部フーズ株式会社 岐阜県

優秀賞 土佐香るおにぎり３種盛 株式会社土佐山田ショッピングセンター 高知県

CVS・専門店 他 最優秀賞 もち麦入りおにぎり　枝豆と塩昆布 株式会社ローソン 東京都

最優秀賞 バリューの田舎寿司 株式会社土佐山田ショッピングセンター 高知県

金華さばづくし 株式会社道北アークス 北海道

三陸産炙りさんまの棒寿司 サミット株式会社 東京都

本鮪炙り握り入　炙り寿司盛合せ 株式会社ワイズマート 千葉県

特別賞 プチケーキ寿司　４種詰め合わせ 株式会社伊徳 秋田県

CVS・専門店 他 優秀賞 押寿司　あさり 株式会社古市庵 大阪府

最優秀賞 スルガエレガントあんぱん 株式会社静鉄ストア 静岡県

ハイライフポークの超厚切りとんかつバーガー 株式会社いちやまマート 山梨県

燻しベーコンのクロワッサンサンド サミット株式会社 東京都

静岡県産いちじくジャムとチーズクリームコッペ 株式会社静鉄ストア 静岡県

クラムチャウダー＆ブレッド 株式会社スズキヤ 神奈川県

うさぎ食パン 株式会社ユニバース 青森県

CVS・専門店 他 優秀賞 桜えびの塩ぱん 株式会社杏林堂薬局 静岡県

最優秀賞 フォークで食べる八女抹茶のクリームおはぎ 株式会社ダイキョープラザ 福岡県

山口県産秋芳梨のパイ 株式会社丸久 山口県

国産小麦１００％のフルーツデニッシュ 株式会社いちやまマート 山梨県

くだもの好きのフルーツミックス（中） サミット株式会社 東京都

特製りんごあんおはぎ 株式会社ひまわり食品 新潟県

豆腐ハンバーグと豆・雑穀たっぷり弁当 コープデリ生活協同組合連合会 埼玉県

ロカボ生活！三元豚と8種具材の近江生姜のきいた蒟蒻ラーメン 株式会社成城石井 神奈川県

最優秀賞 プレミアムフライデーセット 株式会社ウジエデリカ 宮城県

優秀賞 七五三手まり寿司 株式会社サンシャインチェーン本部 高知県

最優秀賞 七夕寿司 株式会社ひまわり食品 新潟県

優秀賞 東大阪名物トントン勝つ「ラグビー弁当」 有限会社和公 大阪府

最優秀賞 総菜選挙 サミット株式会社 東京都

優秀賞 ナポリの祭典 株式会社スズキヤ 神奈川県

スーパーマーケット 優秀賞

スーパーマーケット

スーパーマーケット

特別賞

優秀賞

優秀賞

スーパーマーケット
優秀賞

特別賞

スーパーマーケット

特別賞

優秀賞

スーパーマーケット

祭事

売場 スーパーマーケット

CVS・専門店 他

スーパーマーケット

ヘルシー

惣菜
スーパーマーケット

優秀賞

特別賞

サラダ

麺 スーパーマーケット 優秀賞

スーパーマーケット 優秀賞

丼

おにぎり

寿司

調理パン

スイーツ

弁当

スーパーマーケット

CVS・専門店 他

優秀賞

特別賞

優秀賞

特別賞

【お弁当・お惣菜大賞 2018　受賞一覧】
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Food Navigation 年間利用会員様 募集のご案内

株式会社フードナビゲーションジャパン　　　担当　：　小池  宛

惣菜売場でのポイントは弁当。弁当類は平
台で展開され、弁当の盛り付けに特に力

を入れているという。百貨店の商品の盛り付け
を目指し、ボリュームを出しつつ、豪華に見得

るように、品
目や色合いな
ども工夫され
ている。

「あゆの塩焼」

「アジフライ」

米　飯

温惣菜

「赤魚の粕漬け弁当」

「季節の彩りはづき弁当」
「季節の味覚御膳」

「豚肉アスパラチーズ巻弁当」

「厚切り鮭弁当」

惣　菜

■ 3.11 以降の変化

　東北エリアを見ていると、3.11 大震災以降の購買
行動が変わってきたように見える。一つは高齢化、年
金、社会保障に関する不安から、1 円でも安くという
節約志向にある。もう一方では、同じ買い物をするの
であれば、商品を吟味して安全・安心など、価値のあ
るものを買うというニーズが一段と高まっており、大
きく二極化してきたといえる。どっちつかずの商品や
サービスは消え行く傾向にあるようだ。自分達のター
ゲットとコンセプトを明確にし、お客様を創造してい
く時代になってきたといえる。さらに、3 つ目に東北
の数字を見ていると、ハレの日のイベントの数字が伸
びていることが分かる。当社でも節分は前年比 120％
であった。普段は節約していても、イベント時は家族
団欒や絆の考え方から、故郷を大事にしようという傾
向が出てきている。
　ベニマルの店舗でもエリア毎で経営環境が全く異
なっている。茨城、栃木、山形など震災の影響が比較
的少なかったエリアでは、経営状況が比較的に厳しい
というのが実態ではなかろうか。それは昨年の備蓄的
買物行動の有無などが影響している。また、震災復興
の補助金や雇用などの影響もエリア毎に違い、これら
の環境の違いが経営状況にも顕著に表れてきている。

■ CVS は好調

　CVS は極めて好調のようだ。「開いてて良かった
…」という時代から変化し、近年では SM 的な機能
を充実させてきている。以前は SM との価格差が
あったが、プライベートブランド（PB）商品の導
入など、最近は差が無くなってきているのが現状。
セブン＆アイグループでは、セブンイレブンがグ
ループの 8 割も利益を出している状況であり、さ
らにグループをけん引していって欲しい。また、我々

も好調なセブンイレブンのマネジメント力などを
もっと学ぶべきであると思っている。

■セブンプレミアム商品について

　セブンプレミアム商品の開発には、明確な目標や
志、コンセプトが必要。これからはカテゴリー毎に
“ コア ” 商品を作らなくては生き残れない。セブン
プレミアムシリーズに関してはリピーターが増えて
おり、特にゴールドシリーズに関しては、月を追う
ごとに増えている。価格は安くはないが支持は高い。
大事なのはベーシックな商品でリピーターをしっか
り作っていくこと。珍しいものを作るより、基本の
商品で多くの支持を集めていくことが大切。

■ SM にとっての PB

　我々の商売の最大のプライベートブランドは野菜
であり、鮮魚であり、精肉であり、デリカテッセン
である。そこにデイリーや加食、セブンプレミアム
セブンプレミアム商品の開発には、明確な目標や志、
コンセプトが必要。これからはカテゴリー毎に “ コ
ア ” 商品を作らなくては生き残れない。セブンプレ
ミアムシリーズに関してはリピーターが増えてお
り、特にゴールドシリーズに関しては、月を追うご
とに増えている。価格は安くはないが支持は高い。
大事なのはベーシックな商品でリピーターをしっか
り作っていくこと。珍しいものを作るより、基本の
商品で多くの支持を集めていくことが大切。
　東北エリアを見ていると、3.11 大震災以降の購買
行動が変わってきたように見える。一つは高齢化、年
金、社会保障に関する不安から、1 円でも安くという
節約志向にある。もう一方では、同じ買い物をするの
であれば、商品を吟味して安全

ヨークベニマル矢野目店オープン当日、㈱

ヨークベニマルの大髙善興社長（代表取

締役社長 兼 COO、セブン＆アイ HLD. 取締役）

は震災後 � 年の東北エリア、自社について次

のようにコメントした。

「
ヤ
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コ
ー
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店
」
オ
ー
プ
ン

　

ヤ
オ
コ
ー
進
化
を
象
徴　

新
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
店

◀▲上記記事は過去
掲載記事例です。

申込日：　　　年　　月　　日（　　　年　　月より利用開始）

■『Food Navigation』とは・・・
　スーパーマーケットの新店をはじめ、コンビニや一部外食など、惣菜を中心に生鮮部門などもレポートする Web
　閲覧媒体です。特に惣菜においては、各バイヤーのコメントなど鮮度感のある情報を提供しております。
■年間サービス利用料金
　年間サービス利用料：９０，９００円＋税（税込 98,�7� 円）
■ご利用にあたって
　※当サービス利用申込企業様は当サービス「利用規約」を承諾したものとします。
　※当サービスでは、会員様が安全にご利用頂けるよう暗号化ファイル（FinalCode システム）での提供をしてお
　　ります。FinalCode の動作環境としては、OS は Windows7 以降、Web ブラウザーは Internet Explorer 10、
　　11、 Microsoft Edge となっております。※ JavaScript 使用※ Cookie 使用。
　※また、当サービスは契約企業内のみでの利用となっており、営業手段としての利用は禁止しております。


