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全国スーパーマーケット協会は、2月 13日（水）
から 15 日（金）までの 3日間、幕張メッセ

にて中食産業（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 2019（略称：
DTS2019）」を開催。また、同協会は DTS2019
主催者企画として実施する「お弁当・お惣菜大賞
2019」の最優秀賞・優秀賞・特別賞・入選商品を
選出・発表した。
　「お弁当・お惣菜大賞」とはスーパーマーケッ
トやコンビニエンスストア、専門店等で実際に販惣　菜
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【試読版】

「お弁当・お惣菜大賞 2019」受賞一覧
～ エントリー数 53,285 件、最優秀賞 17 商品 ～
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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。

売している数多くのお弁当・お惣菜・サラダ・パ
ン等の中から、食の専門家で構成された審査員に
より、特に優れた商品を選出し表彰するプログラ
ムである。第 8 回目となる今回は、過去最多の
53,285件がエントリー。会期初日の2月13日（水）
には表彰式を実施し、会期中は「お弁当・お惣菜
大賞」ブース（4 ホール）にて受賞商品の展示お
よびパネル展示を実施する他、「受賞商品を食べて
みたい」という声に応え、ブース内フードコート
にて一部商品を販売する。

◆エントリー対象
20�7 年 �0 月 � 日（日）～ 20�8 年 9 月 2� 日（金）に販売された商品

◆エントリー期間
20�8 年 6 月 � 日（金）～ 9 月 2� 日（金）

◆部　門
【定番商品部門（カツ丼・カツ重 )】【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】【パン部門】【スイーツ部門】【祭事・催事部門】【売場・企画部門】の �2 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 部門で審査

◆審査項目
商品：①おいしさ（最終審査のみ）　②テーマまたはコンセプト　③原材料のこだわり
　　　④調理法や味付けのこだわり　⑤見た目のこだわり　⑥オリジナリティ　⑦値ごろ感
売場：①テーマまたはコンセプト　②企画の目的　③販売商品のこだわり　④結果　⑤オリジナリティ

◆エントリー数
53,285 件

◆受賞商品
次頁をご参照ください。

◆入選商品
ウェブサイトをご参照ください。（URL：http://www.obentou-osouzai.jp/）

【お弁当・お惣菜大賞 2019】
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2
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。

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 スズキヤ自家製煮豚カツ丼 株式会社スズキヤ 神奈川県

ミルフィーユかつ丼 株式会社 アデガワ 東京都

マグロカツの和洋食べ比べ重 ヤオマサ 株式会社 神奈川県

三種のタレで味わう手仕込ロースカツ丼 株式会社 ワイズマート 千葉県

最優秀賞 国産鱧の山椒蒲焼重 有楽調理食品 株式会社 兵庫県

薩摩黒膳弁当 株式会社 城山ストアー 鹿児島県

銀鱈味噌漬け入りいかり美人弁当 有楽調理食品 株式会社 兵庫県

美夜城 カメイ 株式会社 宮城県

特別賞 まごころ弁当(竹)紅鮭 青森県民生活協同組合 青森県

最優秀賞 おいしい海苔弁当 味の浜藤 株式会社 東京都

牛豚鶏の味くらべ 株式会社 東華軒 神奈川県

国産牛赤身肉三昧弁当 株式会社 クックカンパニー 大阪府

醸　鶏重 株式会社 ジェイアール東海パッセンジャーズ 東京都

特別賞 むさし野味さんぽ 株式会社 おじま自然農園 埼玉県

最優秀賞 乳を使わないクリーム風コロッケ 株式会社 西鉄ストア 福岡県

鯛出汁と野菜出汁のおでん 株式会社 エヌ・マート 東京都

ワインたっぷり！国産牛すね肉の赤ワイン煮込み 株式会社 いちやまマート 山梨県

お好み焼き風メンチカツ 富士シティオ 株式会社 神奈川県

特別賞 ４種チーズとベーコンの自家製グラタン 株式会社 サンエー 沖縄県

優秀賞 みやまえコロッケ 有限会社 デリスタ スエヒロ 神奈川県

特別賞 肥後　馬か！メンチカツ 株式会社 ヒライホールディングス 熊本県

最優秀賞 3種のきのこのサラダ サミット 株式会社 東京都

サーロインステーキサラダ イズミヤ 株式会社 大阪府

海老とセミドライトマトのニース風サラダ 株式会社 成城石井 神奈川県

山わさびで食べる鮭ポテトサラダ 北雄ラッキー 株式会社 北海道

特別賞 揚げなすとみょうがのサラダ サミット 株式会社 東京都

最優秀賞 国産蒸し鶏のサラダミルフィーユ 中部フーズ 株式会社 岐阜県

優秀賞 合鴨の燻製とハニーナッツのサラダ 株式会社ハイファイブ 東京都

最優秀賞 ニンニク薫る五島つばき油めん 株式会社 ダイキョープラザ 福岡県

カニのトマトクリーム生パスタ 株式会社クリタエイムデリカ 埼玉県

呉海自カレーソースの細焼うどん 株式会社 藤三 広島県

1/3日分の野菜が摂れるスパイシーカレービーフン 株式会社 シェフワールド 東京都

CVS・専門店 他 最優秀賞 涼夏　冷やしカレー平打ちまぜ麺 デイ・ナイト 株式会社 東京都

最優秀賞 大粒ほたてとつぶ貝の北海道づくし重 コープデリ 生活協同組合連合会 埼玉県

優秀賞 彩り鶏はらみ炭火焼重 株式会社 ながすぎ 福井県

優秀賞 合鴨と彩り野菜のまぶし重 株式会社 フレッセイ 群馬県

優秀賞 網元が作ったさんま竜田の回鍋肉風丼 株式会社 ウオロクホールディングス 新潟県

特別賞 宮崎産　松源名物牛めし 株式会社 松源 和歌山県

CVS・専門店 他 最優秀賞 D・Nカレー デイ・ナイト 株式会社 東京都

最優秀賞 土佐の結び 株式会社 サンプラザ 高知県

優秀賞 えび天と塩こんぶご飯のおにぎり 株式会社 東武ストア 東京都

最優秀賞 肉ゴロッとおにぎり 伊達物産 株式会社 福島県

優秀賞 タヌビーボール 株式会社 奥伊勢ハイウェイパーク 三重県

最優秀賞 秋を味わう2種のさんま箱寿司(炙り･蒲焼) サミット 株式会社 東京都

八戸前沖さば漁師巻き 株式会社 マエダ 青森県

ジェノベーゼ香る　彩り苫小牧産ほたて握り 株式会社 ワイズマート 千葉県

酢〆ニシンの親子押し寿司 株式会社　伊徳 秋田県

伊豆山海おぼろ寿司 伊豆の国市商工会 静岡県

愛媛みきゃんちらし寿司 株式会社 クック・チャム 愛媛県

ユズ香るサバ高菜巻 株式会社 古市庵 福岡県

最優秀賞 5種野菜とローストビーフバジルポテト 彩裕フーズ 株式会社 埼玉県

厚切りハムカツサンド 株式会社ハートフレンド 京都府

黒い★白すピザ 株式会社 スズキヤ 神奈川県

静岡茶々メロンパン 株式会社 静鉄ストア 静岡県

最優秀賞 ロゼッタ ブッラータチーズ&ベーコン
セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ・
ワールドワイド・ジャパン 株式会社

東京都

優秀賞 スモークサーモンとクリームチーズのクロワッサンサンド 株式会社 ANAケータリングサービス 東京都

最優秀賞 くるみづくしのほうじ茶ムースの和パルフェ 株式会社 成城石井 神奈川県

黒糖鬼まんじゅう 中部フーズ 株式会社 岐阜県

自家製コンポートのアップルパイ 彩裕フーズ 株式会社 埼玉県

白い塩ぼた 株式会社 波止浜スーパー 愛媛県

米糀からつくった甘酒プリン 株式会社 ベイシア 群馬県

青森県産りんごのタルト 株式会社 ライフコーポレーション 大阪府

最優秀賞 甘納豆がぎっしりつまったお赤飯 株式会社 ラルズ 北海道

優秀賞 金華しめ鯖昆布巻 株式会社 サンマリ 宮城県

CVS・専門店 他 優秀賞 近江牛ちらしずし 株式会社 千成亭 滋賀県

スーパーマーケット

CVS・専門店 他

カツ丼・カツ重部門
（定番商品部門）

スーパーマーケット
優秀賞

弁当

スーパーマーケット 優秀賞

CVS・専門店 他 優秀賞

惣菜

スーパーマーケット 優秀賞

CVS・専門店 他

サラダ

スーパーマーケット 優秀賞

CVS・専門店 他

スーパーマーケット
優秀賞

丼
スーパーマーケット

優秀賞

優秀賞

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

麺

パン

スーパーマーケット
優秀賞

CVS・専門店 他

売場・企画 該当なし

スイーツ スーパーマーケット
優秀賞

特別賞

祭事・催事
スーパーマーケット

【 お弁当・お惣菜大賞 2019　受賞商品一覧 】


