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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）」を開催する。
　また、同展示会での主催者企画「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」に先がけ 1 月 10 日（水）に発表した。
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「お弁当・お惣菜大賞2018」受賞発表
～ エントリー数 52,283 件から最優秀賞 14 点決定 ～
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【お弁当・お惣菜大賞 2018 概要】
◆エントリー対象
　2016 年 10 月 1 日 ( 土 ) ～ 2017 年 9 月 30 日 ( 土 ) に販売された商品
◆エントリー期間
　2017 年 6 月 1 日 ( 木 ) ～ 9 月 30 日 ( 土 )
◆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 ～ 4 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
　52,283 件
◆受賞商品
　次頁をご参照下さい。
◆入選商品
　ウェブサイトをご参照下さい。（URL：http://www.obentou-osouzai.jp/）

◆名称：デリカテッセン・トレードショー 2018
◆会期：2018 年 2 月 14 日（水）、15 日（木）、16 日（金）10:00 ～ 17:00（最終日は 16:00 まで）
◆会場：幕張メッセ 4,5 ホール
◆主催：デリカテッセン・トレードショー実行委員会
◆ウェブサイト：http://www.delica.jp/

【DTS2018 開催概要】
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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
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【お弁当・お惣菜大賞 2018　受賞一覧】
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