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一般社団法人全国スーパーマーケット協会は、
2022 年 2 月 16 日（水）から 18 日（金）まで、

幕張メッセにおいて、中食産業に特化した商談展示
会「デリカテッセン・トレードショー 2022（略称：
DTS2022）」を開催する。本日、DTS2022 主催者
企画として実施する「お弁当・お惣菜大賞 2022」
の最優秀賞・優秀賞・特別賞・入選商品を発表した。
　「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売

「 お 弁 当・ お 惣 菜 大 賞 2022」
最優秀賞・優秀賞・特別賞・入選商品 発表
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しているお弁当・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。11 回
目となる今回は 41,923 件の商品がエントリーされ
た。会期初日の 2 月 16 日（水）には表彰式を行い、
会期中は「お弁当・お惣菜大賞」ブース（3 ホール
/3-304）にて受賞商品の展示を行う他、「受賞商品
を食べてみたい！」という声に応えるため、ブース
内フードコートにて一部商品を販売する。
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『Food Navigation』利用規約を承諾し、年間利用に申し込みます。※左空欄にチェックを入れて下さい。

TEL. ０４８－４２４－５５４６
携帯：０９０－２５４５－４７２４
E-mail：info@foodnavigation.com

株式会社フードナビゲーションジャパン　　　担当　：　小池  宛

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、一部コンビニや外食など、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 99,990 円）　※こちらは小売業様価格となります。
■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。利用にあたっては専用プログラム FinalCode Client のインストールが必要となります。
　※ FinalCode の動作環境としては、OS は Windows10 以降、Web ブラウザーは Microsoft Edge（JavaScript 使　
　用／ Cookie 使用）となっております。
　※また、当サービスは契約法人内のみでの利用となっており、営業手段としての配布等の利用は禁止しております。
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部門 業態 最終審査受賞 商品名 企業・団体名 都道府県

最優秀賞 TOSA-GAPAO 株式会社サンプラザ 高知県

旅する弁当　タイ編 アルビス株式会社 富山県

大豆ミート＆大豆エッグのガパオライス 株式会社ウオロクホールディングス 新潟県

CVS・専門店 他 優秀賞 ガイガパオ テクノブレイブ株式会社 東京都

最優秀賞 鯛の旨味あふれる“鯛めし” 利恵産業株式会社 神奈川県

鮭ハラスの照焼重 株式会社西友 東京都

湘南の浜だより～２色のかますフライ弁当～ 株式会社スズキヤ 神奈川県

沖縄煮つけ弁当 株式会社丸大 沖縄県

特別賞 ふるさとうまいもの弁当 株式会社ユニバース 青森県

最優秀賞 山形まるごと弁当 山形優味株式会社 山形県

バターチキンカレー弁当 株式会社Global Sapana 東京都

豆腐入り手ごねハンバーグと若鶏唐揚げの十六穀ご飯弁当 SEVEN TWIGS 東京都

麩和麩和弁当 匠の厨房　あづみ家 新潟県

最優秀賞 ビスク風芳醇カニクリームコロッケ 新日本スーパーマーケット同盟 北海道他

オートミール入り10品目の味噌スープ 株式会社マルト 福島県

三次青陵高校×三次ＦＯＯＤ共同開発「ショウガがうま猪（いーの）メンチカツ」 三次フードセンター株式会社 広島県

シンケンズルチェ 日進畜産工業株式会社 東京都

最優秀賞 さくたろう甘くて柔らかいプリンのような卵焼き 有限会社北弁 新潟県

トリッパのトマト煮込み 株式会社トランク 沖縄県

豆腐の南蛮漬け 塩山食品株式会社 熊本県

完熟トマト糀からあげ 新潟みらい農業協同組合　 新潟県

最優秀賞 福岡県産ブランド無花果「とよみつひめ」とトリュフソースのサラダ 株式会社ダイキョープラザ 福岡県

燻製香る！いぶりがっこのポテトサラダ 株式会社エムアイフードスタイル 東京都

やさしく振って食べる！みょうがとアボカドのサラダ サミット株式会社 東京都

シャキシャキ蓮根と牛蒡の胡麻和サラダ 株式会社ウジエデリカ 宮城県

特別賞 黒ゴマ香る！黒いごぼうサラダ 利恵産業株式会社 神奈川県

最優秀賞 1富士２鷹３折戸なすヴェリーヌ 青木青果 静岡県

ローストチキンとオレンジのパワーサラダ デリア食品株式会社 東京都

摂取サラダ　ビタミンACE（人参ドレッシング） デリシャス・クック株式会社 東京都

お野菜を味わうポテトサラダ コープデリ生活協同組合連合会 埼玉県

最優秀賞 日南鶏と大葉入りつみれと8種具材の鶏だしうどん 株式会社成城石井 神奈川県

海鮮彩り溢れ寿司＆そばセット サミット株式会社 東京都

深島かまど白味噌の牛うどんすき 株式会社ダイキョープラザ 福岡県

岡山名物黄ニラと広島産浜蒸しかきを使用した凄旨彩りラーメン 両備ホールディングス株式会社 岡山県

最優秀賞 ふっくら身厚の鰻蒲焼と白焼きの合盛重 彩裕フーズ株式会社 埼玉県

岡山を味わうお茶づけ 両備ホールディングス株式会社 岡山県

常磐ものかつおのカツ重 株式会社マルト 福島県

愛知県産鶏塩唐揚げのベジタブル丼 株式会社ヤマナカ 愛知県

特別賞 上州名物ソースかつ丼 株式会社とりせん 群馬県

最優秀賞 さくたろう元祖黄金バーグ〜旨味凝縮編〜　卵黄ガーリックソース 有限会社北弁 新潟県

優秀賞 Nativeローストポーク飯　こくわカラメル玉葱ソースと山葵で 匠の厨房　あづみ家 新潟県

最優秀賞 具材たっぷり大きなおにぎり（天むす） 株式会社東武ストア 東京都

パリパリおにぎり　銀鱈西京焼 有楽調理食品株式会社 兵庫県

骨まで食べれる鰺干物おにぎり 株式会社ライフコーポレーション 東京都

押し麦入り焼きおにぎりのだし茶漬け(焼鮭) サミット株式会社 東京都

最優秀賞 プチっともち麦の高菜ベーコンむすび 株式会社オクモト 広島県

青しそ香る鯖の塩焼きと高菜漬け ニコニコのり株式会社 大阪府

実山椒といかのおにぎり 新潟みらい農業協同組合　 新潟県

最優秀賞 山葵をつけて食べる・本鮪尽くし 株式会社マルト 福島県

日本橋玉ゐ監修穴玉巻と実山椒穴胡巻 株式会社マルエツ 東京都

炙り〆さんまの海鮮バラちらし(柚子酢飯) サミット株式会社 東京都

豪華海鮮飯（いくら・うに・かに） 株式会社スーパーアルプス 東京都

最優秀賞 寿司職人が作る　なにわ宝ちらし 株式会社徳 大阪府

お魚屋さんがつくったまぐろ重セット コープデリ生活協同組合連合会 埼玉県

すしトッツォ（まぐろ） 株式会社古市庵 大阪府

最優秀賞 ズバサン海老アボカド 株式会社マルト 福島県

野菜の恵み！大豆ミートカレーパン 株式会社道南ラルズ 北海道

うまかっ鯛（たい）サンド 株式会社ダイキョープラザ 福岡県

パティシエ鍋島のこだわりフレンチトースト 彩裕フーズ株式会社 埼玉県

特別賞 滝野川焼きそばtoパン 株式会社コモディイイダ 東京都

最優秀賞 極　バスクチーズケーキ 利恵産業株式会社 神奈川県

真面目シュークリーム 株式会社ランドロームジャパン 千葉県

沖縄県産黒糖使用の黒蜜で食べる黒糖ゼリー わらび餅のせ 株式会社成城石井 神奈川県

アボカドとコーヒーのスイーツ 株式会社スズキヤ 神奈川県

最優秀賞 お父さんに食べてもらいたいチョコパフェ 彩裕フーズ株式会社 埼玉県

うなぎたっぷりひつまぶし 株式会社ユニバース 青森県

津山東高等学校　特製よくばりわっぱ飯 株式会社マルイ 岡山県

楽しくワイワイお好みどら焼き 株式会社スズキヤ 神奈川県

CVS・専門店 他 最優秀賞 クリスマスパーティ寿司 株式会社ひまわり食品 新潟県

祭事・催事
スーパーマーケット

優秀賞

パン スーパーマーケット 優秀賞

スイーツ スーパーマーケット
優秀賞

おにぎり

スーパーマーケット
優秀賞

CVS・専門店 他
優秀賞

寿司

スーパーマーケット
優秀賞

CVS・専門店 他
優秀賞

麺 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

CVS・専門店 他

惣菜

スーパーマーケット
優秀賞

CVS・専門店 他
優秀賞

サラダ

スーパーマーケット 優秀賞

CVS・専門店 他
優秀賞

タイ・ベトナ
ム料理

（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

【お弁当・お惣菜大賞 2022　受賞一覧】


