
 

2023年 1月 11日 

報道関係各位 

一般社団法人全国スーパーマーケット協会 

デリカテッセン・トレードショー運営事務局 

 

 

 

「お弁当・お惣菜大賞 2023」受賞・入選商品を選出 

一般社団法人全国スーパーマーケット協会[東京都千代田区／会長：横山 清 (㈱アークス代表取締役

社長)]は、2023 年 2 月 15 日（水）から 17 日（金）まで、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2023（略称：DTS2023）」を開催いたします。 

DTS2023 主催者企画として実施いたします「お弁当・お惣菜大賞 2023」の最優秀賞・優秀賞・特別賞・

入選商品を選出いたしましたのでお知らせいたします。 

 

「お弁当・お惣菜大賞」は、スーパーマーケットや専門店、コンビニエンスストア等で実際に販売している

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す。12回目となる今回は 14,286件のエントリーをいただきました。 

DTS2023 会期初日の 2月 15 日(水)に表彰式を行い、会期中は「お弁当・お惣菜大賞」ブース(3ホール

/3-411)にて受賞商品の展示を行う他、「受賞・入選商品の味が知りたい」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いたします。 

また、受賞商品の紹介をはじめ、専門家・コンサルタント執筆による業界動向やトレンド、デリカに注力

する小売業の販売現場や取り組み状況のリポートなど、お弁当・お惣菜に関する情報を満載した冊子「惣

菜デリ最前線 2023」を発行し、ブース内で無料配布いたします。 

皆様におかれましては、受賞各社への取材および、DTS2023へのご来場をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

部門：弁当                                 部門：寿司 

商品名：浜名湖産青のり香る鮎めし                  商品名：ジュレ仕立ての洋風お肉ちらし 

企業・団体名：彩裕フーズ株式会社                     企業・団体名：株式会社 エムアイフードスタイル 

 

ニュースリリース 

デリカテッセン・トレードショー２０２３主催者企画 



 

 

 

[主催者企画]お弁当・お惣菜大賞 2023概要 

◆エントリー対象 

2021年 10月 1日(金)～2022年 9月 30日(金)に販売された商品 

◆エントリー期間 

2022年 7月 22日(金)～9月 30日(金) 

◆部門 

【定番商品部門(巻き寿司)】【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】【各国料理部門 ※新設】

の 11部門を、それぞれ【スーパーマーケット】【専門店・CVS他】の 2業態に分けた、合計 22

部門の審査 

 

◆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、作業効率のこだわり ⑤見た目のこだわり ➅オリジナリティ 

 ⑦値ごろ感 

◆エントリー数 

 14,286件 

◆受賞商品（63商品[最優秀賞 18、優秀賞 39、特別賞 6]） 

 別紙をご参照ください。 

◆入選商品（153商品） 

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

 

本件に関するお問い合わせ 

デリカテッセン・トレードショー運営事務局 

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-2-1 共同ビル 5F(新岩本町) (株)Makicom 内 

TEL:03-6256-8367  FAX:03-6457-8753  Mail:info-dts@delica.jp 

https://www.delica.jp/ 



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 博多名物『ごまさば』巻 株式会社西鉄ストア 福岡県

太巻セット　にこごりで変味を 株式会社アデガワ 東京都

えがお　咲く！！掛川エールずし 株式会社三善 静岡県

めはりさんま寿司 株式会社ハイマート 和歌山県

専門店・CVS 他 優秀賞 太巻き寿司　寅之巻 株式会社徳 大阪府

最優秀賞 浜名湖産青のり香る鮎めし 彩裕フーズ株式会社 埼玉県

ハカタ　KIRECA　KIRECA弁当 株式会社ダイキョープラザ 福岡県

厚切り銀鮭西京焼海苔弁当 株式会社東武ストア 東京都

熊野産あまごのオイル煮（コンフィ）きゅうりのサルサ弁当 株式会社ハイマート 和歌山県

特別賞 こだわり御馳走特製海苔弁 マックスバリュ関東株式会社 東京都

最優秀賞 お魚弁当 株式会社FLOW TOKYO 東京都

洋風行楽弁当 山形優味株式会社 山形県

秋鯖ほぐしわっぱ弁当 株式会社ワールド・ヘリテイジ 奈良県

最優秀賞 大和丸なすの味噌チーズ焼き 株式会社八百彦商店 奈良県

北国育ち鶏ムネ肉のレモンペッパー焼 株式会社伊徳 秋田県

沖縄県産豚軟骨やわらか煮つけ 株式会社丸大 沖縄県

さばメンチカツ 株式会社よこまち 青森県

特別賞 ビタミンちくわ天（甘辛ごままみれ）３本 株式会社西友 東京都

最優秀賞 国産大豆のみそ豆 惣菜屋ももたろう 新潟県

牛めんちカツ 有限会社川合精肉店 福島県

さくたろう元祖モンテ・ヌーヴォー 有限会社北弁 新潟県

最優秀賞 10回振って食べる！春菊とかぶとみかん・塩糀ドレ サミット株式会社 東京都

スパイス香るごぼうポテサラ 株式会社西鉄ストア 福岡県

水晶鶏サラダ 株式会社ハーズ 埼玉県

まるごとたまねぎとチーズのグリルサラダ 原信ナルスオペレーションサービス株式会社 新潟県

専門店・CVS 他 最優秀賞 1食分の野菜が摂れるブッダボウルサラダ デリシャス・クック株式会社 東京都

最優秀賞 仙台グルメ麻婆焼きそば 株式会社ウジエデリカ 宮城県

牛すき焼きうどん 株式会社カノー 大阪府

比内地鶏の旨だしまぜそば 株式会社マルシメ 秋田県

瀬戸内産たこを味わう黄にら入り全粒粉岡山和風極みラーメン 両備ホールディングス株式会社 岡山県

大豆ミートで作る本格汁なし担々麺 株式会社信濃屋食品 東京都

豆腐干とデミグラスソースのラザニア 株式会社ライフコーポレーション（首都圏） 東京都

最優秀賞 二種海苔と胡麻が香る一口海老天重 株式会社マミーマート 埼玉県

沖縄ちゃんぽん 株式会社サンエー 沖縄県

レモンチキンクリームカレー 株式会社東武ストア 東京都

キーマカレーと自社製甘辛カレーのあいがけプレート 株式会社ライフコーポレーション（近畿圏） 大阪府

特別賞 オーベルジーヌ監修カレードリア 株式会社イトーヨーカ堂 東京都

最優秀賞 黒毛和牛のカルビローストビーフビビンバ丼 スターゼン株式会社 東京都

優秀賞 ベジミートのキーマカレー 株式会社ヒライ 熊本県

最優秀賞 飛び出し注意！麻薬たまごの危険なおにぎり 株式会社ダイキョープラザ 福岡県

ポーク玉子おにぎり 金秀商事株式会社 沖縄県

チキンのマルゲリー炭おにぎり マックスバリュ関東株式会社 東京都

ベーコンエッグおにぎり 株式会社明治屋 福岡県

最優秀賞 しみしみ揚げ茄子とちりめん山椒のおむすび 株式会社オクモト 広島県

優秀賞 大葉なまり節おにぎり 株式会社ミサキ 静岡県

最優秀賞 ジュレ仕立ての洋風お肉ちらし 株式会社エムアイフードスタイル 東京都

豪華三色重（かに・いくら・うに） 株式会社マミーマート 埼玉県

三河一色産うなぎ蒲焼使用！極み鰻ちらし ユニー株式会社 愛知県

美味しく減塩！おだしで食べるにぎり寿司 株式会社ユニバース 青森県

専門店・CVS 他 最優秀賞 燻鯖寿司 株式会社西鉄ストア 福岡県

最優秀賞 青森うまいもの三昧ピザ 株式会社ユニバース 青森県

四季のフルーツサンド 株式会社ウジエデリカ 宮城県

愛媛のじゃこカツバーガー 株式会社セブンスター 愛媛県

コンビーフとチェダーチーズの焼きサンド 日進畜産工業株式会社 東京都

特別賞 アップルパイ（５号） 株式会社紀ノ國屋 東京都

専門店・CVS 他 最優秀賞 サーモンカツサンド 味の浜藤 株式会社 東京都

最優秀賞 カスタードプリン 株式会社紀ノ國屋 東京都

八天堂くりーむぱんのスイーツバーガー（いちご） 株式会社フレスタ 広島県

ベルクのぷりん 株式会社ベルク 埼玉県

焼き芋カスタードブリュレ 株式会社マルエツ 東京都

最優秀賞 鶏かた肉と5種野菜の本格グリーンカレー サミット株式会社 東京都

シンガポール風ビーフルンダン 株式会社成城石井 神奈川県

五島をまるかぶりバインミー 株式会社ダイキョープラザ 福岡県

スーパーマーケット

スーパーマーケット

サラダ 優秀賞
スーパーマーケット

特別賞

麺

丼

優秀賞

専門店・CVS 他

優秀賞
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優秀賞

優秀賞

パン

スーパーマーケット
優秀賞

寿司
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