
 

 

2020年 1月 21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 

 

 

中食産業の最新情報を発信する商談展示会 

 

 

 

2020 年 2月 12日(水)～14 日(金) 幕張メッセで開催します。 

 

 

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、2020年 2月 12 日（水）から 14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2020（略称：DTS2020）」を開催いたしま

す。 

本展示会は、FOOD TABLE in JAPAN 2020において中食産業に向けた情報発信を担うものとして開催し、

すべての来場者に最新情報を発信するとともに、他業態と同時開催することにより相乗効果をもたらし、

新たなビジネスチャンスを生み出す場として開催いたします。 

さらに主催者企画として実施しております「お弁当・お惣菜大賞」は、スーパーマーケットのみならず、

幅広い分野を対象としており、今回も多数の応募の中から『最優秀賞』、『優秀賞』、『特別賞』の各賞およ

び『入選』を選出し、この栄誉を称えております。 

受賞・入選商品はすでに発表させていただき WEB サイトなどに公開しておりますが、表彰式を 2 月 12

日(水)14:40～15:20に幕張メッセ 8ホール内「セミナーステージ」において執り行います。また、受賞・

入選商品の展示およびフードコートでの一部商品の販売を行います。 

 その他主催者企画として、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 2020」をお

弁当・お惣菜大賞展示ブースにて無料配布いたします。 

 

(※1)「FOOD TABLE in JAPAN 2020」は、「DTS2020」をはじめ、「第 54回スーパーマーケット・トレ

ードショー2020」、「第 15回こだわり食品フェア 2020」、「第 5回外食 FOOD TABLE」の 4展同時開催によ

り、小売・中食・外食業界の垣根を越えた “食”に関する最新の情報・商材・サービスが集結する、

国内最大級の商談展示会です。2020年 2月 12日(水)・13日(木)・14日(金)の 3日間、幕張メッセ全館

において開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

ニュースリリース 



 

開催概要 

◆名称：デリカテッセン・トレードショー2020 

◆会期：2020年 2月 12日（水）、13日（木）、14日（金）10:00～17:00（最終日は 16:00まで） 

◆会場：幕張メッセ 4ホール 

◆主催：一般社団法人全国スーパーマーケット協会 

◆開催規模：65社・団体 244小間(1月 15日現在) 

 

デリカテッセン・トレードショー2020 実行委員会 

実行委員長：三科 雅嗣[(株)いちやまマート 代表取締役社長] 

副委員長 ：原 昭彦[(株)成城石井 代表取締役社長] 

竹田 昭男[(株)静鉄ストア 代表取締役社長] 

※以下、実行委員 14 名、出展者代表委員 18 名、アドバイザー4 名 で構成 

◆協賛者：キユーピー(株) /(株)ケー・アイ・エス / 国分グループ本社(株)/ 昭和産業(株) /  

(株)白子 / 日清オイリオグループ(株) / ヤマサ醤油(株) (50音順) 

◆ウェブサイト：http://www.delica.jp/ 

◆入場料：5,000 円(招待券持参者は無料、同時開催展共通入場可) 

◆来場者数：88,412 名（前回実績・同時開催展含む） 

◆同時開催： 

・第 54 回スーパーマーケット・トレードショー2020[主催：一般社団法人全国スーパーマーケット協会] 

・第 15 回こだわり食品フェア 2020[主催：一般財団法人食品産業センター] 

・第 5 回外食 FOOD TABLE[主催：外食 FOOD TABLE 実行委員会] 

 

 

[主催者企画]お弁当・お惣菜大賞 2020 

 

 

 

◆エントリー対象 

2018年 10月 1日(月)～2019年 9月 20日(金)に販売された商品 

◆エントリー期間 

2019年 6月 3日(月)～9月 20日(金) 

◆部門 

【定番商品部門(のり弁当)】【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】の 11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 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 

 52,692件 

 



◆受賞商品 

 別紙をご参照ください。 

◆入選商品 

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

 

＜表彰式＞ 

2/12(水) 会場:8ホール・セミナーステージ 

14:40〜15:20 表彰式  

プレゼンター：家森 幸男 武庫川女子大学 教授 国際健康開発研究所 所長 

 

＜受賞商品の展示(小間番号 4-102)＞ 

会場内にて受賞・入選商品のパネル展示のほか、一部の受賞商品については実物展示をします。 

 

＜フードコート(小間番号 4-102)＞ 

「受賞商品の味が知りたい」という声に応えるため受賞・入選商品の中から一部商品の販売をいたしま

す。クレジットカード(VISA･Mastercard)･各種電子マネーでのお支払いにも対応。 

 協力：河淳(株) / テンタック(株) / 東芝テック(株) / パナソニック産機システムズ(株) /  

フクシマガリレイ(株)  (社名 50音順) 

 

[主催者企画]惣菜デリ最前線 2020 

 今回もお弁当・お惣菜に関する情報を満載した冊子「惣菜デリ最前線 2020」を発行し、お弁当・お惣

菜大賞展示ブース(小間番号 4-102)にて無料配布いたします。お弁当・お惣菜大賞 2020受賞商品・売

場の紹介を行う他、専門家・コンサルタント執筆による業界動向やトレンド、デリカに力を入れている

小売業の販売現場や取り組み状況のレポートなどを掲載しています。 

 

 

本件に関する問い合わせ窓口 

FOOD TABLE in JAPAN プレスルーム事務局 

(株)アールジェイピー・マーケティングコミュニケーションズ内 

TEL：03-5830-7213 e-mail：release@foodtable.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 鮭と彩り野菜の茶々のり弁 株式会社スズキヤ 神奈川県

いかりの贅沢のり弁当 有楽調理食品株式会社 兵庫県

さくらののり弁 株式会社さくらコマース 東京都

特別賞 2種類のりの味くらべ弁当 株式会社アデガワ 東京都

片手でのり弁 株式会社ヒライホールディングス 熊本県

海苔弁当（ハラミ白醤油焼） 味の浜藤株式会社 東京都

最優秀賞 お魚の美味しい西京焼のお弁当 有楽調理食品株式会社 兵庫県

玉子焼きと煮あなご飯弁当 株式会社藤三 広島県

数量限定！東武ストアの名物弁当 株式会社東武ストア 東京都

三陸リアス海物語弁当 株式会社マイヤ 岩手県

特別賞 管理栄養士監修　発酵食品づくし弁当 株式会社シェフワールド 東京都

最優秀賞 大きなとろ鯖照焼弁当 中部フーズ株式会社 岐阜県

屋台風プルドチキン弁当 青木青果 静岡県

小鯛ひしお焼きとアスパラガスのグリル弁当
～アンチョビとアーモンドを散らして～

TANOJI株式会社 神奈川県

若狭牛の牛めし 有限会社大八（一食一笑） 福井県

最優秀賞 浜名湖産生青のりと藻塩のコロッケ 彩裕フーズ株式会社 埼玉県

スズキヤ自家製ブイヤベース 株式会社スズキヤ 神奈川県

ごぼう薫るふかふか低糖質のお好み焼き（国産豚玉） 株式会社ダイキョープラザ 福岡県

特別賞 梅しそ鶏メンチかつ サミット株式会社 東京都

最優秀賞 新鮮ハーブ鶏の甘辛うま煮 伊達物産株式会社 福島県

1本まるごとゴーヤー肉詰め 椛弁当 沖縄県

佐久山メンチ 株式会社和氣精肉店 栃木県

最優秀賞 豆豆豆豆豆とクスクスのサラダ 利恵産業株式会社 神奈川県

ふわもこソースの野菜ポテト デリア食品株式会社 東京都

4種のサラダオードブル 彩裕フーズ株式会社 埼玉県

やわらかローストビーフのサラダ(小) サミット株式会社 東京都

特別賞 ペアポテトサラダ（ロシア風＆地中海風） デリア食品株式会社 東京都

最優秀賞 鰹だし香る彩り野菜の和風ピクルス 中部フーズ株式会社 岐阜県

優秀賞 シラチャ―チキンのスパイシーサラダ 株式会社ハイファイブ 東京都

最優秀賞 うまみ溢れるごぼう天そば 彩裕フーズ株式会社 埼玉県

松永牛肉しぐれ煮うどん 株式会社キヌヤ 島根県

静岡県産！抹茶入うどん　だし風 株式会社ワイズマート 千葉県

彩りちらしそば　八割そば使用 有楽調理食品株式会社 兵庫県

CVS・専門店 他 優秀賞 野菜たっぷりチキンフォー 光麺インターナショナル株式会社 東京都

最優秀賞 静岡丼 株式会社三善 静岡県

プリプリ帆立と桜鯛の柚子茶漬け 両備ホールディングス株式会社 岡山県

北海道産帆立の彩り海鮮重 株式会社イトーヨーカ堂 東京都

本格デミの鴨カツ重 株式会社八百彦商店 奈良県

鮭ハラス蒲焼とわさびご飯のお弁当 株式会社いちやまマート 山梨県

最優秀賞 さくたろう元祖ローストビーフ弁当 有限会社北弁 新潟県

優秀賞 ハーブ鶏の親子丼 伊達物産株式会社 福島県

最優秀賞
呉商業高校Х藤三共同開発
がんすマヨネーズおむすび（いか姿フライ入り）

株式会社藤三 広島県

肉入り☆高菜巻きおにぎり 富士シティオ株式会社 神奈川県

まきまきチーズ肉巻き 株式会社スーパーまるも 茨城県

特別賞 きゅうりのキューちゃんおにぎり 中部フーズ株式会社 岐阜県

最優秀賞 海賊むすびセット 株式会社オクモト 広島県

優秀賞 柔らか豚の角煮とシャキシャキ旨辛ごぼう ニコニコのり株式会社 大阪府

最優秀賞 瀬戸内産天然鯛の漬け丼 株式会社関西スーパーマーケット 兵庫県

季節の野菜とあぶり秋刀魚の押し寿司（自家製茶碗蒸し付き） 株式会社ダイキョープラザ 福岡県

海鮮ロール寿司　4種詰め合わせ 株式会社伊徳 秋田県

いぶりがっこクリームチーズマヨのおかか巻 株式会社伊徳 秋田県

最優秀賞 鯛の舞 株式会社塩荘 福井県

広島県宮島産カキフライ巻 株式会社入船 兵庫県

神戸牛とイセエビの押し寿司 株式会社中納言 兵庫県

最優秀賞 ハイカカオクーベルチュールの生プレミアムチーズクロワッサン 株式会社成城石井 神奈川県

豆乳おからパンを使った根菜のサラダサンド（＋梅しそチキン） 株式会社ダイキョープラザ 福岡県

豪快！あじフライバーガー 株式会社ライフコーポレーション 大阪府

CVS・専門店 他 特別賞 緑茶塩ぱん 株式会社杏林堂薬局 静岡県

最優秀賞 ルビーチョコレートと2種ベリーのパンナコッタ 株式会社成城石井 神奈川県

濃厚とろけるプリン～とろぷり～ 原信ナルスオペレーションサービス株式会社 新潟県

国産りんごのガトーインビジブル 彩裕フーズ株式会社 埼玉県

特別賞 ピオッフル 三次フードセンター株式会社 広島県

CVS・専門店 他 優秀賞 北海道生チョコロールケーキ 株式会社シュガーレディ本社 東京都

祭事・催事 スーパーマーケット 最優秀賞 お彼岸セット 株式会社伊徳 秋田県

CVS・専門店 他
優秀賞

スーパーマーケット

惣菜

優秀賞

スイーツ
優秀賞

パン
スーパーマーケット

優秀賞

スーパーマーケット

丼

CVS・専門店 他

スーパーマーケット

スーパーマーケット

スーパーマーケット

お弁当・お惣菜大賞2020　受賞一覧

スーパーマーケット

弁当

スーパーマーケット 優秀賞

CVS・専門店 他
優秀賞

優秀賞
のり弁部門

（定番商品部門）

CVS・専門店 他 優秀賞

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

おにぎり

CVS・専門店 他

優秀賞

優秀賞

特別賞

優秀賞

優秀賞

寿司

スーパーマーケット

麺


