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スーパーマーケットトレードショー ２０２２ 

こだわり食品、スーパーマーケットトレードショー、デリカテッセントレードショー 

よくこの時期に開催できた 昨年の 1.5倍ほどの入場者と聞いている 

出展者も訪問者もイキイキとしている 

今までと違うのは真剣に商品を見る目だ 本気で来ている 
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デリカテッセントレードショー お弁当・お惣菜大賞 2022 

 

惣菜デリ最前線 

非売品 会場に訪れないともらえない貴重本 

いつも出来がいい 

  

私も僭越ながら毎年寄稿させていただいた 

「デリカスタディセミナー」もさせていただいた 

 

会場で実食できる惣菜大賞アイテム 

早く行かないと売り切れてしまう 

4日も居たので全部試食させていただければよかったと大いに反省 
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電子レンジの番号を押して加熱 

間違いが無いよう準備周到だ 

 

このくらいの量だと 2日あれば完食できる 

 

最優秀賞「山形まるごと弁当」 2160円 山形優味（株） 

「笑顔×小さな幸せ×地元生産者とのつながり」で山形を元気にがテーマ 

手の込んだ見事な弁当 製造者の心が伝わる 

  

最優秀賞「鯛の旨味あふれる 鯛めし」 599円 ご飯 500ｇ、総量 750ｇ 

惣菜の老舗メーカー「理恵産業（ロピア子会社）」の商品 
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ご飯がピラフのようにパラパラして食べやすく食べ過ぎてしまう 

鯛のウロコもしっかりと取ってある 

見た目はシンプルだが魅力ある弁当だ 生産性もいい 

 

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」 599円 成城石井 

材料をケチらないのが成城石井 大葉の量が多い 

  

特別賞「黒ゴマ香る！ 黒いごぼうサラダ」 理恵産業（株） 198円 

どこでも売られていないごぼうサラダを目指したという 

飽きない味であるため思わず完食  

パプリカを使うことでカラコンもできている 

 

その他の販売品（一部紹介） 

入選「黒毛和牛づくし弁当」 1200円 

3種類の調理法の牛肉をトッピング 

  

入選「ゴーゴーカレー監修 チキンカツカレー」 555円 

値ごろ価格だ 

 

 

https://ameblo.jp/shirocasi/image-12727924086-15077592395.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12727924086-15077592288.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12727924086-15077593237.html
https://ameblo.jp/shirocasi/image-12727924086-15077593410.html


入選「フォアグラとアンガス牛のプチ贅沢丼」 990円 

これも魅力的 

  

入選「焼味噌おにぎりミックス」 250円 

買い忘れた商品 

 

入選「山形牛コロコロメンチカツ」 598円 

買って持ち帰ればよかった 
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デリカテッセン・トレードショー特別協賛企業様の紹介 

キューピー（株）様 

サラダとタマゴのリ－ディングカンパニー 

  

「オムライスワールド」 

なぜオムライスなのか？ 聞いてみると 

値上げ原料が多い中、物価が安定しているのは「タマゴ」と「米」 

さすが目の付け所が違う 

タマゴと米は昔から「物価の優等生」と言われている 

プラントベースたまご 

これはプラントベース料理に幅広く使える 

後で紹介します 

 

  

ＫＩＳ （株）ケーアイエス様 

業務用スパイス専門メーカー 

今までは粉末であったが、今年は液体製品を開発 
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辛い＝スパイスを払拭して「旨味」にこだわった製品も 

小袋の「BtoC」製品もあったらうれしい 

サラダコーナーには小袋ドレッシングがあるが、揚げ物コーナーにはソースが少ない 

  

ヤマサ醤油株式会社 

「からめタレ」で中食、外食のトレンドをキャッチ 

  

具だくさんソース  

バター醤油、油淋鶏ソースなど 

和のテーストが隠し味 これも小袋が欲しい 
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 昭和産業株式会社 

油の課題を解決 カレーパンに特化した新技術 

  

パスタ用プラントベースソース「ボロネーゼ」 

パスタを茹でている間に電子レンジでソースを加熱しておけば、10分クッキング 

 

 白子のり様 

老舗メーカーが力を入れる輸入原料 

  

韓国、日本、中国の海苔の食べ比べ 

自分で目隠しで食べて評価したい 

 

日清オイリオグループ様 

最終商品の経時劣化を抑える商品提案 
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「ほぐれやすいオイル」 麺がくっつかずほぐれやすくなるだけだく、麺が伸びない 油っこさも少な

い 

私が注目している「焼うどん」に使える 

「パスタオイル」 パスタ、ソースの伸びが少なく照りも持続する 

 

 国分グループ本社株式会社様 

ニューノーマル市場の開拓 SDG‘ｓへの取り組みがスゴイ 

  

骨ごと食べられる焼き魚 高圧調理で骨ごと食べられる 

プラントベース寿司ネタ ついに登場 特にイカはモンゴイカそのものに見える 
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プラントベース「かつ丼」 

豆腐こんにゃくのとんかつ、キューピーのプラントベースたまご 

ご飯は粒こんにゃく入りで、30％～50％ｎカロリー削減できるという 

そのうち「カツカレー」も登場するだろう 

プラントベースミート缶詰 

来年は「プラントベースフィッシュ」が続々登場するでしょう 

楽しみでゾクゾクする 

 

展示会は商品の紹介だけでなく「イノベーション」の発表の場でもあると私は思っている 

次回は私が注目したイノベーション商品を紹介します 

陳列日を含め 4日間お伺いしたが全部見られなかったのが残念 

 

 

トレードショーに見るイノベーション編 

2022-02-21 17:00:51  

スーパーマーケットトレードショー入場者数 

事務局発表の入場者数は 

22年約 43千人、21年約 26千人、20年約 80千人、19年約 88千人（再来場者含まず） 

来年は 19年並みになれば、90千人、いや 10万人を超えるかも知れない 
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SDG‘ｓ関連 

食品ロス削減「エシカル惣菜」 

  

アスパラは長さを合せるため茎の部分がカットされ廃棄されている 

皮を剥けば柔らかく甘い  

野菜かき揚げなどに使える 

完熟赤ピーマン 

規格外が 2割出て廃棄されているのが現状 

冷凍して保存すれば加工用として使える 

  

脂が乗り過ぎたイワシは足が速いため食用として使われていなかった 

高鮮度のうちに加工すればおいしく食べられる 

江戸時代イワシは油が多いため、庶民の行燈（あんどん）に使われた 

魚の臭いがするため猫の大好物であった 

猫が行燈の油を舐める絵をよく見かける 
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イノベーション編 

SDG‘ｓに取り組む企業を一部紹介します 

中央化学様の取り組み 

  

中央化学の最新トレンド相関図 

食品ロス削減、CO2削減、新しい生活様式、オリンピックがテーマ 

オレンジ色部分に中央化学が関わっている 

  

バイオマス 10％使用のトレー 

プラスチック削減を分かりやすく数字でアピール ヨーロッパでは当たり前になっている 

機能性トレー デリバリー用に一度トレーを開けたら元に戻らない仕組みのトレーも開発 
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 （株）ヨネヤマの取り組み 

ヨネヤマのニューノーマル 

  

100％植物由来のトレーを開発 

成長の早い竹を使用した紙容器 

内面も植物由来のフィルムを使用した 

ビーガン、ヴェジタリアン、プラントベースの高単価弁当に使える 

 

 テラオカ様の取り組み 

プリンターの台紙問題 紙の廃棄ゴミが出ている問題 

台紙がないラベルプリンター、シールの開発 

  

「ライナーレスラベル」 プリンターの台紙を出さない 

プリンターの台紙がなければ紙の廃棄が減る 

 

これは 
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AIによる需要予測、自動発注 

ローコストオペレーション 

値引きシール無しの値引き一括表示（時間帯値引き） 

惣菜だけでなく生鮮食品にも応用できる 

一カ所に集めればさらに効果的 

 

  

SATO様の取り組み 

懐かしいハンドラベラーの会社 

  

値引きソリューションのラインナップ 
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コンパクトなラベルプリンターで、大手企業で採用されている 

セルフ値引きシステム 

  

ユニークなセルフ値引き 

お客が製造時間をチェックして、古い商品があれば、お客がバーコードをスキャンして「値引きシ

ール」を発行するという仕組み 

「値引き商品の宝探し」システムだ 

うまく定着すれば効果がありそうだ 

 

 RAINUS様の取り組み 

デジタルプライスカード専門メーカー 

  

冷凍温度帯でもデジタルプライスカードが使えるようになった 

製造時間が入ったバーコードがあれば、一物 2価格の表示もできる 

 

  

NASCO様の取り組み 

トレーシーラー、厨房機器の輸入販売企業 
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MAP包装機 上蓋をずらして置けば自動的にＭＡＰ包装して蓋をする仕組み 

 

透明高蓋のＭAP包装トレーを開発 

見た目は既存の容器と変わらないが MAP包装トレーだ 

こうすることで見た目を変えず消費期限を伸ばすことができる（冷蔵保存） 

それだけでなく、製品が酸化しないためおいしさが維持でいる 

  

デンマーク製プラントベース製造ミキサー 押し出し口の形状で形が変えられる 20ページに渡る

プラントベースのレシピをこっそりいただいた 

  

プラントベースチキンのレシピ 
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トレードショーで見つけた商品 

2022-02-22 16:59:47NEW ! 

  

スーパーマーケットトレードショーで見つけた商品 

全部は紹介できませんが気になったメーカー様の商品を紹介します 

  

奈良フルックス（株）様 

奈良県大和郡山の青果物卸、直販、カット野菜、ミールキット、天ぷら材料、冷凍天ぷらを製造す

る企業 

惣菜協会副会長 黒田社長とはよく一緒に海外に出かけた 

詳しい動画はこちら 

https://youtu.be/n6b2tXnibwI 

  

BtoBのチルドミールキット 

プラントベースのミールキットもラインナップ 

チルド丼もの、麺キット 

  

冷凍天ぷらプリフライ 
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冷凍天ぷらプリフライ 

  

冷凍ミックス天ぷら 

チルドと冷凍のおせち 

 

大和丸茄子 

  

余談だが、これを見れば「九十九茄子」を思い出す 

 

奈良の武将「松永久秀」が「織田信長」に献上した「国宝 唐物茄子茶入 付藻茄子」 

その後、「豊臣秀吉」、「徳川家康」、九十九商会創業者「岩崎弥太郎」の手に 

家康は大阪城の焼け跡から探し出させ、漆を使い再生した 
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余談でした  

昨年、道畑富美先生のコーディネートで、惣菜協会清水専務理事と協会の皆様でフルックスグル

ープ本社を訪問した 

 

 オタフクソース（株）様 

広島県広島市の、ソース、酢、たれ、調味料の開発・製造・販売 

今回は刻んだデーツも提案 

  

お多福のソースを使った料理 

 

私が注目している「焼うどん」 
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焼うどんタレ 

 

日清オイリオの「ほぐれやすいオイル」を一緒に使えば、麺も伸びずくっつかない 

 

  

日本ハム（株） 

新庄ビックボスがスクリーンに 

  

プルドポークに加え、ブロックタイプの「ストックポーク」を新発売 
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ISEY（イーセイ） ヨーグルトをリニューアル 

  

フレーバー品の人工甘味料を砂糖に変更した 

高タンパク、0脂肪 

 

 輸入品 

USポテト協会様 

「フライドポテト不足をお詫びする」展示会だという 

セミナー等で大変お世話になっている 

 

Lamb Weston様 
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世界的な物流網の混乱によりフライドポテト製品の輸入が遅延 

スナッキングは「ステック」と「ボール」 

ボールタイプの「テーターパフ」に注目 

 

Simplot様 

電子レンジで温めてもパリッとしているフライドポテトを開発 

 

  

（株）アルマテラ 

  

オーガニックライスミルク 

米の国日本がライスミルクを販売していない 
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ALTEX ASIA（株）様 

冷凍濃縮果汁、冷凍フルーツ、冷凍野菜、フルーツカップ、生鮮マグロなどの輸入・卸販売 

チルド「Vita＋（ビタプラス）レッドグレープフルーツ」 

  

手作業で薄皮をカットしているように見える 

私も重曹を使い低温で何パターンかグレープフルーツをボイルして皮を剥いてみたが、食感を残

すと皮がはがれにくくなる 

 

新商品 チルド「トルティーヤフライとアボカドディップ」 

  

海外ではよく見かける商品だが、日本ではあまり見かけない 

デップソースとトルティーヤの量のバランスはよい 

オードブルに入っていたらうれしい商品だ 
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こだわり商品フェア ２０２２ 

県産品のブースだが、時間がなく殆ど見れていない 

 

長野県松本市「本郷鶏肉」様 

ここも惣菜協会メンバー 

私はセミナーで世界の「ミートボール事情」を紹介した 

  

ロングライフチルド「鶏肉団子」を提案 

他にも惣菜製品を扱っているが肉団子に絞った 

圧巻の展示だ 

鶏肉団子にソースを絡めた製品 9種類 
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鶏肉に長野県産野菜を練り込んだタレなし製品 9種類 

  

（株）マツイフーズ様 

新潟県燕市でブランド豚「越後もちぶた」を扱う食肉製造会社 

「メンチカツ」が一押し 

惣菜協会メンバーで、ロンドン、パリツアーにも一緒に参加した 

  

新商品の「レディーミル」 

  

魚介類の「ミールキット」 

 

 （株）いつみ家 

展示場はホール３ 

山梨県甲府市の惣菜製造業 BtoBの惣菜キットを主に販売 

今回は豚レバー一本に絞り出店 

市販用の冷凍「レバーかつ（プリフライ）」も 
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レバー製品のラインナップ 

  

（株）米シスト庄内 

山形県の庄内町の農業生産法人 

お米を使った「かりんと百米」を展示 

  

県外産でも米を持ち込めば OEMで「かりんとう」をつくってくれるという 

揚げ油にも「こめ油」を使うこだわり 

いくら食べても胸やけがしない 

 

以上、スーパーマーケットトレードショー２０２２のレポートを終わります 

いつ見ても展示会は楽しい 
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