
 
 
ニュースリリース 

1 

２０１２年 ２月 １日 

                        一般社団法人新日本スーパーマーケット協会 

スーパーマーケット・トレードショー運営事務局 

 

 
 
 
 
 
一般社団法人新日本スーパーマーケット協会（東京都千代田区、会長：横山 清）では、

２月１日（水）～３日（金）、東京ビッグサイト東全館にて開催いたします「第 46 回スー

パーマーケット・トレードショー２０１２」に出展している商品の中から、消費者目線で

興味を引く商品３０品を「スーパーマーケットで買いたい！ フード３０選」として選出い

たしましたのでお知らせいたします。 

 

「スーパーマーケットで買いたい！ フード３０選」は、スーパーマーケット・トレード

ショー（以下 SMTS）来場者アンケートおよび同展の実行委員会などにおいて「消費者がど

のような商品を求めているかを知りたい」という声の高まりを受け、今回新たに主催者企

画として設置したものです。 

対象となる商品は、SMTSの出展商品で、SMTSガイドブック「バイヤーズガイド」に掲載

されているものです。選出にあたっては、管理栄養士や料理研究家、一般消費者などの審

査員（のべ 100 名）により審査を行いました。審査会場に試食、ガイドブック掲載原稿、

パッケージを用意し、味、使いやすさ、デザイン、価格などについて「スーパーマーケッ

トで買いたいか」を採点いただきました。高得点を得た上位３０品を選出したものです。 

 

 選出された３０商品は、別紙のとおりです。商品は、それぞれの出展者のブースで紹介

されるほか、SMTS2012会場内特設ブース（東２ホール）にて展示いたします。ぜひご来場

のうえ、ご覧になってください。 

（SMTS2012への入場は業界関係者のみ。入場登録が必要です） 

 

＜主催団体＞ 一般社団法人新日本スーパーマーケット協会   http://www.super.or.jp/ 

〒101-0047 東京都千代田区内神田 3-19-8 櫻井ビル 4F Tel：03-3255-4825  Fax：03-3255-4826 

設立：昭和 33 年（昭和 38 年社団法人化、平成 22 年に社団法人日本セルフ・サービス協会より改称、 

   平成 24年 1月 4日より一般社団法人に移行いたしました） 

代表者：会長 横山 清（株式会社アークス 代表取締役社長） 

正会員数：約 400社 会員規模：約 7,000店舗 

事業内容：スーパーマーケットに関する調査研究・広報活動、教育研修、ビジネスマッチング等                  

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞ 

一般社団法人新日本スーパーマーケット協会 広報担当 Tel:03-3255-4825 

※「第 46回スーパーマーケット・トレードショー2012」会期中は会場にて対応いたします。 

第 46 回 スーパーマーケット・トレードショー2012 

「スーパーマーケットで買いたい！ フード 30 選」を選出 



 
 

 

2 

 別 紙  

スーパーマーケット買いたい！ フード 30 選 選出商品 

（社名 50音順） 

商品名 企業名 小間番号

くるみん 株式会社伊藤軒 5-413

フルーツビネガー　ざくろの酢 内堀醸造株式会社 5-811

紀州南高梅　おかず梅 株式会社ウメカ食品 3-601

ちょい食べカレー(中辛)4本入り 江崎グリコ株式会社 5-603

カネタブランド　焼き塩さば 株式会社カネタ・ツーワン 5-242

宮城県産大粒三つ折り90g 有限会社川口納豆 2-418

ケンシヨー和風玉葱ソース 株式会社ケンシヨー 2-703

生姜のカレー 高知県特産品販売株式会社 2-703

殻付き焼きアーモンド 株式会社小林商事 6-305

老舗の味　つゆ 佐々長醸造株式会社 3-301

こんがり焼いたほし芋 株式会社三王商会 5-416

土佐備長炭焙煎珈琲ドリップパック（5ヶ入り） 株式会社四万十セラードコーヒー 2-703

レンジでチンするから揚げ粉（焦がし醤油風味） 昭和産業株式会社 6-607

ハイカラケーキ蜂蜜 株式会社末広 2-703

マダマオリヴァ社　液漬けグリーンオリーブ 株式会社成城石井 6-307

プリッキーズ激辛 チカミミルテック株式会社 2-703

直七の里ポン酢しょうゆ 直七の里株式会社 2-703

まじめミレービスケット 有限会社野村煎豆加工店 2-703

仙台三角納豆 萬歳食品工業株式会社 2-418

ゆでたパスタにまぜるだけ　スパドレ　海老トマトクリーム 株式会社ピエトロ 5-230

美味安心　国産きなこ大豆 株式会社美味安心 6-303

トモエ北海道さけぽん 福山醸造株式会社 3-407

マスコット　印度の味バターチキンカレーペースト マスコットフーズ株式会社 5-115

味付あらぎりわさび 株式会社マル井 2-505

しお豆 株式会社宮野食品工業所 3-201

味付ぽん酢柚子　君がいないと困る 株式会社八木澤商店 3-301

薩摩スパークリング　ゆずどん 山元酒造株式会社 5-819

ヤマモリタイダンス　タイカレー　チキングリーン ヤマモリ株式会社 5-315

ロータス オリジナル カラメルビスケット25P 豊産業株式会社 5-308

ハーブの恵みスパークリング　250ml 養命酒製造株式会社 1-603  



審査方法 エントリー
期間 平成23年10月4日▶12月9日

くるみん

株式会社伊藤軒
小間番号：5-413

カネタブランド 焼き塩さば

株式会社カネタ・ツーワン
小間番号：5-242

紀州南高梅 おかず梅

株式会社ウメカ食品
小間番号：3-601

ちょい食べカレー（中辛）４本入

江崎グリコ株式会社
小間番号：5-603

内堀醸造株式会社
小間番号：5-811

フルーツビネガーざくろの酢

宮城県産大粒三つ折り90g

有限会社川口納豆
小間番号：2-418

老舗の味 つゆ

佐々長醸造株式会社
小間番号：3-301

生姜のカレー

高知県特産品販売株式会社
小間番号：2-703

殻付き焼きアーモンド

株式会社小林商事
小間番号：6-305

ケンシヨー和風玉葱ソース

株式会社ケンシヨー
小間番号：2-703

こんがり焼いたほし芋

株式会社三王商会
小間番号：5-416

株式会社成城石井
小間番号：6-307

昭和産業株式会社
小間番号：6-607

ハイカラケーキ蜂蜜

株式会社末広
小間番号：2-703

株式会社四万十セラードコーヒー
小間番号：2-703

マダマオリヴァ社
液漬けグリーンオリーブ

プリッキーズ激辛

チカミミルテック株式会社
小間番号：2-703

株式会社ピエトロ
小間番号：5-230

まじめミレービスケット

有限会社野村煎豆加工店
小間番号：2-703

仙台三角納豆

萬歳食品工業株式会社
小間番号：2-418

直七の里ポン酢しょうゆ

直七の里株式会社
小間番号：2-703

美味安心国産きなこ大豆

株式会社美味安心
小間番号：6-303

トモエ北海道さけぽん

福山醸造株式会社
小間番号：3-407

味付あらぎりわさび

株式会社マル井
小間番号：2-505

しお豆

株式会社宮野食品工業所
小間番号：3-201

養命酒製造株式会社
小間番号：1-603

豊産業株式会社
小間番号：5-308

薩摩スパークリング ゆずどん

山元酒造株式会社
小間番号：5-819

選 出 商 品

一般消費者や管理栄養士、料理研究家
述べ100人により30品を選出しました。

［社名50音順］

レンジでチンするから揚げ粉
（焦がし醤油風味）

土佐備長炭焙煎珈琲
ドリップパック（５ケ入り）

ゆでたパスタにまぜるだけ
スパドレ 海老トマトクリーム

マスコットフーズ株式会社
小間番号：5-115

マスコット
印度の味バターチキンカレーペースト

ヤマモリ株式会社
小間番号：5-315

ヤマモリタイダンス
タイカレー チキングリーン

ロータス オリジナル
カラメルビスケット25P

ハーブの恵みスパークリング
250ml

株式会社八木澤商店
小間番号：3-301

味付ぽん酢柚子
君がいないと困る

第46回スーパーマーケット・トレードショー2012に出展している商品の中から、消費者が「買いたい」と思う商品を
30品選出しました。これらの商品は出展されていますので、是非各出展ブースまで足をお運びいただき商品採用の
参考にしてください。また、各商品の情報は公式ガイドブック「バイヤーズ・ガイド」にも掲載されています。

各出展ブースに貼付されています。


