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想い出の味、ふるさとの味 第 51回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会                       

2016年 1月 7日（木）～19日（火） 

京王百貨店新宿店 7階大催場 

営業時間：10時～20時 ＜13日（水）は 17時、最終日 19日（火）は 18時閉場＞ 

お客様のお問い合わせ先： 03－3342－2111（大代表） 

 

■今回は人気の「対決シリーズ」が 3本立て！第 5１回大会の概要 

◇「対決シリーズ」①：2015年の北陸、2016年の北海道の両新幹線開業を記念した「沿線駅弁対決」！ 

◇「対決シリーズ」②：海鮮系駅弁でも高い人気を誇るカニを使った「海の美味 かにかに対決」！ 

◇「対決シリーズ」③：肉系駅弁に定評のある調製元が手掛ける「肉好きのための新作肉弁当対決」！ 

◇あの海外駅弁が復活！：過去の駅弁大会で人気だった台湾鉄道の駅弁が 12年ぶりに帰ってくる！ 

◇「がんばれ！ローカル線」：立山連峰や黒部峡谷、宇奈月温泉など観光地を沿線に持つ「富山地方鉄道」、 

久慈駅の「うに弁当」でおなじみの岩手県「三陸鉄道」に注目！ 

◇実演・輸送あわせて約 300種類の駅弁を展開！スイーツから惣菜までが揃う「うまいもの」は約 70店が出店 

 

■歴史・規模・集客、いずれも当社ナンバーワンの名物催事！ 

13 日間で売上高 6 億円前後という百貨店の物産展としては最大級の

規模を誇る、年に 1度の新宿店の名物催事「元祖有名駅弁と全国うまい

もの大会」（以下、駅弁大会）を、1月 7日（木）～19日（火）の 13日

間、新宿店 7階大催場にて開催します。 

1966年 2月に開催した第１回大会以降毎年一回開催し、前回大会で

節目となる 50回目を迎えました。当社において歴史、規模、集客いず

れにおいてもナンバーワンを誇るイベントで、百貨店の物産展としては

最大級の規模を誇っています。 

 

 前回の第 50回大会（2015年 1月）の様子 

■お客様に人気の理由 

北は北海道から南は九州まで全国各地から駅弁が集い、地域を象徴する食材や独自の調理法で作られた

味の競演が繰り広げられる様は、いつからか「駅弁甲子園」と呼ばれるようになりました。調製元が毎日

早朝から体制を整え、地元の何倍もの販売個数を用意し、自慢の味や新作をお客様にアピールする、熟練

の技と熱い思いの詰まった折り箱がお客様を引き付け、50年間続いてきました。 

また、新宿に居ながら日本各地の味が一堂にそろうため、気軽に旅気分を味わえることや、生まれ育っ

た故郷や旅にまつわる思い出を呼び起こす懐かしい味わいが数多くあること、実演販売が中心の食欲を誘

う会場の雰囲気、新作や現地での販売数が少ない駅弁にも出会えることなどが、駅弁大会が長く人気であ

り続けた理由として挙げられます。さらに、鉄道ブームやご当地・B 級グルメといった郷土料理への関心

の高さが、人気に拍車をかけています。 

 今回は、約 30の駅弁調製元による「実演販売」と、全国から航空便や自動車便などを駆使して運ぶ「輸

送駅弁」を合わせ、45都道府県の駅弁約 300種類に、全国の「うまいもの」をあわせて展開します。 

 

この件に関するお問い合わせは ㈱京王百貨店 経営戦略室 広報 TEL03-5354-2855  柴井、安藤、蓮実、進藤 まで 
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〔第 51回大会特集〕①  対決シリーズ 第 25弾  

■「新幹線開業記念 沿線駅弁対決」 

98年の第 33回大会から実施している、日本全国から約 300種類の駅弁が集まる当大会ならではの人気

企画「対決シリーズ」。同種の素材や類似したイメージの食材をクローズアップし、その地域の特徴とこ

だわりを感じる駅弁の実演を見比べながら、食べ比べを楽しんでいただこうという企画です。 

今回は 2015年 3月に長野～金沢間が延伸開業した北陸新幹線と、2016年 3月に新青森～新函館北斗

間が開業する北海道新幹線に注目。2年続けての新幹線開業を記念し、海鮮食材の宝庫とも言われる北海

道と北陸それぞれの名産品を使った新作駅弁を特集します。特に、北海道新幹線は開業前につき、地元以

外ではどこよりも早いご紹介となります。 

 

・石川県 北陸新幹線 金沢駅「のどぐろと香箱蟹弁当」1,600円 

創業は明治 29年、北陸線（開業当時の名称）で初めて駅弁を販売したと

いう老舗・高野商店が手掛ける新作が登場。白身のトロとも称される脂の

乗った高級魚「のどぐろ」を香ばしく焼き上げ、漁期も短く希少な「香箱

ガニ」（＊）のほぐし身や濃厚な外子、内子をあわせて盛り付けました。金

沢の名産を一折に詰め込んだ贅沢な新作。各日 1,000食販売予定。 

＊北陸地方で獲れるメスズワイガニのこと 

 

・北海道 北海道新幹線 新函館北斗駅「大玉ほたてと大漁ウニ弁当」1,780円 

秘伝のタレを使い、磯の風味豊かに自社で味付けして仕上げたウニをあふ

れんばかりに盛り付けた上に、北海道産の特大サイズのホタテをのせ、プチ

プチのイクラをちりばめました。食べ応えのある新作駅弁です。各日 1,000

食販売予定。 

 

 

 

このほか、子供から大人まで楽しめる車両の形状をモチーフにした駅弁も登場します。 

・富山県 北陸新幹線 富山駅「源 W7系北陸新幹線弁当」 

1,300円 ※輸送駅弁 

数ある駅弁の中でも知名度の高い「ますのすし」でおなじ

みの調製元・源が手掛けます。北陸新幹線W7系をイメージ

した容器の中は、すき焼き風牛丼弁当。牛肉以外に豆腐・椎

茸・しらたき・竹の子などを加えました。食べ終わった後の

容器に貼って楽しめるシール付き。 

 

 

 

 

・北海道 北海道新幹線 新函館北斗駅「北斗七星」1,300円 

地元に根付いた調製元・函館みかどから、開業を祝したち

らし寿司風駅弁が登場。北斗七星の「七」とかけて、7つの

メイン食材はすべて北海道産を使用し、お米も「ななつぼ

し」です。ネーミングは、地元の大野小学校とコラボレーシ

ョンし、子供たちの思いも一緒に詰め込みました。各日 700

食販売予定。 

※1週目（1/7～13）のみ 
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〔第 51回大会特集〕②  対決シリーズ 第 26弾  

■「海の美味 かにかに対決」 

海鮮系駅弁の中でも不動の人気を誇るカニを使った駅弁は、過去の対決シリーズにおいても何度も登場

し、好評を得ています。今回は、カニの名産地である北海道と福井で獲れた食材を使った新作駅弁の食べ

比べが楽しめます。 

 

・北海道 室蘭本線 苫小牧駅「かにめし」1,450円 

 明治 43年創業、北海道の新鮮食材を使った駅弁で定評のある老舗調製元・

まるい弁当が駅弁大会の実演初出店。カニの出汁で炊き上げたご飯の上にズワ

イガニのほぐし身と爪を盛り付け、イクラ、数の子を散りばめています。各日

800食販売予定。 

 

  

・福井県 北陸本線 福井駅「黄金のかにめし」1,500円 

福井を代表する調製元・番匠本店の新作駅弁。珍味として人気のセイコガ

ニ（＊）の卵巣とみそをほぐして炊き込んだご飯の上に紅ズワイガニを敷き

詰め、さらにズワイガニの肩肉と棒肉、ウニ、トビウオの卵、カニみそをの

せた贅沢な仕上がりです。金箔の小袋付き。各日 700食販売予定。 

＊ズワイガニのメスのこと 

 

 

〔第 51回大会特集〕③  対決シリーズ 第 27弾  

■「肉好きのための新作肉弁当対決」 

2013年から始まった肉好きの方に向けた企画で、今回も肉系駅弁に定評のある調製元から自慢のお肉

を堪能できる新作が登場します。 

 

・山形県 奥羽本線 米沢駅「三味牛肉どまん中」1,300円 

2000年の第 35回大会で初登場以来、実演販売で毎回売上個数の上位にランク

インし続ける「牛肉どまん中」。肉系弁当の人気の火付け役となった定番の特製

ダレ（しょうゆベース）に、しお、みその味付けをプラス。1度に 3種類の味の

牛肉を楽しむことができる新作駅弁です。各日 700食販売予定。 

 

 

・鹿児島県 九州新幹線 出水駅「北さつま牛・鹿児島黒豚 贅沢すき焼き重」1,280円 

鹿児島の老舗調製元・松栄軒が手掛ける新作駅弁は、たった 5人の志高い牛畜

産農家が鹿児島北部の豊かな自然環境の中で手塩にかけて育てた鹿児島黒毛和牛

ブランド「北さつま牛」と、鹿児島食材の代名詞「かごしま黒豚」のコラボ駅

弁。牛肉質のきめが細かく脂肪が溶ける温度が低いため、とろけるような口当た

りと肉本来の味が楽しめる「北さつま牛」と「かごしま黒豚」を鹿児島醤油と地

酒（灰持ち酒）配合の特製のタレで甘辛いすき焼きに仕上げました。各日 800食

販売予定。   
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・佐賀県 佐世保線 武雄温泉駅「佐賀牛サーロインステーキ＆ 

赤身ローストビーフ弁当」1,980円 

前回の第 50回大会に引き続き、今回もカイロ堂から新作肉駅弁が登場。

ブランド牛の中でもトップクラスの肉質基準を満たした「佐賀牛」は、きめ

細やかな霜降りが特徴で、柔らかなサーロインステーキと赤身のローストビ

ーフをたっぷりと盛り付けました。各日 800食販売予定。 

  

 

〔第 51回大会特集〕④ 

■あの海外駅弁が復活！ 

・台湾鉄道 台北駅「台鉄パイコー弁当」2,200円 （輸送駅弁）  

 ※ステンレス容器、巾着袋付 

第 38回（2003年）、第 39回（2004年）大会で好評だっ

た台湾鉄道の駅弁が 12年ぶりに再登場。ご飯の上に約 10

種類のスパイスや調味料の特製タレで味付けした台湾風ト

ンカツ「パイコー」をのせ、現地の味を忠実に再現したお

弁当です。各日 1,000食販売予定。※容器と巾着袋の付かな

い弁当のみも販売します（1,000円）。 

 

 

 

 

〔第 51回大会特集〕⑤  

■「がんばれ！ローカル線」 

日本各地で地域の生活や観光を支えるローカル線に注目した企画の第 9弾。今回は、立山連峰や黒部峡

谷、宇奈月温泉といった観光地を沿線に持つ富山地方鉄道と、前回の第 50回大会でも人気を博した久慈

駅の「うに弁当」でおなじみの岩手県・三陸鉄道をクローズアップします。 

 

・富山県 富山地方鉄道 宇奈月温泉駅「宇奈月温泉 わくわく富山三昧」1,350円 

富山駅からおよそ 90分、富山地方鉄道本線の終着駅である宇奈月温泉駅

前に店舗を構える「有磯きときと庵」の新作駅弁。富山県産コシヒカリと、

富山名物のマス、カニ、白エビの天ぷらを使って食べやすい俵型に仕上げ、

1折に詰め合わせました。各日 500食販売予定。 

 

   

・岩手県 三陸鉄道 久慈駅「うに弁当」1,470円 ※2週目（1/14～19）のみ 

前回の第 50回大会で大好評（実演販売売上個数第 10位）のうに弁当が再

出店。ウニの汁と身とともに炊かれたご飯の上に、蒸しウニをふんだんにの

せた「うに弁当」は 20年以上愛されていますが、元々季節限定で販売数量

も少なく、久慈駅へのアクセスもあり「幻の駅弁」と呼ばれていました。震

災後は三陸鉄道の被害や仕入れ先の被災などもあり厳しい状況になりました

が、励ましの声に押されて再開しています。各日 600食販売予定。 
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〔その他の主な特集〕  

■人気のうなぎ、注目のあなご 

・京都府 東海道新幹線 京都駅「うなぎちらしごはん」1,600円 

京都で 3代に渡って京料亭を運営。現在は自然素材の持ち味を生かした、

ちりめん山椒や駅弁を手掛ける調進元へと転身しました。今回は国内産のウ

ナギを使用した「うなぎちらしごはん」で実演初出店。初代から現代まで引

き継がれた技法を活用して、ウナギを炭火でふっくらと焼き上げました。各

日 800食販売予定。 

  

・広島県 山陽本線 広島駅「炙りあなごめし」1,400円 

第 49回（2014年）大会の初登場以来、2大会連続で実演販売駅弁の販売

個数ベスト 10にランクインする人気駅弁がリニューアル。炊き方を変えて

焼き時間を短くすることで、これまでよりも更に柔らかく仕上げました。国

産の煮あなごの甘みに加えて、あなごエキスと一緒に炊かれたご飯の味があ

わさり、シンプルながら素材の旨みを存分に生かしています。各日 1,000食

販売予定。   

 

■お袋の味弁当特集 

・福島県 東北本線 郡山駅「海苔のりべん」900円 ※1週目（1/7～13）のみ 

郡山の調製元・福豆屋の女将さんが、子供の頃に母親が作っていたものを

参考に開発した駅弁。のりの下には蕎麦ダレでいって味付けされたおかかが

敷き詰められ、さらにご飯の中にものりと昆布の佃煮が入って 2段に。子供

も大人も大好きな玉子焼きは大きめで、懐かしい味に仕上げてあります。シ

ンプルで素朴ながら、随所にこだわりが詰まった人気のお弁当です。各日

400食販売予定。 

   

・岩手県 東北新幹線 いわて沼宮内駅「さなえばっちゃんのおこわ弁当」1,280円 

※1週目（1/7～13）のみ 

個性的なネーミングの由来は、調製元である肉のふがね店主・府金早苗さ

んの名前から名付けられました。“さなえばっちゃん”が作っていたおこわは

岩手県産のお米を使用し、ニンジン、ゴボウ、シイタケ入り。ほどよく味付

けされたサケの塩焼きとホタテの照り煮との相性も抜群です。竹皮で編まれ

た折り箱が、素朴さを引き立てています。各日 200食販売予定。  

 

■第 51回記念企画 

・鳥取県 山陰本線 米子駅「海の宝箱丼」1,500円 

「吾左衛門鮓」が人気の老舗・米吾が手掛けるちらし寿司を、第 51回ロ

ゴ入り特製どんぶりに入れて販売。日本近海のサバや水揚げ日本一の境港産

紅ズワイガニ、肉厚のマスなど、海の幸で見た目も華やかに彩られた駅弁で

す。各日 300食販売予定。 ※現地での販売は通常容器です。 
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〔参考資料：「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」実績〕  

 

■2015年「第 50回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」の概況  

・2015年 1月 8日（木）～20日（火）［13日間］の売上高：6億 41百万円 前年同期比 7.2％増 

・販売した駅弁の数：約 33万 7千個 

・大会期間中の新宿店入店客数、最高は 1週目の日曜日（11日）：約 10万 3千人 

※7階大催場のみの入店客数の把握はできません。新宿店全体の入店客数に関しては、通常、平日で 6～7万人、

土日祝で 7～8万人。駅弁大会の期間中は 2～3割入店客数が増加します 

 

◇2015年（第 50回）大会「実演販売」駅弁の販売個数ベスト１０ ※価格・名称等は大会当時のものです 

①いかめし                     650円 北海道／函館本線 森駅               33,421個 

②峠の釜めし 1,000円 群馬県／信越本線 横川駅  21,338個 

③佐賀牛三昧 ステーキ＆すき焼き弁当 1,860円 佐賀県／佐世保線 武雄温泉駅  13,754個 

④牛肉どまん中 1,150円 山形県／奥羽本線 米沢駅 13,234個 

⑤氏家かきめし 1,080円 北海道／根室本線 厚岸駅 12,390個 

⑥鹿児島黒豚・黒牛 贅沢肉めし重 1,150円 鹿児島県／九州新幹線 出水駅 12,017個 

⑦たらば三昧弁当 1,380円 北海道／根室本線 釧路駅 11,249個 

⑧抹茶ひつまぶし日本一弁当（＊） 1,340円 愛知県／東海道新幹線 名古屋駅 10,782個 

⑨炙りあなごめし 1,300円 広島県／山陽本線 広島駅  10,704個 

⑩うに弁当 1,470円 岩手県／三陸鉄道 久慈駅    9,380個 

 

※駅弁大会では、会場内での「実演販売」約 30種類と、現地からさまざまな輸送手段を使って入荷する「輸送

駅弁」をあわせて 300種類以上の駅弁を販売。準備数が異なるため、販売個数の順位は「実演販売」のみ。 

※いかめしは、'66年（第 1回）、'69年（第 4回）、'70年（第 5回）大会を除き、'15年（第 50回大会）まで 45

回大会連続 1位（通算 47回） 

＊抹茶ひつまぶし日本一弁当の販売個数は、各日 300食限定の特製どんぶり付き（1,680円）の販売分と、通常

容器での販売分を合算したものです。 

 

☆第 51回大会では、「佐賀牛三昧 ステーキ＆すき焼き弁当」「鹿児島黒豚・黒牛 贅沢肉めし重」「抹茶ひつまぶ

し日本一弁当」の出品はありません。また、「峠の釜めし」は輸送販売になります。ランキングを使用される場

合はご注意ください。 

 

 


