
 

2016年 12月 

 

想い出の味、ふるさとの味 第 52回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会                       

2017年 1月 12日（木）～24日（火） 京王百貨店新宿店 7階大催場 

営業時間：10時～20時 ＜18日（水）は 17時、最終日 24日（火）は 18時閉場＞ 

お客様のお問い合わせ先： 03－3342－2111（大代表） 

 

■人気の「対決シリーズ」が 4本立て！第 52回大会の概要 

◇「対決シリーズ」①：平成 29年“にくの年”にちなんで、新旧の肉駅弁に注目する「牛肉駅弁 頂上対決」！ 

◇「対決シリーズ」②：「金」にまつわる海鮮駅弁をピックアップする「海の幸 黄金の弁当対決」！ 

◇「対決シリーズ」③：人気の容器付き駅弁から、実演初登場をクローズアップ「海鮮陶器駅弁対決」！ 

◇「対決シリーズ」④：第 40回（2005年）大会の人気企画が 12年ぶりに再対決する「トントン対決」！ 

◇実演初登場の駅弁：お客様アンケートで要望の多かった駅弁や、網走の老舗調製元の新作が登場！ 

◇熊本県応援企画：47年間立ち売りを続けてきた「人吉駅の顔」が駅弁大会に来場！ 

◇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 12日（木）～24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の開催を重ね、

52 年間続くロングヒット催事となりました。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 51回大会（2016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、44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 経営企画室 広報 TEL03-5354-2855  柴井、安藤、深山、進藤 まで 
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〔第 52回大会特集〕①  対決シリーズ 第 28弾  

■「牛肉駅弁 頂上対決」 

平成 29年（に・く）にちなんで、第 35回大会（2000年）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、今や駅弁界の横綱ともいえる「牛肉どまん中」の調製元・新杵屋をはじめ、新

旧の肉系駅弁をクローズアップします。 

※「対決シリーズ」とは・・・ 

第 33回大会（1998年）から実施している、日本全国から駅弁が集まる当大会ならではの人気企画。同種の素材や類

似したイメージの食材の食べ比べを楽しんでいただくことで、日本各地の風土や食文化の特徴やこだわりに触れていただこ

うという企画です。 

＜駅弁大会で安定した人気を誇り、進化する肉系駅弁＞ 

・山形県 奥羽本線 米沢駅「三味
さ ん み

牛肉どまん中」1,350円 

第 35 回大会（2000 年）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新杵屋の「牛肉どまん中」が進化。定番の特製ダレ（しょ

うゆベース）に、しお味、みそ味と 1 度に 3 種類の味の牛肉を楽しむことが

できる新作として前回大会で登場し、販売個数は肉系駅弁のトップ（全体でも

「いかめし」に次いで 2位）。各日 1,200食販売予定。  

・岐阜県 高山本線 高山駅「飛騨牛ローストビーフ使用 牛しぐれ寿司」1,500円 

飛騨牛ローストビーフと国産和牛のしぐれ煮、2つの味が楽しめるところが

人気の肉系駅弁のロングセラーで、調製元の金亀館
きんきかん

は第 32回大会（1997年）

から連続して実演販売に出店している老舗。しぐれ煮は丹念に煮込んでいる

ため柔らかく、薄めの甘辛味。ローストビーフは従来よりも柔らかく、ジュー

シーに仕上がるよう作り方を改良。肉汁とともに旨味が閉じ込められ、わさび

醤油をかけて食べると味が締まります。各日 1,000食販売予定。 

 

＜初登場の新作駅弁＞ 

・北海道 北海道新幹線 新函館北斗駅「肉敷きローストビーフ弁当」1,480円 

今年 3月の北海道新幹線開業とともに駅構内に登場した、BENTO CAFÉ 

4 1
ヨンイチ

°GARDENが手掛ける駅弁。道産牛の焼き肉をご飯の上にたっぷりと

敷き詰め、さらにその上には柔らかくジューシーに焼き上げたローストビ

ーフものせたボリューム感のある新作です。肉やお米だけでなく、付け合

わせまですべて北海道産の食材を使っています。各日 1,200食販売予定。   

・佐賀県 佐世保線 武雄温泉駅「佐賀牛ロースステーキ＆カルビ弁当」1,998円 

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。その佐賀牛を使った駅弁で「九州駅弁グランプリ」3連

覇の実績を持つ調製元・カイロ堂の新作駅弁は、さっぱりとした味わいのロー

スステーキと、自家製ダレで焼き上げている焼き肉の王道・カルビを贅沢に盛

り付けました。各日 1,000食販売予定。  

・島根県 山陰本線 松江駅「島根牛すき焼き煮切り丼」1,200円  

創業 117 年の歴史を持つ調製元・一文字家の新作。品名にある「煮切り」

とは、醤油や砂糖などを水気が少なくなるまで煮詰め、食材に旨みを閉じ込め

る製法のこと。メイン食材である島根牛だけでなく、煮切り汁に使われている

すっぽん、料理酒や醤油、はちみつまで、地元産にこだわって厳選した食材を

使用した駅弁です。各日 1,200食販売予定。  

なお、当大会の特設サイト（12 月下旬公開予定）では、29 の都道府県から集う「29 の肉駅弁リスト」

（上記 5つの駅弁を含む）をダウンロードしていただけます。 

新作 

新作 

新作 

リニューアル 
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〔第 52回大会特集〕②  対決シリーズ 第 29弾  

■「海の幸 黄金の弁当対決」 

駅弁の定番であり、幅広い世代に人気の海鮮駅弁から、容器が金色、金箔付きなど「金」にまつわる華

やかな駅弁をピックアップ。それぞれの地域で“金メダル”級の名産品となるようにと作り手の思いがこ

もる自信作をご紹介。 

・福井県 北陸本線 福井駅「黄金のウニ・かに合戦」1,500円 

「越前かにめし」でおなじみ、福井を代表する老舗調製元である番匠本店の

新作。塩ウニと一緒に炊かれたご飯に、紅ズワイガニとズワイガニのカニ身、

蒸しウニを盛り付け、さらにイクラも散りばめられた贅沢な仕上がりです。カ

ニの形をした金色の容器に、金箔の小袋付き。各日 900食販売予定。 

 

・京都府 東海道新幹線 京都駅「黄金のはもめし」1,500円 

前回大会で実演販売初出店の立鮮調進なかがわは、3代に渡って料亭を運営

してきた調製元。駅弁には珍しいですが、京料理ではおなじみの高級食材・ハ

モは淡白な味わいが特徴で、下にはその味を引き立たせる特製タレで炊いた

ご飯が入っています。調製元と同じ京都で創業以来 300 年以上の歴史を重ね

てきた、「堀金箔粉」の食用金箔付き。各日 600食販売予定。  

・兵庫県 山陽本線 西明石駅「金色のひっぱりだこ飯」1,280円 

たこ壷型の容器と、器いっぱいに詰まった食材が人気の「ひっぱりだこ飯」

は、神戸の調製元・淡路屋の看板駅弁。1998年の販売開始から累計生産 1,000

万個を記念して、金色の容器入りの新作として大会に登場。明石ダコの旨煮や

アナゴしぐれ煮、食べ進むと現れるたこ天といった従来の食材に加えて、金を

イメージした栗をトッピングしています。各日 1,000食販売予定。  

・兵庫県 山陽本線 姫路駅「黄金の穴子一本寿司」1,680円 

アナゴを使った駅弁に定評のある、まねき食品が手掛ける新作。肉厚のアナ

ゴを特製のタレで煮た後、さらに風味を出すために炙って香ばしく仕上げ、ア

ナゴの上には金粉をあしらっています。アクセントとして、酢飯とアナゴの間

には刻みシイタケと山椒の実入り。各日 800食販売予定。 

 

 

 

 

〔第 52回大会特集〕③  対決シリーズ 第 30弾  

■「海鮮陶器駅弁対決」 

食べ終わった後でも旅の思い出を残しておけると人気の容器付き駅弁は、駅弁人気を支える大きな要素

の一つ。当社の駅弁大会でも好評の容器付き駅弁の中から、今大会で実演販売初登場となる駅弁に注目し

ます。 

・北海道 宗谷本線 稚内駅「うに御膳」1,350円 

日本最北・稚内駅の調製元・稚内駅立売が手掛ける「うに壷」は、当社で

は輸送駅弁として販売してきた人気駅弁。他のウニを使った駅弁との差別化

を図るため、壷に入れたのが特徴の 1つです。今回は、そのうに壷をベース

に開発された新作を実演販売。味噌・塩・醤油に味付けされた 3種のウニが

別添えになっていて、さらに、食材本来の味が楽しめる塩漬けのウニも付い  

て、さまざまな味のウニを存分に味わうことができます。各日 800食販売予定。 

 

 

新作 

新作 

新作 

新作 

新作 
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・山梨県 中央本線 小淵沢駅「元気鮑（げんきかい）」1,580円 

当社駅弁大会では「甲州カツサンド」が人気の調製元・丸政が対決シリーズ

に初登場。1985年から販売する同社の看板駅弁「元気甲斐」の名前を模した

新作です。鮑やつぶ貝、にし貝を小さくカットし炊き上げたご飯の上には、山

梨名物の鮑の煮貝といくら醤油付け、ニンジン、しいたけ、山菜、錦糸卵、ダ

イコンのさくら漬けを盛り付けました。容器の形は、その昔鮑を馬の背に乗せ

て運ぶ際に使った樽をイメージ。各日 700食販売予定。 

 

 

〔第 52回大会特集〕④  対決シリーズ 第 31弾  

■「トントン対決」 

第 40回大会（2005年）に登場した、豚肉を使った駅弁の「トントン対決」が 12年ぶりに再対決。再戦

に向け準備した鹿児島黒豚を使った新作駅弁で、1大会あたりの実演販売売上個数で「いかめし」「牛肉ど

まん中」に次ぐ記録（第 40回大会で 22,901個販売、7ページ参照）を有する「摩周の豚丼」に挑みます。 

・北海道 釧網本線 摩周駅「摩周の豚丼ミックス」1,280円 

摩周駅前で 6人での家族経営をする調製元・ぽっぽ亭が、11年ぶりに実演

販売で登場。前回登場時は醤油ベースの甘辛ダレに絡めた北海道産ロース肉

をたっぷりのせた豚丼でしたが、今回の出店にあわせ、甘辛味噌とボイルした

ウニを混ぜたタレに絡めて焼いた北海道産豚バラ肉も盛り付け、1折でダブル

の味が楽しめる豚丼にしました。各日 500食販売予定。  

・鹿児島県 九州新幹線 出水駅「かごんま黒豚角煮と味噌焼き弁当」1,150円 

第 40回大会以降、豚肉を使った駅弁では今や当社駅弁大会に欠かせない存

在の老舗調製元・松栄軒。今回の対決に向けて開発した新作は、地元産のしょ

うゆと焼酎で作った秘伝ダレに 2 日間漬け込み、さらに 3 時間煮込んだ鹿児

島県産黒豚バラ肉の角煮と、地元の赤麦味噌をベースにしたタレに 1 日漬け

込んで焼いた同県産黒豚モモ肉をのせた駅弁。各日 800食販売予定。  

 

〔その他〕  

■実演初出店の駅弁 

・茨城県 水郡線 常陸大子駅「玉屋の奥久慈しゃも弁当」1,000円 ※1週目のみ 

駅弁大会のお客様アンケートで毎年要望の声が多い名駅弁が、ついに初登

場。この駅弁を求めるためだけに常陸大子駅へ来る人もいるという、知る人

ぞ知る人気駅弁です。3姉妹で営む玉屋旅館が実演で初出店。 

奥久慈しゃもは全国地鶏味品評会で 1位に輝いたこともあるブランド鶏。

低脂肪でかみごたえのあるしゃもをタレで煮込んでスライスし、モモと胸肉   

をそれぞれ 3枚白米の上に盛り付け。手作業で仕込むふぞろいなささがきごぼうのシャキシャキとした食 

感と、市場にはあまり出回らない奥久慈しゃもの卵で作ったいり卵の濃厚な味が、肉の旨味を一層引き立 

てます。添え物のきゃらぶきまで手作りにこだわった、素朴な逸品です。各日 700食販売予定。 

・北海道 釧網本線 網走駅「いくら数の子弁当」980円 ※2週目のみ 

昭和初期から網走駅構内で駅弁販売を手掛ける老舗調製元・モリヤ商店

が、都内初登場。昨年 9月に発売したヒット商品で初参戦します。道産米の

茶飯の上半分にいくらの醤油漬け、もう半分は数の子 1本とほぐした数の子

という豪快なお弁当。数の子はかつお出汁で味付けしています。2種の魚卵

を大胆に配した駅弁は、駅弁にはあまりない数の子を使っていることもあっ

て一躍ヒット商品となりました。各日 700食販売予定。 

  

新作 

新作 

新作 
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■注目の駅弁 

・岩手県 三陸鉄道 久慈駅「磯の宝弁当」1,750円 ※1週目のみ 

「幻の駅弁」といわれる「うに弁当」の三陸リアス亭が再登場。女将の工藤

クニエさんが「久慈のお母さん」として駅弁ファンから親しまれ、ご夫婦で営

まれている三陸リアス亭の実演は 50回大会で初めて実現し、多くのファンに

喜ばれました。今回は、「うに弁当」にいくらとアワビを加えた新作で登場で

す。「うに弁当」と同じウニの汁と身とともに炊かれたご飯が食欲をそそりま

す。各日 700食販売予定。 

  

 

■熊本県応援企画 

今年 4 月の熊本地震で大きな被害を受けた熊本県。地元で愛されるお弁当を通して熊本を応援しようと

いう特別企画です。 

・熊本県 南阿蘇鉄道 立野駅「南鉄とり飯弁当」700円 ※輸送駅弁 

旧国鉄高森線を昭和 60 年に第三セクターが引き継いだ「南阿蘇鉄道」。今

年 4 月に発生した熊本地震で大きな被害を受け、立野駅から高森駅までの全

長約 17キロのうち現在運転しているのは 7月 31日に復旧した中松駅～高森

駅間の約 7 キロと、いまだ復旧の途上です。その南阿蘇鉄道の観光用トロッ

コ列車（もともと冬季は運休）にて販売されていた「南鉄とり飯弁当」が輸送  

で大会に初登場です。立野駅発のトロッコ列車で予約販売していた駅弁ですが、現在立野駅から中松駅ま 

では運休中のため、震災以降販売されていません。今回は、復旧への旗印として調製元・ヒライのご尽力 

の下、特別に個数限定での出品が実現しました。 

九州産ハーブ鶏のモモ肉を照り焼きにし、錦糸卵を敷いたご飯の上に豪快に載せました。鶏のそぼろ煮 

と阿蘇名物高菜も添えられ、ご飯の進む一折です。付け合わせは、県産大根なますと田舎風筑前煮。この 

駅弁はかつての調製元が廃業して危機を迎えましたが、7年前に南阿蘇鉄道とヒライが協力して駅弁を存 

続させました。南阿蘇鉄道唯一の駅弁として、大切に受け継がれてきた一品です。 

 

＜立ち売りを続けて約半世紀の菖蒲豊實さんが登場＞ 

かつては駅の風物詩であった駅弁の立ち売りも、今では数えるほど

の駅でしか行われていません。昭和 44年から立ち売り一筋 47年、最

近では SNS などで取り上げられ、海外からも観光客が訪れるという

“人吉駅の顔”菖蒲
しょうぶ

豊
とよ

實
み

さん（73歳）が、駅弁大会へ初来場します。

現地から輸送駅弁として届く「栗めし」「鮎ずし」を、会期中の 2日間

限定［21日（土）、22日（日）］※で現地と同様の立ち売りスタイルで

直接販売を行います。  

※駅弁自体は通期の販売。販売予定時刻は各日 14時ごろ 

 

 

・熊本県 肥薩線 人吉駅「栗めし」1,100円 ※輸送駅弁 

昭和 40年に登場した九州の有名駅弁の一つ。栗の産地であった人吉ならで

はの、栗をかたどったお弁当箱が特徴です。醤油味の炊き込みご飯の上にかん

ぴょうと、ごろりと大きな熊本県産栗の甘露煮をのせた栗めしに、手作りの甘

めのだし巻き卵のほか、レンコン、ちくわ、高野豆腐などの煮ものが添えられ

ています。米や卵は地元人吉産のものを使い、ほとんどを手作業で丁寧に作っ

たお弁当です。 

 

 

 

新作 
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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〕  

 

■2016年「第 51回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」の概況  

・2015年 1月 7日（木）～19日（火）［13日間］の売上高：6億 13百万円  

・販売した駅弁の数：約 29万 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（10日）：約 9万 8千人 

※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 

 

◇2016年（第 51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               25,688個 

②三味牛肉どまん中 

 牛肉どまん中（＊） 

1,300円 

1,150円 
山形県／奥羽本線 米沢駅 19,129個 

③のどぐろと香箱蟹弁当 1,600円 石川県／北陸新幹線線 金沢駅 12,717個 

④氏家かきめし 1,080円 北海道／根室本線 厚岸駅 10,785個 

⑤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 佐賀県／佐世保線 武雄温泉駅 10,076個 

⑥黄金のかにめし ◆ 1,500円 福井県／北陸本線 福井駅 10,035個 

⑦北さつま牛・鹿児島黒豚 贅沢すき焼き重 ◆ 1,280円 鹿児島県／九州新幹線 出水駅 8,384個 

⑧大玉ほたてと大漁ウニ弁当 ◆ 1,780円 北海道／北海道新幹線 新函館北斗駅 8,183個 

⑨神戸名物ステーキ＆しゃぶしゃぶ弁当 ◆ 1,200円 兵庫県／山陽新幹線 新神戸駅  8,141個 

⑩炙りあなごめし 1,400円 広島県／山陽本線 広島駅   8,052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。 

＊三味牛肉どまん中／牛肉どまん中の販売個数は、2種の販売数量を合算したものです。 

 

☆第 52回大会では、◆印の「佐賀牛サーロインステーキ＆赤身ローストビーフ弁当」「黄金のかにめし」「北さ 

つま牛・鹿児島黒豚 贅沢すき焼き重」「大玉ほたてと大漁ウニ弁当」「神戸名物ステーキ＆しゃぶしゃぶ弁当」 

の出品はありません。また、「のどぐろと香箱蟹弁当」「炙りあなごめし」は内容を一部リニューアルし出品し 

ます。ランキングを使用される場合はご注意ください。 
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■駅弁別 主な「実演販売」駅弁の歴代最多販売個数 

販売個数ベスト 10の記録が残る 1994年（第 29回）大会以降のデータを基に作成しています。 

※駅弁の名称は出品当時のものです 

品名 駅名 最多販売個数 記録した年 

いかめし ★ 北海道／函館本線 森駅 70,723個 2004年（第 39回） 

摩周の豚丼 北海道／釧網本線 摩周駅 22,901個 2005年（第 40回） 

食べ比べ四大かにめし 北海道／宗谷本線 稚内駅 22,770個 2013年（第 48回） 

たらば寿し 北海道／根室本線 釧路駅 22,488個 2006年（第 41回） 

氏家かきめし ★ 北海道／根室本線 厚岸駅 18,504個 2009年（第 44回） 

浜焼きホタテ海鮮ひつまぶし 青森県／東北新幹線 新青森駅 19,515個 2011年（第 46回） 

鶏めし弁当 ★ 秋田県／奥羽本線 大館駅 16,630個 2002年（第 37回） 

いちご弁当 岩手県／山田線 宮古駅 20,215個 1994年（第 29回） 

牛肉どまん中 ★ 山形県／奥羽本線 米沢駅 26,825個 2010年（第 45回） 

峠の釜めし ★ 群馬県／信越本線 横川駅 21,338個 2015年（第 50回） 

甲州かつサンド ★ 山梨県／中央本線 小淵沢駅 21,822個 2009年（第 44回） 

飛騨牛しぐれ寿司 岐阜県／高山本線 高山駅 16,430個 2009年（第 44回） 

ひっぱりだこ飯 兵庫県／山陽本線 西明石駅 14,995個 2009年（第 44回） 

瀬戸の牡蠣めし 広島県／山陽本線 広島駅 19,360個 2003年（第 38回） 

島根牛みそ玉丼 ★ 島根県／山陰本線 松江駅 18,892個 2012年（第 47回） 

かしわめし 鹿児島県／鹿児島本線 小倉駅 18,543個 2002年（第 37回） 

※青文字は肉系駅弁、★印は第 52回大会でも出品される駅弁 

 

【写真左】「いかめし」は、1966年（第 1回）、1969年（第 4回）、1970年（第 5回）大会を除き、2016年（第 

51回）大会まで 46回連続 1位（通算 48回） 

【写真右】「牛肉どまん中」は、2007年（第 42回）から 2011年（第 46回）まで、5年連続で 23,000個以上を 

販売 

 

 

 

 


