2017 年 12 月 26 日

想い出の味、ふるさとの味

第 53 回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会
2018 年 1 月 10 日（水）～23 日（火）
京王百貨店新宿店 7 階大催場
営業時間：10 時～20 時 ＜17 日（水）は 17 時、最終日 23 日（火）は 18 時閉場＞

■大会史上初の３店舗合同企画も！第 53 回大会の概要
◇「対決シリーズ」①：百貨店駅弁催事の 3 大大会とも呼ばれる京王（東京）・阪神（大阪）・鶴屋（熊本）
による初の「人気駅弁大会 3 店舗合同企画 新作『牛肉』駅弁対決」！
◇「対決シリーズ」②：人気の海鮮「ウニ」が主役。各地の郷土色あふれる「人気の海鮮 ウニ対決」！
◇「対決シリーズ」③：意外となかった「焼き」海鮮駅弁をピックアップする「海の幸 焼き対決」！
◇実演初登場の駅弁：｢地元駅弁の活性化｣がキーワード！水戸をはじめ地元を背負う「実演販売初登場店舗」
◇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）
。今年は例年よりプラス 1 日の 1 月 10 日（水）
～23 日（火）の 14 日間、新宿店 7 階大催場にて開催。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。
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、53 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

前回の第 52 回大会（2017 年 1 月）の様子

いずれにおいてもナンバーワンを誇るイベントです。
報道関係のお問合せは、㈱京王百貨店 経営企画室 広報担当 TEL：03－5354－2855
深山、竹田、柴井、永井、進藤 までお願いいたします。
◆お客様の問い合わせ先：03－3342－2111（大代表）

※「対決シリーズ」とは・・・
第 33 回大会（1998 年）から実施の、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
イメージの食材を食べ比べていただくことで、各地の風土や食文化の特徴・こだわりに触れていただこうという企画です。

〔第 53 回大会特集〕①

対決シリーズ 第 32 弾

■大会史上初の大型企画「人気駅弁大会 3 店舗合同企画 新作『牛肉』駅弁対決」
さんだい

駅弁大会を開催する百貨店の中で規模の大きさから 3 大大会と呼ばれる、京王（東京）
・阪神（大阪）
・
鶴屋（熊本）が初競演。バイヤーが各地域の調製元とタッグを組み開発した新作駅弁を目玉企画とします。
期間は、1 月から 2 月に連続して行なわれる 3 大会の計 5 週間！大会をまたぐ企画は業界初。結果は大会
ごとに集計・発表を行い、総集計を鶴屋百貨店の会期終了後に行います。
●なぜ 3 社が手を組むの？
交通網の発達で乗車時間が短縮され「車内で食べる駅弁ニーズ」は減少、駅弁製造業者（以
下、調製元）に進む M&A の波…、駅弁業界の経営環境は厳しさを増しています。業界の活性化と
さんだい

ともに駅弁大会担当者として、業界のために新しい取り組みをしたいという思いから、 3 大大会の初
競演となりました。

●なぜ「牛肉」？
長らく海鮮が主流でしたが、ここ数年で肉系駅弁が台頭。当社 16 年大会では海鮮系の売上 100
に対し肉系は 70、前回 17 年大会では海鮮 100：肉系 98 と、肉薄！実演売上個数トップ 3*のうち
2 つが牛肉駅弁でした。

①

*巻末資料参照

②

③

容器の大きさ・価格 1500 円は統一！
①京王百貨店監修：山形県/奥羽本線 米沢駅「米沢牛 伝統の百年焼肉弁当」＜各日 1,200 食販売予定＞
118 年の歴史を持つ調製元・松川弁当店が、味噌醸造元「平山孫兵衛商店」
（創業 141 年）と、日本酒・
がざんりゅう

雅山流などで知られる蔵元「新藤酒造店」
（創業 147 年）の米沢で創業 100 年超の老舗に依頼して実現。
味噌と酒粕を独自に調合した味噌粕に米沢牛を漬け込み、柔らかく仕上げた焼肉と、醤油ベースのたれに
隠し味で味噌と酒粕を加えコクを出した牛肉のすき焼き風を盛り付け。お米は山形県産はえぬき使用。
調製元の松川弁当店は、なんと、京王・阪神・鶴屋とも実演での登場は今回が初！「駅弁は本来、地産
地消のもの。米沢牛を使い、さらに調味料も米も地元産にこだわった駅弁で、米沢のＰＲがしたい」
（社長・
林 真人さん）と、社長自ら実演販売に挑みます。
②阪神梅田本店監修：兵庫県/東海道本線 神戸駅「酒乃蔵 牛肉弁当」＜各日 1,000 食販売予定＞
阪神梅田本店と、調製元の淡路屋（神戸）がある「阪神間」と呼ばれる地域は、酒造りの名所。地域の
名物である「日本酒」をメインに、近年注目の発酵食品にスポットを当てた駅弁をと作った自信作。蔵元
「神戸酒心館」の銘酒「福寿」の酒粕を使用し、酒粕で味を整えた国産牛すき焼きと、酒粕を使ったわさ
び漬けを添えて食べる国産牛ステーキを盛り合わせた弁当です。容器も酒桝をイメージしています。ご飯
は素材の旨みが引き立つようにとやや薄味にした醤油めし。
淡路屋は、当社駅弁大会ベスト 10 の常連。
「今回の企画は自分たちだけの戦いじゃない。駅弁業界の活
性化につながる大きな試みです」
（取締役 柳本雄基 さん）と熱い想いを持って登場します。
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③鶴屋百貨店監修：鹿児島県/九州新幹線 出水駅
「熊本あか牛と鹿児島黒毛和牛の牛肉めし」＜各日 1,000 食販売予定＞
余分な脂身の少ない甘みのある肉質の熊本あか牛と、今年の和牛能力共進会で日本一の評価を受けた鹿
児島黒毛和牛を使った駅弁。甘めの鹿児島県産醤油と鹿児島地酒「高砂の峰」を使った甘辛いタレの黒毛
和牛すき焼きに、備長炭で焼き上げたあか牛は、熊本地酒「赤酒」配合の特製醤油たれとわさびを添えて。
熊本の鶴屋、鹿児島の松栄軒、それぞれの地域愛あふれる駅弁です。
鉄板でじゅうじゅうと肉を焼く実演スタイルを早くに確立したのが、
この松栄軒。
「今回は
『九州の代表』
。
いつもと違う大きなプレッシャーもありますが、
おもしろい新企画に闘志がみなぎります」
（社長 松山 幸
右さん）

〔第 53 回大会特集〕②

対決シリーズ 第 33 弾

■「人気の海鮮 ウニ対決」
いまや国外からも熱い視線を受け、人気急騰中の「ウニ」
。ウニの人気駅弁を作る調整元が新たに手掛け
る 3 つの新作駅駅弁の対決です。
①

③

②

①北海道/函館本線小樽駅「まるごと雲丹と本ずわいのっけめし」1,480 円＜各日 800 食販売予定＞
港町・小樽で海鮮駅弁を長く手掛けてきた老舗調製元・小樽駅構内立売商会が作る新作。これまで長く
定番駅弁で勝負してきましたが 2 年前から積極的に新作に挑戦。おぼろ昆布と塩昆布を敷いた酢飯に、秘
伝の出汁でじっくりと煮込んだウニを一面に敷き詰め、さらに本ずわい蟹の棒肉と爪肉をのせました。箸
休めの「数の子山海漬け」はわさび粕漬けのことで、北海道の珍味です。
②岩手県/東北本線一ノ関駅「香ばし海苔とうにごはん」1,100 円＜各日 800 食販売予定＞
「殻につつまれたうに」をイメージし、香ばしい焼き海苔で蒸しウニを囲むように盛り付けました。蒸
しウニはミネラル豊富な海水塩を使用して炊いたぷりぷりの食感。ご飯は、すき昆布とウニを炊き合わせ
た磯ごはん。ほぐし玉子に三陸産のイクラ、茎ワカメを散らしたお弁当は、女将が切り盛りする斎藤松月
堂ならではのバランスのとれた味わいです。
③福島県/常磐線いわき駅「うに貝焼き食べくらべ弁当」1,380 円＜各日 800 食販売予定＞
小名浜港を望む、商業施設「小名浜美食ホテル」
（2008 年オープン）
。地元の駅弁が絶えて久しい「いわ
き駅」に駅弁の復活をと、2015 年駅弁業界に参入しました。当社大会の参戦は今回が初。
震災以前はウニ漁も行われており、ウニは小名浜にとってなじみ深い食材。酢飯の上に、いわき名物「う
にの貝焼き」*と蒸しウニ、国産イクラを敷き詰めた駅弁です。
＊うにの貝焼きとは？：ホッキ貝の貝殻にウニを盛りつけ蒸し焼きにしたもの。ウニの旨みが凝縮されつつも、あっさりとした味わ
い。中元歳暮にも使われている、郷土料理です。

3
京王百貨店

〔第 53 回大会特集〕③

対決シリーズ 第 34 弾

■「海の幸 焼き対決」
これまでの対決企画になかった「調理方法」をテーマにした対決。素材のうまみを引き出し、会場に香
ばしい香りが充満する「焼き」は、実演でのパフォーマンス力の強い調理方法。じゅうじゅうと音をたて
る肉系駅弁の実演の強さは、近年の肉系駅弁の売上伸長率に如実に表れており、これを海鮮でやってはど
うかとバイヤーが考案しました。
①

②

①福井県/北陸本線 福井駅「焼きかにめし」1,380 円＜各日 900 食販売予定＞
人気駅弁「越前かにめし」を手掛ける老舗調製元・番匠本店が、焼きにフォーカスした新作駅弁を考案。
カニの出汁で炊いたご飯に紅ズワイガニのほぐし身を敷き、香ばしく焼いたズワイガニの肩肉と棒肉、紅
ズワイガニの爪肉を盛付けています。焼くことで甘みを増したカニの風味を堪能できる駅弁です。
「番匠」
とは、代々、福井藩の大工棟梁を務めたことから付いた屋号です。
②広島県/山陽本線 広島駅「焼き夫婦あなごめし」1,300 円＜各日 1,200 食販売予定＞
広島駅での駅弁販売を始めて 100 余年、煮穴子が二本乗った「夫婦あなごめし」に定評のある調製元・
広島駅弁当は今回、新作「焼き夫婦あなごめし」の実演で出店します。出汁で煮て下味をつけてから丁寧
に焼き上げ、甘みのあるタレをからめた 2 本の穴子を並べました。穴子の出汁で炊いたご飯はもち米入り
で、冷めても美味しく柔らかくなっています。

〔その他〕

■実演初登場駅弁
百貨店の駅弁大会は注目が集まりますが、駅売りの駅弁は厳しい状況に置かれています。撤退や廃業に
追い込まれ「地元駅弁の消失」という事態も少なくありません。こうした苦しい状況の中、
「地元の駅弁復
活」を成し遂げた調製元が実演初登場します。
●茨城県/常磐線 水戸駅
「常陸牛山椒風味カルビ弁当」（記念丼付き）1,500 円＜各日 300 食販売予定＞
相次ぐ駅弁調製元の撤退や廃業で、
2010 年に地元の駅弁が消失した水戸駅。
地元駅弁の復活をかけ 2011 年に販売開始した「牛べん」が人気のしまだフー
ズから、常陸牛のカルビが主役の新作駅弁が登場。山椒と、水戸の酒造メー
カー・明利酒類の「百年梅酒」を使用したタレに漬けて焼き上げ、常陸牛の
旨味と山椒の風味、梅酒の香りが際立つ駅弁です。しっかり味のついた肉を、
茨城県産コシヒカリの白飯と付け合わせの青梅の甘露煮、根菜のマリネが引
き立てます。
「特製どんぶり企画」として、2018 年の干支「戌」の文字や「釜」
などの絵柄をあしらった第 53 回記念丼で提供します。

※各日予定数終了後は、
折箱（1,400 円）で販売
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る も い

る も い

●北海道/留萌本線 留萌駅
「にしんおやこ弁当」890 円＜各日 700 食販売予定＞
廃線寸前といわれる留萌本線の終点・留萌駅構内にある立ち食い蕎麦店が予
約でのみ販売する幻の駅弁が初登場。現地の人気メニュー「にしんそば」に
盛り付けるニシンの調理ノウハウで仕込み、柔らかく煮込んだ身欠きニシン
と大ぶりの数の子を二切れずつのせたボリューム満点の弁当です。ニシンの
味付けがしっかりとしている分、数の子は白醤油をベースの出汁で素材本来
の味を生かした味付け。ご飯は、蕎麦のタレをあわせて炊いたもの。ニシン
の産地として名高い留萌の蕎麦店ならではの駅弁です。
＜「にしんおやこ弁当」誕生の裏話＞
第 39 回大会（2004 年）の「親子対決」企画で、当時の担当者が旭川駅・釧路駅などの駅弁をとりまとめる大手調製元・
旭川駅立売商会に、ニシンとカズノコの新作駅弁をオファーしたことがきっかけでした。同社が「ニシンといえば留萌」と、駅構
内の蕎麦店に声をかけ共同開発し、当時は惜しくも大会への出店はかなわなかったものの現地での販売を開始。本大会で
は、少ない現地スタッフのみでの出店が難しかったため、再び旭川駅立売商会のサポートの下、14 年越しで初登場します。

■駅弁以外にも！全国の「うまいもの」が充実
◆1 週目：1 月 10 日（水）～17 日（水） 8 日間

◆2 週目：1 月 18 日（木）～23 日（水） 6 日間

2 週間の会期中に約 70 店が集う、全国各地のグルメ・スイーツも見逃せません。百貨店物産展で最大規
模の売上を誇るこの大会には、全国でも数店舗にしか出店しない「赤福茶屋」をはじめ、
「杉山フルーツ」
（静岡・10～12 日）
「福田パン」
（岩手・2 週目）
「玉出木村家」
（大阪・2 週目）など超行列店舗が一堂に。
「551 蓬莱」
（大阪・1 週目）は、昨年の大会で、同社の物産展売上最高額を記録しています。
●岐阜県 養老軒「ふるーつ大福」（1 個）280 円

※1 週目のみ

創業から 80 年以上の老舗和菓子店。1993 年に誕生した和洋折衷スイーツ
「ふるーつ大福」は同社の看板商品。特長である、ふわふわのマシュマロの
ような食感の餅は、国産の餅粉 100％使用。北海道・十勝産の小豆使用の自
家製餡、ホイップクリーム、イチゴ・バナナ・栗など大きめの季節の素材を
職人技で包んでいます。和菓子派、洋菓子派のどちらにもおすすめの、手土
産に喜ばれる一品です。
●三重県 赤福茶屋「お召し上がり用赤福 2 個（番茶つき）」210 円
1707 年に創業し、三重・伊勢市に本店を構える老舗「赤福」
。300 年の歴
史を持つ赤福餅は、伊勢神宮神域を流れる五十鈴川のせせらぎを模したこし
餡を、国産もち米 100％使用の餅にのせた銘菓。本大会では、全国でも限ら
れた百貨店催事のみの展開となる「茶屋形式」での出店。番茶つきで気軽に
伝統の和菓子を味わえる、隠れた目玉店舗です。

①

②

①静岡県/杉山フルーツ

③

フルーツゼリー各種（1 個）370 円から
②大阪府/551 蓬莱
豚まん（6 個入）1,020 円ほか
③岩手県/福田パン
あん・バター入りサンド（１個）159 円ほか
※10・11・12 日の 3 日間限定

※1 週目のみ

※2 週目のみ
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〔参考資料：「第 52 回元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」実績〕
・2017 年 1 月 12 日（木）～24 日（火） ［13 日間］の売上高：6 億円
・販売した駅弁の数：約 28 万個
・大会期間中の新宿店入店客数、最高は 1 週目の土曜日（14 日）
：約 9 万人
※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

◇2017 年（第 52 回）大会「実演販売」駅弁の販売個数ベスト１０ ※価格・名称等は大会開催時のものです
①いかめし
②三味牛肉どまん中
牛肉どまん中（＊）

650 円
1,350 円
1,250 円

北海道／函館本線 森駅

26,127 個

山形県／奥羽本線 米沢駅

22,116 個

③佐賀牛ロースステーキ&カルビ弁当◆

1,998 円

佐賀県／佐世保線 武雄温泉駅

13,591 個

④金色のひっぱりだこ飯 ◆

1,280 円

兵庫県／山陽本線 西明石駅

10,566 個

⑤氏家かきめし

1,980 円

北海道／根室本線 厚岸駅

10,419 個

⑥島根牛すき焼き煮切り丼 ◆

1,200 円

島根県／山陰本線 松江駅

8,373 個

⑦ 飛騨牛ローストビーフ使用牛しぐれ寿司 ◆

1,500 円

岐阜県／高山本線 高山駅

7,575 個

⑧肉敷きローストビーフ弁当 ◆

1,480 円

北海道／北海道新幹線 新函館北斗駅

7,085 個

⑨かごんま黒豚角煮とみそ焼き弁当 ◆

1,200 円

鹿児島県／九州新幹線 出水駅

6,453 個

⑩黄金の穴子一本寿司 ◆

1,680 円

兵庫県／山陽本線 姫路駅

5,532 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 53 回大会では、◆印の駅弁の出品はありません。⑦の飛騨牛ローストビーフ使用牛しぐれ寿司はリニュー
アルして登場。
「三味牛肉どまん中」は 2 週目の登場です。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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