
静岡県 東海道本線/熱海駅
金目鯛炙り寿司……税込 1,050円

A-0

山形県 奥羽本線/米沢駅
牛肉どまん中………税込1,000円

B-3

埼玉県 秩父鉄道/熊谷駅
C58みそとん弁当……税込800円

A-0

群馬県/芳房堂
栗甘納糖初霜（260g）税込 2,100円他

D-3

栃木県/西洋料理 明治の館
チーズケーキ・ニルバーナ（小）税込 1,575円

C-5C-4

宮城県/味　屋 
ずんだ餅（4個入）………税込 420円 

七 
七 七 

長崎県 佐世保本線/佐世保駅
あごめし………………税込700円

到着予定時刻は午後2時頃 A-0

佐賀県 鹿児島本線/鳥栖駅
長崎街道焼麦弁当……税込 850円

到着予定時刻は午前11時頃 A-0

高知県 土讃線/高知駅
鯖の姿寿し…………税込1,260円

A-0到着予定時刻は午前11時頃

山口県 山陽本線/下関駅
ふく寿司………………税込830円

A-0到着予定時刻は午前11時頃

島根県 山陰本線/松江駅
大和しじみのもぐり寿し…税込 950円

A-0到着予定時刻は午前11時頃

鳥取県 山陰本線/米子駅
吾左衛門寿し（さば）…税込 1,774円

A-5

奈良県 和歌山線/吉野口駅
柿の葉すし（さば）……税込880円

A-0A-0

兵庫県 東海道本線/甲子園口駅
タイガース勝めし…税込1,000円

新潟県 磐越西線/新津駅
SLばんえつ物語弁当…税込900円

A-0

到着予定時刻は午前11時頃 D-1

東京都 東北新幹線/東京駅
深川めし………………税込830円

A-0

神奈川県 東海道本線/大船駅
鯵と小鯛の押寿し……税込 740円

A-0

千葉県/はせべ
新豆から付落花生（100g）税込 300円

B-1

青森県/熊谷食品
葉くるみ漬（3個入）……税込630円

D-4D-4

青森県/村上りんご園
りんごジュース（1本1R）…税込 630円

北海道/谷ふじ
函館夢物語（1折）…税込1,890円

A-3

C-5

福島県福島県/會津葵會津葵 
かすてあん会津葵かすてあん会津葵（5個箱入）個箱入）…税込税込 1,029円 
福島県/會津葵 
かすてあん会津葵（5個箱入）…税込 1,029円 

鹿児島県 鹿児島本線/川内駅
特上うなぎ弁当……税込1,300円

A-0

和歌山県 紀勢本線/紀伊勝浦駅
南紀くじら弁当……税込1,300円

A-0

和歌山県 紀勢本線/和歌山駅
小鯛雀寿し…………税込1,050円

A-0

兵庫県 山陽新幹線/相生駅
かきめし………………税込900円

A-0

京都府 山陰本線/亀岡駅
栗めし…………………税込900円

到着予定時刻は午後1時頃 A-0

大阪府 東海道新幹線/新大阪駅
鯛すし…………………税込820円

A-0

静岡県 東海道新幹線/三島駅
奥駿河の磯ちらし……税込680円

A-0

静岡県 東海道本線/沼津駅
港あじ鮨………………税込880円

A-0

三重県 紀勢本線/松阪駅
元祖特撰牛肉弁当…税込 1,260円

A-0

北海道 函館本線/札幌駅 
はろうきてぃ雪だるま弁当 
……………税込 900円 

兵庫県 福知山線/宝塚駅 
はろうきてぃ宝塚きら星弁当 
……………税込 900円 

岡山県 山陽本線/岡山駅 
お祭りハローキティ 
……………税込 900円 

キャラクター弁当 旅をより一層楽しくして くれる、可愛いお弁当たち。 
A-0

輸 送 

千歳空港/特選いくら石狩鮨 
…………………税込 1,360円 

羽田空港/みち子がお届け 
する若狭の浜焼き鯖寿司 
（6個入）…………税込 945円 

福岡空港/ 
いわし寿司 
……税込 1,050円 

空弁特集 注目の各地人気の空港弁当が京王に大集合！ A-0

中部国際空港/みそかつサンド 税込 600円 
伊丹空港/たこの押寿司……税込 700円 

新
登
場 

新
登
場 新登場 

輸 送 

岩手県/及川農園
手造り梅干（100g）……税込420円

D-3

神奈川県/横浜ロイヤルパークホテル
フォアグラDON……税込 1,280円

C-3

東京都/延楽
梅花弁当……………税込900円

C-6

東京都/神楽坂五十番
肉まん・あんまん（各1個）税込 315円

D-4

東京都/喜作 ※写真は堅焼き盛合せです。

わざとこわし割煎（1袋）税込 609円

D-6

東京都/みずの
塩大福（5個入）…………税込630円

C-5到着予定時刻は午前11時頃

埼玉県/紅葉屋本店
五家宝（20本入）…………税込 525円

C-3

宮城県/白松がモナカ本舗
白松がモナカ小型（10個入）税込 893円

B-2

宮城県/熊谷屋
仙台駄菓子（600g）…税込 2,100円

D-3

青森県/カネショウ
ハチミツ入りんご酢（500P）税込 1,050円

B-1

北海道/ロイズコンフェクト
ポテトチップチョコレート…税込 630円

C-5

長崎県 長崎本線/長崎駅
御飯の鯛めし弁当……税込 850円

A-4

福岡県 鹿児島本線/小倉駅
明太子辧富…………税込1,050円

A-0

広島県 山陽本線/広島駅
瀬戸の牡蠣めし……税込 1,000円

B-4

岡山県 山陽本線/岡山駅
桃太郎祭ずし…………税込 950円

A-0

静岡県 東海道新幹線/新富士駅
うなぎわさび飯……税込1,300円

A-0

石川県 北陸本線/加賀温泉駅
発芽玄米たいめし鯛のいなり手箱税込 900円

A-0

富山県 氷見線/氷見駅
ぶりかまめし…………税込950円

B-6

滋賀県 東海道本線/草津駅
近江のおいしい鴨めし…税込 1,100円

A-0

香川県 予讃線/高松駅
アンパンマン弁当…税込1,050円

B-5

愛媛県 予讃線/松山駅
醤油めし………………税込730円

A-0

群馬県 高崎線/高崎駅
だるま弁当……………税込900円

A-0

千葉県 総武本線/千葉駅
やきはま丼…………税込1,100円

A-0

新潟県 上越新幹線/越後湯沢駅
くびきの押し寿司……税込750円

A-0

栃木県 東北本線/宇都宮駅
日光杉並木………税込1,000円

A-0

山形県 奥羽本線/米沢駅
牛串弁当……………税込1,000円

A-0

秋田県 奥羽本線/大館駅
鶏めし弁当……………税込850円

A-0

秋田県 奥羽本線/秋田駅
日本海ハタハタすめし…税込 1,000円

A-0

岩手県 東北本線/一関駅
前沢牛ローストビーフ弁当…税込 1,200円

B-7

宮城県 東北本線/仙台駅
味噌仕込み牛たんせいろ（加熱式）税込 1,100円

A-0

宮城県 東北本線/仙台駅
網焼き牛たん弁当（加熱式）税込 1,100円

A-0

山梨県/清泉寮
ソフトクリーム…………税込300円

D-7

長野県/伊久間養鯉場
鯉のうま煮（1切）………税込580円

C-4

C-2

山形県山形県/麦工房麦工房 シベールシベール 
ラスクプレーン（2828枚入）枚入）税込税込 903903円 
ラスクガーリックラスクガーリック（28枚入）枚入）税込税込 945円 

山形県/麦工房 シベール 
ラスクプレーン（28枚入）税込 903円 
ラスクガーリック（28枚入）税込 945円 

山形県/まめや
冨貴豆（1箱275g）………税込 630円

C-5

福島県/かんのや
家伝ゆべし（6個入）……税込 525円

C-5

宮城県/伊達牛たん本舗
牛たん塩仕込み（2人前）税込 2,156円

D-4

宮城県/本田水産
かきスモーク（100g）…税込 1,050円

D-5

青森県/武輪水産
鯖昆布〆（1枚）…………税込610円

D-6

北海道/星和
いくら醤油漬（100g当り）…税込 1,260円
磯紋甲（100g当り）………税込 630円

D-5

福岡県 鹿児島本線/小倉駅
豚トロ（トントロ）弁当…税込 1,000円

A-0

福岡県 鹿児島本線/小倉駅
特製かしわめし………税込890円

A-0

愛媛県 予讃線/今治駅
瀬戸内しまなみ海道ちらしずし…税込 950円

A-0

徳島県 高徳線/徳島駅
阿波地鶏弁当………税込950円

A-0

富山県 北陸本線/富山駅
ますのすし（一重）……税込 1,100円
ますのすし（二重）……税込 2,100円

A-0

※売場を番号で区分けしました。案内図で 
　お確かめください。 

会場案内図 
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輸送 
駅弁 

A-7

A-6

A-5

A-4

D-

1 総合案内 

全国津々浦々発、 

総数約200種類が京王に到着。 

岩手県 山田線/宮古駅
まるごとあわび弁当…税込2,100円

B-7

福島県 常磐線/いわき駅
うにめし弁当…………税込950円

A-0

茨城県 常磐線/水戸駅
印籠弁当……………税込1,100円

A-0

山梨県 中央本線/小淵沢駅
元気甲斐……………税込 1,300円

A-0

長野県 長野新幹線/佐久平駅
おこわと山菜すしの道中べんとう税込 1,000円

A-0

新潟県 信越本線/新津駅
雪だるま弁当ちらし……税込920円

A-0

熊本県 肥薩線/人吉駅
鮎ずし…………………税込890円

大分県日豊本線/大分駅
豊後さば寿司………税込1,300円

宮崎県日豊本線/宮崎駅
元祖椎茸めし…………税込 720円

鹿児島県 九州新幹線/出水駅
かごんま黒ぶた弁当…税込 1,050円

北から南から一堂に大集合。 

北海道/六花亭
マルセイバターサンド（10個入）税込 1,100円

C-5

北海道/ベイクド・アルル
北の生シュー（1個）……税込210円

C-4

北海道/野崎水産
粒ウニビン詰赤（60g）…税込 3,150円

D-5

新潟県 上越新幹線/長岡駅
花火寿し……………税込 1,020円

A-0

到着予定時刻は正午頃 到着予定時刻は正午頃 到着予定時刻は正午頃 A-6

沖縄県 ゆいレール
海人がつくる壺川駅前弁当税込 1,050円

B-6A-0 A-0 A-0

岐阜県 高山本線/美濃太田駅
ちらし寿司ておけ……税込950円

A-0

岐阜県 高山本線/高山駅
飛騨高山牛しぐれ寿司…税込 1,050円

B-5

静岡県 東海道本線/浜松駅
あつあつうなぎ釜めし…税込 1,100円

A-0

愛知県 東海道本線/名古屋駅
名古屋コーチン鶏めし（瀬戸焼）…税込 1,350円

A-0

三重県 紀勢本線/松阪駅
モー太郎弁当………税込 1,260円

A-0

滋賀県 東海道本線/草津駅
淡海のてんびん弁当…税込980円

A-0

兵庫県 山陽本線/西明石駅
ひっぱりだこ飯………税込980円

B-4

熊本県 肥薩おれんじ鉄道/八代駅
鮎屋三代……………税込1,050円

A-0

各日限定400箱各日限定200箱

岩手県 山田線/宮古駅
いちご弁当…………税込1,200円

B-7

到着予定時刻は正午頃 到着予定時刻は午前11時頃 到着予定時刻は午前11時頃到着予定時刻は午前11時頃

到着予定時刻は午前11時頃到着予定時刻は午後1時頃

栃木県栃木県/香雲堂本店香雲堂本店 
古印最中古印最中（5個入）個入）………税込税込 682円 
栃木県/香雲堂本店 
古印最中（5個入）………税込 682円 

C-5

到着予定時刻は正午頃
誠に勝手ながら午後1時までの
販売となります。

18日（水）
まで

リニューアル

18日（水）
まで

18日（水）
まで

18日（水）
まで

18日（水）
まで

18日（水）
まで

18日（水）
まで

18日（水）
まで

18日（水）
まで

18日（水）
まで

※19日（木）以降は輸送コーナー
にて販売いたします。 到着予定時刻は午前11時頃

※19日（木）以降は実演販売
いたします。

※19日（木）以降は実演販売
いたします。

18日（水）
まで

A-0

各日予定数量600食




