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海鮮 北海道 森 いかめし 650 C-7 ● ● 海鮮 北海道 旭　川 まんざいどん 1,674 B-5 ● ●

海鮮 北海道 札　幌 石狩鮭めし 1,030 A-0 海鮮 北海道 釧　路 四品盛り 1,390 B-6

海鮮 北海道 釧　路 いわしとさばのほっかぶり寿司詰合せ 1,130 B-6 ● ● 海鮮 青　森 八　戸 穴子ちらしとかにずし 1,100 A-0 ●

海鮮 北海道 釧　路 いわしのほっかぶり寿司 1,080 B-6 海鮮 青　森 八　戸 海女の大漁めし 1,400 A-0

海鮮 北海道 釧　路 いわしのほっかぶり寿司とサーモンの詰合せ 1,290 B-6 海鮮 青　森 新青森 かにといくらの市松寿司 1,200 A-0 ●

海鮮 北海道 釧　路 いわしのほっかぶり寿司とづけさんまの詰合せ 1,290 B-6 海鮮 青　森 八　戸 北のうにめし 1,150 A-0 ●

海鮮 北海道 厚　岸 氏家かきめし 1,080 A-7 ● ● 海鮮 青　森 八　戸 潮騒の彩り 1,250 A-0

海鮮 北海道 釧　路 うに・いくら丼 1,230 A-0 海鮮 青　森 新青森 津軽ねぶたの祭りずし 1,150 A-0

海鮮 北海道 稚　内 うに壷 1,230 A-0 ● ● 海鮮 青　森 八　戸 とろサーモン炙り寿司 1,000 A-0

海鮮 北海道 小　樽 海の輝き 1,350 B-3 ● ● 海鮮 青　森 八　戸 八戸小唄寿司 1,150 A-0 ●

海鮮 北海道 旭　川 駅弁屋の三色めし 1,100 A-0 ● 海鮮 青　森 青　森 ひと口いなり海鮮天むす 980 A-0 ● ●

海鮮 北海道 旭　川 蝦夷わっぱ　ミックス 1,050 B-5 海鮮 青　森 八　戸 復幸炙りかきとうにめし 1,300 B-4 ● ● ●

海鮮 北海道 旭　川 オホーツクサーモンとウニの押し寿し 1,100 A-0 ● 海鮮 青　森 八　戸 福を呼ぶ海鮮萬両玉手箱 1,200 A-0 ● ●

海鮮 北海道 札　幌 海鮮えぞ賞味 1,000 A-0 海鮮 青　森 八　戸 豊漁八宝寿司 1,250 A-0

海鮮 北海道 札　幌 海鮮ぜいたく寿し 1,400 A-0 海鮮 岩　手 陸中野田 岩手北三陸　鮭いくら弁当 1,200 B-5 1週目のみ

海鮮 北海道 札　幌 活ホタテ・ホッキバター焼き弁当 980 A-0 ● 海鮮 岩　手 久　慈 うに弁当 1,470 A-3 ● ● ●

海鮮 北海道 釧　路 蟹いくらちらし 1,458 B-5 海鮮 岩　手 盛　岡 ウニめし 1,100 A-0 ●

海鮮 北海道 旭　川 かにいくら弁当 1,458 B-5 海鮮 岩　手 陸中野田 北三陸海の恵弁当 1,800 B-5 ● ● 1週目のみ

海鮮 北海道 旭　川 かにかに弁当 1,350 B-5 海鮮 岩　手 一ノ関 平泉私の好きな金色うにめし 1,600 A-0 ●

海鮮 北海道 釧　路 蟹三昧ちらし 1,620 B-5 海鮮 宮　城 仙　台 鮭はらこめし 1,100 B-7 ● 2週目のみ

海鮮 北海道 釧　路 蟹ちらし 1,080 B-5 海鮮 宮　城 仙  台 新みやぎ三陸黄金海道 1,100 A-0 ● ● ●

海鮮 北海道 釧　路 蟹棒入三色ちらし 1,890 B-5 海鮮 茨　城 大　洗 ダイダラボウのはまぐりめし 875 A-0

海鮮 北海道 旭　川 かに棒入三色弁当 1,890 B-5 海鮮 千　葉 千　葉 銚子二味まぐろめし 980 A-0

海鮮 北海道 旭　川 かにめしどんぶり 1,180 A-0 ● 海鮮 東　京 東　京 深川めし 910 A-0 ● ●

海鮮 北海道 旭　川 かに盛三昧 1,620 B-5 海鮮 神奈川 小田原 味くらべ　カジキＶＳ三崎まぐろ 1,000 A-0

海鮮 北海道 旭　川 かに盛弁当 1,080 B-5 海鮮 神奈川 小田原 金目鯛の味くらべ 1,000 A-0

海鮮 北海道 釧　路 かに釜飯 1,030 A-0 ● 海鮮 神奈川 小田原 桜海老とじゃこの海物語 930 A-0

海鮮 北海道 稚　内 最北駅弁　ほっと蟹めし（加熱式） 1,100 A-0 海鮮 神奈川 大　船 しらす寿し弁当 900 A-0 ●

海鮮 北海道 釧　路 さばのほっかぶり寿司 1,290 B-6 海鮮 神奈川 小田原 鯛めし 830 A-0 ●

海鮮 北海道 釧　路 三色ちらし 1,458 B-5 海鮮 神奈川 小田原 デラックスこゆるぎ弁当 950 A-0 ●

海鮮 北海道 旭　川 三色弁当 1,458 B-5 海鮮 新　潟 新　潟 SLばんえつ物語弁当 1,000 A-0

海鮮 北海道 札　幌 三大蟹そぼろ弁当 1,050 A-0 ● 海鮮 新　潟 新　潟 えび千両ちらし 1,300 A-0 ● ●

海鮮 北海道 札　幌 三大蟹味くらべ弁当 1,250 A-0 海鮮 新　潟 新　潟 のどぐろとサーモンといくらの弁当 1,530 B-7 ● ●

海鮮 北海道 釧　路 三品盛り 1,290 B-6 海鮮 富　山 富　山 黒部名水クリームソース　鰤照り丼 1,000 B-5 ● ●

海鮮 北海道 釧　路 釧祥館ちらし 1,620 B-5 海鮮 富　山 富　山 ぶりかまめし 1,100 B-5 ●

海鮮 北海道 厚　岸 たらば蟹かきめし 1,200 A-7 海鮮 石　川 加賀温泉 加賀のかにおこわ 1,000 A-0 ●

海鮮 北海道 釧　路 たらば三昧弁当 1,380 B-5 ● ● 海鮮 石　川 加賀温泉 加賀のかにすし 1,350 A-0 ●

海鮮 北海道 釧　路 たらば寿し 1,480 B-5 海鮮 石　川 加賀温泉 日本海名産　かにすし(鉄道写真付き） 1,080 D-1 ● ●

海鮮 北海道 釧　路 花咲かにめし 1,100 A-0 ● 海鮮 福　井 福　井 越前　かにめし 1,150 A-0

海鮮 北海道 小　樽 百花繚乱　いくら華吹雪 1,380 B-3 ● ● ● 海鮮 福　井 鯖  江 越前海鮮浜弁当 1,050 A-0 ● ●

海鮮 北海道 母　恋 母恋めし 1,058 A-0 ● ● 海鮮 福　井 鯖　江 越前ぶりステーキ弁当 980 A-0 ●

海鮮 北海道 釧　路 北海輝きちらし 1,458 B-5 海鮮 福　井 福　井 越前波の華かにちらし 1,050 A-0

海鮮 北海道 旭　川 北海の彩り 1,458 B-5 海鮮 福　井 福　井 かにめし海鮮チャーハン 1,050 A-0 ● ●

駅弁リスト 
種類別 

 ● ・・・1週目折込掲載   

 ● ・・・2週目折込掲載  
      

     ・・・実演販売  
 

〈整〉 ・・・整理券販売の駅弁。午前10時より7階大催場

の総合受付にて整理券を配布。14時からD-1で販売します。 

※当日の販売状況によりその他の駅弁も整理券を配布する

場合があります。  

五十音順 
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種類別 

 ● ・・・1週目折込掲載   

 ● ・・・2週目折込掲載  
      

     ・・・実演販売  
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海鮮 福　井 敦　賀 気比の鯛めし 950 A-0 ● 肉 北海道 旭　川 炭火焼とんとろ丼 1,080 A-0 ●

海鮮 福　井 福　井 三種盛り北国かにめし 1,280 B-4 ● ● ● 肉 青森 八　戸 山の幸のおこわ　牛肉と栗 930 A-0 ●

海鮮 福　井 敦　賀 焼きカニ釜飯 1,030 A-0 肉 岩　手 一ノ関 あぶり焼き牛肉弁当 1,050 A-0 ●

海鮮 山　梨 小淵沢 うまい甲斐鮑の炊き込みめし 1,380 A-0 ● 肉 宮  城 仙  台 牛たん味くらべ 1,050 A-0 ● ●

海鮮 静　岡 静  岡 復刻　元祖鯛めし 700 D-1 ● ● 肉 宮  城 仙  台 牛たん釜めし 1,150 A-0 ●

海鮮 愛　知 名古屋 抹茶ひつまぶし日本一弁当 1,340 C-3 肉 宮  城 仙  台 牛たん大和煮重 1,050 A-0 ● ●

海鮮 愛　知 名古屋 抹茶ひつまぶし日本一弁当（特製どんぶり入） 1,680 C-3 ● ● ● 肉 宮  城 仙  台 網焼き　牛たん弁当（加熱式） 1,050 A-0

海鮮 兵　庫 姫　路 穴子かさね重 1,240 A-0 肉 宮  城 仙  台 牛たん煮込みカツサンド 580 A-6 1週目のみ

海鮮 兵　庫 姫　路 世界文化遺産　姫路城弁当　穴子重 1,200 B-5 ● ● ● 肉 宮  城 仙  台 仙台名物牛たん弁当 1,250 A-6 ● 1週目のみ

※2週目は輸送A-0での販売と変更されます。 肉 宮  城 仙  台 仙台味噌仕立て　牛たん弁当 1,050 A-0

海鮮 兵　庫 姫　路 忠臣蔵　陣太鼓　牡蠣御飯弁当 1,250 A-0 ● 肉 秋　田 秋　田 秋田比内地鶏　こだわり鶏めし 1,000 A-0 ● ●

海鮮 兵　庫 西明石 ひっぱりだこ飯 1,000 A-4 ● ● 肉 秋　田 大  館 鶏樽めし 1,100 C-3 ● ● ●

海鮮 鳥　取 鳥　取 あったか　かにしゃぶ風弁当 1,400 B-3 ● ● ● 肉 秋　田 大  館 鶏めし弁当 880 C-3

海鮮 島　根 松　江 出雲招福ちらし 1,050 A-0 肉 山　形 米　沢 Ｗで旨い　カルビ丼(加熱式) 1,150 A-0

海鮮 島　根 松　江 出雲大社お供え三福　かにさばしじみのもぐり寿司 1,050 A-0 肉 山　形 米　沢 網焼き牛たん弁当 1,100 A-0 ●

海鮮 島　根 松　江 蟹としじみのもぐり寿し 1,140 A-0 肉 山　形 米　沢 網焼き牛焼肉弁当 1,150 A-0

海鮮 島　根 松　江 日本海産あなご（AnaGo）弁当 1,340 A-0 肉 山　形 米　沢 牛角煮弁当 1,300 A-0

海鮮 岡　山 岡　山 岡山ご馳走弁当 1,100 A-0 肉 山　形 米　沢 牛肉どまん中 1,150 B-3 ● ●

海鮮 岡　山 岡　山 お祭り弁当 1,150 A-0 肉 山　形 米　沢 牛肉山菜おこわ 1,000 A-0

海鮮 岡　山 岡　山 復刻版　上等祭ずし辨當 1,000 D-1 ● 肉 山　形 米　沢 牛ハラミステーキ丼 1,150 A-0 ● ●

海鮮 岡　山 岡　山 祭ずし「匠」（鉄道写真付き） 1,300 D-1 ● 肉 山　形 米　沢 黒毛和牛牛肉しぐれ煮弁当 1,150 A-0

海鮮 岡　山 岡　山 桃太郎の祭ずし 1,000 A-0 ● 肉 山　形 米　沢 上等すきやき辨當 1,300 A-0

海鮮 広　島 福　山 あったか廣島かき釜めし 1,250 A-0 肉 山　形 米　沢 復刻版　米沢牛肉すきやき弁当 1,100 A-0 ● ●

海鮮 広　島 宮島口 あなごめし 1,728 B-7 ● 肉 山　形 米　沢 米沢のまかない牛めし弁当 1,100 A-0

※2週目は整理券配布のうえ、輸送D-1にて午後便着で販売予定 肉 山　形 米　沢 米沢牛炭火焼特上カルビ弁当 1,600 A-0 ● ●

海鮮 広　島 広　島 炙りあなごめし 1,300 A-4 ● ● 肉 福　島 郡　山 ご褒美。福の島 1,100 A-0

海鮮 広　島 福　山 元祖珍辨　たこめし（鉄道写真付き） 980 D-1 ● ● 肉 福　島 郡　山 福島牛　和風ビビンバ 1,180 A-0 ● ● ●

海鮮 広　島 福　山 元祖珍辨　たこめし（陶器入り） 1,000 A-0 肉 福　島 郡　山 ふくのしま豚の醍醐味 1,150 B-6 ● ●

海鮮 広　島 広　島 しゃもじかきめし 1,200 A-0 肉 福　島 郡　山 牛肉の味噌焼弁当 900 A-0 ●

海鮮 広　島 広　島 広島かきめし 980 A-0 肉 群　馬 高　崎 しょうがのお弁当 1,100 A-0

海鮮 広　島 福　山 広島産　かき弁当 1,000 A-0 肉 群　馬 高　崎 上州牛肉弁当 1,200 A-0

海鮮 山　口 新山口 ふく寿司 870 A-0 ● 肉 群　馬 高　崎 チャーシュー弁当 900 A-0

海鮮 香　川 高　松 たこ飯 950 A-0 肉 群　馬 高　崎 鶏めし弁当 900 A-0 ●

海鮮 愛　媛 今　治 しまなみ海道ちらしずし 1,100 A-0 肉 埼　玉 大　宮 黒豚みそだれ弁当 1,030 A-0 ● ●

海鮮 愛　媛 今　治 鯛めし弁当 880 A-0 ● ● 肉 千　葉 千　葉 銚子市場の鮪カツ丼 980 A-0 ● ● ●

海鮮 福  岡 小  倉 あなごちらし寿し「箱寿し」 1,100 A-0 ● ● 肉 神奈川 大　船 豚バラ肉やわらか煮弁当 1,100 A-0

海鮮 福  岡 小  倉 ふくは福よぶ　「ふくめし」 1,300 A-0 肉 福　井 福　井 福井が一番ソ－スカツ丼（加熱式） 1,050 A-0

海鮮 熊　本 新八代 天草大王　釜めし 950 A-0 肉 福　井 鯖　江 若狭牛松茸弁当 1,150 A-0 ● ●

海鮮 熊　本 新八代 鮎屋三代 1,150 B-5 ● 2週目のみ 肉 山　梨 小淵沢 牛と豚の弁当 1,200 A-0 ●

海鮮 熊　本 新八代 鮎屋三代塩焼き弁当 1,150 B-5 2週目のみ 肉 山　梨 小淵沢 甲州かつサンド（とり） 680 B-6

海鮮 鹿児島 出  水 復刻版　えびめし 950 D-1 肉 山　梨 小淵沢 甲州かつサンド（豚） 680 B-6 ●

肉 山　梨 小淵沢 甲州牛かつサンド 1,080 B-6 ● ●

肉・海鮮 青　森 八　戸 あおもり倉石牛ＶＳ海鮮御三家　対決弁当 1,250 A-0 肉 山　梨 小淵沢 高原野菜とカツの弁当（特別仕様容器） 3,000 B-6 ●
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 ● ・・・1週目折込掲載   
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     ・・・実演販売  
 

〈整〉 ・・・整理券販売の駅弁。午前10時より7階大催場
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肉 山　梨 小淵沢 BBQ４８ 1,050 A-0 寿司 栃　木 東武日光 日光鱒寿し 1,300 A-0 ●

肉 岐　阜 高　山 牛焼肉めし 1,150 B-5 寿司 千　葉 千　葉 千葉寿司街道　さんま 700 A-0

肉 岐　阜 高　山 飛騨牛入りひつまぶし 2,100 B-5 寿司 神奈川 大　船 鯵の押寿し 960 A-0

肉 岐　阜 高　山 飛騨牛入りほう葉みそ弁当（加熱式） 1,150 A-0 寿司 神奈川 小田原 炙り金目鯛と小鯵押寿司 1,350 A-0

肉 愛　知 三河安城 尾張牛　どて玉丼 1,230 A-0 ● 寿司 神奈川 小田原 甘酢仕立て小鯵押寿司 1,030 A-0 ●

肉 愛　知 三河安城 どてみそかつ丼 980 A-0 ● 寿司 神奈川 小田原 金目鯛炙り寿司 1,250 A-0

肉 愛　知 名古屋 名古屋とんテキ 800 A-0 寿司 新　潟 新　潟 えんがわ　押し寿司 1,100 B-7

肉 愛　知 三河安城 豚まぶし 910 A-0 ● 寿司 新　潟 新　潟 くるまえびとさんまのすしあわせ 1,100 A-0

肉 愛　知 三河安城 味噌カツ丼 870 A-0 ● ● 寿司 新　潟 新　潟 さけずし 980 A-0

肉 三　重 松　阪 元祖特撰牛肉弁当　なつかしの国鉄色キハと菜の花畑 1,350 A-0 ● 寿司 新　潟 糸魚川 根知谷　笹すし 670 A-0

肉 三　重 松　阪 松阪でアッツアツ牛めしに出会う！！ 1,400 A-0 寿司 新　潟 新　潟 まさかいくらなんでも寿司 1,100 A-0

肉 三　重 松　阪 松阪名物黒毛和牛モー太郎弁当 1,350 A-0 寿司 富　山 富　山 特選　ますのすし 1,800 A-0

肉 滋　賀 草　津 近江牛すき焼き＆焼肉弁当（加熱式） 1,500 A-0 ● 寿司 富　山 富　山 ぶりのすし 1,500 A-0

肉 滋　賀 米　原 近江牛としょいめし 1,300 B-6 寿司 富　山 富　山 ますのすし（一重） 1,400 A-0 ● ●

肉 滋　賀 草　津 近江牛焼肉＆ハンバーグ弁当（加熱式） 1,300 A-0 ● 寿司 福　井 福　井 おとなの焼鯖寿し 950 A-0

肉 滋　賀 草　津 ハンバーグステーキ弁当（加熱式） 1,080 A-0 ● ● 寿司 福　井 敦　賀 かにの宴 1,100 A-0 ●

肉 兵　庫 神　戸 牛バラ神戸チャーハン 1,080 A-0 ● 寿司 福　井 敦　賀 鯛の舞 1,100 A-0 ●

肉 兵　庫 新神戸 神戸牛めし 1,400 A-4 ● ● ● 寿司 福　井 敦　賀 復刻版　元祖鯛鮓 1,030 D-1

肉 兵　庫 新神戸 神戸風　松茸すき焼き　牛松鍋 1,030 A-0 寿司 岐　阜 高　山 飛騨牛　しぐれ寿司 1,300 B-5 ● ●

肉 兵　庫 新神戸 神戸ワインステーキ弁当 1,230 A-0 寿司 愛　知 豊　橋 復刻版　稲荷寿司 520 D-1

肉 兵　庫 姫　路 コクみそ但馬牛牛めし弁当（鉄道写真付き） 1,150 D-1 ● 寿司 奈　良 吉野口 柿の葉寿しミックス 1,030 A-0 ● ●

肉 兵　庫 姫　路 天空の城　竹田城弁当 1,080 B-5 ● ● ● 寿司 奈　良 吉野口 復刻版　鮎鮨 820 D-1

※2週目は輸送A-0での販売と変更されます。 寿司 和歌山 和歌山 小鯛　雀寿し 1,080 A-0 ●

肉 兵　庫 姫　路 豚蒲重 1,030 A-0 ● 寿司 和歌山 和歌山 めはり寿し 600 A-0 ●

肉 兵　庫 和田山 復刻版 昭和の牛べん 1,030 D-1 寿司 鳥　取 鳥　取 元祖　かに寿し 1,010 A-0 ● ●

肉 兵　庫 和田山 本場経産但馬牛　母からの贈り物　牛肉弁当 1,150 A-0 ● 寿司 鳥　取 米　子 吾左衛門鮓　かに 1,800 B-7 2週目のみ

肉 鳥　取 鳥　取 あつあつ牛スタミナ弁当 1,240 A-0 ● 寿司 鳥　取 米　子 吾左衛門寿し本舗　かに寿し 1,250 B-7 2週目のみ

肉 鳥　取 鳥　取 大山ルビー豚重 1,010 A-0 寿司 鳥　取 米　子 吾左衛門寿し本舗　さば寿し 1,250 B-7 2週目のみ

肉 島　根 松　江 島根牛みそ玉丼 990 A-6 ● 2週目のみ 寿司 鳥　取 米　子 吾左衛門寿し本舗　海の宝箱 1,000 A-0

肉 徳　島 徳　島 阿波地鶏弁当 977 A-0 ● ● 寿司 鳥　取 米　子 吾左衛門寿し本舗　照り焼きさば寿し 1,200 B-7 ● 2週目のみ

肉 福　岡 小　倉 小倉のかしわめし（鉄道写真付き） 780 D-1 寿司 鳥　取 米　子 吾左衛門鮓　鯖 1,850 B-7 2週目のみ

肉 福　岡 博　多 鶏檸檬すてーき辨當 980 A-0 寿司 鳥　取 米　子 吾左衛門鮓5切れセット 1,200 B-7 ● 2週目のみ

肉 佐　賀 武雄温泉 佐賀牛三昧　ステーキ＆すき焼き弁当 1,860 A-5 ● ● ● 寿司 鳥　取 米　子 吾左衛門鮓燻し5貫 1,100 B-7 2週目のみ

肉 佐　賀 武雄温泉 佐賀牛すき焼き弁当 1,296 A-5 寿司 鳥　取 米　子 復刻版 吾左衛門弁当 1,030 D-1

肉 長　崎 長　崎 坂本屋　角煮めし 800 D-1 ● ● 〈整〉 寿司 島　根 松　江 境港水揚げ　かにみそかに寿し 1,150 A-0 ●

肉 熊　本 新八代 天草大王地鶏かしわめし 900 A-0 寿司 愛　媛 今　治 来島の味　瀬戸の押寿司 1,350 A-0

肉 熊　本 熊  本 くまもとあか牛ランチBOX 1,200 A-0 ● 寿司 高　知 高　知 さば姿寿司 1,260 A-0 ● ●

肉 熊　本 新八代 肥後牛とろ玉しぐれ 1,050 A-0 寿司 熊　本 人　吉 鮎ずし 1,100 D-1 ● 〈整〉

肉 熊　本 新八代 ぶたかま 1,000 A-0

肉 鹿児島 出  水 鹿児島黒豚・黒牛贅沢肉めし重 1,150 A-6 ● ● ●

肉 鹿児島 出  水 鹿児島角煮おこわめし 1,080 A-0 ●

肉 鹿児島 鹿児島中央 鹿児島黒豚・イベリコ豚味くらべＢＯＸ 1,080 A-0 ●

肉 鹿児島 鹿児島中央 極　黒豚めし 1,080 A-0

その他 青  森 八　戸 Ｅ5系はやぶさ弁当 1,200 A-0 その他 岡　山 岡　山 えびめしロール 630 A-0
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駅弁リスト 
種類別 

 ● ・・・1週目折込掲載   

 ● ・・・2週目折込掲載  
      

     ・・・実演販売  
 

〈整〉 ・・・整理券販売の駅弁。午前10時より7階大催場

の総合受付にて整理券を配布。14時からD-1で販売します。 

※当日の販売状況によりその他の駅弁も整理券を配布する

場合があります。  

五十音順 

その他 岩　手 いわて沼宮内 さなえばっちゃんのおこわ弁当 1,000 D-6 ● ● 1週目のみ その他 岡　山 岡　山 ハローキティのえびめし 1,100 A-0 ● ●

その他 宮　崎 宮　崎 元祖椎茸めし 760 D-1 ● ● 〈整〉 その他 岡　山 岡　山 美星牛豚弁当 1,100 A-0

その他 秋　田 秋　田 秋田新幹線E6系　こまちランチ 1,300 A-0 その他 香　川 高　松 アンパンマン弁当 1,140 A-0 ●

その他 山　形 米　沢 1号機関車弁当 1,250 A-0 その他 香　川 高　松 げんき１００ばい　アンパンマン弁当 1,240 A-0 ●

その他 山　形 米　沢 山形新幹線つばさ弁当（ニューデザイン） 1,300 A-0 ● ● ● その他 福　岡 折　尾 かしわめし 770 D-1 ● ● 〈整〉

その他 福　島 郡　山 あぶくま山菜栗めし 800 A-0 その他 福　岡 博　多 九州新幹線さくら辨當 1,200 A-0

その他 茨　城 水　戸 印籠弁当 1,080 A-0 ● ● その他 福　岡 博　多 九州物語 1,150 A-0 ●

その他 群馬 高　崎 上州舞茸弁当 1,100 A-0 その他 福　岡 折　尾 大名道中駕籠かしわ 1,030 D-1 〈整〉

その他 群馬 高　崎 だるま弁当 1,000 A-0 ● その他 福　岡 博　多 福岡　官兵衛弁当 1,090 A-0 ●

その他 群馬 横　川 峠の釜めし 1,000 D-1 ● ● その他 佐　賀 有　田 有田焼カレー 1,500 A-0 ● ●

その他 千葉 千　葉 菜の花弁当 600 A-0 その他 佐　賀 有　田 有田焼シチュー（S） 1,100 A-0

その他 東　京 東　京 ウルトラマン弁当 1,010 A-0 ● その他 佐　賀 鳥　栖 復刻版　かしわめし 720 D-1

その他 東　京 東　京 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会第50回記念弁当 1,000 D-1 ● ● ● その他 熊　本 人　吉 栗めし 1,100 D-1 ● 〈整〉

その他 東　京 新　宿 京王電鉄9000系弁当 1,080 A-0 ● ● ●

その他 神奈川 大　船 酒肴弁当 1,050 A-0 ● ●

その他 神奈川 横　浜 シウマイ弁当 800 B-4 ● ●

その他 神奈川 小田原 復刻版　鯛めし 880 D-1 ●

その他 神奈川 新横浜 横濱オムライス 770 A-0 ● ●

その他 神奈川 大　船 Oｈ！Ｂｅｎｔｏ 950 A-0 ● ●

その他 神奈川 大　船 鎌倉ハムサンドウイッチ 530 A-0

その他 富　山 富　山 源　W7系北陸新幹線弁当 1,300 A-0 ● ● ●

その他 石　川 加賀温泉 加賀温泉の幕の内 1,300 D-1 ●

その他 石　川 金　沢 新幹線W7系かがやき弁当 1,300 A-0 ● ● ●

その他 山　梨 小淵沢 高尾山天狗弁当 1,200 A-0 ● ●

その他 長　野 茅　野 信州冬釜めし 980 A-0 ● ●

その他 岐　阜 高　山 開運さるぼぼ弁当 1,080 A-0

その他 静　岡 新富士 駅弁版　極　富士宮やきそば弁当 1,000 A-0

その他 静　岡 新富士 竹取物語 1,050 A-0

その他 静　岡 新富士 富士山溶岩焼弁当 1,080 B-5 ● 2週目のみ

その他 静　岡 静  岡 復刻　祝東海道新幹線開通お弁当 850 D-1 ● ● ●

その他 静　岡 静  岡 幕の内弁当 800 A-0 ●

その他 愛　知 名古屋 親子めし 850 D-1 ● ●

その他 愛　知 名古屋 こだま（復刻掛紙） 760 D-1 ● ● ●

その他 滋　賀 草　津 お鉢弁当 930 A-0 ●

その他 滋　賀 米　原 湖北のおはなし 1,150 B-6 ● ●

その他 京　都 園　部 栗めし 976 D-1 ● ● 〈整〉

その他 大　阪 大　阪 大阪名物いか様べんとう 900 A-0 ● ●

その他 兵　庫 新神戸 500系新幹線弁当 1,200 A-0 ● ● ●

その他 兵　庫 新神戸 ９２３系　ドクターイエロー 1,080 A-0

その他 兵　庫 新神戸 N700A新幹線弁当 1,080 A-0

その他 兵　庫 神　戸 リラックマオムライス 1,080 A-0 ●

その他 鳥　取 鳥　取 ゲゲゲの鬼太郎丼 1,200 A-0 ● ● ●

その他 岡　山 岡　山 あったか　えびめし＆デミカツ 1,130 A-0 ●
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