
海鮮弁当対決海鮮弁当対決
新作新作

全国津々浦々から、
ふるさとの味を届けて54回！
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総合案内

会場案内図

※売場をアルファベットと番号で区分けしました。
　案内図でお確かめください。

第54回記念特製どんぶり企画第54回記念特製どんぶり企画

B-5

北海道 函館本線／旭川駅
金の蝦夷わっぱ......1,380円

D-5

北海道／鮨処 桐
鮨処 桐のうに弁当（1折） 2,000円

C-5

D-5

宮城県／オサベフーズ
さんまバーグ（1個）....... 216円

神奈川県／横浜中華街四五六菜館
小籠包（８個入）........ 1,300円

香川県 予讃線／高松駅
元気100倍アンパンマン弁当
........................... 1,300円

兵庫県 山陽本線／西明石駅
蓋つきひっぱりだこ飯 1,350円

愛知県 東海道本線／名古屋駅
ひつまぶし巻き..... 1,000円

青森県 東北新幹線／新青森駅
伯養軒特製 帆立釡めし 1,200円

A-6

宮城県 東北新幹線／仙台駅
網焼き牛たん弁当.. 1,050円

宮城県 東北新幹線／仙台駅
厚切り牛たんとＡ5仙台牛
Ｗステーキ弁当.... 1,600円

宮城県 東北新幹線／仙台駅
厚切り牛たんとＡ5仙台牛
Ｗステーキ弁当.... 1,600円

山形県 奥羽本線／米沢駅
牛肉山菜おこわ..... 1,080円

福島県 常磐線／いわき駅
小名浜カジキソースカツ丼 880円

群馬県 高崎線／高崎駅
だるま弁当............ 1,000円

埼玉県 東北本線／大宮駅
黒豚みそだれ弁当.. 1,000円

東京都 東海道新幹線／東京駅
深川めし................... 980円

神奈川県 東海道本線／小田原駅
牛豚鶏の味くらべ... 1,100円

初登場初登場

神奈川県 東海道本線／大船駅
湘南の玉手箱........ 1,300円

新潟県 信越本線／新潟駅
きざみわさびで食べるにいがた
和牛焼肉弁当........ 1,150円

石川県 北陸新幹線／金沢駅
金沢金箔 海鮮ちらし弁当
............................ 1,180円

初登場
初登場

福井県 北陸本線／敦賀駅
天然真鯛二色釡飯 1,080円

長野県 中央本線／茅野駅
信州産和牛と山菜ごはん 1,200円

静岡県 東海道新幹線／三島駅
天城紅姫あまご寿司 1,360円

初登場

滋賀県 東海道本線／草津駅
近江牛和風すき焼き重 1,180円

C-3

京都府 東海道本線／京都駅
うなぎとあなごとはものごはん
............................ 1,800円

兵庫県 山陽新幹線／新神戸駅
夢の超特急 0系新幹線弁当
............................ 1,300円

兵庫県 山陽本線／姫路駅
陣太鼓牡蠣ごはん弁当 1,250円

A-4

鳥取県 山陰本線／鳥取駅
ゲゲゲの鬼太郎丼 カニ 1,680円

C-5

鳥取県 山陰本線／米子駅
吾左衛門鮓 鯖...... 1,950円

C-7

島根県 山陰本線／松江駅
島根牛すき焼きもろみ丼 1,250円

初登場

岡山県 山陽本線／岡山駅
おかやま豚スタミナ重 1,000円

初登場

広島県 山陽本線／広島駅
広島名物お好み焼き風豚玉めし
................................ 900円

初登場

初登場

福岡県 九州新幹線／博多駅
うまか博多和牛めんたい弁当
........................... 0,000円

熊本県 九州新幹線／新八代駅
鮎屋三代弁当.......  1,250円

大分県 日豊本線／大分駅
とり天にぎり寿し..... 1,080円

宮崎県 日豊本線／宮崎駅
元祖椎茸めし............ 760円

B-5

北海道 根室本線／釧路駅
いわしとさばのほっかぶり寿司
............................ 1,130円

北海道 根室本線／釧路駅
いわしとさばのほっかぶり寿司
............................ 1,130円

実演

秋田県 奥羽本線／大館駅
鶏めし弁当................ 880円

輸送
D-1

実演
実演

茨城県 常磐線／水戸駅
印籠弁当.............. 1,080円

輸送
A-0

栃木県 東武日光線／東武日光駅
日光鱒寿し............ 1,300円

輸送
A-0

輸送
A-0

©やなせ・F・T・N©やなせ・F・T・N

輸送
A-0

A-5

B-5

実演

販売予定時刻は
午後2時頃整

輸送
D-1

北海道／六花亭
マルセイバターサンド（5個入）
.............................. 650円

北海道／六花亭
マルセイバターサンド（5個入）
.............................. 650円

輸送
C-2

Ｃ-5

岩手県／及川農園
手造り梅干し（25０ｇ） 1,200円

Ｄ-3

群馬県／芳房堂
栗甘納糖初霜風情（220ｇ）
........................... 2,160円

群馬県／芳房堂
栗甘納糖初霜風情（220ｇ）
........................... 2,160円

Ｄ-6

埼玉県／紅葉屋本店
五家宝（16本入）........... 540円

Ｄ-3

東京都／やげん堀七味唐辛子本舗 
七味唐辛子各種（27g袋入）  
.............................. 540円

東京都／やげん堀七味唐辛子本舗 
七味唐辛子各種（27g袋入）  
.............................. 540円

Ｃ-7 Ｄ-3

石川県／味の錢福屋
かぶら寿し（100g当り）.... 594円

石川県／圓八
あんころ餅（9粒入）....... 390円

北海道 函館本線／森駅
いかめし.................... 780円

北海道 根室本線／厚岸駅
氏家かきめし.......... 1,080円

実演 実演

B-7 A-7 B-4

北海道 函館本線／小樽駅
海の輝き............... 1,580円

実演

輸送
A-0

北海道 函館本線／札幌駅
海鮮ぜいたく寿し....1,400円

北海道 宗谷本線／稚内駅
うに壷.................. 1,380円

北海道 室蘭本線／母恋駅
母恋めし............... 1,188円

輸送
D-1

B-4

岩手県 東北本線／一ノ関駅
前沢牛ローストビーフ肉巻握り寿司
............................ 0,000円

実演

A-3

岩手県 三陸鉄道／久慈駅
うに弁当
......1,470円

各日300食販売予定

実演

輸送
A-0

初登場

秋田県 奥羽本線／秋田駅
秋田の味 牛肉弁当... 950円

輸送
D-1 販売予定時刻：午前11時頃

※誠に勝手ながら午後1時までの
　販売とさせていただきます。

群馬県 信越本線
／横川駅
峠の釡めし
...........1,080円

B-3

山形県 奥羽本線／米沢駅
牛肉どまん中......... 1,250円

実演

輸送
A-0

千葉県 総武本線／千葉駅
トンかつ弁当.............. 500円

輸送
A-0

新潟県 信越本線／新潟駅
えび千両ちらし...... 1,380円

富山県 北陸新幹線／富山駅
源 ますのすし 一重 1,400円

輸送
A-0

B-5

富山県 北陸新幹線／富山駅
ぶりかまめし吹雪.... 1,200円

実演
山梨県 中央本線／小淵沢駅
平成最後のかつサンド 1,200円

輸送
A-0 B-6

岐阜県 高山本線／高山駅
飛騨高山牛しぐれ寿司 1,500円

実演

京都府 山陰本線 ／園部駅
栗めし................... 1,100円

輸送
D-1

販売予定時刻は
午後2時頃整

輸送
A-0

奈良県 和歌山線／吉野口駅
柿の葉寿しミックス 1,100円

輸送
A-0

和歌山県 紀勢本線／和歌山駅
めはり寿司................ 600円

輸送
A-0

愛媛県 予讃線／松山駅
松山名物 醤油めし.... 780円

福岡県 鹿児島本線／折尾駅
かしわめし................. 770円

販売予定時刻は
午後2時頃整

輸送
D-1

佐賀県 佐世保線／有田駅
有田焼カレー（干支・亥） 1,800円

輸送
A-0

長崎県 長崎本線／長崎駅
ながさき鯨カツ トルコライス弁当
........................... 1,300円

A-5

長崎県 長崎本線／長崎駅
ながさき鯨カツ トルコライス弁当
........................... 1,300円

鹿児島県 
鹿児島本線／鹿児島中央駅
桜島灰干し弁当......... 890円

鹿児島県 
九州新幹線／鹿児島中央駅
極 黒豚めし........... 1,080円

販売予定時刻は
午後2時頃整

輸送
D-1

初登場

台湾/台湾鐡路／台北駅
台湾/日本 鶏めし味くらべ
................................ 980円

北海道／北菓楼
夢不思議（1箱・3個入）...... 540円
北海道／北菓楼
夢不思議（1箱・3個入）...... 540円

※お一人様2点まで

各日限定数
250点

輸送
D-1

C-4

北海道／佐藤水産
鮭ルイベ漬（150ｇ）... 1,080円

C-5

東京都／なかお
とらふぐにぎり（７貫） 1,728円

実演

実演

三重県 紀勢本線／松阪駅
掛紙復刻 黒毛和牛 牛めし
........................ 1,400円

福岡県 鹿児島本線／博多駅
掛紙復刻 かしわめし
........................... 720円

輸送
D-1

輸送
D-1

いくら・蟹・錦糸卵の3色ご飯
に、蒸し焼きにした香ばしい
うに貝焼きとあわびをのせて
豪華に。

いくら・蟹・錦糸卵の3色ご飯
に、蒸し焼きにした香ばしい
うに貝焼きとあわびをのせて
豪華に。
福島県 常磐線／いわき駅
うに貝焼きあわび弁当 
........................1,580円

いわきの郷土料理と海の香りを満喫。
いわきの郷土料理と海の香りを満喫。

各日800食販売予定

実演A-6 初登場

酢締めの紅ずわい蟹ほぐし身と
錦糸卵のちらし寿司に、甘えび
素揚げと紅ずわい蟹爪肉をトッ
ピング。

酢締めの紅ずわい蟹ほぐし身と
錦糸卵のちらし寿司に、甘えび
素揚げと紅ずわい蟹爪肉をトッ
ピング。
福井県 北陸本線／福井駅
越前甘えび×かに合戦 1,380円

紅ずわい蟹と

甘えびの美味な戦い。
紅ずわい蟹と

甘えびの美味な戦い。

各日1,000食販売予定

実演B-6 初登場

濃厚な味わいが広がる牡蠣と、甘
辛く炊いてから香ばしく炙った穴子
が一度にお楽しみいただけます。

濃厚な味わいが広がる牡蠣と、甘
辛く炊いてから香ばしく炙った穴子
が一度にお楽しみいただけます。
広島県 山陽本線／広島駅
牡蠣あなご寿し...... 1,300円

広島を代表する

2つの海鮮が一折に。
広島を代表する

2つの海鮮が一折に。

各日800食販売予定

実演B-6 初登場

昆布茶で炊いたご飯に海老そぼろを
のせ、海老姿煮と海老しんじょ、のど
ぐろの天麩羅を盛り込みました。

昆布茶で炊いたご飯に海老そぼろを
のせ、海老姿煮と海老しんじょ、のど
ぐろの天麩羅を盛り込みました。
新潟県 信越本線／新津駅
のどぐろ天麩羅と海老づくし弁当 1,380円

高級魚のどぐろと

3種の海老料理の共演。
高級魚のどぐろと

3種の海老料理の共演。

各日500食販売予定

実演B-7 初登場

輸送
A-0

岩手県 東北本線／一ノ関駅
前沢牛ローストビーフ肉巻握り寿司
............................ 1,350円

実演
実演

実演

輸送
A-0

販売予定時刻は
午後2時頃整

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

新潟県 信越本線／新潟駅
きざみわさびで食べるにいがた
和牛焼肉弁当........ 1,150円

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0B-6

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

兵庫県 山陽新幹線／新神戸駅
夢の超特急 0系新幹線弁当
............................ 1,300円

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

広島県 山陽本線／広島駅
広島名物お好み焼き風豚玉めし
................................ 900円

香川県 予讃線／高松駅
げんき100ばい！ アンパンマン
弁当.................... 1,300円

輸送
A-0

福岡県 九州新幹線／博多駅
うまか! 博多和牛めんたい弁当
........................... 1,280円

1/16㊌
から

1/16㊌
から 1/16㊌

から

1/16㊌
から

1/16㊌
から

1/16㊌
から

C-5

青森県／熊谷食品
葉くるみ漬（3個入）....... 648円

D-4

青森県／武輪水産
鯖昆布〆（1枚）............ 630円

1/16㊌
から

1/16㊌
から

1/16㊌
から

1/16㊌
から

1/16㊌
から

1/16㊌
から

1/16㊌
から

B-1

北海道／フロマージュの杜
クリームチーズ ラムレーズン
（90ｇ×3袋）............... 1,275円

1/16㊌
から

北海道／フロマージュの杜
クリームチーズ ラムレーズン
（90ｇ×3袋）............... 1,275円

輸送
A-0

石川県 北陸新幹線／金沢駅
金沢金箔 海鮮ちらし弁当
............................ 1,180円

※現地では通常掛紙で販売しています。

福井県立歴史博物館協力企画

復刻掛紙特集復刻掛紙特集

D-4

青森県／カネショウ
ハチミツ入りりんご酢 1,296円
樽熟りんご酢 864円（各500㎖）

1/16㊌
から

青森県／カネショウ
ハチミツ入りりんご酢 1,296円
樽熟りんご酢 864円（各500㎖）

C-7

北海道／テイネフーズ
まるごと貝柱（140ｇ） 2,592円

1/16㊌
から

蟹の濃厚な
味わいがいっぱいに。
石川県 北陸本線／加賀温泉駅
蟹のドリア.................1,500円
※現地販売は通常容器です。
※特製どんぶり完売後は、通常容器で販売いたします。

石川県 北陸本線／加賀温泉駅
蟹のドリア.................1,500円
※現地販売は通常容器です。
※特製どんぶり完売後は、通常容器で販売いたします。

各日150食販売予定

初登場実演

実演B-5 初登場

どんぶりの底に54回記念の文字入り！どんぶりの底に54回記念の文字入り！

輸送
A-0

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

輸送
A-0

東京都 京王線／新宿駅
京王電鉄5000系弁当 1,300円

初登場

輸送
A-0

初登場実演

初登場実演

初登場実演
初登場

大阪府 東海道本線／大阪駅
たこやき御飯......... 1,000円

京都府 東海道本線／京都駅
うなぎとあなごとはものごはん
............................ 1,800円

三重県 紀勢本線／松阪駅
発売開始60周年記念掛け紙 
元祖特撰牛肉弁当 1,350円

三重県 紀勢本線／松阪駅
発売開始60周年記念掛け紙 
元祖特撰牛肉弁当 1,350円

初登場実演

山梨県 中央本線／甲府駅
甲州赤ワインステーキ弁当 1,300円

輸送
A-0

初登場実演

輸送
A-0

三重県 紀勢本線／松阪駅
松阪名物黒毛和牛モー太郎
弁当..................... 1,350円

輸送
A-0

三重県 紀勢本線／松阪駅
松阪名物黒毛和牛モー太郎
弁当..................... 1,350円

輸送
A-0

輸送
A-0

鹿児島県 
九州新幹線／鹿児島中央駅
極 黒豚めし........... 1,080円

輸送
A-0

台湾/台湾鐡路／台北駅
台湾/日本 鶏めし味くらべ
................................ 980円
※国内の工場にて製造したものを販売いたします。

旅情小窓弁当 肉づくし
1,700円
旅情小窓弁当 肉づくし
1,700円

初登場D-1

初登場 販売予定時刻は
午後2時頃整

輸送
D-1 店内調理 ※駅での販売はございません。※駅での販売はございません。

京王百貨店・阪神百貨店・鶴屋百貨店 3店舗合同企画!

旅情小窓弁当 海鮮づくし
1,900円 各日限定30食販売予定各日限定30食販売予定

JR九州 特急「ゆふいんの森」号車内
折鶴..................... 1,500円

販売予定時刻は
午後3時頃整

B-3

北海道／すし処 雑魚亭
海の饗宴（1折）......... 1,728円

実演

1/16㊌
から

各日100食販売予定

C-6

北海道／鮨 龍儀
龍儀（1折）1,890円

D-4

北海道／札幌旬感市場いぶき
ジャンボいかめし（1杯）.. 972円

実演実演

1/16㊌
から

1/16㊌
から

各日50食販売予定

特別企画品

特別企画品

D-3

岩手県／菅原ぶどう園
ぶどうジュース（1,000ｍｌ） 1,420円

宮城県／菓匠三全
萩の月（5個入）............. 831円

輸送
C-2

C-4

北海道／浜形水産
道産子弁当
（1折）.......2,160円

実演

特別企画品

北海道／浜形水産
道産子弁当
（1折）.......2,160円

輸送
C-2

神奈川県／寿司割烹すし将
大江戸にぎり（1折）
...........1,750円

神奈川県／寿司割烹すし将
大江戸にぎり（1折）
...........1,750円

初登場

北から南から
一堂に大集合。


