
北から南から
一堂に大集合。
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北海道／海のや
本ずわい味くらべ弁当
（1折）......2,160円

北海道／海のや
本ずわい味くらべ弁当
（1折）......2,160円

山形県 奥羽本線／米沢駅
米沢牛赤身ステーキ弁当
........................... 1,980円

山形県 奥羽本線／米沢駅
米沢牛赤身ステーキ弁当
........................... 1,980円

全国津々浦々から、
ふるさとの味を届けて55回！

千葉県 銚子電気鉄道／
犬吠駅
鯖威張る弁当....648円
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お休み処お休み処お休み処

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。

炊き込みご飯に卵と鶏の2色のそぼろ。
おかずも盛りだくさんです。
愛知県 東海道本線／名古屋駅
復刻版 とり御飯... 1,080円b

復刻駅弁対決復刻駅弁対決

忍者の里のほど近く忍者の里のほど近く 忍者弁当忍者弁当

C-6

B-3C-4C-4

北海道／佐藤水産
鮭ルイベ漬（150ｇ）... 1,080円

D-3

岩手県／菅原ぶどう園
ぶどうジュース（1,00０ml） 1,485円

C-5

岩手県／及川農園
手造り梅干し（25０ｇ） 1,240円

C-7

C-5

宮城県／かまぼこの鐘崎
笹かまぼこ大漁旗（1枚） 313円

宮城県／白松がモナカ本舗
小型モナカ（10個入）.. 1,360円

初登場

秋田県／蕗月堂
（6個入） 702円

福島県／かんのや
家伝ゆべし（6個入）....... 712円

初登場

山形県／乃し梅本舗 佐藤屋
たまゆら（6個入）........ 1,080円

山形県／まめや
冨貴豆（小）（1箱）........ 690円

D-3D-6

栃木県／香雲堂本店
古印最中（5個入）......... 785円

東京都／みずの
塩大福（5個入）............ 650円

C-5

東京都／なかお
とらふぐにぎり（７貫） 1,680円

D-6

埼玉県／紅葉屋本店
五家宝（18本）............. 620円

長野県／駒乃屋
）...... 1,080円

D-3

石川県／味の錢福屋
かぶら寿し（100g当り）.... 594円

C-3

新潟県／本町 鈴木鮮魚店
さけ焼漬け（5切）....... 1,080円

① （4個入） 982円
② （6個入） 1,095円
① （4個入） 982円
② （6個入） 1,095円
① （4個入） 982円
② （6個入） 1,095円
① （4個入） 982円
② （6個入） 1,095円

B-2

山梨県／清泉寮
清泉寮ソフトクリーム（1個） 400円

長野県／新鶴本店
塩羊羹（1棹）........... 1,100円

ご飯の上には甘辛く炊いた米沢
牛が。煮物や漬物も素朴な味わい。
ご飯の上には甘辛く炊いた米沢
牛が。煮物や漬物も素朴な味わい。
山形県 奥羽本線／米沢駅
z復刻版 米沢牛肉すきやき弁当

....1,200円

山形県 奥羽本線／米沢駅
z復刻版 米沢牛肉すきやき弁当

....1,200円

滋賀県 東海道本線／
草津駅
忍者弁当........950円

滋賀県 東海道本線／
草津駅
忍者弁当........950円

デミグラスソースを
かけた岡山のご当地丼。
岡山県 山陽本線／岡山駅
岡山名物デミカツ丼
....1,500円

岡山県 山陽本線／岡山駅
岡山名物デミカツ丼
....1,500円
※現地販売は通常容器です。
※特製どんぶりで完売後は、通常容器で販売いたします。

輸送D 1

特急列車ヘッドマーク弁当特集特急列車ヘッドマーク弁当特集
駅ナカで人気の駅ナカで人気の

第1弾「ひばり」から
第11弾「いなほ」まで
大集合！

第1弾「ひばり」から
第11弾「いなほ」まで
大集合！

販売当時の味と掛け紙を再現しました。

手裏剣型のユニークな
おにぎりが特徴。

※JR東日本商品化許諾済　
※お一人様1種類1点限りの
　販売とさせていただきます。 

特急列車
ヘッドマーク弁当
..........各2,160円

特急列車
ヘッドマーク弁当
..........各2,160円

B-7

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

A-7

北海道 根室本線／厚岸駅
氏家かきめし.......... 1,080円

C-3

海の輝き.............. 1,580円海の輝き.............. 1,580円

B-5

北海道 函館本線／札幌駅
石狩鮭めし........... 1,150円

宮城県 東北新幹線／仙台駅
網焼き牛たん弁当 1,100円

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

B-4

北海道 宗谷本線／稚内駅
宗谷岬 海の漁火... 1,280円

青森県 東北新幹線／新青森駅
十和田バラ焼き重 1,080円

岩手県 東北本線／一ノ関駅
平泉うにごはん..... 1,300円

A-6

初登場 初登場

山形県 山形新幹線／山形駅
山形牛牛めし弁当 1,300円

B-5

B-3

山形県 奥羽本線／米沢駅
牛肉どまん中........ 1,250円

A-6

福島県 常磐線／いわき駅
小名浜ウニピラフ.. 1,380円

C-3

常陸牛牛べん....... 1,100円 印籠弁当............. 1,080円
群馬県 高崎線／高崎駅
だるま弁当............ 1,100円

東京都 東海道本線／東京駅
チキン弁当............... 900円

東京都 京王線／新宿駅
京王電鉄5000系弁当 1,300円

初登場

東京都 東海道新幹線／品川駅
江戸甘からあげ弁当 900円

千葉県 総武本線／千葉駅
トンかつ弁当............ 500円

神奈川県 東海道新幹線／小田原駅
東華軒ののり弁........ 850円

神奈川県 東海道本線／大船駅
鯵とハムの押寿司.... 980円

新潟県 信越本線／新潟駅
えび千両ちらし...... 1,380円

B-7

富山県 北陸新幹線／富山駅
源 ますのすし 一重 1,500円

B-5

富山県 北陸新幹線／富山駅
ぶりかまめし.......... 1,200円

C-7

B-6

静岡県 東海道新幹線／熱海駅
金目鯛の味くらべ膳 1,100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

B-6

岐阜県 高山本線／高山駅
飛騨牛蒲焼き重.... 2,500円

愛知県 東海道本線／名古屋駅
 980円

三重県 紀勢本線／松阪駅
 1,500円

滋賀県 東海道本線／草津駅
四季の近江八景... 1,150円

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

初登場

京都府 東海道本線／京都駅
きつね寿し...............800円

初登場

B-4

兵庫県 山陽本線／西明石駅
銀色のひっぱりだこ飯 1,380円

初登場

兵庫県 山陽新幹線／新神戸駅
神戸麻婆すきやき 1,000円

兵庫県 山陽新幹線／新神戸駅
リラックマはちみつチキンランチ
........................... 1,080円

初登場

兵庫県 山陰本線／城崎温泉駅
米田茶店かに寿し 1,100円

初登場 初登場

兵庫県 山陽本線／姫路駅
炭焼風あなご重.... 1,180円

奈良県 近鉄線／奈良駅
柿の葉すし5種10個入 
...........................1,260円

奈良県 近鉄線／奈良駅
柿の葉すし5種10個入 
...........................1,260円

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

鳥取県 山陰本線／鳥取駅
ゲゲゲの鬼太郎丼 1,350円

A-5

島根県 山陰本線／松江駅
島根牛みそ玉丼.... 1,100円

初登場
岡山県 山陽本線／岡山駅
ハローキティ弁当プレミアム 
........................... 1,380円

岡山県 山陽本線／岡山駅
ハローキティ弁当プレミアム 
........................... 1,380円

初登場
岡山県 山陽本線／岡山駅
ドクターイエロー×ぐでたま弁当
........................... 1,280円

岡山県 山陽本線／岡山駅
ドクターイエロー×ぐでたま弁当
........................... 1,280円

B-5

広島県 山陽本線／広島駅
炙りあなごめし...... 1,400円

香川県 予讃線／高松駅
アンパンマン弁当.. 1,200円

愛媛県 予讃線／松山駅
松山名物 醤油めし... 780円

愛媛県 予讃線／今治駅
鯛めし弁当............... 930円

高知県 土讃線／高知駅
.......... 1,500円

初登場

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

佐賀県 佐世保線／有田駅
サンリオキャラクターズ 有田焼カレー
（小）...................... 1,620円

A-5

長崎県 長崎本線／長崎駅
ながさき鯨カツとステーキ弁当
........................... 1,404円

長崎県 長崎本線／長崎駅
ながさき鯨カツとステーキ弁当
........................... 1,404円

初登場

長崎県 九州新幹線／長崎駅
長崎角煮めし........ 1,150円

滋賀県 東海道本線／米原駅
湖北のおはなし..... 1,200円

宮崎県 日豊本線／宮崎駅
元祖椎茸めし........... 800円

A-4

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

1/14㊋
まで

1/14㊋
まで

1/14㊋
まで

1/14㊋
まで

北海道 根室本線／釧路駅
いわしとさばのほっかぶり寿司
............................ 1,290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
............................ 1,290円

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

北海道 函館本線／札幌駅
活ホタテ・ホッキバター焼き弁当
............................ 1,100円

北海道 函館本線／札幌駅
活ホタテ・ホッキバター焼き弁当
............................ 1,100円

実演実演 実演 実演

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

実演

実演

実演

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
D-1

輸送
D-1

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

実演

実演

実演

初登場実演

兵庫県 山陽新幹線／新神戸駅
リラックマはちみつチキンランチ
........................... 1,080円

©2017 San-X

広島県 山陽本線／宮島口駅
あなごめし弁当...... 2,160円
 ※お一人様2点まで

広島県 山陽本線／宮島口駅
あなごめし弁当...... 2,160円
 ※お一人様2点まで

販売予定時刻は
午後2時頃整

輸送
D-1

輸送
A-0

輸送
D-1

販売予定時刻は
午後2時頃整

輸送
D-1

販売予定時刻は
午後2時頃整

販売予定時刻は
午後2時頃整 販売予定時刻は

午後2時頃整

実演

実演

実演
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まで

1/14㊋
まで
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特別企画品

岩手県／肉のふがね
岩手短角和牛弁当やわらか煮
（1折）..................... 1,480円

岩手県／肉のふがね
岩手短角和牛弁当やわらか煮
（1折）..................... 1,480円

輸送
C-2

輸送
C-2

輸送
C-2

実演

群馬県／ほたかや
上州沼田名物焼まんじゅう
（1本）......................... 300円

群馬県／ほたかや
上州沼田名物焼まんじゅう
（1本）......................... 300円

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（8個）
........................... 2,160円

実演実演

実演

輸送
C-2

輸送
C-2

福井県 北陸本線／敦賀駅
炙りのどぐろと炙りますの
北陸御膳.............. 1,180円

福井県 北陸本線／敦賀駅
炙りのどぐろと炙りますの
北陸御膳.............. 1,180円

輸送
A-0

初登場

輸送
A-0

輸送
A-0

北海道 函館本線／旭川駅
蝦夷わっぱミックス 1,050円

初登場

初登場

初登場
福井県 北陸本線／福井駅
鶏の肉みそ味と漬けたれ弁当
............................... 918円

福井県 北陸本線／福井駅
鶏の肉みそ味と漬けたれ弁当
............................... 918円

初登場
山梨県 中央本線／甲府駅
甲州Wワイン弁当しあわせ甲斐
........................... 1,300円

山梨県 中央本線／甲府駅
甲州Wワイン弁当しあわせ甲斐
........................... 1,100円

輸送
A-0

輸送
A-0

宮城県 東北新幹線／仙台駅
こばやしの牛たん弁当～味の
ハットトリック～...... 1,380円

宮城県 東北新幹線／仙台駅
こばやしの牛たん弁当～味の
ハットトリック～...... 1,380円

山梨県 中央本線／小淵沢駅
八ヶ岳高原たまごサンド
プレミアム2020..... 1,200円

山梨県 中央本線／小淵沢駅
八ヶ岳高原たまごサンド
プレミアム2020..... 1,200円

輸送
A-0

秋田県 奥羽本線／秋田駅
あったけぇ きりたんぽ弁当
........................... 1,350円

秋田県 奥羽本線／秋田駅
あったけぇ きりたんぽ弁当
........................... 1,350円

秋田県 奥羽本線／秋田駅
あったけぇ きりたんぽ弁当
........................... 1,350円

秋田県 奥羽本線／秋田駅
あったけぇ きりたんぽ弁当
........................... 1,350円

新潟県 信越本線／新潟駅
のどぐろとにしんかずのこさけ
いくら弁当............ 1,200円

新潟県 信越本線／新潟駅
のどぐろとにしんかずのこさけ
いくら弁当............ 1,200円

輸送
A-0

大阪府 東海道本線／大阪駅
あっちっちあなご3本仕立て
........................... 1,250円

大阪府 東海道本線／大阪駅
あっちっちあなご3本仕立て
........................... 1,250円

輸送
A-0

輸送
A-0

鹿児島県 九州新幹線／出水駅
鹿児島黒豚赤ワインステーキ
弁当.................... 1,100円

鹿児島県 九州新幹線／出水駅
鹿児島黒豚赤ワインステーキ
弁当.................... 1,100円

輸送
A-0

輸送
A-0

福岡県 九州新幹線／博多駅
うまか！博多めんたい牛めし
........................... 1,280円

福岡県 九州新幹線／博多駅
うまか！博多めんたい牛めし
........................... 1,280円

北海道／浜形水産
流氷弁当（1折）.......1,566円
北海道／浜形水産
流氷弁当（1折）.......1,566円
北海道／浜形水産
流氷弁当（1折）.......1,566円
北海道／浜形水産
流氷弁当（1折）.......1,566円

輸送
C-2

北海道／今井商店
たちかまと海の幸弁当
（1折）.....2,160円

北海道／今井商店
たちかまと海の幸弁当
（1折）.....2,160円

北海道／今井商店
たちかまと海の幸弁当
（1折）.....2,160円

北海道／今井商店
たちかまと海の幸弁当
（1折）.....2,160円

1/14㊋
まで

輸送
C-2

第55回記念 特製どんぶり企画第55回記念 特製どんぶり企画

ローカル線
鯖威張る弁当
ローカル線

鯖威張る弁当

鯖の水煮缶を使った炊き
込みご飯に、鯖の塩焼を
のせた鯖づくし。

鯖の水煮缶を使った炊き
込みご飯に、鯖の塩焼を
のせた鯖づくし。

①

②

初登場

初登場

初登場

初登場

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
A-0

輸送
C-2

C-6

実演

輸送
C-2

各日200食販売予定

各日600食販売予定

初登場B-5 実演

各日200食販売予定

輸送
D-1

初登場実演

初登場実演

※1/15㊌からは　　　　　で販売B-5 輸送

※1/12㊐・13　  ・19㊐の
　販売はございません。

月・祝

初登場実演

石川県 北陸新幹線／金沢駅
のどぐろと香箱蟹と甘えびの
三昧弁当.............. 1,480円

石川県 北陸新幹線／金沢駅
のどぐろと香箱蟹と甘えびの
三昧弁当.............. 1,480円

輸送
A-0
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初登場実演

輸送
A-0

初登場実演初登場実演

栃木県 東武日光線／東武日光駅
ＳＬ大樹日光埋蔵金弁当
PREMIUM.......... 1,750円

栃木県 東武日光線／東武日光駅
ＳＬ大樹日光埋蔵金弁当
PREMIUM.......... 1,750円

栃木県 東武日光線／東武日光駅
ＳＬ大樹日光埋蔵金弁当
PREMIUM.......... 1,750円

栃木県 東武日光線／東武日光駅
ＳＬ大樹日光埋蔵金弁当
PREMIUM.......... 1,750円
プレミアム

初登場実演

初登場実演

初登場実演

輸送
A-0

輸送
A-0

特別企画品

実演

特別企画品各日限定100点

B-6 実演

B-6 実演

各日700食販売予定

各日800食販売予定


