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第56回記念 特製どんぶり企画第56回記念 特製どんぶり企画

寒鯖づけに越前ガニ、
うに、いくらで彩りを！
福井県 北陸本線／小浜駅

...........................1,500円

福井県 北陸本線／小浜駅

...........................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。

7階 大催場

会場内が既定の人数に達した際には、入場
制限と整理券配布をさせていただく場合が
ございます。また今回は会場内にはお休み処
を併設しておりません。あらかじめご了承
ください。
※状況により入場できない場合がございます。

7階 大催場
入場に関するお願い

初登場

全国津々浦々から、
ふるさとの味を届けて56回！

各日150食販売予定実演B-6 初登場 Net予約可

沖縄県／なはかた
紅ちゅらまん（1パック4個入） 500円
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※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。

B-7

新潟県 信越本線／新潟駅
えんがわ押し寿司... 1,200円

B-6

新潟県 信越本線／長岡駅
海鮮花火弁当........ 1,180円

B-5

富山県 北陸新幹線／富山駅
ぶりかまめし........... 1,200円

B-6 B-4

福井県 北陸本線／福井駅
越前かにめし......... 1,300円

C-3

愛知県 東海道本線／名古屋駅
松阪牛めし弁当..... 1,340円

B-5 B-4

広島県 山陽本線／広島駅
炙りあなごめし....... 1,400円

B-3 A-3

佐賀県 佐世保本線／武雄温泉駅
佐賀牛すき焼き弁当 1,620円

A-6

B-3

A-6

長崎県 長崎本線／長崎駅
鯨てんぷら弁当...... 1,296円

長崎県 長崎本線／長崎駅
ながさき鯨カツ弁当 1,080円

C-3

B-4

山形県 奥羽本線／米沢駅
牛肉どまん中......... 1,250円

A-5A-4 B-6

A-7

北海道 根室本線／厚岸駅
海鮮うに蟹いくらかきめし
............................ 1,280円

北海道 根室本線／厚岸駅
海鮮うに蟹いくらかきめし
............................ 1,280円

B-3

北海道 函館本線／旭川駅
かに四種盛弁当..... 1,380円

B-3

北海道 函館本線／旭川駅
蝦夷わっぱミックス.. 1,180円

B-3

北海道 根室本線／釧路駅
たらば蟹いくらめし.. 1,280円

B-3

北海道 根室本線／釧路駅
どっさりかに弁当..... 1,380円

C-3

北海手綱.............. 1,150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

鳥取県 山陰本線／鳥取駅
かにづくし弁当...1,400円

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

山梨県 中央本線／小淵沢駅
高原野菜とカツの弁当 1,000円
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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

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

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

岩手県／菅原ぶどう園
ぶどうジュース（1,00０ml） 1,485円

山形県／まめや
冨貴豆（小）（1箱）........ 690円

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

埼玉県／紅葉屋本店
五家宝（18本）............. 620円

長野県／新鶴本店
塩羊羹（1棹）........... 1,100円

実演

実演

実演 実演

実演
実演

実演 実演

実演

宮城県／菓匠三全
萩の月（5個入）............. 831円

北海道／六花亭
マルセイバターサンド（5個入） 680円

群馬県／芳房堂
栗甘納糖初霜風情（8個）
........................... 2,160円

群馬県／芳房堂
栗甘納糖初霜風情（8個）
........................... 2,160円

群馬県／芳房堂
栗甘納糖初霜風情（8個）
........................... 2,160円

群馬県／芳房堂
栗甘納糖初霜風情（8個）
........................... 2,160円

長野県／駒乃屋
）...... 1,080円

石川県／圓八
（9粒入）....... 420円

大阪府／
たこ焼き発祥のお店 会津屋
元祖たこやき小箱（12個入） 580円

大阪府／
たこ焼き発祥のお店 会津屋
元祖たこやき小箱（12個入） 580円

石川県／味の錢福屋
かぶら寿し（100g当り）.... 594円

岐阜県／あけぼのや
みたらしだんご（5本入）.. 550円

愛媛県／宇和島 安岡蒲鉾
宇和島じゃこ天（5枚）.. 1,026円
えそちくわ（3本）............. 648円

愛媛県／宇和島 安岡蒲鉾
宇和島じゃこ天（5枚）.. 1,026円
えそちくわ（3本）............. 648円

福岡県／かさの家
（5個）........... 650円

長崎県／岩崎本舗
長崎角煮まんじゅう（5個） 2,160円

鹿児島県／宮原園
知覧茶各種（100g） 864円から

沖縄県／千草物産
沖縄伝統野草配合 千草28茶
（200g）................... 1,944円

沖縄県／千草物産
沖縄伝統野草配合 千草28茶
（200g）................... 1,944円

沖縄県／小浜養蜂場
プロポリス・生ローヤルゼリー入
蜂蜜（500g）.............. 2,160円

沖縄県／小浜養蜂場
プロポリス・生ローヤルゼリー入
蜂蜜（500g）............ 2,160円

B-6 実演

駅弁ひとり旅
コラボ掛紙特集
駅弁ひとり旅
コラボ掛紙特集

常磐線復旧記念常磐線復旧記念

B-2

宮崎県／味のくらや
からいも団子（6個入）... 840円

D-2

佐賀県／増田羊羹本舗
増田の小城羊羹 昔風手造り
〈おぐら・茶・栗〉（1本・各260g） 各756円

佐賀県／増田羊羹本舗
増田の小城羊羹 昔風手造り
〈おぐら・茶・栗〉（1本・各260g） 各756円

C-6

福岡県／博多まるきた
辛子明太子 博多あごおとし
（100ｇ当り）............... 1,296円

福岡県／博多まるきた
辛子明太子 博多あごおとし
（100ｇ当り）............... 1,296円

D-6

佐賀県／かま笑
呼子いか活造り（冷凍・1杯）
........................... 3,780円

佐賀県／かま笑
呼子いか活造り（冷凍・1杯）
........................... 3,780円

C-4

大阪府／阪神名物いか焼き
いろどりセット（いか焼き1枚/デラバン
2枚/和風デラ2枚）............ 993円

大阪府／阪神名物いか焼き
いろどりセット（いか焼き1枚/デラバン
2枚/和風デラ2枚）............ 993円

D-3

大阪府／グランカルビー
ポテトベーシック〈しお味〉/ポテトロースト
〈焼きしお味〉（各1箱3袋入） 各579円

大阪府／グランカルビー
ポテトベーシック〈しお味〉/ポテトロースト
〈焼きしお味〉（各1箱3袋入） 各579円

D-6

長野県／小川の庄 おやき村
縄文おやき〈①しめじ野菜 ②野沢菜〉
（各1個）................... 各190円

長野県／小川の庄 おやき村
縄文おやき〈①しめじ野菜 ②野沢菜〉
（各1個）................... 各190円

D-2

静岡県／清水製菓
プレミアムいちご大福（1個） 351円
まるごとみかん大福（1個） 324円

静岡県／清水製菓
プレミアムいちご大福（1個） 351円
まるごとみかん大福（1個） 324円

C-5

北海道／雑魚亭
海の響宴（1折）....... 1,728円

C-2

青森県／カネショウ
ハチミツ入りんご酢 1,296円

 864円（各500㎖）

青森県／カネショウ
ハチミツ入りんご酢 1,296円

 864円（各500㎖）

ご当地パン特集
①京都府／山一パン総本店
京・デニッシュ八つ橋あんぱん
（1個）....................... 200円
②兵庫県／ニシカワ食品
アベック（1個）............ 190円

 
④山形県／たいようパン
和ごころ（1.5斤）.........

 

780円

鳥取県 山陰本線／鳥取駅
元祖かに寿し......... 1,280円

A-6

熊本県 九州新幹線／新八代駅
鮎屋三代弁当........ 1,350円

A-6

熊本県 九州新幹線／新八代駅
鮎屋三代塩焼き弁当 1,350円

C-7

岩手県 三陸鉄道／久慈駅
うに弁当................ 1,570円

B-6

山梨県 中央本線／小淵沢駅
甲州かつサンド（豚）... 750円
山梨県 中央本線／小淵沢駅
甲州かつサンド（豚）... 750円

C-3

北海道 函館本線／ 駅
海の輝き............... 1,580円
北海道 函館本線／ 駅
海の輝き............... 1,580円
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総合案内

●駅弁ひとり旅
　コミック販売
●駅弁ガチャ
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⬇会場出口

7階 会場案内図

シーズンスペース

常磐街道味めぐり............... 1,500円

①寝台特急テールマーク弁当 
ゆうづる............... 2,160円

福島県 常磐線／いわき駅
常磐線全線開通記念 鰹づくし弁当 1,000円

②特急列車ヘッドマーク弁当 
ひたち................ 2,160円

※イメージです。

①
②

岩手県／及川農園
手造り梅干し（25０ｇ） 1,240円

櫻井 寛氏
1954年長野県生まれ。出版
社勤務の後、フォトジャーナリス
トとして独立。1994年『鉄道世
界夢紀行』で第19回交通図
書賞を受賞。人気漫画『駅弁
ひとり旅』の監修も務める。

＜コミック販売＞
●7階 シーズンスペース
『新・駅弁ひとり旅～撮り鉄・菜々編』
（監修：櫻井寛・作画：はやせ淳／双葉社）

１巻・２巻............各715円
人気漫画『新・駅弁ひとり旅』は、新刊が
発売されたばかりの続編も販売します。

©櫻井寛・はやせ淳／双葉社

三重県 紀勢本線／松阪駅
松阪でアッツアツ牛めしに出会う!! 1,500円

加熱式の
こだわり牛めし！
加熱式の
こだわり牛めし！

香ばしい穴子と
いくらの贅沢盛り！
香ばしい穴子と
いくらの贅沢盛り！

牛すきやきと焼豚の食べ比べ！牛すきやきと焼豚の食べ比べ！
人気シリーズが
今年も登場！
人気シリーズが
今年も登場！

牛たん（仙台）、軍鶏（福島）、

常陸牛（茨城）が集結！
牛たん（仙台）、軍鶏（福島）、

常陸牛（茨城）が集結！
港町ならではの
鰹のおいしさを存分に！
港町ならではの
鰹のおいしさを存分に！

ヘッドマーク
ハンカチ........... 各396円
巾着................. 各660円
マグネット.......... 各330円

ヘッドマーク
ハンカチ........... 各396円
巾着................. 各660円
マグネット.......... 各330円

沼本 忠次氏
1947年静岡県生まれ。
国鉄、JR東日本勤務を
経て、2009年より日本
鉄道構内営業中央会
勤務。駅弁の魅力を広
めるために、原稿執筆、
グッズ開発、イベントな
どを手がけている
Mr.駅弁。

駅弁

グッズ

Mr.駅弁の

おすすめ

弁当

①
②

駅弁界の重鎮が
自信を持ってセレクト！
駅弁界の重鎮が

自信を持ってセレクト！

※JR東日本商品化許諾済

輸送 Net予約可

各日60食販売予定各日100食販売予定

初登場実演
各日800食販売予定Net予約可

初登場実演
Net予約可 各日1,000食販売予定

鹿児島県 九州新幹線／出水駅
鹿児島黒毛和牛 黒豚競演 牛すき焼きと
黒豚炙り焼豚弁当.................1,500円

兵庫県 山陽本線／姫路駅
福盛 いくらがけ穴子めし......1,480円

各日1,000食販売予定

輸送 Net予約可

実演 各日800食販売予定Net予約可初登場

実演 Net予約可初登場

実演
実演実演 Net予約可 実演 Net予約可 実演 Net予約可 実演

実演

実演 Net予約可

各日300食販売予定

実演 Net予約可

実演
実演 実演

実演 Net予約可 実演 Net予約可 山梨県 中央本線／小淵沢駅
高原野菜とからあげの弁当
............................ 1,100円

山梨県 中央本線／小淵沢駅
高原野菜とからあげの弁当
............................ 1,100円

実演 Net予約可
実演 初登場

実演 実演 実演福井県 北陸本線／福井駅

...1,404円

福井県 北陸本線／福井駅

...1,404円

実演 初登場

各日100食販売予定

実演

兵庫県 山陽本線／姫路駅
せとのあなごめし.... 1,680円

兵庫県 東海道本線／神戸駅
肉めし................... 1,100円

実演実演

実演 Net予約可

広島県 山陽本線／広島駅
夫婦あなごめし...... 1,300円

実演 実演実演 Net予約可

鹿児島県 九州新幹線／出水駅
うまか！ 博多鯛しゃぶ穴子弁当
............................ 1,280円

鹿児島県 九州新幹線／出水駅
うまか！ 博多鯛しゃぶ穴子弁当
............................ 1,280円

実演
実演実演 実演 Net予約可

ガチャガチャ 駅弁フィギュア
コレクション（1回）......... 500円
●7階 シーズンスペース

ガチャガチャ 駅弁フィギュア
コレクション（1回）......... 500円
●7階 シーズンスペース

B-7 実演 Net予約可

A-5 実演 Net予約可

北海道／浜形水産
極み濱弁当（1折）.... 1,800円
北海道／浜形水産
極み濱弁当（1折）.... 1,800円

実演

特別企画品特別企画品

Net販売可 Net販売可

輸送
C-7

Net販売可実演

Net販売可 Net販売可 Net販売可

輸送
C-7

実演
Net販売可

輸送
C-7

東京都／なかお
とらふぐにぎり（７貫） 1,680円
東京都／なかお
とらふぐにぎり（７貫） 1,680円

特別企画品

輸送
C-7

輸送
C-7

三重県／赤福
（12個入）....... 1,100円

輸送
C-7

※赤福茶屋は
　ございません。

Net販売可

実演
Net販売可

Net販売可

長崎県／長崎心泉堂
幸せの黄色いカステラ 
0.6号（1本・310g）...... 1,188円

長崎県／長崎心泉堂
幸せの黄色いカステラ 
0.6号（1本・310g）...... 1,188円

長崎県／長崎心泉堂
幸せの黄色いカステラ 
0.6号（1本・310g）...... 1,188円

長崎県／長崎心泉堂
幸せの黄色いカステラ 
0.6号（1本・310g）...... 1,188円

Net販売可

D-6D-3D-4

各日限定
50点

輸送
C-7

Net販売可 Net販売可

輸送
C-7

輸送
A-5

※写真は
　イメージです。

輸送
C-7

福井県／えがわ
水羊かん（1箱・520g）..... 800円

輸送
C-7

長崎県／つたや總本家
カスドース（5個入）.... 1,080円
長崎県／つたや總本家
カスドース（5個入）.... 1,080円

輸送
C-7

※ネットで販売する商品は、
　実演の商品とは異なります。

7階 大催場
郷土自慢のグルメや人気スイーツ満載。

櫻井 寛 写真展 
●7階 シーズンスペース
鉄道写真家 櫻井 寛氏セレクトの絶
景列車とおすすめの駅弁をご紹介す
るパネル展を開催します。

③新潟県／小竹製菓笹だんごパンは、1/20（水）まで販売中止

③③

①①

④④

②②

1/14㊍
から

C-2


