
駅弁カードについてはこちらもご覧ください。

応募締切　　2023年5月31日 消印有効

※発表はカードの発送をもって代えさせていただきます。

※収集した個人情報は、プレゼントの発送および業務上必要な範囲内においてのみ使用し、取り扱いは当法人により厳重に管理いたします。

■駅弁カード 全26種（各1枚）を抽選で100名様にプレゼント！

応募方法　　郵便はがきに次の内容をご記入の上、郵送してください。

　　　　　　①住所  ②氏名  ③電話番号  ④お好きな駅弁

宛先　　　　〒101-0025

　　　　　　東京都千代田区神田佐久間町 3-21-1　2階

　　　　　 （一社）日本鉄道構内営業中央会　「駅弁カード」係

1929年（昭和4年）、鉄道省公認出水駅汽車辨當店として創業。 「すべて食べていただけるお弁

当」づくりひとすじに、松栄軒は歩み続けております。

九州うまかもん おむすび弁当

九州を代表する食材「黒豚」「かしわめし」「博多辛子めんたいこ」を使用し、おにぎり弁当に

仕上げました。

価格　　：1,080円（税込）

販売期間：2023年4月1日～5月7日（予定）

販売箇所：鹿児島中央駅、博多駅

「駅弁カード」について

※数量限定のため、各種なくなり次第終了となります。

『地産地消』と『フロム・ファーム・トゥ・テーブル』の精神を大切に、創業1901年（明治34

年）以来の弁当作り百有余年のノウハウを活かし、お客様に『安全』『安心』で美味しいお料理

をお届けいたします。

廣島おにぎり

広島県を代表する食材や郷土料理をおにぎりに。・牡蠣おにぎり（広島県産牡蠣使用）・タコお

にぎり（広島県三原市郷土料理タコ飯のおにぎり）・穴子おにぎり（広島県宮島郷土料理穴子飯

のおにぎり）広島の味を贅沢に3種召し上がっていただけます。

価格　　：850 円（税込）

販売期間：2023年4月7 日～5月31日（予定）

販売箇所：広島駅構内売店

■アベ鳥取堂（鳥取県鳥取市） 「おにぎり弁当　蟹」

1910年（明治43年）創業。

鳥取の食文化を全国の皆様へお届けします。

おにぎり弁当　蟹

かに味噌とかにをご飯に炊込み、地元鳥取の味をギュッと盛付ました。鳥取で生まれたジャンボ

椎茸、豆腐竹輪、あご竹輪、かにのハサミは殻をむき食べやすくなっています。ふるさと鳥取の

味をお楽しみください。

価格　　：1,000円（税込）

販売期間：2023年4月1日～5月7日（予定）

販売箇所：鳥取駅、京都駅、新大阪駅、東京駅

■中央軒（佐賀県鳥栖市） 「娘てまり」

1992年（明治25年）、鳥栖駅の構内営業で創業。

「かしわめし」や「焼麦（しゃおまい）」、駅ホームの「かしわうどん」が人気です。

娘てまり

竹かご容器に手まりおにぎりとおかずが入ったお弁当。

価格　　：900円（税込）

販売期間：2023年4月1日～4月15日（予定）

販売箇所：博多駅、鳥栖駅、新鳥栖駅、中央軒本社

■米吾（鳥取県米子市） 「特製　おにぎり弁当」

当地に鉄道が開通すると同時に、米子駅構内での営業販売に着手。

地元に密着した事業を展開しています。

特製　おにぎり弁当

イベント販売用弁当の一部をアレンジ。境港サーモン等、地元産の食材や季節のフルーツをお楽

しみください。

価格　　：1,000円（税込）

販売期間：2023年4月8日～4月10日（予定）

販売箇所：米子駅

各社の「おにぎり駅弁」には、旅の気分を盛り上げるアイテムとして、地元のおすすめスポットも記載された「駅弁カード」がつきます。

（各社1種 全26種）

■広島駅弁当（広島県広島市） 「廣島おにぎり」

■松栄軒（鹿児島県） 「九州うまかもん おむすび弁当」

■三好野本店（岡山県岡山市） 「えびめしとたこ飯のおにぎり弁当」

創業1891年（明治24年）。

岡山の恵みを通じて、より多くの人に「楽しい時間」を提供できるような商品づくりやサービス

に取り組んでいます。

えびめしとたこ飯のおにぎり弁当

岡山のご当地グルメ「えびめし」、たこと一緒に炊き込んだ郷土料理「たこ飯」、この２つを食

べやすくおにぎりにしました。

価格　　：780 円（税込）

販売期間：2023年4月10日～5月10日（予定）

販売箇所：岡山駅

「塩荘」は敦賀の発展と共に歩んできました。

 創業1903年（明治36年）「駅弁の塩荘」の歴史が始まりました。

伝統の製法や味を守りつつ、時代に沿った「美味しさ」を目指し、日々努力しています。

むすび寿司弁当

人気の照り焼きさばと香ばしく炙ったますのすしおにぎりです。焼きさばにはごま、炙りますに

はとびこをトッピングしています。伝統のすしめしは、福井県産[コシヒカリと華越前]のブレン

ド米を使用し、ほのかに甘く上品で奥深い味わいに仕上げてあります。付け合わせは、福井県産

漬物・佃煮・金平れんこん・厚切り生姜甘酢漬け

価格　　：950円（税込）

販売期間：2023年4月10日～5月7日（予定）

販売箇所：敦賀駅

■まねき食品（兵庫県姫路市） 「姫路流 瀬戸内真鯛のおむすび弁当」

創業1888年（明治21年）。

我が国初の「幕の内駅弁」を販売以降、まねき食品は“美味しさと安心のパートナー”を目指し

て、駅弁文化を未来へ継承して参ります。

姫路流 瀬戸内真鯛のおむすび弁当

春にぴったりな瀬戸内産真鯛のおむすび弁当です。「駅弁の日」制定30周年記念におめでたいに

掛けて鯛めしのおむすびを作りました。料理人が味付けした瀬戸内産の真鯛のフレークを使用

し、ご飯も真鯛のだしで炊き上げた鯛めしのおむすびです。海苔も兵庫海苔を使用しています。

幕の内駅弁の元祖として、おかずも入れておむすび弁当に仕上げました。

価格　　：980円（税込）

販売期間：2023年4月10日～5月31日（予定）

販売箇所：姫路駅、新神戸駅、大阪駅、新大阪駅、京都駅他

■淡路屋（兵庫県神戸市） 「明石の鬼斬り弁当」

1903年（明治36年）創業。「スチーム加熱式弁当」を生み出すなどの新しい取り組みを続け、

鉄道旅をより一層豊かなものにすべく、「日本一ユニークな駅弁屋」を目指しています。

明石の鬼斬り弁当

駅弁の日30周年を記念し、邪気を祓った景気のよい明石らしいおにぎり弁当。

価格　　：980円（税込）

販売期間：2023年4月1日～5月7日

販売箇所：新神戸駅、神戸駅、西明石駅、鶴橋駅　他

■南洋軒（滋賀県草津市） 「近江牛おにぎり三種盛り弁当」

創業1889年（明治22年）。街道の宿場街として栄えた近江の国「草津」から、ふるさと近江の

味をお届けします。

近江牛おにぎり三種盛り弁当

近江牛のおにぎりに郷土の味を詰め込んだこだわりのおにぎり弁当です。

価格　　：950円（税込）

販売期間：2023年4月10日～5月7日（予定）

販売箇所：草津駅、京都駅、新大阪駅

駅弁販売開始から120年。

全国の皆様から愛される「越前かにめし」をはじめ、地場の食材にこだわった駅弁や四季折々の

お惣菜を真心こめてつくっています。

福井　山海里おにぎり弁当（新幹線開通一年前記念Ver.）

北陸新幹線開通カウントダウンを迎え、福井県×崎陽軒フクイシウマイ企画より番匠本店のフク

イシウマイをおかずに入れました。関東圏と福井の食が繋がります。福井らしい３種のおにぎり

弁当です。

価格　　：1,000円（税込）

販売期間：2023年4月10日～5月7日（予定）

販売箇所：福井駅、新大阪駅、京都駅、東京駅、上野駅、大宮駅、金沢駅

■塩荘（福井県敦賀市） 「むすび寿司弁当」

創業1896年（明治29年）。北陸線で初めて駅弁を販売。100年以上、こだわった駅弁を創り続け

ています。

バイ貝・牡蠣おにぎり弁当

北陸の貝類の代表のバイ貝と牡蠣の出汁を使ったおにぎりをお弁当にしました。

価格　　：790円（税込）

販売期間：2023年4月10日～5月10日（予定）

販売箇所：金沢駅、加賀温泉駅

「4月10日は駅弁の日」駅弁の日制定30周年記念　おにぎり駅弁企画2023

駅弁業者26社が“駅弁の日”記念の「おにぎり駅弁」を発売

日本鉄道構内営業中央会に所属する駅弁業者26社は、4月10日の“駅弁の日”に合わせて、各社が開発した「おにぎり駅弁」を発売いたします。

この「おにぎり駅弁企画2023」は、1993年に駅弁文化の継承を目的に制定された「駅弁の日」が2023年で制定30周年を迎えることから、お客様

への日頃のご愛顧に感謝を込めて、駅弁の始まりといわれている「ニギリメシ」にちなんだ、各社の「おにぎり駅弁」を発売するものです。

各社の「おにぎり駅弁」には、旅の気分を盛り上げるアイテムとして、おすすめの観光名所を紹介した「駅弁カード」がつきます。

「おにぎり駅弁」を召し上がっていただき、駅弁とともに素敵な旅をお楽しみください。

駅弁業者・商品のご案内

■企画概要

　販売開始日　　2023年4月1日（土）から順次　（※販売開始日、終了日は各社により異なります）

　販売箇所　　　各社の駅構内売店等　（※一部の商品は首都圏および京阪神地区の駅弁店舗でも販売を予定しています）

　販売商品　　　駅弁業者26社による「おにぎり駅弁」全26品

＊駅弁の日とは・・・

　4月10日は“駅弁の日”。

　弁当の「弁」の文字が4と十の組み合わせにも見えること、「当」は10（とう）と読むことに由来。

　駅弁文化の継承を期す日として、1993年に制定されました。

■東華軒（神奈川県小田原市） 「箱根山麓豚とあじわい梅のおにぎり弁当」

創業1888年（明治21年）。東海道駅弁の元祖として、老舗の味とおもてなしの心をお届けいた

します。

箱根山麓豚とあじわい梅のおにぎり弁当

箱根山麓豚のしぐれ煮と種なし梅を入れたおにぎり2個。おかずは海老の天ぷらと鮭塩焼き、蒲

鉾、玉子焼き。デザートは桜餅を入れた春らしいピクニック用のお弁当です。

価格　　：980円（税込）

販売期間：2023年4月1日～5月7日（予定）

販売箇所：東京駅、小田原駅

■東海軒（静岡県静岡市） 「握り飯の幕の内弁当」

創業1889年（明治22年）。伝統と美味しさを守り駅弁を創り続け、“もっとやる！ 挑戦する！”

気持ちで地域の発展に努めてまいります。

握り飯の幕の内弁当

東海軒で売上ナンバーワンの「幕の内弁当」のご飯をおにぎりにしました。昔の呼び名で、おに

ぎりを握り飯と言っていたことからネーミングを握り飯としました。

価格　　：1,100円（税込）

販売期間：2023年4月10日～4月30日（予定）

販売箇所：静岡駅コンコース売店、静岡駅中二階売店

■高野商店（石川県加賀市） 「バイ貝・牡蠣おにぎり弁当」

■源（富山県富山市） 「富山の味わい おにぎり弁当」

1908年（明治41年）創業。

歴史によって培われた、技とおもてなしの心を大切にしています。

富山の味わい おにぎり弁当

富山の食材を使った商品としておにぎりが見えるパッケージを採用することで、お客様に分かり

易い商品にしました。食材は黒とろろ、氷見牛しぐれ、白えび白おぼろ、煮物。

価格　　：900円（税込）

販売期間：2023年4月10日～5月7日（予定）

販売箇所：直営店（金沢駅百番街あんと店、富山駅コンコース店、富山・砺波インター店）

■札幌駅立売商会（北海道札幌市） 「札幌おにぎり弁当」

創業1899年（明治32年）。

先代達の思いを受け継ぎ、変わらぬ真心と美味しさをお届けし続けます。

札幌おにぎり弁当

鮭イクラの海鮮おにぎり、道産豚角煮おにぎりと多彩なおかずを盛り付けたお弁当です。

価格　　：750 円（税込）

販売期間：2023年4月1日～4月30日（予定）

販売箇所：札幌駅味の弁菜亭

■斎藤松月堂（岩手県一関市） 「鶏むすび辨當」

■丸政（山梨県北杜市小淵沢町） 「そば屋の天むす」

創業1918年（大正7年）。八ヶ岳のふもと小淵沢から美味しい駅弁をお届け。

山梨県、長野県の食材を山梨、長野の味付けで。

そば屋の天むす

木耳の佃煮をまぜたご飯に、プリプリ食感のえび天を包みました。

価格　　：780円（税込）

販売期間：2023年4月1日～5月7日（予定）

販売箇所：小淵沢駅、甲府駅、東京駅、上野駅、新宿駅、大宮駅、伊勢丹新宿店

一ノ関駅開業と共に130年。街の発展と共に歴史を刻む。

“旅人の心に寄り添う駅弁作り”を目指します。

鶏むすび辨當

岩手県産鶏肉の照り焼きをおにぎりの中に。

価格　　：880円（税込）

販売期間：2023年4月8日～4月16日（予定）

販売箇所：一ノ関駅、盛岡駅

■荻野屋（群馬県安中市） 「峠の釜めし おにぎり駅弁」

創業1885年(明治18年)。信越本線の開業と同時に横川駅にて駅弁の販売を開始。

安心安全とまごころを込めた商品をお届けいたします。

峠の釜めし おにぎり駅弁

・鶏ごぼうおにぎり：醤油と昆布だしで炊いたご飯、秘伝のたれと鶏肉、ごぼう煮。峠の釜めし

と同じ具材を使用。・じゃこ山椒おにぎり：ちりめんじゃこをふんだんに使用、山椒の風味を活

かした荻野屋こだわりの味付け・鮭あおさおにぎり：自社で丁寧に焼き上げほぐした鮭を使用。

醤油と昆布で炊いた茶めしとあわせ、おにぎりに。

価格　　：850円（税込）

販売期間：2023年4月10日～4月30日（予定）

販売箇所：東京駅、高崎駅、軽井沢駅

■福豆屋（福島県郡山市） 「驛辨浪漫～おむすび編～」

“駅弁の日”を記念して、駅弁業者21社がお届けする「おにぎり駅弁」。

各社の「おにぎり駅弁」を召し上がっていただき、駅弁とともに素敵な旅をお楽しみください。

1924年（大正13年）創業。

「いつも笑顔でまごころで」をモットーに地元の特長を活かした駅弁づくりに努めております。

驛辨浪漫～おむすび編～

「海苔のりべん」をおむすび風に仕立て、楕円形の器に彩りよく並べました。

価格　　：900円（税込）

販売期間：2023年4月8日～4月23日（予定）

販売箇所：郡山駅、東京駅

■JR東日本クロスステーション（東京都） 「チキン弁当と深川めしのおにぎり弁当」

創業1900年（明治33年）。浅草・日本橋に料亭を構えて以来120余年、受け継いだ職人の技で老

舗料亭の味を守り続けています。

チキン弁当と深川めしのおにぎり弁当

ロングセラー駅弁の「チキン弁当」と東京名物駅弁の「深川めし」をおにぎりにして詰め合わせ

たお弁当。

価格　　：850円（税込）

販売期間：2023年4月10日～4月23日（予定）

販売箇所：東京駅、上野駅、新宿駅、大宮駅

■松川弁当店（山形県米沢市） 「田舎むすび」

創業120余年の伝統と信頼を礎に今日も笑顔になれる美味しい駅弁をまごころこめて作り続けて

います。

田舎むすび

郷土自慢の味や季節を感じるほろ苦い味、素朴な味わいのおむすびに米沢牛の牛ごぼうなどを添

えてお弁当に仕上げました。

価格　　：1,080円（税込）

販売期間：2023年4月10日～4月16日（予定）

販売箇所：山形駅、仙台駅、東京駅

■祇園（静岡県伊東市）「おにぎりランチBOX」（記念ラベル仕様）

1946年（昭和21年）いなり寿し専門店として創業。

以後、伊東駅初の駅弁屋として伊豆名物いなり寿しを販売。

おにぎりランチBOX（記念ラベル仕様）

祇園のロングセラー　おにぎり二つ（シャケ、ワカメごはん）に国産鶏の唐揚げと玉子焼き。

価格　　：580円（税込）

販売期間：2023年4月1日～4月30日（予定）

販売箇所：伊東駅他

■崎陽軒（神奈川県横浜市） 「おにぎりシウマイ弁当」

1908年（明治41年）創業。

横浜のおいしさを、創りつづける崎陽軒。

真に優れたローカルブランドを目指して未来へと。

おにぎりシウマイ弁当

「シウマイ弁当」のおかずをおにぎりにしたお弁当です。

予約期間　4月10日（月）分　4/3（月）10時～4/7（金）14時まで

　　　　　4月11日（火）分　4/4（火）10時～4/8（土）14時まで

　　　　　4月12日（水）分　4/5（水）10時～4/9（日）14時まで

価格　　：1,100円（税込）

販売期間：2023年4月10日～4月12日（予定）

販売箇所：神奈川・東京を中心とした約140店舗（崎陽軒WEBサイトでの完全予約制）

■松浦商店（愛知県名古屋市） 「大えび天むす」

2022年（令和4年）11月に創業100周年を迎えた松浦商店。

次の100年に向けて地元の味を全国へ発信し続けます。

大えび天むす

プリプリの大きな海老天を松浦商店独自のたれに絡めて一つ一つ手で握った名古屋名物の天むす

です。

価格　　：730円（税込）

販売期間：2023年4月1日～4月16日（予定）

販売箇所：名古屋駅関西本線売店

4月10日は“駅弁の日”。 駅弁で日本を元気に。

■桃中軒（静岡県沼津市） 「静岡おにぎり弁当」

1891年（明治24年）創業。

地域名産の食材を取り入れた駅弁で食を通じた地域貢献を目指します。

静岡おにぎり弁当

3種類の特製おにぎりと煮物や鶏のから揚げ、玉子焼きが入ったおにぎり弁当です。桜えびめし

（桜えびは台湾産）のおにぎりとあしたか牛そぼろおにぎり、鯛めしおにぎりの3種類で、おに

ぎりにも具が入り食べ応えがあります。春らしい掛紙で春の行楽のお供にもおすすめです。

価格　　：800円（税込）

販売期間：2023年4月1日～4月23日（予定）

販売箇所：三島駅、沼津駅　桃中軒売店

■番匠本店（福井県福井市） 「福井 山海里おにぎり弁当」（新幹線開通一年前記念Ver.）

札幌駅立売商会 公式ウェブサイトへ

斎藤松月堂 公式ウェブサイトへ

福豆屋 公式ウェブサイトへ

松川弁当店 公式ウェブサイトへ

祇園 公式ウェブサイトへ

崎陽軒 公式ウェブサイトへ

JR東日本クロスステーション 公式ウェブサイトへ

丸政 公式ウェブサイトへ

桃中軒 公式ウェブサイトへ

松浦商店 公式ウェブサイトへ

源 公式ウェブサイトへ

番匠本店 公式ウェブサイトへ

塩荘 公式ウェブサイトへ

まねき食品 公式ウェブサイトへ

淡路屋 公式ウェブサイトへ

三好野本店 公式ウェブサイトへ

広島駅弁当 公式ウェブサイトへ

アベ鳥取堂 公式ウェブサイトへ

松栄軒 公式ウェブサイトへ

東華軒 公式ウェブサイトへ

東海軒 公式ウェブサイトへ

高野商店 公式ウェブサイトへ

南洋軒 公式ウェブサイトへ

中央軒 公式ウェブサイトへ

米吾 公式ウェブサイトへ

荻野屋 公式ウェブサイトへ

スマートフォン用

ページはこちら

http://www.ekiben.or.jp/main/about/press20230410-1.pdf
https://www.ekiben-sapporo.net/
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https://www.awajiya.co.jp/
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http://www.ekibento.co.jp/
https://www.abetori.co.jp/
http://shoeiken.com/
http://www.toukaken.co.jp/
https://www.tokaiken.jp/
http://www.obentou-takano.com/
https://www.nanyouken.co.jp/
https://chuohken.com/
https://www.komego.co.jp/
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