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（出典）媒体 略称
第１位 雑誌 JTBxxx 「ＪＴＢ時刻表」（ＪＴＢパブリッシング）※２０１１年４月号を使用　※普通弁当及び多くの私鉄の駅弁は掲載なし　※xxxは掲載頁
第２位 雑誌 JRxxx 「ＪＲ時刻表」（交通新聞社）※２０１１年４月号を使用　※多くの普通弁当、新幹線単独駅と東海道新幹線と私鉄の駅弁は掲載なし　※xxxは掲載頁
第３位 雑誌 THEJRH 「ＴＨＥ　ＪＲ　ＨＯＫＫＡＩＤＯ」（ＪＲ北海道）※２０１１年４月号を使用　※北海道のみ　※疑義駅弁も多く掲載
第４位 インターネット 「駅弁のホームページ」（日本鉄道構内営業中央会）※会員の駅弁のみ掲載　※販売駅混乱のため駅弁リストのみ採用
第５位 インターネット 「駅弁図鑑　西日本編」（日本鉄道構内営業中央会西日本支部）※会員の駅弁のみ掲載
第５位 インターネット九州rank 「九州の駅弁ランキング」（九州旅客鉄道）http://www.jrkyushu.co.jp/ekiben/index.jsp　※毎年１０月更新
第５位 チラシ 四国rank 「第１回四国の駅弁ランキング」（四国旅客鉄道）
第６位 インターネット 「九州駅弁」（九州構内営業中央会）http://www.kyushu-ekiben.com/　※会員の駅弁のみ掲載、情報更新頻度不詳
第７位 インターネット 「調製元公式サイト」（調製元や販売者の公式サイト）※更新が行われてると思われるサイトのみ参考とした
第８位 当館 経験上その他、この駅ではこの駅弁が売られているはず、というものを掲載。

（略称）
リテール ＪＲ九州リテール
フードサービス ＪＲ九州フードサービス
リテールネット ＪＲ東日本リテールネット
ＪＲＣＰ ジェイアール東海パッセンジャーズ
ＮＲＥ 日本レストランエンタプライズ（東京、仙台、盛岡、秋田）
ＪＲＳＮ ジェイアールサービスネット（金沢、岡山、福岡）、ジェイアール西日本デイリーサービスネット
全農 全国農業協同組合連合会
ウェルネス伯養軒 ウェルネス伯養軒（仙台支店、郡山支店、盛岡支店、青森支店）

（備考）
当一覧の作成にあたり調製元、販売元、鉄道会社等への取材や問い合わせは一切していない。当一覧の作成にあたり調製元、販売元、鉄道会社等への取材や問い合わせは一切していない。当一覧の作成にあたり調製元、販売元、鉄道会社等への取材や問い合わせは一切していない。当一覧の作成にあたり調製元、販売元、鉄道会社等への取材や問い合わせは一切していない。
駅弁の調製元及び販売元は、第１位～第７位の出典に明記がなければ、実体験及び想像による。
価格の異なる同名駅弁は複数種類扱いとした。
販売駅の異なる同一駅弁は単一種類扱いとした。
駅弁と紹介されることの多い駅前弁当を含む。
鉄道銘菓を含む。どこまで含めるかは当館で決めた。
車内販売限定弁当を含まない。但し第１位～第６位の出典に駅名付きで掲載があれば掲載した。
当館定義の疑義駅弁も、第１位～第７位の出典に掲載があれば掲載した。
記念駅弁及び期間限定駅弁は、第１位～第５位の出典に掲載があるものと、但し定期的に出てくるものは掲載した。
都道府県名の頭に加えた二桁の数字は都道府県コード（総務省の全国地方公共団体コード及びISO3166）である。

（摘要）
２０１１年３月１１日発生の東日本大震災による影響は考慮していない。２０１１年３月１１日発生の東日本大震災による影響は考慮していない。２０１１年３月１１日発生の東日本大震災による影響は考慮していない。２０１１年３月１１日発生の東日本大震災による影響は考慮していない。
国鉄時代の定義による「普通弁当」（幕の内弁当と助六寿司等）は記載漏れが多いと思う。
「鯖」の旧字体（月→円）は入力環境で表示不能のため新字体で代替した。
「鱒」の変字体（‘’→ハ）は入力環境で表示不能のため左記字体で代替した。
「ー」と「～」の使い分けは出典によりまちまちになりがちであるためノーチェック。
「寿司」「寿し」の読み仮名は、接頭辞の場合は「すし」、接尾辞の場合は「ずし」に統一した
「ＶＳ」のよみがなは「ぶいえす」とした。「＆」のよみがなは「あんど」とした。
根室駅の駅弁販売は終了したと判断した。
静内駅の「日高名物北海いかめし」以外の駅弁の現地販売状況は不詳。
静内駅「日高つぶめし弁当」は駅併設観光売店では売られていないと判断した。
留萌駅「にしんおやこ」は駅で売られていないと判断した。
上富良野駅での駅弁販売（駅弁立売）は２０１０年には行われなかった模様。
ウェルネス伯養軒の駅弁は販売リストが整備されていないため不明点が多い。
野辺地駅のあおもり青養軒の駅弁はすべて消滅。
いわて沼宮内駅併設観光売店での弁当販売は終了した模様。
秋田駅における泉秋軒とウェルネス伯養軒の区別は不明。（現地は泉秋軒、輸送は伯養軒に見えるが？）
米沢駅の松川弁当店の牛肉系駅弁がどこまで現存するかは不詳。



赤湯駅の竹亭は撤退した模様。
横川駅「峠の松茸めし」の販売は終了した模様。
浅草駅と鬼怒川温泉駅の鬼平は撤退したと判断した。
立川駅での弁当販売は終了した模様。
東京地区でのＪＲ東日本リテールネット「ＮＥＷＤＡＹＳ」扱いの弁当類は含めない。
小田原駅の改札外売店と箱根湯本駅売店の運営主体を知らないため、販売元は「※共同売店」とした。
箱根湯本駅弁はもっと存在する可能性がある。
妙高高原の駅弁屋であった駅前商店の弁当販売は終了した模様。
中津川駅の駅弁は掲載した。（２０１１年４月２０日限り）
名古屋駅の駅弁売店の運営主体を知らないため、販売元は「※共同売店」とした。
大阪難波駅その他近鉄の駅弁がはっきりしないため、現時点では掲載していない。
篠山口駅の駅弁販売は２０１１年２月限りで終了した模様。
宇土駅の新駅舎に売店はない模様。
出水駅弁が現地でどこまで存在するかは不詳。

（改定履歴）
１版　2011/5/15　2095種類を掲載
２版　2011/5/26　2101種類を掲載　筑後船小屋、新大牟田、久留米追加、二戸都道府県名訂正、河口湖追加、長万部販売元訂正、大沼公園販売元訂正、函館ふりがな訂正、郡山販売元訂正



駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）
都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
01北海道 小樽 なし 焼たらば弁当 やきたらばべんとう 1890 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク THEJRH 予約販売
01北海道 小樽 なし うにめし うにめし 1260 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク THEJRH 予約販売
01北海道 小樽 なし いくら弁当 いくらべんとう 1260 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク JTB668 JR701 THEJRH
01北海道 小樽 なし 小樽漁華 おたるりょうか 1260 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク THEJRH 予約販売
01北海道 小樽 なし おたる海の輝き おたるうみのかがやき 1260 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク JTB668 JR701 THEJRH JR701とTHEJRH「海の輝き」
01北海道 小樽 なし 小樽あつあつかきめし おたるあつあつかきめし 1150 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク THEJRH 予約販売
01北海道 小樽 なし おたるかきめし弁当 おたるかきめしべんとう 1050 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク JTB668 JR701 THEJRH JR701とTHEJRH「かきめし弁当」
01北海道 小樽 なし 北海手綱 ほっかいたづな 1050 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク JTB668 JR701 THEJRH
01北海道 小樽 なし 特製おたるかにめし とくせいおたるかにめし 850 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク JTB668 JR701 THEJRH JR701とTHEJRH「おたるかにめし弁当」
01北海道 小樽 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 850 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク THEJRH
01北海道 小樽 なし 寿司 すし 460 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク THEJRH
01北海道 札幌 なし 札幌特選タラバガニ弁当 さっぽろとくせんたらばがにべんとう 1400 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 THEJRH
01北海道 札幌 なし ぜいたく寿し ぜいたくずし 1300 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB668 JR691 THEJRH
01北海道 札幌 なし かに三種味くらべ弁当 かにさんしゅあじくらべべんとう 1100 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB668 JR691 JR691「かに三種味くらべ」
01北海道 札幌 なし ふらの和牛弁当 ふらのわぎゅうべんとう 1100 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB668 JR691 THEJRH
01北海道 札幌 なし 北海道の味ＳＬ弁当 ほっかいどうのあじえすえるべんとう 1100 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB669 JR691 THEJRH JR691とTHEJRH「ＳＬ弁当」
01北海道 札幌 なし 北海道かに三種味くらべ弁当 ほっかいどうかにさんしゅあじくらべべんとう 1100 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 THEJRH
01北海道 札幌 なし あったかサロマ湖産かき弁当 あったかさろまこさんかきべんとう 1100 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 THEJRH 冬期販売
01北海道 札幌 なし 石狩鮭めし いしかりさけめし 1000 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB669 JR691 THEJRH
01北海道 札幌 なし 特製幕の内北海道旅弁当 とくせいまくのうちほっかいどうたびべんとう 1000 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB669 JR691 THEJRH JR691とTHEJRH「北海道旅弁当」
01北海道 札幌 なし 夏のお祭り弁当 なつのおまつりべんとう 1000 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 駅弁屋のホームページ 夏期販売
01北海道 札幌 なし すし処えぞ賞味 すしどころえぞしょうみ 980 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB669 JR691 THEJRH
01北海道 札幌 なし ひぐまの笹弁 ひぐまのささべん 980 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB669 JR691 THEJRH
01北海道 札幌 なし ＤＭＶトリップＢＯＸ でぃーえむぶいとりっぷぼっくす 980 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 駅弁屋のホームページ

01北海道 札幌 なし 彩り御膳春らんまん いろどりごぜんはるらんまん 950 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB669 ３～５月販売
01北海道 札幌 なし あったかかきめし あったかかきめし 950 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元公式サイト １１月～３月中旬販売
01北海道 札幌 なし ジンギスカンあったか弁当 じんぎすかんあったかべんとう 900 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 THEJRH 冬期販売
01北海道 札幌 なし 北海道知床とりめし ほっかいどうしれとことりめし 880 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB669 JR691 THEJRH THEJRH「知床鶏めし」
01北海道 札幌 なし 北海道健康バランス弁当 ほっかいどうけんこうばらんすべんとう 880 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 駅弁屋のホームページ

01北海道 札幌 なし いしかり いしかり 800 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB669 JR691 THEJRH JR691「幕の内いしかり」THEJRH「幕の内弁当いしかり」
01北海道 札幌 なし やまべ鮭寿し やまべさけずし 700 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB669 JR691 THEJRH
01北海道 札幌 なし ひぐまの贅沢おにぎり ひぐまのぜいたくおにぎり 680 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB669 JR691 THEJRH
01北海道 札幌 なし 柳もち やなぎもち 600 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 THEJRH
01北海道 札幌 なし ＭＩＸサンドイッチ みっくすさんどいっち 580 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元公式サイト

01北海道 札幌 なし さっぽろシウマイ さっぽろしうまい 520 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 THEJRH
01北海道 札幌 なし おすし おすし 460 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 THEJRH
01北海道 岩見沢 なし えび釜めし えびかまめし 1050 花扇 北海道キヨスク JTB670
01北海道 岩見沢 南千歳、新札幌 とり釜めし とりかまめし 1050 花扇 北海道キヨスク JTB659 南千歳と新札幌では金土日曜販売
01北海道 岩見沢 南千歳、新札幌 ホタテ釜めし とりかまめし 1050 花扇 北海道キヨスク JTB659 南千歳と新札幌では金土日曜販売
01北海道 深川 なし ウロコダンゴ うろこだんご 1130 高橋商事 高橋商事 THEJRH
01北海道 深川 なし ウロコダンゴ うろこだんご 630 高橋商事 高橋商事 THEJRH
01北海道 深川 なし ウロコダンゴ うろこだんご 565 高橋商事 高橋商事 THEJRH
01北海道 深川 なし 番屋めし ばんやめし 735 高橋商事 高橋商事 JTB671 JR702 THEJRH 土休日販売
01北海道 深川 なし おたのしみ幕の内弁当 おたのしみまくのうちべんとう 735 高橋商事 高橋商事 JR702 THEJRH
01北海道 深川 なし 特撰寿司 とくせんすし 420 高橋商事 高橋商事 THEJRH
01北海道 旭川 なし 蝦夷海鮮めし えぞかいせんめし 1691 旭川駅立売 旭川駅立売 THEJRH 予約販売
01北海道 旭川 なし 北海の彩り ほっかいのいろどり 1691 旭川駅立売 旭川駅立売 THEJRH 予約販売
01北海道 旭川 なし 海鮮てんこめし かいせんてんこめし 1470 旭川駅立売 旭川駅立売 JR702 THEJRH
01北海道 旭川 なし 蝦夷海鮮鮨 えぞかいせんずし 1300 旭川駅立売 旭川駅立売 JTB672 JR702 THEJRH
01北海道 旭川 なし お祭り弁当北祭都 おまつりべんとうきたさいと 1300 旭川駅立売 旭川駅立売 THEJRH
01北海道 旭川 なし 吟撰蝦夷わっぱ ぎんせんえぞわっぱ 1260 旭川駅立売 旭川駅立売 THEJRH 予約販売
01北海道 旭川 なし ジンギスカンホット弁当 じんぎすかんほっとべんとう 1130 旭川駅立売 旭川駅立売 JR702 THEJRH THEJRHでは1100円「ラム肉ジンギスカンホット弁当」
01北海道 旭川 なし どんぶり子 どんぶりこ 1100 旭川駅立売 旭川駅立売 JTB672 JR702 THEJRH JR702とTHEJRH「どんぶりっ子」
01北海道 旭川 なし 北海玉手箱 ほっかいたまてばこ 1100 旭川駅立売 旭川駅立売 JTB672 JR702 THEJRH
01北海道 旭川 なし 浜ゆでかにめし はまゆでかにめし 1100 旭川駅立売 旭川駅立売 THEJRH 予約販売
01北海道 旭川 なし ホットビーフシチューボックス ほっとびーぶしちゅーぼっくす 1100 旭川駅立売 旭川駅立売 THEJRH 予約販売
01北海道 旭川 なし 牛すきホット弁当 ぎゅうすきほっとべんとう 1100 旭川駅立売 旭川駅立売 THEJRH 予約販売
01北海道 旭川 なし 蝦夷わっぱミックス えぞわっぱみっくす 1000 旭川駅立売 旭川駅立売 JTB672 JR702 THEJRH
01北海道 旭川 なし 蝦夷わっぱ（うに） えぞわっぱうに 1000 旭川駅立売 旭川駅立売 THEJRH 予約販売
01北海道 旭川 なし 蝦夷わっぱ（かに） えぞわっぱかに 1000 旭川駅立売 旭川駅立売 THEJRH 予約販売
01北海道 旭川 なし 蝦夷わっぱ（いくら） えぞわっぱいくら 1000 旭川駅立売 旭川駅立売 THEJRH 予約販売
01北海道 旭川 なし 牛すき重 ぎゅうすきじゅう 1000 旭川駅立売 旭川駅立売 THEJRH 予約販売
01北海道 旭川 富良野 ふらのとんとろ丼 ふらのとんとろどん 980 旭川駅立売 北海道キヨスク JTB680 JR702 THEJRH JTB680「６月～９月下旬販売」THEJRH「とんとろ丼」
01北海道 旭川 なし ジンギスカン重 じんぎすかんじゅう 950 旭川駅立売 旭川駅立売 THEJRH 予約販売
01北海道 旭川 なし 蝦夷鴨めし えぞかもめし 920 旭川駅立売 旭川駅立売 駅弁屋のホームページ

01北海道 旭川 なし 旭岳べんとう あさひだけべんとう 890 旭川駅立売 旭川駅立売 JTB672 JR702 THEJRH JR702「幕の内旭岳弁当」THEJRH「旭岳弁当」



駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）
都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
01北海道 旭川 なし 熊笹寿し くまざさずし 880 旭川駅立売 旭川駅立売 JR702 THEJRH
01北海道 旭川 なし だいせつ寿し だいせつずし 880 旭川駅立売 旭川駅立売 JR702 THEJRH
01北海道 旭川 なし 山頭火のおやじめし さんとうかのおやじめし 840 旭川駅立売 旭川駅立売 THEJRH 予約販売
01北海道 旭川 なし ＺＯＯ弁グルメＢＯＸ ずーべんぐるめぼっくす 840 旭川駅立売 旭川駅立売 駅弁屋のホームページ 夏期販売
01北海道 旭川 なし 助六寿し すけろくずし 500 旭川駅立売 旭川駅立売 THEJRH
01北海道 旭川 なし イカスミごはんのいかめし いかすみごはんのいかめし 480 旭川駅立売 旭川駅立売 THEJRH 予約販売
01北海道 旭川 なし 手結びおにぎり てむすびおにぎり 380 旭川駅立売 旭川駅立売 THEJRH
01北海道 旭川 稚内 駅むす（うに） えきむすうに 200 旭川駅立売 旭川駅立売 調製元公式サイト

01北海道 旭川 釧路 駅むす（炒りズワイ蟹） えきむすいりずわいがに 190 旭川駅立売 旭川駅立売 調製元公式サイト

01北海道 旭川 洞爺 駅むす（ほたて） えきむすほたて 190 旭川駅立売 旭川駅立売 調製元公式サイト

01北海道 旭川 なし 駅むす（かしわ） えきむすかしわ 170 旭川駅立売 旭川駅立売 THEJRH
01北海道 旭川 洞爺 駅弁屋さんがつくる手むすび梅おにぎり えきべんやさんがつくるてむすびうめおにぎり 120 旭川駅立売 旭川駅立売 調製元公式サイト

01北海道 旭川 洞爺 駅弁屋さんがつくる手むすび鮭おにぎり えきべんやさんがつくるてむすびさけおにぎり 120 旭川駅立売 旭川駅立売 調製元公式サイト

01北海道 帯広 なし 豚どん ぶたどん 1200 金扇 金扇 JTB685 JR718 JR718「ぶた八の炭焼あったか豚どん」
01北海道 帯広 なし 十勝収穫弁当 とかちしゅうかくべんとう 850 金扇 金扇 JTB685 JR718
01北海道 帯広 なし にぎりっ子 にぎりっこ 680 金扇 金扇 JTB685
01北海道 帯広 なし 炭焼きおにぎり すみやきおにぎり 400 金扇 金扇 JR718
01北海道 池田 なし バナナ饅頭 ばななまんじゅう 1200 米倉屋 北海道キヨスク THEJRH
01北海道 池田 なし バナナ饅頭 ばななまんじゅう 600 米倉屋 北海道キヨスク THEJRH
01北海道 池田 なし 十勝牛ワイン漬ステーキ弁当 とかちぎゅうわいんづけすてーきべんとう 1050 米倉屋 米倉屋 JR717 THEJRH JR717「要予約」THEJRH「注文販売」
01北海道 池田 なし 親子弁当 おやこべんとう 630 米倉屋 北海道キヨスク THEJRH
01北海道 釧路 なし たらば寿し たらばずし 1480 釧祥館 釧祥館 JTB686 JR719 THEJRH
01北海道 釧路 なし 花咲かに弁当 はなさきかにべんとう 1470 釧祥館 釧祥館 駅弁屋のホームページ 予約販売
01北海道 釧路 なし 雲丹・イクラめし うにいくらめし 1380 釧祥館 釧祥館 THEJRH
01北海道 釧路 なし 花咲港のかに便り はなさきこうのかにだより 1280 釧祥館 釧祥館 THEJRH 予約販売
01北海道 釧路 なし Ｔｈｅたらば ざたらば 1280 釧祥館 釧祥館 THEJRH 予約販売
01北海道 釧路 なし かき釜めし かきかまめし 1200 釧祥館 釧祥館 THEJRH 予約販売
01北海道 釧路 なし 厚岸産かきホット辨當 あっけしさんかきほっとべんとう 1180 釧祥館 釧祥館 THEJRH 予約販売
01北海道 釧路 なし 花咲かに丼（ホット） はなさきかにどん 1100 釧祥館 釧祥館 THEJRH 予約販売
01北海道 釧路 なし 炙り秋刀魚の甘辛にぎりといわしのほっかぶりずし詰合 あぶりさんまのあまからにぎりといわしのほっかぶりずしつめあわせ 1100 引田屋商店 北海道キヨスク JR719
01北海道 釧路 なし 蟹ちらし かにちらし 1100 釧祥館 釧祥館 THEJRH 予約販売
01北海道 釧路 なし 釧祥館のかにめし せんしょうかんのかにめし 1100 釧祥館 釧祥館 THEJRH 予約販売
01北海道 釧路 なし 秋刀魚のづけ握りといわしのほっかぶり詰合 さんまのづけにぎりといわしのほっかぶりつめあわせ 1050 引田屋商店 北海道キヨスク JR719
01北海道 釧路 なし 釧路湿原弁当 くしろしつげんべんとう 1050 釧祥館 釧祥館 JTB686 JR719 THEJRH
01北海道 釧路 なし 釧路漁礁 くしろぎょしょう 1000 釧祥館 釧祥館 JTB686 JR719 THEJRH
01北海道 釧路 なし 花咲かにめし はなさきかにめし 1000 釧祥館 釧祥館 JR719 THEJRH
01北海道 釧路 なし 吟撰かにめし ぎんせんかにめし 1000 釧祥館 釧祥館 THEJRH 予約販売
01北海道 釧路 なし いわしのほっかぶり寿司 いわしのほっかぶりずし 990 引田屋商店 北海道キヨスク JTB686 JR719 JR719「いわしのほっかぶり」
01北海道 釧路 なし 花咲かに釜めし はなさきかにかまめし 980 釧祥館 釧祥館 THEJRH 予約販売
01北海道 釧路 なし かきべん かきべん 950 釧祥館 釧祥館 JTB686 JR719 THEJRH
01北海道 釧路 なし 貝の釜めし かいのかまめし 940 釧祥館 釧祥館 JTB686 JR719 THEJRH
01北海道 釧路 なし ぬさまい弁当 ぬさまいべんとう 900 釧祥館 釧祥館 JTB686 JR719 THEJRH JR719とTHEJRH「ぬさまいおべんとう」
01北海道 釧路 なし たらばしゅうまい御辨當 たらばしゅうまいおべんとう 880 釧祥館 釧祥館 JTB686 JR719 THEJRH
01北海道 釧路 なし ノロッコ弁当 のろっこべんとう 840 釧祥館 釧祥館 JR719 THEJRH
01北海道 釧路 なし かに飯 かにめし 810 釧祥館 釧祥館 JTB686 JR719 THEJRH
01北海道 釧路 なし 釧路春採そばずし くしろはるとりそばずし 640 引田屋商店 北海道キヨスク 当館
01北海道 釧路 なし 釧路のいかめし くしろのいかめし 480 釧祥館 釧祥館 THEJRH 予約販売
01北海道 厚岸 なし かきめし かきめし 980 氏家待合所 北海道キヨスク JTB687 JR721 THEJRH THEJRH「氏家のかきめし」
01北海道 厚岸 なし 氏家のよくばり弁当 うじいえのよくばりべんとう 980 氏家待合所 ？ THEJRH
01北海道 厚岸 なし ほたて弁当 ほたてべんとう 900 氏家待合所 北海道キヨスク JR721 THEJRH THEJRH「注文販売」
01北海道 厚岸 なし さけ弁当 さけべんとう 900 氏家待合所 北海道キヨスク THEJRH 注文販売
01北海道 厚岸 なし 炎の豚丼 ほのおのぶたどん 880 氏家待合所 ？ THEJRH
01北海道 厚岸 なし いかめし いかめし 400 ？ ？ THEJRH
01北海道 遠軽 なし 遠軽かにめし えんがるかにめし 900 岡村べんとう屋 岡村べんとう屋 JTB690 JR720 THEJRH JR720「遠軽かにめし」
01北海道 網走 なし 磯宴うにいくら いそうたげうにいくら 1360 モリヤ商店 モリヤ商店 JR721 THEJRH
01北海道 網走 なし 磯宴（生ウニ） いそうたげなまうに 1360 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB691
01北海道 網走 なし 磯宴（タラバ・いくら） いそうたげたらばいくら 1260 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB691 JR721 THEJRH
01北海道 網走 なし 磯宴漁師のかにめし いそうたげりょうしのかにめし 1200 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB691 JR721 THEJRH
01北海道 網走 なし オホーツク贅沢三昧 おほーつくぜいたくざんまい 1200 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB691 JR721 THEJRH
01北海道 網走 なし 磯宴（シャケ・いくら） いそうたげしゃけいくら 1150 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB691 JR721 THEJRH
01北海道 網走 なし 磯宴（かに・いくら） いそうたげかにいくら 1050 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB691 JR721 THEJRH
01北海道 網走 なし オホーツク弁当 おほーつくべんとう 840 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB691 JR721 THEJRH JR721「幕の内オホーツク弁当」
01北海道 網走 なし かにめし かにめし 840 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB691 JR721 THEJRH JR721とTHEJRH「かにめし弁当」
01北海道 網走 なし 帆立弁当 ほたてべんとう 840 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB691 JR721 THEJRH
01北海道 摩周 なし 摩周の豚丼 ましゅうのぶたどん 1050 ぽっぽ亭 摩周湖観光協会 当館
01北海道 摩周 なし 摩周のラム丼 ましゅうのらむどん 1050 ぽっぽ亭 摩周湖観光協会 当館



駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）
都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
01北海道 摩周 なし 摩周の牛丼 ましゅうのぎゅうどん 1100 ぽっぽ亭 摩周湖観光協会 当館
01北海道 稚内 なし 四大かに弁当 よんだいかにべんとう 1480 稚内駅立売商会 北海道キヨスク THEJRH 予約販売
01北海道 稚内 なし 雲丹めし（ホット） うにめし 1290 稚内駅立売商会 北海道キヨスク THEJRH 予約販売
01北海道 稚内 なし 毛がに弁当 けがにべんとう 1260 稚内駅立売商会 北海道キヨスク THEJRH 予約販売
01北海道 稚内 なし さいほく釜めし さいほくかまめし 1200 稚内駅立売商会 北海道キヨスク THEJRH 予約販売
01北海道 稚内 なし てっぺんかにめし てっぺんかにめし 1150 稚内駅立売商会 北海道キヨスク THEJRH 予約販売
01北海道 稚内 南稚内 三宝寿し さんぽうずし 1100 稚内駅立売商会 北海道キヨスク JTB693 THEJRH
01北海道 稚内 なし 最北駅弁ほっと蟹めし さいほくえきべんほっとかにめし 1100 稚内駅立売商会 北海道キヨスク THEJRH 予約販売
01北海道 稚内 なし うに壷 うにつぼ 1100 稚内駅立売商会 北海道キヨスク THEJRH 予約販売
01北海道 稚内 なし わっかない弁当幕の内 わっかないべんとうまくのうち 1050 ふじ田 ふじ田 当館
01北海道 稚内 なし わっかないかに弁当 わっかないかにべんとう 1050 ふじ田 ふじ田 当館
01北海道 稚内 南稚内 さいほくかにめし さいほくかにめし 940 稚内駅立売商会 北海道キヨスク JTB693 JR715 THEJRH THEJRH「最北かにめし弁当」
01北海道 稚内 南稚内 最北駅弁帆立 さいほくえきべんほたて 880 稚内駅立売商会 北海道キヨスク JTB693 JR715 THEJRH
01北海道 新千歳空港 なし 極上三色ちらし ごくじょうさんしょくちらし 2070 佐藤水産 北海道キヨスク JTB659 JR687
01北海道 新千歳空港 なし たらば蟹鮨 たらばがにずし 1500 佐藤水産 北海道キヨスク JTB659 JR687
01北海道 新千歳空港 なし ホタテ弁当 ほたてべんとう 1260 佐藤水産 北海道キヨスク JTB659 JR687 JR687「帆立弁当」
01北海道 新千歳空港 なし うにごはん うにごはん 1200 佐藤水産 北海道キヨスク JTB659 JR687
01北海道 新千歳空港 なし うにめし うにめし 1160 佐藤水産 北海道キヨスク JTB659 JR687
01北海道 新千歳空港 なし よくばり弁当 よくばりべんとう 1160 佐藤水産 北海道キヨスク JR687
01北海道 新千歳空港 なし たらば蟹ちらし鮨 たらばがにちらしずし 1150 佐藤水産 北海道キヨスク JR687
01北海道 新千歳空港 なし たらば太巻鮨 たらばふとまきずし 1150 佐藤水産 北海道キヨスク JR687
01北海道 新千歳空港 なし 北の海幸づくし きたのうみさちづくし 1050 佐藤水産 北海道キヨスク JTB659 JR687
01北海道 新千歳空港 なし 鮭いくら弁当 さけいくらべんとう 1050 佐藤水産 北海道キヨスク JTB659 JR687
01北海道 新千歳空港 なし かにめし かにめし 1020 佐藤水産 北海道キヨスク JTB660 JR687 JR687「ズワイかにめし」
01北海道 新千歳空港 なし いくら石狩鮨 いくらいしかりずし 980 佐藤水産 北海道キヨスク JTB660 JR687
01北海道 新千歳空港 なし 北海海鮮ちらし ほっかいかいせんちらし 980 佐藤水産 北海道キヨスク JTB660 JR687
01北海道 新千歳空港 なし 鮭親子めし さけおやこめし 950 佐藤水産 北海道キヨスク JR687
01北海道 新千歳空港 なし 石狩鮨 いしかりずし 880 佐藤水産 北海道キヨスク JTB660 JR687
01北海道 新千歳空港 なし かに釜めし かにかまめし 840 佐藤水産 北海道キヨスク JTB660 JR687
01北海道 新千歳空港 なし いかめし いかめし 780 佐藤水産 北海道キヨスク JTB660
01北海道 新千歳空港 なし ミニ石狩鮨カニイクラ みにいしかりずしかにいくら 710 佐藤水産 北海道キヨスク JTB660 JR687 JR687「カニイクラ」
01北海道 新千歳空港 なし ミニ石狩鮨サケイクラ みにいしかりずしさけいくら 710 佐藤水産 北海道キヨスク JTB660 JR687 JR687「さけイクラ」
01北海道 苫小牧 南千歳 うにいくら弁当 うにいくらべんとう 1250 まるい まるい JTB658 JR687 THEJRH
01北海道 苫小牧 南千歳 北海づくし ほっかいづくし 1200 まるい まるい JTB658 THEJRH
01北海道 苫小牧 南千歳 どっさりウニ丼 どっさりうにどん 1150 まるい まるい THEJRH
01北海道 苫小牧 南千歳 厳選いくら弁当 げんせんいくらべんとう 1100 まるい まるい JTB658 JR687 THEJRH
01北海道 苫小牧 南千歳 北の駅弁 きたのえきべん 1000 まるい まるい JTB658 JR687 THEJRH
01北海道 苫小牧 南千歳 ほっきめし ほっきめし 1000 まるい まるい JTB658 JR687 THEJRH
01北海道 苫小牧 南千歳 うに帆立どさんこ丼 うにほたてどさんこどん 1000 まるい まるい THEJRH
01北海道 苫小牧 南千歳 北海道特鮮丼 ほっかいどうとくせんどん 980 まるい まるい JR717 THEJRH JR717「特鮮丼」
01北海道 苫小牧 南千歳 うに弁当 うにべんとう 900 まるい まるい JTB658 JR687 THEJRH
01北海道 苫小牧 南千歳 噴火湾ホタテ弁当 ふんかわんほたてべんとう 900 まるい まるい JTB658 JR687 THEJRH THEJRH「北海老舗の噴火湾ほたて弁当」
01北海道 苫小牧 南千歳 幕の内弁当 まくのうちべんとう 850 まるい まるい THEJRH
01北海道 苫小牧 南千歳 かにちらし かにちらし 770 まるい まるい JTB658 JR687 THEJRH
01北海道 苫小牧 南千歳 サーモン寿司 さーもんずし 700 まるい まるい JTB658 JR687 THEJRH THEJRH「サーモン寿し」
01北海道 苫小牧 南千歳 えぞずし えぞずし 660 まるい まるい JTB658 JR687 THEJRH JR687とTHEJRH「えぞ寿司」
01北海道 苫小牧 南千歳 寿司 すし 450 まるい まるい THEJRH
01北海道 静内 なし 豪快たらば蟹弁当 ごうかいたらばがにべんとう 1380 西谷辨當店 ？ THEJRH 土日販売
01北海道 静内 なし 北海黄金親子めし ほっかいおやこおうごんめし 1000 西谷辨當店 ？ THEJRH 土日販売
01北海道 静内 なし えぞ海鮮うに・かに弁当 えぞかいせんうにかにべんとう 990 西谷辨當店 ？ THEJRH 土日販売
01北海道 静内 なし えぞ海鮮かに・いくら弁当 えぞかいせんかにいくらべんとう 990 西谷辨當店 ？ THEJRH 土日販売
01北海道 静内 なし 海鮮うに・かに・イクラ弁当 かいせんうにかにいくらべんとう 1280 西谷辨當店 ？ THEJRH 土日販売
01北海道 静内 なし 日高名物北海いかめし ひだかめいぶつほっかいいかめし 500 西谷弁当店 西谷弁当店 JTB671 JR699 THEJRH
01北海道 母恋 室蘭、東室蘭 母恋めし ぼこいめし 980 ブロートン ブロートン JTB668
01北海道 室蘭 東室蘭 おーる北海道 おーるほっかいどう 1260 ブロートン ブロートン 当館
01北海道 洞爺 なし キンキ寿し きんきずし 1350 洞爺駅構内立売商会 洞爺駅構内立売商会 JTB657 JR686 THEJRH THEJRHでは1260円、JR686とTHEJRH「元祖キンキ寿し二色詰め」
01北海道 洞爺 なし キンキ寿し（握り） きんきずしにぎり 1260 洞爺駅構内立売商会 洞爺駅構内立売商会 JTB657 JR686 THEJRH THEJRHでは1100円、JR686ｔｐTHEJRH「元祖キンキ寿し握り」
01北海道 洞爺 なし 海鮮丼 かいせんどん 1260 洞爺駅構内立売商会 洞爺駅構内立売商会 JR686 THEJRH
01北海道 洞爺 なし 洞爺のホッキめし とうやのほっきめし 1050 洞爺駅構内立売商会 洞爺駅構内立売商会 JTB657 JR686 THEJRH
01北海道 洞爺 なし 鮭いくらめし さけいくらめし 945 洞爺駅構内立売商会 洞爺駅構内立売商会 JTB657 JR686 THEJRH JR686とTHEJRH「鮭めし」
01北海道 洞爺 なし 特製かにめし とくせいかにめし 945 洞爺駅構内立売商会 洞爺駅構内立売商会 JTB657 JR686 THEJRH
01北海道 洞爺 なし ほたてめし ほたてめし 945 洞爺駅構内立売商会 洞爺駅構内立売商会 JTB657 JR686 THEJRH
01北海道 洞爺 なし あっ！ぶた丼どうや あっぶたどんどうや 680 洞爺駅構内立売商会 洞爺駅構内立売商会 JTB657 JR686 THEJRH THEJRHでは630円、JR686とTHEJRH「豚丼」
01北海道 長万部 なし かなやのかにめし かなやのかにめし 1050 かにめし本舗かなや ＪＲ北海道 JTB657 JR687 JR687「かにめし」
01北海道 長万部 なし 特製もりそば とくせいもりそば 600 合田 ＪＲ北海道 当館
01北海道 森 なし いかめし いかめし 500 阿部商店 北海道キヨスク JTB657 JR687 THEJRH
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都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
01北海道 大沼公園 なし 大沼牛牛めし おおぬまぎゅうぎゅうめし 1100 源五郎 北海道キヨスク 当館
01北海道 大沼公園 なし 元祖大沼だんご（あんとしょうゆ）大 がんそおおぬまだんご 620 沼の家 ＪＲ北海道 当館
01北海道 大沼公園 なし 元祖大沼だんご（ごまとしょうゆ）大 がんそおおぬまだんご 620 沼の家 ＪＲ北海道 当館
01北海道 大沼公園 なし 元祖大沼だんご（あんとしょうゆ）小 がんそおおぬまだんご 370 沼の家 ＪＲ北海道 当館
01北海道 大沼公園 なし 元祖大沼だんご（ごまとしょうゆ）小 がんそおおぬまだんご 370 沼の家 ＪＲ北海道 当館
01北海道 函館 なし 北の駅弁屋さん きたのえきべんやさん 1300 みかど みかど JTB656 JR685 THEJRH
01北海道 函館 なし 箱館烏賊内海物語北斗ホッキねぎ味噌弁当 はこだていかないかいものがたりほくとほっきねぎみそべんとう 1300 アイフーズシステム 北海道キヨスク 調製元公式サイト等

01北海道 函館 なし うにいくら弁当 うにいくらべんとう 1260 みかど みかど JTB656 JR685 THEJRH
01北海道 函館 なし 蝦夷ちらし えぞちらし 1260 みかど みかど JTB656 JR685 THEJRH
01北海道 函館 なし 北の家族弁当 きたのかぞくべんとう 1050 みかど みかど JTB656 JR685 THEJRH
01北海道 函館 なし 青函トンネル弁当 せいかんとんねるべんとう 1050 みかど みかど JTB656 JR685 THEJRH
01北海道 函館 なし 味めぐり あじめぐり 1050 みかど みかど THEJRH
01北海道 函館 なし 箱館烏賊内海物語箱館ぶたじゅう弁当 はこだていかないかいものがたりはこだてぶたじゅうべんとう 1050 アイフーズシステム 北海道キヨスク 調製元公式サイト等

01北海道 函館 なし 大沼黒牛飯折 おおぬまくろうしめしおり 1050 旬花 旬花 当館
01北海道 函館 なし はらこ飯折 はらこめしおり 1050 旬花 旬花 当館
01北海道 函館 なし かに飯折 かにめしおり 1050 旬花 旬花 当館
01北海道 函館 なし 豚とんとん とんとんとん 950 みかど みかど JTB656 JR685 THEJRH
01北海道 函館 なし いくら弁当 いくらべんとう 880 みかど みかど JTB656 JR685 THEJRH
01北海道 函館 なし かにずし弁当 かにずしべんとう 880 みかど みかど JTB656 JR685 THEJRH
01北海道 函館 なし 釜めし かまめし 880 みかど みかど JTB656 JR685 THEJRH JR685とTHEJRH「季節の釜めし」
01北海道 函館 なし つぶ貝弁当 つぶがいべんとう 880 みかど みかど JTB656 JR685 THEJRH THEJRH「特選つぶ貝弁当」
01北海道 函館 五稜郭 函館幕の内 はこだてまくのうち 880 みかど みかど JTB656 JR685 THEJRH THEJRH「函館幕の内弁当」
01北海道 函館 なし ほたてめし ほたてめし 880 みかど みかど JTB656 JR685 THEJRH
01北海道 函館 五稜郭 鰊みがき弁当 にしんみがきべんとう 840 みかど みかど JTB656 JR685 THEJRH THEJRH「特選鰊みがき弁当」
01北海道 函館 なし 箱館烏賊内海物語烏賊弁当 はこだていかないかいものがたりいかべんとう 840 アイフーズシステム 北海道キヨスク 調製元公式サイト等

01北海道 函館 なし 箱館烏賊内海物語箱館ホタテめし弁当 はこだていかないかいものがたりはこだてほたてめしべんとう 840 アイフーズシステム 北海道キヨスク 調製元公式サイト等

01北海道 函館 なし 北の幕の内弁当 きたのまくのうちべんとう 840 旬花 旬花 当館
01北海道 函館 なし いかめし いかめし 450 みかど みかど THEJRH
02青森 新青森 なし 津軽弁当文豪 つがるべんとうぶんごう 1200 大和家 ＮＲＥ JR657
02青森 新青森 なし 津軽の幕の内 つがるのまくのうち 1200 幸福の寿し本舗 ＮＲＥ JR657
02青森 新青森 弘前、青森 津軽海峡弁当 つがるかいきょうべんとう 1150 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB79 JR653
02青森 新青森 盛岡、八戸 Ｅ５系はやぶさ弁当 いーごけいはやぶさべんとう 1150 吉田屋 ＮＲＥ JTB76 ２０１０年１２月２１日登場
02青森 新青森 弘前、青森 津軽の宿女将弁当 つがるのやどおかみべんとう 1100 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB79 JR653
02青森 新青森 弘前、青森 十和田牛めし とわだぎゅうめし 1050 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB79 JR653 JR653「十和田湖産牛めし」
02青森 新青森 なし 白神弁当 しらかみべんとう 1050 大和家 ＮＲＥ JR657
02青森 新青森 青森 あつあつほたて味噌焼き弁当 あつあつほたてみそやきべんとう 1000 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB79
02青森 新青森 青森 三彩味くらべ さんさいあじくらべ 1000 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB79 JR657
02青森 新青森 なし 津軽マッコ弁当 つがるまっこべんとう 1000 秋田屋 ＮＲＥ JR657
02青森 新青森 なし 青森地鶏弁当 あおもりじどりべんとう 1000 秋田屋 ＮＲＥ JR657
02青森 新青森 なし 八甲田牛しぐれ煮 はっこうだぎゅうしぐれに 1000 幸福の寿し本舗 ＮＲＥ JR657
02青森 新青森 なし 肉にぎり三種盛 にくにぎりさんしゅもり 1000 三咲羽や 旬味市 当館
02青森 新青森 なし 八戸前沖鯖押し寿し三種 はちのへまえおきさばおしずしさんしゅ 1000 三咲羽や 旬味市 当館
02青森 新青森 青森、弘前 大人の休日津軽物語 おとなのきゅうじつつがるものがたり 900 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB79 JR653
02青森 新青森 なし 金魚ねぶた弁当 きんぎょねぶたべんとう 900 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB79
02青森 新青森 青森 しゃけいくら釜めし しゃけいくらかまめし 900 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB79 JR657 JR657「鮭いくら釜めし」
02青森 新青森 青森 豚弁当 ぶたべんとう 900 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB79 JR657
02青森 新青森 青森 帆立釜めし ほたてかまめし 900 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB79 JR657 JR657「むつ湾産帆立釜めし」
02青森 新青森 なし 青森海の幸 あおもりうみのさち 900 幸福の寿し本舗 ＮＲＥ JR657
02青森 新青森 なし 青森海鮮ちらし寿司 あおもりかいせんちらしずし 900 幸福の寿し本舗 ＮＲＥ JR657
02青森 新青森 なし 津軽の笹寿司 つがるのささずし 800 幸福の寿し本舗 ＮＲＥ JR657
02青森 新青森 なし 鶏照焼 とりてりやき 800 幸福の寿し本舗 ＮＲＥ JR657
02青森 新青森 なし ミニ十和田湖和牛牛めし みにとわだこわぎゅうぎゅうめし 750 ニュー八 リテールネット 当館
02青森 新青森 なし いかまんま いかまんま 750 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB79 JR657
02青森 新青森 野辺地、青森 野辺地とりめし のへじとりめし 700 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB79 JR657
02青森 新青森 なし ほたてめしといかメンチ ほたてめしといかめんち 650 ファーマーズキッチン 旬味市 当館
02青森 新青森 なし ミニねぶた弁当 みにねぶたべんとう 650 ニュー八 リテールネット 当館
02青森 新青森 なし ミニ菊ずし（サーモン） みにきくずしさーもん 650 ニュー八 リテールネット 当館
02青森 新青森 なし ミニとり三昧弁当 みにとりざんまいべんとう 650 ニュー八 リテールネット 当館
02青森 新青森 なし ミニ牛三昧弁当 みにぎゅうざんまいべんとう 650 ニュー八 リテールネット 当館
02青森 新青森 なし 焼鯖寿司 やきさばずし 590 幸福の寿し本舗 ＮＲＥ JR657
02青森 新青森 盛岡、八戸、東京、大宮 北の彩 きたのいろどり 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB77 JR146
02青森 青森 なし 青森の祭弁当逸杯辣星 あおもりのまつりべんとういっぺえらっせい 1200 ウェルネス伯養軒 リテールネット JTB653 JR657 JR657「祭り弁当逸杯辣星」
02青森 青森 なし 青森味づくし あおもりあじづくし 1000 ウェルネス伯養軒 リテールネット JTB653 JR657
02青森 弘前 なし 弘前御膳 ひろさきごぜん 1200 秋田屋 弘前観光コンベンション協会 JR653
02青森 弘前 新青森 奥津軽和牛弁当 おくつがるわぎゅうべんとう 1100 秋田屋 弘前観光コンベンション協会 JTB650 JR653
02青森 弘前 なし 津軽昭和弁当 つがるしょうわべんとう 1100 太一屋 弘前観光コンベンション協会 JTB650
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都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
02青森 弘前 大宮、新青森 ばっちゃ御膳 ばっちゃごぜん 1050 秋田屋 弘前観光コンベンション協会 JTB650 JR591
02青森 弘前 なし 青森シャモロック弁当 あおもりしゃもろっくべんとう 1000 秋田屋 弘前観光コンベンション協会 JTB650
02青森 弘前 なし トントンめし とんとんめし 850 大和家 弘前観光コンベンション協会 JTB650
02青森 弘前 なし ほたて飯 ほたてめし 850 ファーマーズキッチン 弘前観光コンベンション協会 JTB650
02青森 弘前 なし 弘前いがめんち弁当 ひろさきいがめんちべんとう 800 秋田屋 弘前観光コンベンション協会 JTB650
02青森 弘前 新青森 帆立舞茸弁当 ほたてまいたけべんとう 800 大和家 弘前観光コンベンション協会 JTB650 JR657 JR657では945円「ほたて舞茸弁当」
02青森 弘前 なし おにぎり弁当津軽路 おにぎりべんとうつがるじ 700 大和家 弘前観光コンベンション協会 JTB650
02青森 七戸十和田 なし 桜弁当 さくらべんとう 1000 七戸物産協会 青森・下北ふるさとの会 当館
02青森 八戸 なし 大間のまぐろづけ炙り丼 おおまのまぐろづけあぶりどん 1890 吉田屋 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ １０～１月販売
02青森 八戸 なし うに一途 うにいちず 1600 吉田屋 ＮＲＥ JR676
02青森 八戸 東京、大宮 貝焼きうにの大漁浜めし かいやきうにのたいしょうはまめし 1400 吉田屋 ＮＲＥ JR147
02青森 八戸 新青森、東京、上野、大宮 大漁市場（旅情編） たいりょういちばりょじょうへん 1300 吉田屋 ＮＲＥ JTB78 JR147
02青森 八戸 なし ５０周年記念小唄寿司 ごじゅっしゅうねんきねんこうたずし 1300 吉田屋 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

02青森 八戸 なし うにバクダン うにばくだん 1250 吉田屋 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

02青森 八戸 なし 青森ぜいたく三昧 あおもりぜいたくざんまい 1250 吉田屋 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ １０～１月販売
02青森 八戸 なし 青森祭りばやし弁当 あおもりまつりばやしべんとう 1200 吉田屋 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

02青森 八戸 なし 大間のまぐろまっしぐら おおまのまぐろまっしぐら 1200 吉田屋 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ １０～１月販売
02青森 八戸 東京 藤川優里のいちご煮日記第二章 ふじかわゆりのいちごににっきだいにしょう 1150 吉田屋 ＮＲＥ JTB78 JR147
02青森 八戸 なし いちご煮めし－うにの炊き込みご飯－ いちごにめしうにのたきこみごはん 1150 吉田屋 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

02青森 八戸 新青森 うにといくらのきらきら丼 うにといくらのきらきらどん 1100 吉田屋 ＮＲＥ JTB78 JR676
02青森 八戸 なし 津軽海峡かにいくら寿司 つがるかいきょうかにいくらずし 1100 吉田屋 ＮＲＥ JTB78
02青森 八戸 新青森 津軽雪国海鮮ずし つがるゆきぐにかいせんずし 1100 吉田屋 ＮＲＥ JTB78
02青森 八戸 新青森、東京、上野、大宮、盛岡、青森 八戸小唄寿司 はちのへこうたずし 1100 吉田屋 ＮＲＥ JTB78 JR147
02青森 八戸 なし 青森いち押し弁当 あおもりいちおしべんとう 1100 吉田屋 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

02青森 八戸 なし うにと貝の磯めし－いちご煮めし－ うにとかいのいそめしいちごにめし 1100 吉田屋 ＮＲＥ 調製元公式サイト

02青森 八戸 なし 浜焼きホタテ海鮮ひつまぶし はまやきほたてかいせんひつまぶし 1100 吉田屋 ＮＲＥ 調製元公式サイト

02青森 八戸 なし 旬彩紀行幕ノ内弁当 しゅんさいきこうまくのうちべんとう 1050 吉田屋 ＮＲＥ JTB78
02青森 八戸 なし 田子にんにくスタミナメガ弁当 たっこにんにくすたみなめがべんとう 1050 吉田屋 ＮＲＥ JTB78
02青森 八戸 新青森 八戸いいとこどり弁当 はちのへいいとこどりべんとう 1050 吉田屋 ＮＲＥ JTB78 JR676
02青森 八戸 なし イカの素もぐり いかのすもぐり 1050 吉田屋 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

02青森 八戸 なし 弘前の春桜子 ひろさきのはるさくらこ 1050 吉田屋 ＮＲＥ 調製元公式サイト 春期販売
02青森 八戸 なし 菊ずし きくずし 1000 ニュー八 ＮＲＥ 当館
02青森 八戸 なし 正直ばあちゃんの筍めし しょうじきばあちゃんのたけのこめし 980 吉田屋 ＮＲＥ 調製元公式サイト 春期販売
02青森 八戸 なし 三味一体八戸鯖寿し さんみいったいはちのへさばずし 950 吉田屋 ＮＲＥ JTB78 JR676 JR676「三味一体鯖寿し」
02青森 八戸 大宮 ほたて照焼弁当 ほたててりやきべんとう 950 吉田屋 ＮＲＥ JTB78 JR590
02青森 八戸 なし ほたて美人 ほたてびじん 950 吉田屋 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

02青森 八戸 なし 田子にんにく豚キムチ丼 たっこにんにくぶたきむちどん 950 吉田屋 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

02青森 八戸 なし めんこい小唄寿司 めんこいこうたずし 930 吉田屋 ＮＲＥ 調製元公式サイト

02青森 八戸 なし 陸奥湾てり焼きほたて弁当 むつわんてりやきほたてべんとう 880 吉田屋 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

02青森 八戸 なし 前沢牛焼肉サンド まえさわぎゅうやきにくさんど 850 吉田屋 ＮＲＥ JTB78
02青森 八戸 なし 前沢牛ハンバーグカツサンド まえさわぎゅうはんばーぐかつさんど 850 吉田屋 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

02青森 八戸 大宮 復活いわし蒲焼風弁当 ふっかついわしかばやきふうべんとう 800 吉田屋 ＮＲＥ JTB78 JR590 JR590「いわし蒲焼風弁当」
03岩手 二戸 なし 岩手短角和牛しぐれ煮弁当 いわてたんかくわぎゅうしぐれにべんとう 1000 おふくろ亭 リテールネット 当館
03岩手 一ノ関 大宮 平泉私の好きな金色うにめし ひらいずみわたしのすきなこんじきうにめし 1450 斎藤松月堂 ＮＲＥ JTB74 JR592
03岩手 一ノ関 なし 潮さい三陸あわび弁当 しおさいさんりくあわびべんとう 1300 あべちう ＮＲＥ JTB74 JR631 JR631「しおさい三陸あわび弁当」
03岩手 一ノ関 東京、盛岡 前沢牛めし まえさわぎゅうめし 1300 斎藤松月堂 ＮＲＥ JTB74 JR147
03岩手 一ノ関 大宮 ローストプレート ろーすとぷれーと 1280 斎藤松月堂 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

03岩手 一ノ関 なし 岩手県産牛焼肉弁当 いわてけんさんぎゅうやきにくべんとう 1200 あべちう ＮＲＥ JTB74 JR631
03岩手 一ノ関 なし 三陸あわびうに飯 さんりくあわびうにめし 1200 あべちう ＮＲＥ JTB74 JR631 JR631「あわびうにめし」
03岩手 一ノ関 なし 三陸三昧 さんりくざんまい 1200 あべちう ＮＲＥ JTB74 JR631
03岩手 一ノ関 なし 銀河鉄道の夜 ぎんがてつどうのよる 1100 あべちう ＮＲＥ JTB74
03岩手 一ノ関 なし 平泉ふかひれ海鮮弁当 ひらいずみふかひれかいせんべんとう 1100 斎藤松月堂 ＮＲＥ JTB74 JR631
03岩手 一ノ関 なし 前沢牛ハンバーグ弁当 まえさわぎゅうはんばーぐべんとう 1100 あべちう ＮＲＥ JTB74
03岩手 一ノ関 なし 源義経東下り絵巻 みなもとのよしつねあずまくだりえまき 1100 斎藤松月堂 ＮＲＥ JTB74 JR631
03岩手 一ノ関 大宮 あぶり焼き牛肉弁当 あぶりやきぎゅうにくべんとう 1000 斎藤松月堂 ＮＲＥ JTB74 JR591
03岩手 一ノ関 なし かにめし かにめし 1000 あべちう ＮＲＥ JTB74 JR631
03岩手 一ノ関 なし 三陸いくら弁当 さんりくいくらべんとう 1000 あべちう ＮＲＥ JTB74 JR631
03岩手 一ノ関 なし 三陸海の子 さんりくうみのこ 1000 斎藤松月堂 ＮＲＥ JTB74 JR631
03岩手 一ノ関 東京、上野、大宮、宇都宮、盛岡 平泉うにごはん ひらいずみうにごはん 1000 斎藤松月堂 ＮＲＥ JTB74 JR146
03岩手 一ノ関 なし 平泉義経 ひらいずみよしつね 1000 あべちう ＮＲＥ JTB74 JR631
03岩手 一ノ関 なし 幕の内弁当岩手県産ひとめぼれ れ まくのうちべんとういわてけんさんひとめぼれ 900 あべちう ＮＲＥ JTB74
03岩手 一ノ関 なし 岩手県産いわいとりめし いわてけんさんいわいとりめし 800 あべちう ＮＲＥ JTB74 JR631 JR631「いわいとりめし」
03岩手 一ノ関 なし 三陸さんまかばやき弁当 さんりくさんまかばやきべんとう 800 斎藤松月堂 ＮＲＥ JTB74 JR631
03岩手 北上 なし きたかみ きたかみ 1120 まるろく ＮＲＥ JTB75
03岩手 新花巻 北上 牛肉弁当 ぎゅうにくべんとう 1000 まるろく まるろく JTB75 JR670
03岩手 新花巻 花巻、北上 白金豚弁当 はっきんとんべんとう 1000 まるろく まるろく JTB75 JR631
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03岩手 新花巻 北上 ロマン銀河鉄道ＳＬ弁当 ろまんぎんがてつどうえすえるべんとう 1000 まるろく まるろく JTB75 JR670
03岩手 新花巻 なし 花巻 はなまき 1120 まるろく まるろく JTB75 JR670 JR670「特製弁当花巻」
03岩手 新花巻 なし 注文の多い料理店 ちゅうもんのおおいりょうりてん 1020 まるろく まるろく JTB75 JR670
03岩手 新花巻 なし 釜めし かまめし 820 まるろく まるろく JTB76 JR670
03岩手 新花巻 花巻 賢治弁当 けんじべんとう 820 まるろく まるろく JTB76 JR631
03岩手 新花巻 花巻 五目めし ごもくめし 460 まるろく まるろく JTB76
03岩手 盛岡 なし 岩手和牛ステーキ弁当 いわてわぎゅうすてーきべんとう 1400 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB76
03岩手 盛岡 なし あったか～い前沢牛弁当 あったかーいまえさわぎゅうべんとう 1200 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB76 ９～３月販売
03岩手 盛岡 なし 岩手南部の祭弁当鈴鐘万項 いわてなんぶのまつりべんとうちゃぐちゃぐばんけい 1200 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB76 JR632 JR632「祭り弁当鈴鐘万項」
03岩手 盛岡 北上、新花巻 前沢牛めし まえさわぎゅうめし 1200 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB75 JR632
03岩手 盛岡 なし いわて自慢の前沢牛弁当 いわてじまんのまえさわぎゅうべんとう 1150 ？ ＮＲＥ JR632
03岩手 盛岡 なし 特製前沢牛弁当 とくせいまえさわぎゅうべんとう 1150 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB76
03岩手 盛岡 なし あつあつビビンバ弁当 あつあつびびんばべんとう 1100 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB76
03岩手 盛岡 青森 あつあつホタテ弁当 あつあつほたてべんとう 1100 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB76 盛岡では９～３月販売、青森では冬期販売
03岩手 盛岡 新花巻 イーハトーブ花巻故郷弁当 いーはとーぶはなまきふるさとべんとう 1100 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB75
03岩手 盛岡 なし 岩手和牛牛めし いわてわぎゅうぎゅうめし 1050 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB76
03岩手 盛岡 なし 盛岡味づくし もりおかあじづくし 1050 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB76 JR632
03岩手 盛岡 なし 穴子いくら あなごいくら 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB76
03岩手 盛岡 なし 岩手のおべんとう いわてのおべんとう 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB76 JR632
03岩手 盛岡 なし 大人の休日～岩手食の道楽 おとなのきゅうじついわてしょくのどうらく 1000 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB76 JR632
03岩手 盛岡 なし 海宝ちらし寿司 かいほうちらしずし 1000 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB76
03岩手 盛岡 北上、一ノ関 鮭といくらの親子めし さけといくらのおやこめし 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB75
03岩手 盛岡 なし 四季彩幕の内 しきさいまくのうち 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB77
03岩手 盛岡 なし 啄木弁当 たくぼくべんとう 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB77
03岩手 盛岡 北上、八戸 南部いなか御膳 なんぶいなかごぜん 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB75
03岩手 盛岡 なし 南部わっぱめし なんぶわっぱめし 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB77 JR632
03岩手 盛岡 なし 藤原三代金色の郷 ふじわらさんだいこんじきのさと 1000 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB77
03岩手 盛岡 なし みちのく味めぐり みちのくあじめぐり 1000 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB77
03岩手 盛岡 なし 海鮮ちらし寿し かいせんちらしずし 1000 ？ ＮＲＥ JR632
03岩手 盛岡 なし 北の彩 きたのいろどり 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元公式サイト

03岩手 盛岡 なし あぶり〆鯖の田楽寿司 あぶりしめさばのでんがくずし 950 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB77
03岩手 盛岡 なし 牛カツ弁当 ぎゅうかつべんとう 950 斎藤松月堂 ＮＲＥ JTB77
03岩手 盛岡 なし 海鮮こわっぱ かいせんこわっぱ 900 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB77
03岩手 盛岡 北上、新花巻 釜石めのこ飯 かまいしめのこめし 900 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB75
03岩手 盛岡 なし 北上鬼剣舞弁当 きたかみおにけんばいべんとう 900 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB77
03岩手 盛岡 新花巻、八戸 恋し浜帆立照り焼き弁当 こいしはまほたててりやきべんとう 900 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB76
03岩手 盛岡 なし めんこい手まり寿司 めんこいてまりずし 900 ？ ＮＲＥ JTB77
03岩手 盛岡 なし 岩手路季節弁当 いわてじきせつべんとう 850 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB77 JR632
03岩手 盛岡 なし 牛肉の味噌焼弁当 ぎゅうにくのみそやきべんとう 850 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB77
03岩手 盛岡 なし 南部蔵しっくかしわ飯 なんぶくらしっくかしわめし 850 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB77 JR632
03岩手 盛岡 八戸 みそ焼ヘルシーポーク弁当 みそやきへるしーぽーくべんとう 800 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB77
03岩手 盛岡 八戸 とりめし とりめし 600 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB77
03岩手 盛岡 北上、新花巻、八戸 味噌ヒレカツ弁当 みそひれかつべんとう 600 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB75
03岩手 盛岡 北上、八戸 あぶり〆鯖田楽小寿司 あぶりしめさばでんがくこずし 500 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB75
03岩手 宮古 なし 北の祭弁当 きたのまつりべんとう 1280 魚元 リテール JTB621 JR670
03岩手 宮古 なし 海女弁当 あまべんとう 1200 魚元 リテール JTB621 JR670
03岩手 宮古 なし いちご弁当 いちごべんとう 1200 魚元 リテール JTB621 JR670
03岩手 宮古 なし かにちらし弁当 かにちらしべんとう 1200 魚元 リテール JTB621
03岩手 宮古 なし 陸中海岸鮭っ子ちらし りくちゅうかいがんさけっこちらし 1050 魚元 リテール 当館
03岩手 宮古 なし はらこ弁当 はらこべんとう 1000 魚元 リテール 当館
03岩手 久慈 なし うに弁当 うにべんとう 1260 リアス亭 リアス亭 当館 ４～１０月販売
04宮城 仙台 なし あわび海道 あわびかいどう 1300 こばやし ＮＲＥ JTB72 JR618
04宮城 仙台 東京 極撰炭火焼き牛たん弁当 ごくせんすみびやきぎゅうたんべんとう 1300 こばやし ＮＲＥ JTB72 JR147
04宮城 仙台 東京 極撰みやぎ黄金海道 ごくせんみやぎおうごんかいどう 1300 こばやし ＮＲＥ JR146
04宮城 仙台 なし 金華さば棒ずし きんかさばぼうずし 1200 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB72 JR618 JR618[金華さば棒寿司」
04宮城 仙台 なし 仙台の祭弁当伊達飯好 せんだいのまつりべんとうだてはんこう 1200 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB72 JR618 JR618「祭り弁当伊達飯好」
04宮城 仙台 なし 女将のおもてなし弁当鳴子編 おかみのおもてなしべんとうなるこへん 1100 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB72
04宮城 仙台 なし 女将のおもてなし弁当松島編 おかみのおもてなしべんとうまつしまへん 1100 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB72
04宮城 仙台 なし 海鮮常長弁当 かいせんつねながべんとう 1100 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB72 JR618
04宮城 仙台 なし 仙台牛ぎゅう詰め弁当 せんだいぎゅうぎゅうづめべんとう 1100 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB72
04宮城 仙台 大宮 仙台たんとん弁当 せんだいたんとんべんとう 1100 こばやし ＮＲＥ JTB72 JR591
04宮城 仙台 なし 伊達幕弁当 だてまくべんとう 1100 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB72 JR618
04宮城 仙台 なし 特撰炭火焼き牛たん弁当 とくせんすみびやきぎゅうたんべんとう 1100 こばやし ＮＲＥ JTB72 JR618
04宮城 仙台 東京、大宮 宮城まるごと弁当 みやぎまるごとべんとう 1100 こばやし ＮＲＥ JTB72 JR147
04宮城 仙台 なし やわらか牛たん弁当 やわらかぎゅうたんべんとう 1100 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB72 JR618 JR618「やわらか牛タン弁当」
04宮城 仙台 なし うにめし うにめし 1100 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元公式サイト
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都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
04宮城 仙台 なし 仙臺黒毛和牛弁当 せんだいくろげわぎゅうべんとう 1050 こばやし ＮＲＥ JTB72 JR618
04宮城 仙台 東京、上野、大宮 網焼き牛たん弁当 あみやきぎゅうたんべんとう 1000 こばやし ＮＲＥ JTB72 JR146
04宮城 仙台 東京、上野 網焼き仙臺味噌仕立て牛たん弁当 あみやきせんだいみそじたてぎゅうたんべんとう 1000 こばやし ＮＲＥ JTB72 JR146
04宮城 仙台 盛岡 ウニめし うにめし 1000 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB72 JR590
04宮城 仙台 なし 煌めき海鮮ちらし きらめきかいせんちらし 1000 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB73 JR618 JR590「煌き海鮮ちらし」
04宮城 仙台 郡山、盛岡 鮭はらこめし さけはらこめし 1000 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB70 JR590
04宮城 仙台 なし 笹巻きえんがわずし ささまきえんがわずし 1000 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB73 JR618
04宮城 仙台 なし 仙台伊達弁当 せんだいだてべんとう 1000 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB73 JR618
04宮城 仙台 なし 伊達武将隊弁当 だてぶしょうたいべんとう 1000 こばやし ＮＲＥ JTB73 JR618
04宮城 仙台 東京、上野 照り焼きビーフ弁当 てりやきびーふべんとう 1000 こばやし ＮＲＥ JTB73 JR146
04宮城 仙台 東京、上野 独眼竜政宗辨當 どくがんりゅうまさむねべんとう 1000 こばやし ＮＲＥ JTB73 JR146
04宮城 仙台 なし 南三陸海宝弁当 みなみさんりくかいほうべんとう 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB73
04宮城 仙台 なし 南三陸松島かきめし みなみさんりくまつしまかきめし 1000 こばやし ＮＲＥ JTB73 １０～３月販売
04宮城 仙台 なし 宮城海の輝き～紅鮭はらこめし～ みやぎうみのかがやきべにざけはらこめし 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB73 JR618 JR590「紅鮭はらこめし」
04宮城 仙台 東京、上野、大宮 みやぎ黄金海道 みやぎおうごんかいどう 1000 こばやし ＮＲＥ JTB73 JR146
04宮城 仙台 なし みやぎ蔵王弁当 みやぎざおうべんとう 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB73
04宮城 仙台 なし 牛舌づつみ ぎゅうたんづつみ 1000 こばやし ＮＲＥ JR618 ※「牛舌つづみ」ではない
04宮城 仙台 なし 伊達の味めぐり だてのあじめぐり 1000 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JR618
04宮城 仙台 なし 一念ホッキめし いちねんほっきめし 1000 こばやし ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ 季節販売
04宮城 仙台 なし うなぎまぶし うなぎまぶし 1000 こばやし ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

04宮城 仙台 なし あなごめし あなごめし 1000 こばやし ＮＲＥ 調製元公式サイト 季節販売
04宮城 仙台 なし 仙台さくら弁当 せんだいさくらべんとう 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元公式サイト

04宮城 仙台 なし 塩竈藻塩弁当～塩彩～ しおがまもしおべんとうしおさい 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JR590
04宮城 仙台 なし 黒毛和牛釜めし くろげわぎゅうかまめし 980 松川弁当店 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

04宮城 仙台 なし 牛たん三彩 ぎゅうたんさんさい 950 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB73 JR618
04宮城 仙台 なし 仙台押鮨 せんだいおしずし 950 ＮＲＥ ＮＲＥ JR618
04宮城 仙台 なし 帆立みそ焼き釜飯めし弁当 ほたてみそやきかまめしべんとう 950 吉田屋 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

04宮城 仙台 なし 蔵王とこトン弁当 ざおうとことんべんとう 900 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB73 JR618
04宮城 仙台 なし 出逢い街道 であいかいどう 900 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB73 JR618
04宮城 仙台 なし 仙台味噌仕立て伊達のぶた丼 せんだいみそじたてだてのぶたどん 900 こばやし ＮＲＥ JR618
04宮城 仙台 なし までぇにつぐったお弁当 までぇにつぐったおべんとう 900 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB73
04宮城 仙台 なし 塩竈藻塩弁当 しおがまもしおべんとう 850 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB73 JR618
04宮城 仙台 郡山、福島、盛岡 牛肉の味噌焼弁当 ぎゅうにくのみそやきべんとう 850 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB71 JR618
04宮城 仙台 大宮 仙台だより せんだいだより 840 こばやし ＮＲＥ JTB73 JR590
04宮城 仙台 大宮 むすび丸おむすび弁当 むすびまるおむすびべんとう 840 こばやし ＮＲＥ JTB73 JR590
04宮城 仙台 なし 伊達ざくらポーク角煮弁当 だてざくらぽーくかくにべんとう 800 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB73
04宮城 仙台 東京、大宮 宮城ろまん街道 みやぎろまんかいどう 800 こばやし ＮＲＥ JTB74 JR146
04宮城 仙台 なし まるごと帆立づくし まるごとほたてづくし 750 こばやし ＮＲＥ JTB74 JR618
04宮城 仙台 なし 伯養軒のとりめし はくようけんのとりめし 700 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB74 JR618
04宮城 仙台 なし 栗めし くりめし 700 こばやし ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

04宮城 仙台 なし ソースかつ重 そーすかつじゅう 600 こばやし ＮＲＥ JR618
04宮城 仙台 なし ロースカツサンド ろーすかつさんど 550 こばやし ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

04宮城 仙台 なし 仙台ハイカラ寿し せんだいはいからずし 500 こばやし ＮＲＥ JTB74 JR618
04宮城 仙台 東京、上野、大宮 ひと口牛たん麦ご飯 ひとくちぎゅうたんむぎごはん 500 こばやし ＮＲＥ JTB74 JR146
04宮城 仙台 なし 助六寿司 すけろくずし 400 こばやし ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

04宮城 仙台 なし サンドイッチ さんどいっち 400 こばやし ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

04宮城 小牛田 なし 山の神まんじゅう やまのかみまんじゅう 600 村上屋 リテール 当館
04宮城 気仙沼 なし 黄金龍の海めし こがねりゅうのうみめし 1200 気仙沼コンベンションビューロー協議会 リテール 当館
04宮城 気仙沼 なし 纜弁当 ともづなべんとう 1000 気仙沼コンベンションビューロー協議会 リテール 当館
04宮城 気仙沼 なし 黄金龍のハモニカ飯 こがねりゅうのはもにかめし 580 気仙沼コンベンションビューロー協議会 リテール 当館
04宮城 気仙沼 なし 黄金龍のさんま飯 こがねりゅうのさんまめし 500 気仙沼コンベンションビューロー協議会 リテール 当館
05秋田 秋田 なし あったけぇきりたんぽ弁当 あったけぇきりたんぽべんとう 1200 関根屋 リテールネット JTB82 １０～２月販売
05秋田 秋田 なし 素潜り天然あわび丼 すもぐりてんねんあわびどん 1200 関根屋 リテールネット 調製元公式サイト 季節販売
05秋田 秋田 なし 秋田味めぐりなまはげの里 あきたあじめぐりなまはげのさと 1100 泉秋軒 リテールネット JTB82
05秋田 秋田 なし 秋田比内地鶏こだわり鶏めし（加熱式） あきたひないじどりこだわりとりめし 1100 関根屋 リテールネット JTB82 JR646
05秋田 秋田 なし 秋田比内地鶏こだわり鶏めし あきたひないじどりこだわりとりめし 950 関根屋 リテールネット JTB82 JR646
05秋田 秋田 大曲 秋田比内地鶏弁当 あきたひないじどりべんとう 1100 泉秋軒・ウェルネス伯養軒 リテールネット JTB81
05秋田 秋田 なし あきたの宿おかみ弁当 あきたのやどおかみべんとう 1100 関根屋 リテールネット JTB82
05秋田 秋田 なし 五能線味めぐりしらかみの四季 ごのうせんあじめぐりしらかみのしき 1100 泉秋軒 リテールネット JTB82
05秋田 秋田 なし みちのく海鮮弁当 みちのくかいせんべんとう 1100 関根屋 リテールネット JTB82 JR646
05秋田 秋田 なし まるごと比内地鶏弁当 まるごとひないじどりべんとう 1100 関根屋 リテールネット 調製元公式サイト

05秋田 秋田 なし 秋田肉三昧弁当 あきたにくざんまいべんとう 1100 関根屋 リテールネット 調製元公式サイト

05秋田 秋田 なし 秋田竿燈まつり弁当 あきたかんとうまつりべんとう 1000 ウェルネス伯養軒 リテールネット JTB82
05秋田 秋田 なし 秋田まるごと弁当 あきたまるごとべんとう 1000 ＮＲＥ リテールネット JTB82 JR646
05秋田 秋田 なし いわて短角和牛弁当 いわてたんかくわぎゅうべんとう 1000 関根屋 リテールネット JTB82
05秋田 秋田 大曲 こまち重ね弁当 こまちかさねべんとう 1000 泉秋軒 リテールネット JTB81
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都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
05秋田 秋田 なし 白神鶏わっぱ しらかみとりわっぱ 1000 関根屋 リテールネット JTB82 JR646
05秋田 秋田 なし しらかみ弁当 しらかみべんとう 1000 ＮＲＥ リテールネット JTB82 JR646
05秋田 秋田 大曲 二段四季の彩 にだんしきのいろどり 1000 泉秋軒 リテールネット JTB81
05秋田 秋田 なし はらこわっぱめし はらこわっぱめし 1000 泉秋軒 リテールネット JTB82
05秋田 秋田 なし 日本海ハタハタすめし にほんかいはたはたすめし 1000 関根屋 リテールネット 調製元公式サイト

05秋田 秋田 なし 角館さくら街道弁当 かくのだてさくらかいどうべんとう 1000 関根屋 リテールネット 調製元公式サイト

05秋田 秋田 なし 稲庭割り子弁当 いなにわわりこべんとう 1000 関根屋 リテールネット 調製元公式サイト 夏期販売
05秋田 秋田 なし 駅弁屋の横手やきそば弁当鶏めし入り えきべんやのよこてやきそばべんとうとりめしいり 980 関根屋 リテールネット JR646 ２００９年３月登場
05秋田 秋田 なし 駅弁屋の横手やきそば弁当鶏めし入り えきべんやのよこてやきそばべんとうとりめしいり 800 関根屋 リテールネット 調製元公式サイト

05秋田 秋田 なし 秋田比内地鶏のいいとこどり弁当 あきたひないじどりのいいとこどりべんとう 950 関根屋 リテールネット JTB82 JR646
05秋田 秋田 なし おばこ弁当 おばこべんとう 950 ＮＲＥ リテールネット JTB82 JR646
05秋田 秋田 なし 男鹿のバッテラ三昧 おがのばってらざんまい 950 泉秋軒 リテールネット JTB82
05秋田 秋田 なし 田沢湖の豚丼 たざわこのぶたどん 950 関根屋 リテールネット 調製元公式サイト 季節販売、予約販売
05秋田 秋田 なし あきたこまち弁当 あきたこまちべんとう 900 関根屋 リテールネット JTB82 JR646
05秋田 秋田 なし 特製牛めし とくせいぎゅうめし 900 関根屋 リテールネット JTB82 JR646
05秋田 秋田 なし 白神浪漫 しらかみろまん 850 関根屋 リテールネット JTB82 JR646
05秋田 秋田 なし わっぱ舞茸 わっぱまいたけ 840 関根屋 リテールネット 調製元公式サイト 秋期販売
05秋田 秋田 大曲 山菜わっぱめし さんさいわっぱめし 800 泉秋軒 リテールネット JTB81
05秋田 秋田 なし 特上鶏めし弁当 とくじょうとりめしべんとう 1100 花善 リテールネット 駅弁屋のホームページ

05秋田 大館 なし 特上鶏めし とりめし 850 花善 花善 当館 予約販売
05秋田 大館 秋田、盛岡、東能代 鶏めし とりめし 850 花善 リテールネット JTB82 JR646
05秋田 大館 なし わっぱ鶏めし わっぱとりめし 500 花善 花善 調製元公式サイト

06山形 米沢 なし 米沢牛肉物語ステーキ三昧 よねざわぎゅうにくものがたりすてーきざんまい 3150 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ

06山形 米沢 東京、大宮 米沢牛炭火焼特上カルビ弁当 よねざわぎゅうすみびやきとくじょうかるびべんとう 1500 松川弁当店 松川弁当店 JTB80 JR147
06山形 米沢 大宮 米沢牛焼肉重松川辨當 よねざわぎゅうやきにくじゅうまつかわべんとう 1500 松川弁当店 松川弁当店 JTB80 JR592
06山形 米沢 なし 伝統の味すきやき弁当 でんとうのあじすきやきべんとう 1300 松川弁当店 松川弁当店 JTB80
06山形 米沢 なし 特選米沢牛牛めし弁当 とくせんよねざわぎゅうぎゅうめしべんとう 1300 松川弁当店 松川弁当店 JTB80 JR635
06山形 米沢 なし 直江兼続公御膳 なおえかねつぐこうごぜん 1300 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ 予約販売
06山形 米沢 なし パワーアップすきやき弁当 ぱわーあっぷすきやきべんとう 1300 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ つばさ号限定
06山形 米沢 なし 牛角煮弁当 ぎゅうかくにべんとう 1250 松川弁当店 松川弁当店 JTB80
06山形 米沢 なし 鯉弁当 こいべんとう 1250 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ 予約販売
06山形 米沢 なし 上等すきやき辨當 じょうとうすきやきべんとう 1250 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ

06山形 米沢 なし あったか牛肉弁当 あったかぎゅうにくべんとう 1200 新杵屋 新杵屋 JTB80 JR635
06山形 米沢 なし 米澤牛牛肉辨當 よねざわぎゅうぎゅうにくべんとう 1200 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ

06山形 米沢 なし 拙者！牛肉侍と申します。 せっしゃぎゅうにくざむらいともうします 1150 松川弁当店 松川弁当店 JTB80 JR635
06山形 米沢 なし 牛肉ビビンバ丼 ぎゅうにくびびんばどん 1150 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ

06山形 米沢 なし 牛たん重はえぬき ぎゅうたんじゅうはえぬき 1150 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ

06山形 米沢 なし 特製ほかほか牛肉弁当 とくせいほかほかぎゅうにくべんとう 1120 新杵屋 新杵屋 JTB80 JR635
06山形 米沢 なし 牛串弁当 ぎゅうくしべんとう 1100 松川弁当店 松川弁当店 JTB80 JR635
06山形 米沢 なし 牛肉道場 ぎゅうにくどうじょう 1100 松川弁当店 松川弁当店 JTB80 JR635
06山形 米沢 なし 牛肉どまん中 ぎゅうにくどまんなか 1100 新杵屋 新杵屋 JTB80 JR635
06山形 米沢 なし 牛肉弁当 ぎゅうにくべんとう 1100 松川弁当店 松川弁当店 JTB80 JR635
06山形 米沢 なし 焼肉弁当栄太郎 やきにくべんとうえいたろう 1100 新杵屋 新杵屋 JTB80 JR635
06山形 米沢 なし 網焼き牛焼肉弁当 あみやきぎゅうやきにくべんとう 1100 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ

06山形 米沢 なし うしめし うしめし 1100 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ

06山形 米沢 なし 米沢の味幕の内弁当 よねざわのあじまくのうちべんとう 1100 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ

06山形 米沢 なし Ｗで旨いカルビ丼 だぶるでうまいかるびどん 1100 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ

06山形 米沢 なし 焼肉弁当バカ一代 やきにくべんとうばかいちだい 1100 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ

06山形 米沢 なし 牛べこ ぎゅうべこ 1100 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ

06山形 米沢 なし 牛肉三昧 ぎゅうにくざんまい 1100 松川弁当店 松川弁当店 調製元公式サイト

06山形 米沢 なし 戦国幕の内弁当 せんごくまくのうちべんとう 1100 松川弁当店 松川弁当店 調製元公式サイト

06山形 米沢 なし 牛釜めし ぎゅうかまめし 1050 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ

06山形 米沢 大宮 米沢のまかない牛めし弁当 よねざわのまかないぎゅうにくべんとう 1050 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ

06山形 米沢 なし 松茸入り牛肉弁当 まつたけいりぎゅうにくべんとう 1050 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ

06山形 米沢 なし 網焼き牛たん弁当 あみやきぎゅうたんべんとう 1050 松川弁当店 松川弁当店 調製元公式サイト

06山形 米沢 なし 網焼き焼肉弁当 あみやきやきにくべんとう 1050 松川弁当店 松川弁当店 調製元公式サイト

06山形 米沢 大宮 本格炭火焼肉 ほんかくすみびやきにく 1000 松川弁当店 松川弁当店 JTB80 JR591
06山形 米沢 なし 牛めし ぎゅうめし 1000 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ

06山形 米沢 なし 黒毛和牛牛肉焼売弁当 くろげわぎゅうぎゅうにくしゅうまいべんとう 950 松川弁当店 松川弁当店 調製元公式サイト

06山形 米沢 なし 牛肉山菜おこわ ぎゅうにくさんさいおこわ 950 松川弁当店 松川弁当店 調製元公式サイト

06山形 米沢 なし 牛肉たけのこおこわ ぎゅうにくたけのこおこわ 950 松川弁当店 松川弁当店 調製元公式サイト

06山形 米沢 なし 牛そぼろ弁当 ぎゅうそぼろべんとう 900 新杵屋 新杵屋 JTB80 JR635
06山形 米沢 なし 黒毛和牛牛バラ肉焼き くろげわぎゅうぎゅうばらにくやき 900 松川弁当店 松川弁当店 JTB80 JR635
06山形 米沢 なし 山菜栗おこわ さんさいくりおこわ 900 松川弁当店 松川弁当店 駅弁屋のホームページ

06山形 米沢 なし 山菜五目たけのこおこわ さんさいごもくたけのこおこわ 850 松川弁当店 松川弁当店 調製元公式サイト

06山形 米沢 なし 元祖牛肉弁当 がんそぎゅうにくべんとう 810 新杵屋 新杵屋 JTB80 JR635 JR635「牛肉弁当」
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都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
06山形 米沢 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 810 新杵屋 新杵屋 駅弁屋のホームページ

06山形 米沢 なし すきやき弁当 すきやきべんとう 800 松川弁当店 松川弁当店 JTB80 JR635
06山形 米沢 なし 栗めし弁当 くりめしべんとう 730 新杵屋 新杵屋 JTB80 JR635
06山形 山形 新庄 紅花の里 べにばなのさと 1100 森弁当部 森弁当部 JTB81 JR637
06山形 山形 新庄 いも煮弁当 いもにべんとう 1000 森弁当部 森弁当部 JTB81 ９月上旬～４月販売
06山形 山形 大宮 おらだのごっつお おらだのごっつお 1000 森弁当部 森弁当部 JTB81 JR591 JR591「おらだのごっつお（庄内豚弁当）」
06山形 山形 なし 花笠こけし弁当 はながさこけしべんとう 1000 森弁当部 森弁当部 JTB81 JR637
06山形 山形 新庄 やまがた味めぐり やまがたあじめぐり 1000 森弁当部 森弁当部 JTB81 JR637
06山形 山形 新庄 山形特選牛めし やまがたとくせんぎゅうめし 980 森弁当部 森弁当部 JTB81 JR637
06山形 山形 なし 大名弁当 だいみょうべんとう 920 森弁当部 森弁当部 JTB81 JR637
06山形 山形 新庄 みちのく弁当の旅 みちのくべんとうのたび 900 森弁当部 森弁当部 JTB81 JR637
06山形 峠 なし 峠の力餅 とうげのちからもち 1000 峠の茶屋 峠の茶屋 当館
07福島 郡山 福島、会津若松 会津蔵出弁当 あいづくらだしべんとう 1100 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB70
07福島 郡山 なし 相馬野馬追弁当 そうまのまおいべんとう 1100 福豆屋 ＮＲＥ 調製元公式サイト

07福島 郡山 なし 福島牛牛のりべん ふくしまぎゅうぎゅうのりべん 1050 福豆屋 ＮＲＥ JR624
07福島 郡山 東京 小原庄助弁当 おばらしょうすけべんとう 1000 福豆屋 ＮＲＥ JTB70 JR146
07福島 郡山 福島 四季の彩 しきのいろ 1000 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB70
07福島 郡山 なし 戦国幕の内「愛・会津」 せんごくまくのうちあいあいづ 1000 福豆屋 ＮＲＥ JTB70
07福島 郡山 なし 秘伝豚肉の女将漬辨當 ひでんぶたにくのおかみづけべんとう 1000 福豆屋 ＮＲＥ JTB70 JR624
07福島 郡山 福島 福島味づくし ふくしまあじづくし 1000 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB70 JR624
07福島 郡山 東京、上野、大宮 福島牛牛めし ふくしまぎゅうぎゅうめし 1000 福豆屋 ＮＲＥ JTB70 JR146
07福島 郡山 なし 福島まるごと辨當 ふくしままるごとべんとう 1000 福豆屋 ＮＲＥ JTB71 JR624
07福島 郡山 なし 三春滝桜べんとう みはるたきざくらべんとう 1200 福豆屋 ＮＲＥ 調製元公式サイト

07福島 郡山 なし 三春滝桜べんとう みはるたきざくらべんとう 1000 福豆屋 ＮＲＥ JTB71 ３～５月ＧＷ販売
07福島 郡山 なし 鮭めし さけめし 1000 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JR624
07福島 郡山 なし 伊達鶏あったかとりどん だてとりあったかとりどん 1000 福豆屋 ＮＲＥ JR624
07福島 郡山 なし がくとくん虹色弁当 がくとくんにじいろべんとう 1000 福豆屋 ＮＲＥ 調製元公式サイト

07福島 郡山 なし 会津地鶏鶏めし あいづじどりとりめし 950 福豆屋 ＮＲＥ JR624
07福島 郡山 なし 伊達鶏釜めし（陶器） だてとりかまめし 920 福豆屋 ＮＲＥ 調製元公式サイト

07福島 郡山 なし ばんだい松茸めし ばんだいまつたけめし 900 福豆屋 ＮＲＥ 調製元公式サイト

07福島 郡山 なし 伊達鶏釜めし だてとりかまめし 880 福豆屋 ＮＲＥ JR624
07福島 郡山 東京、上野、仙台 海苔のりべん のりのりべん 880 福豆屋 ＮＲＥ JR146
07福島 郡山 なし 会津とりたまどん あいづとりたまどん 840 福豆屋 ＮＲＥ 調製元公式サイト

07福島 郡山 なし あぶくま山菜栗めし あぶくまさんさいくりめし 800 福豆屋 ＮＲＥ JTB71
07福島 郡山 なし ずうずう弁 ずうずうべん 800 福豆屋 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

07福島 郡山 なし 安積のとりめし あさかのとりめし 750 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB71 JR624
07福島 郡山 福島 磐梯栗めし ばんだいくりめし 750 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB71 １０月１日～１２月２０日販売
07福島 郡山 福島 山菜釜めし さんさいかまめし 730 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB71 JR624
07福島 郡山 大宮 みちのくおむすび道中記 みちのくおむすびどうちゅうき 700 福豆屋 ＮＲＥ JR590
07福島 郡山 大宮 ふたつのソースのソースカツ丼 ふたつのそーすのそーすかつどん 600 ？ ＮＲＥ JR590
07福島 福島 なし ふくしまの香り ふくしまのかおり 1200 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB71 JR625 JR625「福島の香り」
07福島 福島 郡山 福島の祭弁当萬笑桃源 ふくしまのまつりべんとうばんしょうとうげん 1200 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB71 JR624 JR624[祭り弁当萬笑桃源」
07福島 福島 なし あつあつ牛めし弁当 あつあつぎゅうめしべんとう 1050 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB71 JR625 JR625「あつあつ牛めし」
07福島 福島 なし あつあつエゴマ豚弁当 あつあつえごまぶた 1000 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JR625
07福島 福島 なし エゴマ豚弁当 えごまぶたべんとう 850 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JR625
07福島 福島 会津若松 ソースかつ弁 そーすかつべん 800 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB71 JR625 JR625「ソースかつ弁当」
07福島 福島 なし 伊達鶏ゆず味噌焼き弁当 だてとりゆずみそやきべんとう 800 ウェルネス伯養軒 ＮＲＥ JTB71 JR625
07福島 会津若松 なし 会津う米う米弁当 あいづうまいうまいべんとう 1000 ウェルネス伯養軒 リテールネット JTB613
07福島 会津若松 なし 会津のおばあちゃん あいづのおばあちゃん 1000 ウェルネス伯養軒 リテールネット JTB613
07福島 会津若松 なし 会津健康奨励弁当 あいづけんこうしょうれいべんとう 950 ウェルネス伯養軒 リテールネット JTB613
07福島 会津若松 なし あいづふるさと弁当 あいづふるさとべんとう 950 ウェルネス伯養軒 リテールネット JTB613
07福島 いわき なし いわきカニ・ウニ欲張りピラフ弁当 いわきかにうによくばりぴらふべんとう 1200 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB595
07福島 いわき なし いわきウニピラフ弁当 いわきうにぴらふべんとう 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB595
07福島 いわき なし いわきカニピラフ弁当 いわきかにぴらふべんとう 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB595
07福島 喜多方 なし ラーメン丼 らーめんどん 600 ふるさと亭 喜多方市ふるさと振興 当館 不定期販売？
07福島 山都 なし 山都そばＳＬ弁当 やまとそばえすえるべんとう 700 山都町振興公社 山都町振興公社 当館 ＳＬ列車運転日のみ販売
07福島 会津田島 なし なかじまソースカツ丼 なかじまそーすかつどん 1000 なかじま 駅のみせやまびこ 当館 土休日販売？
07福島 会津田島 なし みどりやの松茸二段弁当南山のたび みどりやのまつたけにだんべんとうなんざんのたび 1000 緑屋 駅のみせやまびこ 当館 土休日販売
07福島 会津田島 なし 南山のたび田舎弁当 なんざんのたびいなかべんとう 700 緑屋 駅のみせやまびこ 当館
07福島 原ノ町 なし あつあつ鮭めし あつあつさけめし 1020 丸屋 丸屋 JTB596 JR617 JTB596「夏期以外販売」
07福島 原ノ町 なし アツアツほっきめし弁当 あつあつほっきめしべんとう 1020 丸屋 丸屋 JTB596 JR617 JTB596「夏期以外販売」
07福島 原ノ町 なし 汐干がり弁当 しおひがりべんとう 920 丸屋 丸屋 JTB596 JR617 JTB596「３～７月販売」
07福島 原ノ町 なし 浜べんとう はまべんとう 920 丸屋 丸屋 JTB596 JR617
07福島 原ノ町 なし 盆唄べんとう ぼんうたべんとう 920 丸屋 丸屋 JR617
07福島 原ノ町 なし 舞たけごはん まいたけごはん 800 丸屋 丸屋 JR617
07福島 原ノ町 なし 浜のかにめし はまのかにめし 720 丸屋 丸屋 JTB596 JR617
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都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
07福島 原ノ町 なし そば弁当 そばべんとう 440 丸屋 丸屋 JTB596
08茨城 土浦 なし うなぎ丼 うなぎどん 1200 富久善 富久善 JR617
08茨城 土浦 なし 炭火焼うなぎ丼 すみびやきうなぎどん 1000 富久善 富久善 JTB595
08茨城 土浦 なし つちうら和弁当 つちうらわべんとう 840 富久善 富久善 JTB595 JR617
08茨城 土浦 なし 常陸牛どん ひたちぎゅうどん 530 富久善 富久善 JTB595 JR617
08茨城 大洗 なし 磯節弁当 いそぶしべんとう 1000 万年屋 万年屋 JTB607
08茨城 大洗 なし 茨城四季彩懐石 いばらきしきさいかいせき 1000 万年屋 万年屋 JTB607
08茨城 大洗 なし ダイダラボウのはまぐりめし だいだらぼうのはまぐりめし 850 万年屋 万年屋 JTB607
08茨城 大洗 なし 漁師弁当徳爺のめんぱ りょうしべんとうとくじいのめんぱ 800 万年屋 万年屋 JTB607 ３～９月販売
08茨城 大洗 なし 三浜たこめし さんぴんたこめし 750 万年屋 万年屋 JTB607
08茨城 常陸大子 なし 奥久慈しゃも弁当 おくくじしゃもべんとう 950 玉屋旅館 デイリーヤマザキ JTB609 JR620
09栃木 宇都宮 なし あつあつとちぎ霧降高原牛めし あつあつとちぎきりふりこうげんぎゅうめし 1100 松廼屋 松廼屋 駅弁屋のホームページ 冬期販売
09栃木 宇都宮 なし 味ごよみ あじごよみ 1000 松廼屋 松廼屋 JTB70
09栃木 宇都宮 那須塩原 とちぎ霧降高原牛めし とちぎきりふりこうげんぎゅうめし 1000 松廼屋 松廼屋 JTB70 JR603
09栃木 宇都宮 なし 日光強めし にっこうこわめし 1000 松廼屋 松廼屋 JTB70 JR603
09栃木 宇都宮 那須塩原 日光杉並木 にっこうすぎなみき 1000 松廼屋 松廼屋 JTB70 JR603
09栃木 宇都宮 なし 宮小町 みやこまち 1000 松廼屋 松廼屋 JTB70 JR603
09栃木 宇都宮 那須塩原 よくばりスタミナ弁当 よくばりすたみなべんとう 1000 松廼屋 松廼屋 JTB70 JR603
09栃木 宇都宮 なし ふるさと幕の内 ふるさとまくのうち 1000 松廼屋 松廼屋 JR603
09栃木 宇都宮 なし ジャズの宮 じゃずのみや 1000 松廼屋 松廼屋 駅弁屋のホームページ

09栃木 宇都宮 なし 玄氣亭 げんきてい 1000 松廼屋 松廼屋 駅弁屋のホームページ

09栃木 宇都宮 なし うな重 うなじゅう 1000 松廼屋 松廼屋 調製元公式サイト

09栃木 宇都宮 なし とりめし とりめし 900 松廼屋 松廼屋 JTB70 JR603 JR603「とりめし（上）」
09栃木 宇都宮 那須塩原 とりめし とりめし 700 松廼屋 松廼屋 JTB70 JR603
09栃木 宇都宮 なし 大人の休日・駅弁発祥地より汽車辨當 おとなのきゅうじつえきべんはっしょうちよりきしゃべんとう 800 松廼屋 松廼屋 JTB70 JR603
09栃木 宇都宮 なし 七福むすび しちふくむすび 800 松廼屋 松廼屋 JTB70
09栃木 宇都宮 那須塩原 宮の釜めし みやのかまめし 800 松廼屋 松廼屋 JTB70 JR603
09栃木 宇都宮 なし あつあつとりめし あつあつとりめし 800 松廼屋 松廼屋 駅弁屋のホームページ 冬期販売
09栃木 宇都宮 なし うわさの弁当・古代米入り うわさのべんとうこだいまいいり 700 松廼屋 松廼屋 JTB70
09栃木 宇都宮 なし 下野玄米弁当 しもつけげんまいべんとう 700 松廼屋 松廼屋 JTB70
09栃木 宇都宮 那須塩原 下野山菜弁当 しもつけさんさいべんとう 700 松廼屋 松廼屋 JTB70 JR603
09栃木 宇都宮 なし ふるさと宮まつり川一太鼓 ふるさとみやまつりかわいちだいこ 600 松廼屋 松廼屋 JTB70 JR603 JR603「土休日販売」
09栃木 宇都宮 なし 玄氣いなり げんきいなり 500 松廼屋 松廼屋 JTB70 JR603
09栃木 宇都宮 なし 芭蕉気分 ばしょうきぶん 500 松廼屋 松廼屋 JTB70
09栃木 東武日光 なし 日光埋蔵金弁当 にっこうまいぞうきんべんとう 150000 日光鱒鮨本舗 日光鱒鮨本舗 調製元公式サイト 予約販売
09栃木 東武日光 なし 日光鱒寿し にっこうますずし 1260 日光鱒鮨本舗 日光鱒鮨本舗 調製元公式サイト

09栃木 東武日光 なし 日光姫寿し にっこうひめずし 1260 日光鱒鮨本舗 日光鱒鮨本舗 調製元公式サイト

09栃木 東武日光 なし ゆば御膳 ゆばごぜん 1050 日光鱒鮨本舗 日光鱒鮨本舗 調製元公式サイト

09栃木 東武日光 なし 日光高原牛弁当けっこうづくめ にっこうこうげんぎゅうべんとうけっこうづくめ 1050 日光鱒鮨本舗 日光鱒鮨本舗 調製元公式サイト

09栃木 東武日光 なし 鶏わっぱ とりわっぱ 850 日光鱒鮨本舗 日光鱒鮨本舗 調製元公式サイト

09栃木 東武日光 なし ささむすび ささむすび 750 日光鱒鮨本舗 日光鱒鮨本舗 調製元公式サイト

09栃木 東武日光 なし おむすび弁当なきむし山 おむすびべんとうなきむしやま 500 日光鱒鮨本舗 日光鱒鮨本舗 調製元公式サイト

09栃木 東武日光 なし 味めぐり弁当 あじめぐりべんとう 1000 油源 油源 調製元公式サイト

09栃木 東武日光 なし 元祖栃木牛めし弁当 がんそとちぎぎゅうめしべんとう 950 油源 油源 調製元公式サイト

09栃木 東武日光 なし 栗おこわ弁当 くりおこわべんとう 850 油源 油源 調製元公式サイト

09栃木 東武日光 なし ゆばちらし弁当 ゆばちらしべんとう 850 油源 油源 調製元公式サイト

09栃木 東武日光 なし 日光鶏めし弁当 にっこうとりめしべんとう 800 油源 油源 調製元公式サイト

09栃木 東武日光 なし 日光いなり具たくさん にっこういなりぐたくさん 600 油源 油源 調製元公式サイト

09栃木 東武日光 なし おむすび道中 おむすびどうちゅう 500 油源 油源 調製元公式サイト

09栃木 下今市 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 1000 アザレア弁当 アザレア弁当 東武鉄道公式サイト

09栃木 下今市 なし 日光山菜おこわと地鶏弁当 にっこうさんさいおこわとじどりべんとう 900 アザレア弁当 アザレア弁当 東武鉄道公式サイト

10群馬 高崎 なし 復古だるま弁当 ふっこだるまべんとう 1300 高崎弁当 ＮＲＥ JTB84 JR593
10群馬 高崎 なし まるごと群馬 まるごとぐんま 1100 高崎弁当 ＮＲＥ JTB84
10群馬 高崎 なし あさま弁当 あさまべんとう 1000 高崎弁当 ＮＲＥ JTB84
10群馬 高崎 なし 岩魚鮨 いわなずし 1000 高崎弁当 ＮＲＥ JTB84 JR593
10群馬 高崎 なし 群馬の風味（大人の休日） ぐんまのふうみおとなのきゅうじつ 1000 高崎弁当 ＮＲＥ JTB84 JR593
10群馬 高崎 なし 上州舞茸弁当 じょうしゅうまいたけべんとう 1000 高崎弁当 ＮＲＥ JTB84 JR593
10群馬 高崎 なし だるま弁当 だるまべんとう 900 高崎弁当 ＮＲＥ JTB84 JR593
10群馬 高崎 なし ハローキティのだるま弁当 はろーきてぃのだるまべんとう 900 高崎弁当 ＮＲＥ JTB84 JR593
10群馬 高崎 なし 上州Ｄ－５１弁当 じょうしゅうでごいちべんとう 800 高崎弁当 ＮＲＥ JTB84 JR593 JR593「上州Ｄ５１弁当」
10群馬 高崎 なし 鶏めし弁当 とりめしべんとう 800 高崎弁当 ＮＲＥ JTB84 JR593
10群馬 高崎 なし 焼豚チャーシュー弁当 やきぶたちゃーしゅーべんとう 800 高崎弁当 ＮＲＥ JTB85 JR593 JR593「チャーシュー弁当」
10群馬 高崎 なし 特製幕の内弁当 とくせいまくのうちべんとう 800 高崎弁当 ＮＲＥ JR593
10群馬 高崎 なし 上州の朝がゆ じょうしゅうのあさがゆ 350 高崎弁当 ＮＲＥ JTB85
10群馬 横川 軽井沢、安中榛名、上田、清里 峠の釜めし とうげのかまめし 900 荻野屋 荻野屋 JTB91 JR583 清里では３月下旬～１２月上旬販売
10群馬 横川 軽井沢、安中榛名 旅の鳥 たびのとり 800 荻野屋 荻野屋 JTB91
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都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
10群馬 横川 軽井沢 峠の鳥もも弁当 とうげのとりももべんとう 700 荻野屋 荻野屋 JTB91 JR583
10群馬 横川 軽井沢、安中榛名 玄米弁当 げんまいべんとう 500 荻野屋 荻野屋 JTB91 JR583
10群馬 横川 安中榛名 峠の焼きおにぎり とうげのやきおにぎり 500 荻野屋 荻野屋 JTB91 JR583 JR583「峠の焼おにぎり」
10群馬 神戸 なし やまと豚弁当 やまとぶたべんとう 1000 レストラン清流 レストラン清流 わたらせ渓谷鉄道公式サイト

10群馬 神戸 なし 夢街道トロッコ弁当 ゆめかいどうとろっこべんとう 1000 レストラン清流 レストラン清流 わたらせ渓谷鉄道公式サイト 主にトロッコ列車内での販売
11埼玉 大宮 なし 大宮弁当 おおみやべんとう 1200 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB69 JR591
11埼玉 大宮 なし 米澤牛焼肉重松川辨當いやんばい よねざわぎゅうやきにくじゅうまつかわべんとういやんばい 1050 松川弁当店 ＮＲＥ JTB69 JR591
11埼玉 大宮 なし 秋田比内地鶏の鶏めし あきたひないじどりのとりめし 1000 関根屋 ＮＲＥ JTB69 JR591 JR591では1100円
11埼玉 大宮 なし 黒豚味噌だれ弁当 くろぶたみそだれべんとう 980 ひびき ＮＲＥ JR590
11埼玉 大宮 なし かにずし かにずし 900 ？ ＮＲＥ JR590 ※越後湯沢または直江津の駅弁か
11埼玉 西武秩父 なし 秩父釜めし ちちぶかまめし 840 まるなか 西武秩父仲見世通り 当館 主に予約や駅弁大会で販売
11埼玉 西武秩父 なし おにぎり弁当 おにぎりべんとう 700 まるなか 西武秩父仲見世通り 当館
11埼玉 西武秩父 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 700 まるなか 西武秩父仲見世通り 当館
11埼玉 西武秩父 なし 秩父釜めし ちちぶかまめし 500 まるなか 西武秩父仲見世通り 当館 主に現地で販売
11埼玉 広瀬川原 なし 広瀬川原駅弁当 ひろせがわらえきべんとう 800 立石食品弁当センター 秩鉄商事 当館 年１回の工場公開時に販売
12千葉 千葉 なし 大漁万祝 たいりょうまいわい 1200 万葉軒 万葉軒 JTB240 JR529 JR529「大漁万祝弁当」
12千葉 千葉 木更津 やきはま丼 やきはまどん 1100 万葉軒 万葉軒 JTB240 JR529
12千葉 千葉 なし お花見弁当 おはなみべんとう 1050 万葉軒 万葉軒 調製元公式サイト 期間限定販売
12千葉 千葉 木更津 漁り弁当 あさりべんとう 1000 万葉軒 万葉軒 JTB240 JR529
12千葉 千葉 なし 下総上総 しもうさかずさ 1000 万葉軒 万葉軒 JTB240 JR529
12千葉 千葉 なし 奈美悦子監修雑穀美食弁当 なみえつこかんしゅうざっこくびしょくべんとう 1000 万葉軒 万葉軒 調製元公式サイト

12千葉 千葉 木更津 蛤豚之助 はまぐりとんのすけ 980 万葉軒 万葉軒 JR529
12千葉 千葉 木更津 焼肉小倉優子焼肉弁当 やきにくおぐらゆうこやきにくべんとう 950 万葉軒 万葉軒 駅弁屋のホームページ

12千葉 千葉 なし 浜の釜めし漁師風鯛 はまのかまめしりょうしふうたい 950 万葉軒 万葉軒 調製元公式サイト

12千葉 千葉 なし 浜の釜めし漁師風貝 はまのかまめしりょうしふうかい 950 万葉軒 万葉軒 調製元公式サイト

12千葉 千葉 なし 芸能人カレー部森下千里ちょっと贅沢なカレー げいのうじんかれーぶもりしたちさとちょっとぜいたくかれー 980 万葉軒 万葉軒 調製元公式サイト

12千葉 千葉 なし 芸能人カレー部ラサール石井牛すじカレー げいのうじんかれーぶらさーるいしいぎゅうすじかれー 980 万葉軒 万葉軒 調製元公式サイト

12千葉 千葉 なし お花見ちらし弁当 おはなみちらしべんとう 950 万葉軒 万葉軒 調製元公式サイト 期間限定販売
12千葉 千葉 木更津 沖じめ鰯づくし おきじめいわしづくし 920 万葉軒 万葉軒 JTB240 JR529
12千葉 千葉 木更津 勝浦鰹のたたき漬け炙り盛り かつうらかつおのたたきづけあぶりもり 920 万葉軒 万葉軒 駅弁屋のホームページ １０～３月販売
12千葉 千葉 木更津 やきはま弁当 やきはまべんとう 900 万葉軒 万葉軒 JTB240 JR529
12千葉 千葉 木更津 焼肉小倉優子ビビンバ丼 やきにくおぐらゆうこびびんばどん 900 万葉軒 万葉軒 駅弁屋のホームページ

12千葉 千葉 なし たけのこづくし たけのこづくし 900 万葉軒 万葉軒 調製元公式サイト 期間限定販売
12千葉 千葉 なし 元気豚佐倉味噌漬け弁当 げんきぶたさくらみそづけべんとう 850 万葉軒 万葉軒 駅弁屋のホームページ

12千葉 千葉 なし 佐原水郷鶏辛味めし さわらすいごうとりからみめし 850 万葉軒 万葉軒 調製元公式サイト

12千葉 千葉 なし 潮干狩り弁当 しおひがりべんとう 760 万葉軒 万葉軒 JTB240
12千葉 千葉 木更津 若潮弁当 わかしおべんとう 750 万葉軒 万葉軒 JTB240 JR529
12千葉 千葉 なし 千葉しゅうまい弁当 ちばしゅうまいべんとう 750 万葉軒 万葉軒 調製元公式サイト

12千葉 千葉 なし こまち こまち 720 万葉軒 万葉軒 JTB240
12千葉 千葉 木更津 銚子さんまのさいきょう寿司 ちょうしさんまのさいきょうずし 680 万葉軒 万葉軒 JR529
12千葉 千葉 なし 千葉寿司街道さんま ちばすしかいどうさんま 680 万葉軒 万葉軒 調製元公式サイト

12千葉 千葉 なし 千葉寿司街道かつお ちばすしかいどうかつお 680 万葉軒 万葉軒 調製元公式サイト

12千葉 千葉 なし 千葉寿司街道いわし ちばすしかいどういわし 680 万葉軒 万葉軒 調製元公式サイト

12千葉 千葉 なし トンテキ弁当 とんてきべんとう 680 万葉軒 万葉軒 調製元公式サイト 期間限定販売
12千葉 千葉 木更津 どんとまつり寿司 どんとまつりずし 670 万葉軒 万葉軒 JTB240 JR529
12千葉 千葉 木更津 千葉元気豚めし ちばげんきぶためし 650 万葉軒 万葉軒 JTB240 JR529
12千葉 千葉 木更津 万葉弁当 まんようべんとう 650 万葉軒 万葉軒 JTB240 JR529
12千葉 千葉 なし 焼肉弁当 やきにくべんとう 580 万葉軒 万葉軒 JTB240 JR529
12千葉 千葉 なし 菜の花弁当 なのはなべんとう 550 万葉軒 万葉軒 JTB240
12千葉 千葉 木更津 トンかつ弁当 とんかつべんとう 480 万葉軒 万葉軒 JTB240
12千葉 千葉 木更津 万葉寿司 まんようずし 480 万葉軒 万葉軒 JTB241
12千葉 成田空港 なし 東京老舗物語 とうきょうしにせものがたり 1400 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB242
12千葉 成田空港 なし やまびこ やまびこ 800 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB242
12千葉 五井 なし 房総ちらし ぼうそうちらし 500 やり田 やり田 当館
12千葉 五井 なし あさりめし あさりめし 300 やり田 やり田 当館
12千葉 館山 なし くじら弁当 くじらべんとう 1000 マリン マリン 当館
12千葉 安房鴨川 なし あわびちらし あわびちらし 1050 南総軒 リテール JTB247
12千葉 安房鴨川 なし かもがわ かもがわ 1020 南総軒 リテール JTB247
12千葉 安房鴨川 なし うにとさざえめし うにとさざえめし 900 南総軒 リテール JTB247
12千葉 安房鴨川 なし さんが焼 さんがやき 790 南総軒 リテール JTB247
12千葉 安房鴨川 なし わかしお弁当 わかしおべんとう 630 南総軒 リテール JTB247
12千葉 安房鴨川 なし あさりめし あさりめし 400 南総軒 リテール JTB247
12千葉 国吉 なし 房総の里山弁当 ぼうそうのさとやまべんとう 1000 楽働会 楽働会 小湊鉄道公式サイト 土休日販売
13東京 東京 なし 極附弁当 きわめつきべんとう 3800 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB66
13東京 東京 なし 叙々苑特製焼肉弁当 じょじょえんとくせいやきにくべんとう 2300 叙々苑 リテールネット JTB66
13東京 東京 上野、新宿、大宮 懐石弁当大人の休日 かいせきべんとうおとなのきゅうじつ 2000 ＮＲＥ ＮＲＥ JR147
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都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
13東京 東京 なし 銀の鈴幕の内弁当～日本ばし～銀幕 ぎんのすずまくのうちべんとうにほんばしぎんまく 1800 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB66
13東京 東京 なし 加賀屋謹製弁当四季彩 かがやきんせいべんとうしきさい 1800 ＮＲＥ ＮＲＥ 当館 「ニッポンの駅弁」で販売
13東京 東京 なし 金沢のしらべ かなざわのしらべ 1800 大友楼 ＮＲＥ 当館 「ニッポンの駅弁」で販売
13東京 東京 なし 老舗の味東京弁当 しにせのあじとうきょうべんとう 1600 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB66 JR147 JR147「東京弁当」
13東京 東京 なし 米沢牛ビビンバ丼 よねざわぎゅうびびんばどん 1500 松川弁当店 ＮＲＥ JR147
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 北海味メッセ ほっかいあじめっせ 1500 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB66 JR147
13東京 東京 なし 賛否両論弁当 さんぴりょうろんべんとう 1500 ＮＲＥ ＮＲＥ 当館 「ニッポンの駅弁」で販売
13東京 東京 なし 分とく山津軽景色 わけとくやまつがるけしき 1400 吉田屋 ＮＲＥ 当館 「ニッポンの駅弁」で販売
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 うなぎ弁当 うなぎべんとう 1350 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB66 JR147
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 幸福べんとう こうふくべんとう 1300 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB66 JR147
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 吹き寄せ弁当 ふきよせべんとう 1300 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB66 JR147 JR147「季節の吹き寄せ弁当」
13東京 東京 上野、品川、大宮 八戸鯖棒寿司 はちのへさばぼうずし 1300 ＮＲＥ ＮＲＥ JR147
13東京 東京 なし 特製前沢牛ローストビーフ弁当 とくせいまえさわぎゅうろーすとびーふべんとう 1300 斎藤松月堂 ＮＲＥ JR147
13東京 東京 なし なすび亭弁当 なすびていべんとう 1300 ＮＲＥ ＮＲＥ 当館 「ニッポンの駅弁」で販売
13東京 東京 なし べこやの焼肉弁当 べこやのやきにくべんとう 1300 松川弁当店 ＮＲＥ 当館 「ニッポンの駅弁」で販売
13東京 東京 なし リストランテホンダ弁当 りすとらんてほんだべんとう 1300 吉田屋 ＮＲＥ 当館 「ニッポンの駅弁」で販売
13東京 東京 なし 松茸ごはん弁当 まつたけごはんべんとう 1300 崎陽軒東京支店 リテールネット 当館 秋期販売
13東京 東京 なし 升本すみだ川 ますもとすみだがわ 1290 升本 リテールネット JTB66
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 鮭いくら寿司 さけいくらずし 1200 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB66 JR148
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 津軽味祭 つがるあじまつり 1200 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB66 JR147
13東京 東京 なし 湘南名物しらす膳 しょうなんめいぶつしらすぜん 1200 大船軒 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 味噌カツ・ひつまぶし風弁当 みそかつひつまぶしふうべんとう 1150 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB66
13東京 東京 なし 松阪牛そぼろおこわ まつさかうしそぼろおこわ 1100 寿徳庵 リテールネット JTB66
13東京 東京 なし 春行楽 はるこうらく 1100 崎陽軒東京工場 リテールネット 調製元公式サイト

13東京 東京 上野、新宿、大宮 日本のおもてなし弁当 にっぽんのおもてなしべんとう 1100 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元公式サイト

13東京 東京 なし 崎陽軒特別弁当 きようけんとくべつべんとう 1050 崎陽軒東京工場 リテールネット JTB66
13東京 東京 なし 豚バラ肉やわらか煮弁当 ぶたばらにくやわらかにべんとう 1050 大船軒 ＮＲＥ 当館 「ニッポンの駅弁」で販売
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 幕之内弁当 まくのうちべんとう 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元公式サイト

13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 炙り煮穴子重 あぶりにあなごじゅう 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB66
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮、成田空港 牛肉弁当 牛肉弁当 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB66
13東京 東京 上野 さば寿司 さばずし 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB66
13東京 東京 なし たいめいけんハンバーグ弁当 たいめいけんはんばーぐべんとう 1000 たいめいけん リテールネット JTB66
13東京 東京 上野、新宿、大宮 ポケモン弁当 ぽけもんべんとう 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB66
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 夕刊フジ特選おつまみ弁当 ゆうかんふじとくせんおつまみべんとう 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB66
13東京 東京 なし 中華弁当 ちゅうかべんとう 1000 崎陽軒東京工場 リテールネット 駅弁屋のホームページ

13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 合格祈願弁当 ごうかくきがんべんとう 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ 当館 １～３月頃販売
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 黒毛和牛入りハンバーグ弁当 くろげわぎゅういりはんばーぐべんとう 980 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB66
13東京 東京 なし チャーシュー天丼 ちゃーしゅーてんどん 950 大船軒 ＮＲＥ 当館 「ニッポンの駅弁」で販売
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 こだわりのとんかつ弁当 こだわりのとんかつべんとう 950 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB67 JR146
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 鯵鯖よくばり寿司 あじさばよくばりずし 930 ＮＲＥ ＮＲＥ JR146
13東京 東京 なし 銀むつ ぎんむつ 900 マコト リテールネット JTB67
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮、成田空港、甲府、いわき 五目わっぱめし ごもくわっぱめし 900 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB67 JR146
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 たけのこおこわ弁当 たけのこおこわべんとう 880 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元公式サイト おそらく春期販売
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 あさりおこわ弁当 あさりおこわべんとう 880 ＮＲＥ ＮＲＥ 当館 夏期販売
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 栗おこわ弁当 くりおこわべんとう 880 ＮＲＥ ＮＲＥ 当館 秋期販売
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 ほたておこわ弁当 ほたておこわべんとう 880 ＮＲＥ ＮＲＥ 当館 冬期販売
13東京 東京 なし 鶏づくし弁当 とりづくしべんとう 880 全農 ＮＲＥ JTB67
13東京 東京 なし 華手鞠 はなてまり 880 日乃出食品 リテールネット JTB67
13東京 東京 上野、新宿、大宮 熱烈歓迎パンダdeランチ ねつれつかんげいぱんだでらんち 850 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元公式サイト

13東京 東京 上野、新宿、大宮 はやぶさランチボックス はやぶさらんちぼっくす 850 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元公式サイト

13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮、成田空港、甲府 ３０品目バランス弁当 さんじゅっひんもくばらんすべんとう 850 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB67 JR146
13東京 東京 なし 銀の鈴弁当 ぎんのすずべんとう 850 日乃出食品 リテールネット JTB67
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮、成田空港 深川めし ふかがわめし 850 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB67 JR146
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮、成田空港 チキン弁当 ちきんべんとう 800 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB67 １９６４年登場
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 鳥めし とりめし 800 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB67 JR146 JR146[鳥めし弁当」
13東京 東京 上野 まい泉元祖ヒレカツ弁当 まいせんがんそひれかつべんとう 790 まい泉 リテールネット JTB68
13東京 東京 上野 まい泉ヒレカツサンド まいせんひれかつさんど 780 まい泉 リテールネット JTB67
13東京 東京 上野 シウマイ弁当 しうまいべんとう 750 崎陽軒東京工場 リテールネット JTB67
13東京 東京 上野 天むす てんむす 750 すえひろ リテールネット JTB67
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 日本海真あじ寿司 にほんかいまあじずし 680 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元公式サイト

13東京 東京 なし お好み弁当 おこのみべんとう 670 崎陽軒東京工場 リテールネット 駅弁屋のホームページ

13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 八戸真さば寿司 はちのへまさばずし 650 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元公式サイト

13東京 東京 上野 昔懐かしカツサンド むかしなつかしかつさんど 650 ＮＲＥ ＮＲＥ 当館
13東京 東京 上野 万かつサンド まんかつさんど 650 万世 リテールネット 当館
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 駅弁いなり えきべんいなり 500 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB67
13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 助六寿司 すけろくずし 500 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元公式サイト



駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）
都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
13東京 品川 なし 品川弁当 しながわべんとう 980 大船軒 ＮＲＥ JTB149
13東京 新宿 なし 新宿弁當 しんじゅくべんとう 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB532 JR567
13東京 新宿 なし あじ・さば寿司 あじさばずし 930 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB533
13東京 新宿 なし 復刻鳥めし ふっこくとりめし 500 ＮＲＥ 日食田中屋 当館
13東京 上野 なし ともこのよくばり弁当 ともこのよくばりべんとう 1050 ？ ？ JTB67
13東京 上野 なし おふくろの味上野弁当 おふくろのあじうえのべんとう 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB67 JR588 JR588「上野弁当」
13東京 上野 なし 京樽京ちらし弁当 きょうたるきょうちらしべんとう 1000 京樽 京樽 JTB68
13東京 上野 なし 薩摩お値打Ｎｏ．１弁当 さつまおねうちなんばーわんべんとう 900 ？ ？ JTB68 かつての常盤軒の駅弁
13東京 上野 なし つくね弁当 つくねべんとう 880 ？ ？ JTB68
13東京 上野 なし 銀ダラ弁当 ぎんだらべんとう 850 ？ ？ JTB68 かつての常盤軒の駅弁
13東京 上野 なし 大エビ天丼 おおえびてんどん 650 ハゲ天 リテールネット JTB68
13東京 上野 なし 吉野の鶏飯 よしののとりめし 650 えび寿屋 リテールネット JTB68
13東京 東京 品川、名古屋 特製幕之内御膳 とくせいまくのうちごぜん 1300 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB160 JR147
13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 牛すき重 ぎゅうすきじゅう 1000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB42 JR146
13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 日本の味博覧 にっぽんのあじはくらん 1000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB42
13東京 東京 品川、新横浜 こだわり焼肉弁当 こだわりやきにくべんとう 980 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB42
13東京 東京 品川、新横浜 美味とんかつお弁当 びみとんかつおべんとう 970 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB42
13東京 東京 品川、新横浜 あなご弁当 あなごべんとう 950 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB42
13東京 東京 品川、新横浜、名古屋 鶏づくし とりづくし 950 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB42
13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 炭火焼き風焼きとり重 すみびやきふうやきとりじゅう 880 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB42 JR146
13東京 東京 品川、新横浜 焼売炒飯弁当 しゅうまいちゃーはんべんとう 850 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB42
13東京 東京 品川、新横浜 チキン弁当 ちきんべんとう 850 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB42
13東京 東京 品川、新横浜 深川めし ふかがわめし 850 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB42
13東京 東京 品川、新横浜 朝のおむすび弁当 あさのおむすびべんとう 400 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB42
13東京 東京 品川 日本橋 にほんばし 1200 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB42 JR147 JR147「江戸の折詰日本橋」
13東京 東京 品川 特撰弁当東京 とくせんべんとうとうきょう 1000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB42 JR146
13東京 東京 品川 品川貝づくし しながわかいづくし 900 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB42
13東京 東京 なし みそかつ＆えびふりゃ～ みそかつあんどえびふりゃー 900 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB42
13東京 品川 なし 三種のシュウマイ弁当 さんしゅのしゅうまいべんとう 850 ？ ＪＲＣＰ JTB42
13東京 品川 なし 寿司弁当　楓 すしべんとうかえで 630 ？ ＪＲＣＰ JTB42
13東京 北千住 なし こだわりの２１品目御膳 こだわりのにじゅういちひんもくごぜん 1260 東武商事 東武商事 東武鉄道公式サイト

13東京 北千住 なし なつかしの１８品目弁当 なつかしのじゅうはちひんもくべんとう 1000 東武商事 東武商事 東武鉄道公式サイト

13東京 北千住 なし 千寿ゆば丼 せんじゅゆばどん 840 東武商事 東武商事 東武鉄道公式サイト

14神奈川 横浜 上野、千葉、品川、大宮、大船、小田原、川崎、戸塚、新宿、新横浜 特製シウマイ22個入 とくせいしうまい 2100 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 上野、千葉、品川、大宮、大船、小田原、川崎、戸塚、新宿、新横浜 特製シウマイ12個入 とくせいしうまい 1250 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 上野、千葉、品川、大宮、大船、小田原、川崎、戸塚、新宿、新横浜 特製シウマイ6個入 とくせいしうまい 650 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 新横浜 電子レンジ対応特製シウマイ12個入 でんしれんじたいおうとくせいしうまい 1250 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 新横浜 電子レンジ対応特製シウマイ6個入 でんしれんじたいおうとくせいしうまい 650 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 新横浜 電子レンジ対応シウマイ24個入 でんしれんじたいおうしうまい 1000 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 上野、品川、大宮、大船、小田原、川崎、戸塚、新宿、新横浜、東京 真空パックシウマイ15個入り しんくうぱっくしうまい 550 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 上野、品川、大宮、大船、小田原、川崎、戸塚、新宿、新横浜、東京 真空パックシウマイ15個入り×2箱 しんくうぱっくしうまい 1080 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 上野、品川、大宮、大船、小田原、川崎、戸塚、新宿、新横浜、東京 真空パックシウマイ15個入り×4箱 しんくうぱっくしうまい 2150 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 上野、品川、大宮、大船、小田原、川崎、戸塚、新宿、新横浜、東京 真空パックシウマイ15個入り×6箱 しんくうぱっくしうまい 3200 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 上野、品川、大宮、大船、小田原、川崎、戸塚、新宿、新横浜、東京 昔ながらのシウマイ30個入り むかしながらのしうまい 1080 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 上野、品川、大宮、大船、小田原、川崎、戸塚、新宿、新横浜、東京 昔ながらのシウマイ15個入り むかしながらのしうまい 550 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 上野、品川、大宮、大船、小田原、川崎、戸塚、新宿、新横浜、東京 ポケットシウマイ12個入り ぽけっとしうまい 450 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 上野、品川、大宮、大船、小田原、川崎、戸塚、新宿、新横浜、東京 ポケットシウマイ6個入り ぽけっとしうまい 250 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 小田原、川崎、戸塚、新横浜、東京 えびシウマイ えびしうまい 680 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 小田原、川崎、戸塚、新横浜、東京 かにシウマイ かにしうまい 680 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 大船、小田原、川崎、戸塚、新横浜 シウマイまん しうまいまん 500 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 なし 桜えびシウマイ さくらえびしうまい 600 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ 春期販売
14神奈川 横浜 なし シウマイ三種詰合せ しうまいさんしゅつめあわせ 650 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 新横浜 横濱牛めし よこはまぎゅうめし 1050 崎陽軒 崎陽軒 JTB43
14神奈川 横浜 新横浜、川崎、新川崎、保土ケ谷 横濱中華弁当 よこはまちゅうかべんとう 990 崎陽軒 崎陽軒 JTB43 JR150
14神奈川 横浜 新横浜 帆立ごはん弁当 ほたてごはんべんとう 980 崎陽軒 崎陽軒 JTB43 JR150
14神奈川 横浜 品川、大宮、大船、小田原、川崎、戸塚、新宿、新横浜、東京 幕の内弁当 まくのうちべんとう 980 崎陽軒 崎陽軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 横浜 新横浜、川崎、新川崎、保土ケ谷、武蔵小杉 お赤飯弁当 おせきはんべんとう 880 崎陽軒 崎陽軒 JTB43 JR150
14神奈川 横浜 新横浜、武蔵小杉 炒飯弁当 ちゃーはんべんとう 780 崎陽軒 崎陽軒 JTB43 JR150
14神奈川 横浜 新横浜、川崎、新川崎、保土ケ谷、武蔵小杉 シウマイ弁当 しうまいべんとう 750 崎陽軒 崎陽軒 JTB43 JR150 １９５４年登場
14神奈川 横浜 新横浜、川崎、保土ケ谷 鯛めし弁当 たいめしべんとう 680 崎陽軒 崎陽軒 JTB43 JR150
14神奈川 横浜 保土ケ谷 おこわ弁当 おこわべんとう 680 崎陽軒 崎陽軒 JR150
14神奈川 横浜 新横浜、川崎、新川崎、保土ケ谷、武蔵小杉 しょうが焼弁当 しょうがやきべんとう 650 崎陽軒 崎陽軒 JTB43 JR150
14神奈川 横浜 新横浜、川崎、新川崎、保土ケ谷 おべんとう春 おべんとうはる 640 崎陽軒 崎陽軒 JTB43 ２～５月発売
14神奈川 横浜 新横浜、川崎、新川崎、保土ケ谷 おべんとう夏 おべんとうなつ 640 崎陽軒 崎陽軒 当館 ６～８月発売
14神奈川 横浜 新横浜、川崎、新川崎、保土ケ谷 おべんとう秋 おべんとうあき 640 崎陽軒 崎陽軒 当館 ９～１１月発売
14神奈川 横浜 新横浜、川崎、新川崎、保土ケ谷 おべんとう冬 おべんとうふゆ 640 崎陽軒 崎陽軒 当館 １２～１月発売



駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）
都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
14神奈川 横浜 新横浜、川崎、新川崎、保土ケ谷、武蔵小杉 横濱チャーハン よこはまちゃーはん 540 崎陽軒 崎陽軒 JTB43 JR150
14神奈川 横浜 新横浜、川崎、新川崎、保土ケ谷 いなり寿司 いなりずし 500 崎陽軒 崎陽軒 JTB43
14神奈川 新横浜 なし 横濱オムライス よこはまおむらいす 750 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB43
14神奈川 大船 藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、逗子、東戸塚、東京、品川、上野 伝承鯵の押寿し でんしょうあじのおしずし 1200 大船軒 大船軒 JTB152 JR147
14神奈川 大船 なし 湘南トロトロオムレツ しょうなんとろとろおむれつ 1000 大船軒 大船軒 調製元公式サイト

14神奈川 大船 藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、逗子、東戸塚 湘南玉手箱 しょうなんたまてばこ 980 大船軒 大船軒 JTB152 JR150
14神奈川 大船 藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、逗子、東戸塚 鯵と小鯛の押寿し あじとこだいのおしずし 980 大船軒 大船軒 JR150
14神奈川 大船 なし 押寿し食べくらべ おしずしたべくらべ 980 大船軒 大船軒 調製元公式サイト

14神奈川 大船 藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、逗子、東戸塚、東京、品川 鯵の押寿し あじのおしずし 960 大船軒 大船軒 JTB152 JR146
14神奈川 大船 藤沢、茅ヶ崎、逗子、東戸塚 押寿し三昧 おしずしざんまい 950 大船軒 大船軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 大船 藤沢、茅ヶ崎、逗子、東戸塚 おべんとう幕の内 おべんとうまくのうち 880 大船軒 大船軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 大船 藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、逗子、東戸塚 まぐろの浜ごはん まぐろのはまごはん 870 大船軒 大船軒 JTB152 JR150
14神奈川 大船 藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、逗子、東戸塚、東京、品川 しらす弁当 しらすべんとう 850 大船軒 大船軒 JTB152 JR146
14神奈川 大船 藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、逗子、東戸塚 湘南浜ごはん しょうなんはまごはん 780 大船軒 大船軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 大船 藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、逗子、東戸塚 特製あじさいちらしずし とくせいあじさいちらしずし 680 大船軒 大船軒 JTB152 JR150 JR150「特選あじさいちらし寿し
14神奈川 大船 藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、逗子、東戸塚 鎌倉助六 かまくらすけろく 680 大船軒 大船軒 JR150
14神奈川 大船 藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、逗子、東戸塚 名代鎌倉いなり なだいかまくらいなり 550 大船軒 大船軒 JTB152
14神奈川 大船 藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、逗子、東戸塚 鎌倉ハムサンドウイッチ かまくらはむさんどういっち 480 大船軒 大船軒 JTB152
14神奈川 藤沢（江ノ電）なし うなむすび うなむすび 400 結 江ノ島電鉄 当館
14神奈川 小田原 なし 炙り金目鯛と小鯵押寿司 あぶりきんめだいとこあじおしずし 1300 東華軒 東華軒 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 平塚、湯河原、国府津、熱海 金目鯛炙り寿司 きんめだいあぶりずし 1200 東華軒 東華軒 JTB43 JR150
14神奈川 小田原 なし 秋の会席膳 あきのかいせきぜん 1200 東華軒 東華軒 駅弁屋のホームページ 秋期販売
14神奈川 小田原 なし 桜満開花見べんとう さくらまんかいはなみべんとう 1100 東華軒 東華軒 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 なし 会席膳ゆのか かいせきぜんゆのか 1000 東華軒 東華軒 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 平塚、湯河原、国府津、熱海 特選小鯵押寿司 とくせんこあじおしずし 980 東華軒 東華軒 JTB43 JR150
14神奈川 小田原 なし 金目鯛と桜海老の釜めし きんめだいとさくらえびのかまめし 950 東華軒 東華軒 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 熱海 牛そぼろときのこの山物語 ぎゅうそぼろときのこのやまものがたり 900 東華軒 東華軒 JTB43 JR151
14神奈川 小田原 熱海 赤飯弁当花まつり せきはんべんとうはなまつり 900 東華軒 東華軒 JTB43
14神奈川 小田原 平塚、湯河原、国府津、熱海 デラックスこゆるぎ弁当 でらっくすこゆるぎべんとう 900 東華軒 東華軒 JTB43 JR150
14神奈川 小田原 熱海、新宿 とん漬弁当 とんづけべんとう 900 東華軒 東華軒 JTB43 JR151
14神奈川 小田原 熱海 味噌焼豚の重ねかつ重 みそやきぶたのかさねかつじゅう 900 東華軒 東華軒 JTB43
14神奈川 小田原 なし 天城峠の釜飯 あまぎとうげのかまめし 900 東華軒 東華軒 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 なし 四季の味（春） しきのあじはる 900 東華軒 東華軒 調製元公式サイト 春期販売
14神奈川 小田原 なし 四季の味（秋） しきのあじあき 900 東華軒 東華軒 駅弁屋のホームページ 秋期販売
14神奈川 小田原 平塚、湯河原、国府津、熱海 桜海老とじゃこの海岸物語 さくらえびとじゃこのかいがんものがたり 880 東華軒 東華軒 JTB43 JR150 JR150「桜海老とじゃこの海物語」
14神奈川 小田原 なし 河津桜の釜めし かわづざくらのかまめし 880 東華軒 東華軒 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 国府津 小田原小町陸海ちゃん おだわらこまちりくみちゃん 840 東華軒 東華軒 JTB44 JR151
14神奈川 小田原 なし 漁師丼 りょうしどん 840 東華軒 東華軒 JTB44
14神奈川 小田原 なし おたのしみ弁当 おたのしみべんとう 840 東華軒 東華軒 駅弁屋のホームページ

14神奈川 小田原 熱海 鯛めし たいめし 780 東華軒 東華軒 JTB43
14神奈川 小田原 熱海 とり南蛮重 とりなんばんじゅう 780 東華軒 東華軒 JTB43
14神奈川 小田原 平塚、湯河原、国府津、熱海 鯛めし たいめし 780 東華軒 東華軒 JTB153 JR150 JR150「たいめし」
14神奈川 小田原 なし とり南蛮重 とりなんばんじゅう 780 東華軒 東華軒 JTB154
14神奈川 小田原 平塚、湯河原、国府津 こゆるぎ茶めし こゆるぎちゃめし 780 東華軒 東華軒 JTB44 JR150
14神奈川 小田原 なし シュウマイ弁当 しゅうまいべんとう 780 東華軒 東華軒 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 なし 昆布〆小鯵押寿司 こんぶじめこあじおしずし 780 東華軒 東華軒 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 なし シュウマイ しゅうまい 500 東華軒 東華軒 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 なし 箱根黒糖稲荷寿司 はこねこくとういなりずし 500 東華軒 東華軒 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 なし 炙り鯵寿司 あぶりあじずし 280 東華軒 東華軒 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 箱根湯本 小田原おでん福蔵 おだわらおでんふっくら 1000 丸高 ※共同売店 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 箱根湯本 小田原鯵ずし おだわらあじずし 1200 丸高 ※共同売店 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 箱根湯本 箱根とん焼き弁当 はこねとんやきべんとう 950 丸高 ※共同売店 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 箱根湯本 浜焼き弁当 はまやきべんとう 1200 丸高 ※共同売店 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 箱根湯本 しっとり金目の鯛ごはん しっとりきんめのたいごはん 980 丸高 ※共同売店 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 箱根湯本 うまい牛すき焼き弁当 うまいぎゅうすきやきべんとう 1200 丸高 ※共同売店 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 箱根湯本 おいしい大海老天重 おいしいおおえびてんじゅう 950 丸高 ※共同売店 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 箱根湯本 わかな山菜茶めし わかなさんさいちゃめし 780 丸高 ※共同売店 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 箱根湯本 真鶴弁当 まなづるべんとう 1000 丸高 ※共同売店 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 箱根湯本 五目鶏わっぱめし ごもくとりわっぱめえし 780 丸高 ※共同売店 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 箱根湯本 金目鯛わっぱめし きんめだいわっぱめし 900 丸高 ※共同売店 調製元公式サイト

14神奈川 小田原 箱根湯本 箱根せいろ鶏めし はこねせいろとりめし 950 丸高 ※共同売店 調製元公式サイト

14神奈川 箱根湯本 なし 道中おにぎり どうちゅうおにぎり 750 丸高 ※共同売店 調製元公式サイト

14神奈川 箱根湯本 小田原 小鯵寿司 こあじずし 850 後藤商事 ※共同売店 当館
14神奈川 箱根湯本 小田原 鳥めし とりめし 700 後藤商事 ※共同売店 当館
14神奈川 箱根湯本 小田原 鯛めし たいめし 650 後藤商事 ※共同売店 当館
14神奈川 箱根湯本 小田原 たつ田弁当 たつたべんとう 650 後藤商事 ※共同売店 当館



駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）
都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
15新潟 新潟 なし 重ね絵巻御膳 かさねえまきごぜん 1800 新発田三新軒 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

15新潟 新潟 なし 柳都御膳 りゅうとごぜん 1350 新潟三新軒 ＮＲＥ JTB87
15新潟 新潟 新津 二重弁当 にじゅうべんとう 1260 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 なし 酒楽弁当 しゅらくべんとう 1250 新発田三新軒 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 なし えび千両ちらし えびせんりょうちらし 1200 新発田三新軒 ＮＲＥ JTB87 JR579
15新潟 新潟 なし 磐越ＳＬ弁当 ばんえつえすえるべんとう 1200 新潟三新軒 ＮＲＥ JTB87
15新潟 新潟 なし きらきらうえつ弁当 きらきらうえつべんとう 1200 三新軒 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

15新潟 新潟 新津 新潟御膳 にいがたごぜん 1200 三新軒 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 新津 越後大愚ずし えちごたいぐずし 1100 三新軒 ＮＲＥ JTB87 JR579
15新潟 新潟 なし 鮭の押寿司 さけのおしずし 1100 新潟三新軒 ＮＲＥ JTB87 JR579
15新潟 新潟 なし 村上牛しぐれ むらかみぎゅうしぐれ 1100 新潟三新軒 ＮＲＥ JTB87 JR579
15新潟 新潟 新津 鮭の焼漬といくら弁当 さけのやきつけといくらべんとう 1100 三新軒 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

15新潟 新潟 新津 越後旅情温くもり えちごりょじょうぬくもり 1100 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 新津 越後もち豚弁当 えちごもちぶたべんとう 1100 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 なし うなわさ釜めし うなわさかまめし 1100 新発田三新軒 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

15新潟 新潟 なし 咲花小箱 さきはなこばこ 1100 新発田三新軒 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

15新潟 新潟 なし 愛の朱鷺 あいのとき 1050 新発田三新軒 ＮＲＥ JTB88 JR579
15新潟 新潟 なし うなわさ重 うなわさじゅう 1050 新発田三新軒 ＮＲＥ JTB88
15新潟 新潟 新津 ＳＬ浪漫弁当 えすえるろまんべんとう 1050 三新軒 ＮＲＥ JTB88 JR579
15新潟 新潟 なし 越後もち豚豚角煮弁当 えちごもちぶたぶたかくにべんとう 1050 神尾商事 ＮＲＥ JR579
15新潟 新潟 なし 越後もち豚・豚の熱弁 えちごもちぶたぶたのねつべん 1050 新発田三新軒 ＮＲＥ JTB88 １０～５月販売
15新潟 新潟 なし 越後もち豚・味噌焼きロース重 えちごもちぶたみそやきろーすじゅう 1050 新発田三新軒 ＮＲＥ JTB88 JR579
15新潟 新潟 なし えんがわ押し寿司 えんがわおしずし 1050 神尾商事 ＮＲＥ JTB88 JR579
15新潟 新潟 新津 かれいの押し寿司 かれいのおしずし 1050 神尾商事 ＮＲＥ JTB88 JR579 ２００９年８月１日登場
15新潟 新潟 なし くるまえびとさんまのすしあわせ くるまえびとさんまのすしあわせ 1050 新発田三新軒 ＮＲＥ JTB88 JR579 JR579「車海老と秋刀魚の寿しあわせ」
15新潟 新潟 なし 佐渡朱鷺めき弁当 さどときめきべんとう 1050 新発田三新軒 ＮＲＥ JTB88 JR579
15新潟 新潟 なし 鯖威張る寿司 さばいばるずし 1050 新発田三新軒 ＮＲＥ JTB89 JR579 JTB89「１０～６月販売」JR579「１０～５月発売」
15新潟 新潟 なし しあわせの絵手紙弁当 しあわせのえてがみべんとう 1050 新発田三新軒 ＮＲＥ JTB89 JR579
15新潟 新潟 新津 新潟和牛弁当 にいがたわぎゅうべんとう 1050 三新軒 ＮＲＥ JTB89 JR579
15新潟 新潟 なし まさかいくらなんでも寿司 まさかいくらなんでもずし 1050 新発田三新軒 ＮＲＥ JTB89 JR579
15新潟 新潟 新津 雪だるま弁当 ゆきだるまべんとう 1050 三新軒 ＮＲＥ JTB89 JR579
15新潟 新潟 新津 もち豚まいたけ弁当 もちぶたまいたけべんとう 1050 神尾商事 ＮＲＥ JTB89 JR579
15新潟 新潟 なし 焼漬ぶりいくら弁当 やきつけぶりいくらべんとう 1050 新潟三新軒 ＮＲＥ JTB89 JR579
15新潟 新潟 新津 おなじみの幕の内 おなじみのまくのうち 1050 三新軒 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 新津 数の子ずし かずのこずし 1050 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 新津 特製越後五目ずし とくせいえちごごもくずし 1050 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 新津 一年かきめし いちねんかきめし 1050 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 なし 押寿司萬代橋 おしずしばんだいばし 1050 新潟三新軒 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

15新潟 新潟 なし 三愛 さんあい 1050 新潟三新軒 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ ２００９年４月１日登場
15新潟 新潟 なし 新潟育ちとりかまＨＯＴ にいがたそだちとりかまほっと 1050 新発田三新軒 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

15新潟 新潟 なし お花びより おはなびより 1000 神尾商事 ＮＲＥ JR579
15新潟 新潟 なし 海の彩 うみのいろどり 1000 神尾商事 ＮＲＥ JTB89 JR579
15新潟 新潟 なし 松茸にぎわい弁当 まつたけにぎわいべんとう 1000 新潟三新軒 ＮＲＥ JTB89 JR579
15新潟 新潟 なし 焼たらこトロ鮭弁当 やきたらことろさけべんとう 1000 新潟三新軒 ＮＲＥ JTB89 JR579
15新潟 新潟 新津 雪の舞 ゆきのまい 1000 神尾商事 ＮＲＥ JTB89 JR579
15新潟 新潟 新津 デラックス弁当 でらっくすべんとう 1000 三新軒 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 新津 雪ん子姉妹ずし ゆきんこしまいずし 1000 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 新津 大きなハンバーグ弁当 おおきなはんばーぐべんとう 1000 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 新津 鮭の焼漬弁当 さけのやきつけべんとう 990 三新軒 ＮＲＥ JTB90 JR579
15新潟 新潟 なし 小鯛寿司 こだいずし 980 新潟三新軒 ＮＲＥ JTB90 JR579
15新潟 新潟 なし 鮭はらこ弁当 さけはらこべんとう 980 新潟三新軒 ＮＲＥ JTB90 JR579
15新潟 新潟 なし 万代押寿し ばんだいおしずし 980 新潟三新軒 ＮＲＥ JTB90 JR579
15新潟 新潟 新津 ＳＬばんえつ物語弁当 えすえるばんえつものがたりべんとう 950 神尾商事 ＮＲＥ JTB90 JR579
15新潟 新潟 新津 さけとにしんの親子わっぱ さけとにしんのおやこわっぱ 950 神尾商事 ＮＲＥ JTB90 JR579
15新潟 新潟 新津 いくらぶっかけめし いくらぶっかけめし 950 三新軒 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 新津 越後釜めし山の幸 えちごかまめしやまのさち 950 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 新津 越後釜めし海の幸 えちごかまめしうみのさち 950 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 新津 山家おこわ やまがおこわ 950 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 なし 越後もちぶたとんかつ弁当 えちごもちぶたとんかつべんとう 900 神尾商事 ＮＲＥ JTB90
15新潟 新潟 新津 ＳＬキップ弁当 えすえるきっぷべんとう 900 三新軒 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 新津 さけずし さけずし 900 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 新津 越後五目ずし えちごごもくずし 900 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 新津、大宮 たれカツ重 たれかつじゅう 870 三新軒 ＮＲＥ JTB90 JR579
15新潟 新潟 なし ことことこっ豚トマト煮弁当 ことことこっとんとまとにべんとう 870 新発田三新軒 ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

15新潟 新潟 なし 新潟とちおのジャンボいなり にいがたとちおのじゃんぼいなり 850 神尾商事 ＮＲＥ JTB90 JR579 JT90「土休日販売」
15新潟 新潟 新津 笹巻おこわ弁当 ささまきおこわべんとう 840 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト
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15新潟 新潟 新津 越後五目弁当 えちごごもくべんとう 840 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 なし 越乃釜めし こしのかまめし 820 新発田三新軒 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 なし 新潟彩ちらし にいがたいろどりちらし 800 神尾商事 ＮＲＥ JTB90 JR579
15新潟 新潟 新津 越後笹巻おこわ（５個） えちごささまきおこわ 770 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 新津 田舎茶飯 いなかちゃめし 730 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 なし おにぎり弁当 おにぎりべんとう 630 新潟三新軒 ＮＲＥ JTB90 JR579
15新潟 新潟 新津 お寿司 おすし 630 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 新津 幕の内弁当 まくのうちべんとう 530 三新軒 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新潟 新津 越後笹巻おこわ（３個） えちごささまきおこわ 460 神尾商事 ＮＲＥ 調製元公式サイト

15新潟 新津 なし 特製さけずし とくせいさけずし 1100 神尾商事 リテールネット JR579
15新潟 新津 なし 三色だんご さんしょくだんご 630 羽入 リテールネット 当館
15新潟 長岡 なし 愛の郷 めぐみのさと 1200 池田屋 池田屋 JTB87 JR576
15新潟 長岡 なし トキばあちゃんのおすそわけ ときばあちゃんのおすそわけ 1050 池田屋 池田屋 JTB87 JR576
15新潟 長岡 なし 花火寿し はなびずし 1050 池田屋 池田屋 調製元公式サイト

15新潟 長岡 なし 越後長岡喜作辨當 えちごながおかきさくべんとう 1000 池田屋 池田屋 JTB87 JR576
15新潟 長岡 浦佐、越後湯沢 越路弁当 こしじべんとう 840 池田屋 池田屋 JTB85 JR576
15新潟 長岡 浦佐、越後湯沢 牛めし ぎゅうめし 840 池田屋 池田屋 JTB85 JR572
15新潟 長岡 浦佐 火焔釜めし かえんかまめし 800 池田屋 池田屋 JTB86 JR572
15新潟 長岡 越後湯沢 にしんかずのこさけいくら にしんかずのこさけいくら 1050 池田屋 池田屋 JTB85 JR576
15新潟 長岡 越後湯沢 鮭そぼろ弁当 さけそぼろべんとう 840 池田屋 池田屋 JTB85 JR576
15新潟 長岡 浦佐、越後湯沢 とりそぼろ弁当 とりそぼろべんとう 750 池田屋 池田屋 JTB85 JR572
15新潟 越後湯沢 なし まんぷく釜めし まんぷくかまめし 1050 池田屋 ？ JTB86 JR301
15新潟 越後湯沢 なし 牛～っとコシヒカリ ぎゅーっとこしひかり 1000 川岳軒 川岳軒 JR301 ２０１０年登場
15新潟 越後湯沢 なし いくらたらこめし いくらたらこめし 1000 川岳軒 川岳軒 JTB86 JR301
15新潟 越後湯沢 なし 越後林道かまめし えちごりんどうかまめし 1000 川岳軒 川岳軒 JTB86 JR301 JR301「林道かまめし」
15新潟 越後湯沢 なし 駒子弁当 こまこべんとう 920 川岳軒 川岳軒 JTB86 JR301
15新潟 越後湯沢 なし 特製かにずし とくせいかにずし 900 川岳軒 川岳軒 JTB86 JR301 JR301「かにずし」
15新潟 越後湯沢 なし 越後もち豚すきすき弁当 えちごもちぶたすきすきべんとう 900 川岳軒 川岳軒 JR301
15新潟 越後湯沢 なし ほくほく弁当 ほくほくべんとう 850 川岳軒 川岳軒 JTB86 JR301
15新潟 越後湯沢 なし 雪国弁当 ゆきぐにべんとう 800 川岳軒 川岳軒 JTB86 JR301
15新潟 越後湯沢 なし くるみ山菜ずし くるみさんさいずし 750 川岳軒 川岳軒 JTB86 JR301 JR301「くるみ山菜すし」
15新潟 越後湯沢 なし 雪国の五目弁当 ゆきぐにのごもくべんとう 700 川岳軒 川岳軒 JTB86 JR301
15新潟 直江津 なし 長浜 ながはま 2800 ホテルハイマート ホテルハイマート 調製元公式サイト 予約販売
15新潟 直江津 なし 直江津 なおえつ 2500 ホテルハイマート ホテルハイマート 調製元公式サイト 予約販売
15新潟 直江津 なし 塩浜 しおはま 1500 ホテルハイマート ホテルハイマート 調製元公式サイト 予約販売
15新潟 直江津 大宮 愛のご膳 あいのごぜん 1200 ホテルハイマート ホテルハイマート JR300
15新潟 直江津 なし 磯の漁火 いそのいさりび 1150 ホテルハイマート ホテルハイマート JTB491 JR300
15新潟 直江津 東京 さけめし さけめし 1100 ホテルハイマート ホテルハイマート JTB491 JR147
15新潟 直江津 東京 鱈めし たらめし 1100 ホテルハイマート ホテルハイマート JTB491 JR147
15新潟 直江津 なし 春日山 かすがやま 1050 ホテルハイマート ホテルハイマート JTB491
15新潟 直江津 なし ほたてごはん ほたてごはん 1000 ホテルハイマート ホテルハイマート JR300
15新潟 直江津 なし 甘海老天丼 あまえびてんどん 1000 ホテルハイマート ホテルハイマート JR300
15新潟 直江津 なし するてん するてん 1000 ホテルハイマート ホテルハイマート 調製元公式サイト 予約販売
15新潟 直江津 なし 上越後ふるさと弁当 かみえちごふるさとべんとう 950 ホテルハイマート ホテルハイマート 調製元公式サイト 予約販売
15新潟 直江津 なし 親子にしん おやこにしん 900 ホテルハイマート ホテルハイマート JR300
15新潟 直江津 なし かにずし かにずし 900 ホテルハイマート ホテルハイマート JTB491 JR300
15新潟 直江津 なし 謙信弁当 けんしんべんとう 840 ホテルハイマート ホテルハイマート JTB491
15新潟 糸魚川 金沢、富山 夫婦釜めし めおとかまめし 1300 たかせ ＪＲＳＮ JTB476 JR296
15新潟 糸魚川 金沢、富山 田舎ずし いなかずし 1150 たかせ ＪＲＳＮ JTB476 JR296
15新潟 糸魚川 富山 白馬弁当 はくばべんとう 1100 たかせ ＪＲＳＮ JTB482
15新潟 糸魚川 なし 松茸釜めし まつたけかまめし 1100 たかせ ＪＲＳＮ JR295
15新潟 糸魚川 金沢、富山 えび釜めし えびかまめし 1000 たかせ ＪＲＳＮ JTB477 JR295
15新潟 糸魚川 なし ほたて釜めし ほたてかまめし 1000 たかせ ＪＲＳＮ JR300
16富山 富山 なし 竹ずし たけずし 3000 源 源 調製元公式サイト

16富山 富山 金沢、高岡 ますのすし（二重） ますのすし 2500 源 源 JTB476 JR296
16富山 富山 なし ますぶりすし重ね ますぶりすしかさね 2500 源 源 JTB478 JR299
16富山 富山 なし 伝承館ますのすし でんしょうかんますのすし 2000 源 源 調製元公式サイト

16富山 富山 福井、金沢、高岡 特撰ますのすし とくせんますのすし 1700 源 源 JTB476 JR293
16富山 富山 なし ますのいぶしすし ますのいぶしすし 1500 源 源 調製元公式サイト

16富山 富山 金沢、高岡 ぶりのすし ぶりのすし 1300 源 源 JTB476 JR296
16富山 富山 福井、金沢、高岡 ますのすし（一重） ますのすし 1300 源 源 JTB476 JR292
16富山 富山 高岡 富山味づくし とやまあじづくし 1000 源 源 JTB477 JR297
16富山 富山 なし 押寿し日本海 おしずしにほんかい 1000 高野商店 北陸トラベルサービス JTB482
16富山 富山 なし ずわいがに寿司弁当 ずわいがにすしべんとう 1000 源 源 調製元公式サイト

16富山 富山 なし 松茸弁当 まつたけべんとう 1000 源 源 当館 秋季限定
16富山 富山 なし おわら弁当 おわらべんとう 1000 源 源 当館 ８～９月頃販売



駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）
都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
16富山 富山 なし 花見御膳 はなみごぜん 1000 源 源 当館 ３～４月頃販売
16富山 富山 なし ぶりかまめし ぶりかまめし 950 源 源 JTB482 １１～３月販売
16富山 富山 高岡 ますとたい小箱 ますとたいこばこ 850 源 源 JR297
16富山 富山 高岡 富山湾弁当 とやまわんべんとう 850 源 源 JTB477 JR297
16富山 富山 高岡 立山弁当 たてやまべんとう 800 源 源 JTB477 JR297
16富山 富山 高岡 ますのすし小丸 ますのすしこまる 800 源 源 JTB477 JR297
16富山 富山 高岡 ぶりのすし小箱 ぶりのすしこばこ 750 源 源 JTB477 JR295
16富山 富山 高岡 ますとぶり小箱 ますとぶりこばこ 750 源 源 JTB477 JR297
16富山 富山 高岡 ますのすし小箱 ますのすしこばこ 750 源 源 JTB478 JR295
16富山 富山 なし 栗おこわ くりおこわ 750 源 源 当館 秋期販売
16富山 富山 なし 牛丼弁当 ぎゅうどんべんとう 700 源 源 当館 夏期販売
16富山 富山 なし たけのこ弁当 たけのこべんとう 700 源 源 当館 ４～５月頃販売
16富山 富山 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 700 源 源 調製元公式サイト

16富山 富山 高岡 三色ちらし弁当 さんしょくちらしべんとう 650 源 源 JTB478 JR297
16富山 宇奈月 なし 鱒のすし ますのすし 1300 やま茂 黒部峡谷鉄道 当館
16富山 立山 なし 鱒の寿し ますのすし 1300 丸高寿し 富山地方鉄道 当館
17石川 金沢 なし 加賀野立弁当 かがのだてべんとう 10000 大友楼 大友楼 駅弁図鑑西日本版 予約販売
17石川 金沢 なし 加賀大名弁当 かがだいみょうべんとう 5000 大友楼 大友楼 駅弁図鑑西日本版 予約販売
17石川 金沢 なし 玉姫弁当 たまひめべんとう 3500 大友楼 大友楼 駅弁図鑑西日本版 予約販売
17石川 金沢 なし ふみばこ弁当（大） ふみばこべんとう 1200 大友楼 大友楼 駅弁図鑑西日本版 予約販売
17石川 金沢 福井 特製牛肉弁当 とくせいぎゅうにくべんとう 1100 大友楼 大友楼 JTB473 JR292
17石川 金沢 福井 特製べんとう加賀彩時記 とくせいべんとうかがさいじき 1100 大友楼 大友楼 JTB473 JR292 JR292「加賀彩時記」
17石川 金沢 福井 笹すし ささすし 1100 大友楼 大友楼 JTB473 JR292 JTB473「５個入」JR292「二味笹すし」
17石川 金沢 福井、富山 利家御膳 としいえごぜん 1000 大友楼 北陸トラベルサービス JTB473 JR292
17石川 金沢 富山 加賀の四季 かがのしき 1000 大友楼 大友楼 JTB482 JR295
17石川 金沢 なし 百万石弁当 ひゃくまんごくべんとう 1000 大友楼 大友楼 JR295
17石川 金沢 なし 彩香花 さいこうか 1000 大友楼 大友楼 駅弁図鑑西日本版 予約販売
17石川 金沢 なし 華の舞 はなのまい 950 大友楼 大友楼 駅弁図鑑西日本版 予約販売
17石川 金沢 富山 おまつ御膳 おまつごぜん 900 大友楼 大友楼 JTB482 JR295
17石川 金沢 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 800 大友楼 大友楼 駅弁図鑑西日本版

17石川 金沢 富山 笹すし ささすし 650 大友楼 大友楼 JTB473 JR295 JTB473「３個入」JR292「二味笹すし（小）」
17石川 金沢 なし お贅寿し おにえずし 600 大友楼 大友楼 JR295
17石川 小松 なし 柿の葉寿し かきのはずし 1000 ？ ＪＲＳＮ JTB475
17石川 加賀温泉 なし ズワイガニをたっぷり使ったお鮨 ずわいがにをたっぷりつかったおすし 2000 高野商店 高野商店 調製元公式サイト

17石川 加賀温泉 なし 彩り幕の内 いろどりまくのうち 1550 高野商店 高野商店 調製元公式サイト

17石川 加賀温泉 なし 海鮮上すし梅鉢御紋 かいせんじょうすしうめばちごもん 1500 高野商店 高野商店 調製元公式サイト

17石川 加賀温泉 なし 加賀白山おったから弁当 かがはくさんおったからべんとう 1500 高野商店 高野商店 調製元公式サイト

17石川 加賀温泉 なし 治部煮風能登和牛弁当 じぶにふうのとわぎゅうべんとう 1380 高野商店 高野商店 調製元公式サイト

17石川 加賀温泉 福井、小松、金沢、富山 甘えび寿し あまえびずし 1250 高野商店 高野商店 JTB473 JR292
17石川 加賀温泉 なし 加賀友禅 かがゆうぜん 1200 高野商店 高野商店 調製元公式サイト

17石川 加賀温泉 なし てんぽにぎゅうぎゅう弁当 てんぽにぎゅうぎゅうべんとう 1100 高野商店 高野商店 調製元公式サイト

17石川 加賀温泉 福井、金沢 加賀きたまえ鮨 かがきたまえずし 1000 高野商店 高野商店 JTB473 JR292
17石川 加賀温泉 福井、小松、金沢、富山 かにすし かにすし 1000 高野商店 高野商店 JTB473 ９月下旬～６月販売
17石川 加賀温泉 なし 友禅 ゆうぜん 1000 高野商店 高野商店 調製元公式サイト

17石川 加賀温泉 なし 麗 うるわし 1000 高野商店 高野商店 調製元公式サイト

17石川 加賀温泉 福井、金沢 能登たべまっし のとたべまっし 980 高野商店 高野商店 JTB475 JR292
17石川 加賀温泉 福井、小松、金沢、富山 焼きさば寿し やきさばずし 950 高野商店 高野商店 JTB474 JR292
17石川 加賀温泉 福井、小松、金沢 柿の葉ずし かきのはずし 900 高野商店 高野商店 JTB474 JR292
17石川 加賀温泉 福井、金沢 鯛のいなり手箱 たいのいなりてばこ 900 高野商店 高野商店 JTB474 JR292
17石川 加賀温泉 福井、金沢 発芽玄米鯛めし はつがげんまいたいめし 900 高野商店 高野商店 JR292
17石川 加賀温泉 なし 三色笹寿し さんしょくささずし 900 高野商店 高野商店 調製元公式サイト

17石川 加賀温泉 なし 勧進帳弁当 かんじんちょうべんとう 900 高野商店 高野商店 調製元公式サイト

17石川 加賀温泉 なし 季楽 きらく 900 高野商店 高野商店 調製元公式サイト

17石川 加賀温泉 福井 加賀彩々 かがさいさい 750 高野商店 高野商店 JTB474 JR292
17石川 加賀温泉 なし 高野の笹すし たかののささすし 700 高野商店 高野商店 JTB475 JR294 JR294「高野の笹寿し」
17石川 加賀温泉 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 700 高野商店 高野商店 駅弁図鑑西日本版

17石川 加賀温泉 なし いかめし いかめし 600 高野商店 高野商店 調製元公式サイト

17石川 七尾 なし 玉宝 ぎょくほう 900 松乃寿し ＪＲＳＮ JTB500 JR302
17石川 七尾 なし 玉宝 ぎょくほう 550 松乃寿し ＪＲＳＮ JTB500 JR302
17石川 七尾 和倉温泉 寿し盛合せ すしもりあわせ 500 松乃寿し ＪＲＳＮ JTB500 JR302
17石川 七尾 和倉温泉 玉子巻・いなり たまごまきいなり 300 松乃寿し ＪＲＳＮ JTB500
17石川 七尾 和倉温泉、穴水 玉子巻・のり巻 たまごまきのりまき 300 松乃寿し ＪＲＳＮ JTB500
17石川 七尾 和倉温泉 ちらし寿し ちらしずし 600 松乃寿し ＪＲＳＮ JTB500 JR302
17石川 穴水 なし ちらし寿し ちらしずし 400 松乃寿し のと鉄道 JTB501 JR302
18福井 福井 なし 極鯖すし匠 きわみささすしたくみ 1500 番匠本店 番匠本店 JR293
18福井 福井 芦原温泉 越前うにめし えちぜんうにめし 1500 番匠本店 番匠本店 JTB472 ６～８月販売



駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）
都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
18福井 福井 芦原温泉 ちゅんちゅんかにめし ちゅんちゅんかにめし 1500 番匠本店 番匠本店 JTB472 JR293 １１～３月販売、JR293「越前ちゅんちゅんかにめし」
18福井 福井 なし 菜摘み弁当 なつみべんとう 1300 番匠本店 番匠本店 駅弁図鑑西日本版 予約販売
18福井 福井 芦原温泉、金沢、富山 香ばしい焼かにめし こうばしいやきかにめし 1200 番匠本店 番匠本店 JTB472 JR292 芦原温泉では日曜販売
18福井 福井 武生、芦原温泉、金沢、富山 越前かにめし えちぜんかにめし 1100 番匠本店 番匠本店 JTB472 JR291
18福井 福井 芦原温泉、金沢 越前笹すし えちぜんささすし 1000 番匠本店 番匠本店 JTB472 JR292
18福井 福井 芦原温泉 鯖姿すし さばすがたすし 1000 番匠本店 番匠本店 JTB472 JR292 JTB472「芦原温泉では日曜販売」JR292[鯖姿ずし」
18福井 福井 芦原温泉 鯛すし たいすし 1000 番匠本店 番匠本店 JTB472 JR292 JR292「鯛寿し」
18福井 福井 なし ふくいのふくちりめし ふくいのふくちりめし 1200 番匠本店 番匠本店 JTB473
18福井 福井 なし 福井が一番ソースカツ丼 ふくいがいちばんそーすかつどん 1000 番匠本店 番匠本店 JTB473 JR292
18福井 福井 なし ままごっつお ままごっつお 1000 番匠本店 番匠本店 JTB473 JR292
18福井 福井 金沢 若狭牛ぎゅうめし弁当 わかさぎゅうぎゅうめしべんとう 1000 番匠本店 番匠本店 JTB474 JR292
18福井 福井 なし 炙りかに寿し あぶりかにずし 980 番匠本店 番匠本店 JTB474
18福井 福井 なし おとなの焼き鯖寿し おとなのやきさばずし 860 番匠本店 番匠本店 JTB474
18福井 福井 なし 秋きのこと松茸の里弁当 あききのことまつたけのさとべんとう 840 番匠本店 番匠本店 JTB474 ９～１１月販売
18福井 福井 なし ソースかつ棒 そーすかつぼう 840 番匠本店 番匠本店 JTB474 JR292 JR292「ソースカツ棒」
18福井 福井 なし 磯のさざなみ寿し いそのさざなみずし 800 番匠本店 番匠本店 JTB474
18福井 敦賀 なし 若狭御膳 わかさごぜん 3000 塩荘 塩荘 駅弁図鑑西日本版 予約販売
18福井 敦賀 なし 極上かにずし ごくじょうかにずし 2000 塩荘 塩荘 JTB471 １０～５月販売
18福井 敦賀 なし 極上さばずし ごくじょうさばずし 2000 塩荘 塩荘 JTB471 JR286
18福井 敦賀 金沢、富山 鯖街道さばずし さばかいどうさばずし 1500 塩荘 塩荘 JTB471 JR286
18福井 敦賀 なし 越前かにずし えちぜんかにずし 1500 塩荘 塩荘 調製元公式サイト

18福井 敦賀 なし 越前ますずし えちぜんますずし 1500 塩荘 塩荘 調製元公式サイト

18福井 敦賀 なし 元祖たいずし がんそたいずし 1500 塩荘 塩荘 駅弁図鑑西日本版

18福井 敦賀 福井、金沢、富山 鯛の舞 たいのまい 1350 塩荘 塩荘 JTB471 JR286
18福井 敦賀 なし かにずし かにずし 1100 塩荘 塩荘 JTB471 １０～５月販売
18福井 敦賀 なし あなご寿し あなごずし 1100 塩荘 塩荘 駅弁屋のホームページ

18福井 敦賀 なし 笹すし ささすし 1050 塩荘 塩荘 JTB471 JR286
18福井 敦賀 なし 炙ります寿司 あぶりますずし 1000 塩荘 塩荘 JR286
18福井 敦賀 金沢 ます寿司 ますずし 1000 塩荘 塩荘 JR286
18福井 敦賀 金沢 越前ごのみ えちぜんごのみ 1000 塩荘 塩荘 JTB471 JR286
18福井 敦賀 金沢 鯛鮨 たいずし 1000 塩荘 塩荘 JTB471 JR286
18福井 敦賀 なし 焼きさばずし やきさばずし 1000 塩荘 塩荘 JTB471 JR286
18福井 敦賀 金沢 あなごずし６巻 あなごずしろっかん 900 塩荘 塩荘 JTB471 JR286 JR286「あなごずし」
18福井 敦賀 なし 角鹿弁当 つぬがべんとう 900 塩荘 塩荘 JTB471 JR286
18福井 敦賀 なし かにずし かにずし 800 塩荘 塩荘 JTB471 １０～５月販売
18福井 敦賀 なし 華ちらし はなちらし 600 塩荘 塩荘 JTB471 JR286
18福井 敦賀 なし いかめし いかめし 580 塩荘 塩荘 JTB471
18福井 小浜 なし 御食国濱のかあちゃんのまごころ焼き鯖そぼろ寿司弁当 みけつくにはまのかあちゃんのまごころやきさばそぼろすしべんとう 840 濱の四季 ＪＲＳＮ 当館
19山梨 大月 甲府 笹子餅（５ヶ入り） ささごもち 410 みどりや ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

19山梨 大月 甲府 笹子餅（１０ヶ入り） ささごもち 840 みどりや ＮＲＥ 駅弁屋のホームページ

19山梨 大月 なし ほろほろランチ ほろほろらんち 1200 桂川館 桂川館 JR567 土休日販売
19山梨 大月 なし 釜めし かまめし 900 桂川館 桂川館 JR567 土休日販売
19山梨 大月 なし お好み弁当 おこのみべんとう 800 桂川館 桂川館 JR567 土休日販売
19山梨 大月 なし 食べてミーナ たべてみーな 800 桂川館 桂川館 JR567 土休日販売
19山梨 大月 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 650 桂川館 桂川館 当館 土休日販売
19山梨 大月 なし しめじご飯 しめじごはん 550 桂川館 桂川館 JR567 土休日販売
19山梨 甲府 なし スキヤキランチ すきやきらんち 1100 丸政 丸政 JTB534
19山梨 甲府 なし 甲府駅のおべんとう こうふえきのおべんとう 900 丸政 丸政 JTB534 JR197
19山梨 小淵沢 なし 甲州ワインランチ こうしゅうわいんらんち 2000 丸政 丸政 調製元公式サイト ２００８年１１月５日登場、予約販売
19山梨 小淵沢 茅野 元気甲斐 げんきかい 1300 丸政 丸政 JTB535 JR567 １９８５年登場
19山梨 小淵沢 甲府、茅野 風林火山 ふうりんかざん 1260 丸政 丸政 JTB534 JR197
19山梨 小淵沢 甲府、新宿、茅野 甲州ワインで育った牛と豚の弁当（まんぷく甲斐？） こうしゅうわいんでそだったうしとぶたのべんとうまんぷくかい 1100 丸政 丸政 JTB534 JR197 JR197「牛と豚の弁当」
19山梨 小淵沢 なし 甲州ワインビーフの牛めし こうしゅうわいんびーふのぎゅうめし 1050 丸政 丸政 駅弁屋のホームページ

19山梨 小淵沢 なし 八ヶ岳の四季 やつがたけのしき 1000 丸政 丸政 駅弁屋のホームページ

19山梨 小淵沢 なし 秋の味覚まつたけごはん あきのみかくまつたけごはん 1000 丸政 丸政 調製元公式サイト 秋期販売
19山梨 小淵沢 なし 秋まん甲斐 あきまんかい 980 丸政 丸政 駅弁屋のホームページ 秋期販売
19山梨 小淵沢 なし 牛肉松茸釜めし ぎゅうにくまつたけかまめし 980 丸政 丸政 調製元公式サイト 秋期販売、予約販売
19山梨 小淵沢 甲府、新宿、茅野 うまい甲斐 うまいかい 950 丸政 丸政 JTB534 JR197 秋期販売
19山梨 小淵沢 甲府、茅野 やまのごはん やまのごはん 900 丸政 丸政 JTB534 JR197
19山梨 小淵沢 なし 春まん甲斐 はるまんかい 900 丸政 丸政 JTB巻頭 春期販売
19山梨 小淵沢 茅野 とりの釜めし とりのかまめし 900 丸政 丸政 調製元公式サイト 予約販売
19山梨 小淵沢 甲府、東京、茅野 甲州とりもつべんとう こうしゅうとりもつべんとう 880 丸政 丸政 JTB巻頭 JR146 ２０１０年１２月８日登場
19山梨 小淵沢 なし 甲州とりもつ釜めし こうしゅうとりもつかまめし 880 丸政 丸政 駅弁屋のホームページ ２０１１年２月１日登場
19山梨 小淵沢 茅野 信州高遠さくらごはん しんしゅうたかとおさくらごはん 880 丸政 丸政 調製元公式サイト 春期販売
19山梨 小淵沢 なし 甲州名物ほうとう鍋 こうしゅうめいぶつほうとうなべ 880 丸政 丸政 調製元公式サイト

19山梨 小淵沢 なし イケてるメンチかつ弁当 いけてるめんちかつべんとう 880 丸政 丸政 調製元公式サイト
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都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
19山梨 小淵沢 茅野 山菜鶏釜めし さんさいとりかまめし 880 丸政 丸政 調製元公式サイト 予約販売
19山梨 小淵沢 甲府、新宿、茅野 高原野菜とカツの弁当 こうげんやさいとかつのべんとう 850 丸政 丸政 JTB534 JR197 １９７０年登場
19山梨 小淵沢 なし 竹の子ご飯 たけのこごはん 850 丸政 丸政 駅弁屋のホームページ 春期販売
19山梨 小淵沢 なし 甲州とりめし こうしゅうとりめし 850 丸政 丸政 駅弁屋のホームページ ２０１０年９月１５日登場
19山梨 小淵沢 なし 山で頂きます やまでいただきます 650 丸政 丸政 駅弁屋のホームページ ２０１０年９月１５日登場
19山梨 小淵沢 茅野 信濃雪鱒の押し寿司 しなのゆきますのおしずし 650 丸政 丸政 調製元公式サイト 予約販売
19山梨 小淵沢 なし 甲州かつサンド こうしゅうかつさんど 600 丸政 丸政 駅弁屋のホームページ

19山梨 小淵沢 なし 甲州かつサンド（とり） こうしゅうかつさんどとり 580 丸政 丸政 駅弁屋のホームページ

19山梨 小淵沢 なし 天下とりかつサンド てんかとりかつさんど 580 丸政 丸政 駅弁屋のホームページ

19山梨 河口湖 なし 豚味噌焼き弁当 ぶたみそやきべんとう 800 ピカ 富士急行 富士急行公式サイト

20長野 茅野 なし たけのこわっぱ たけのこわっぱ 880 丸政 丸政 JR567 春期販売
20長野 茅野 なし 八ヶ岳農場とりめしにわっとり やつがたけのうじょうとりめしにわっとり 880 丸政 丸政 JTB536 ２０１０年９月１５日登場
20長野 茅野 なし 野沢菜入りかつサンド のざわないりかつさんど 600 丸政 丸政 JTB536
20長野 塩尻 松本、上諏訪、岡谷 アルプスの四季 あるぷすのしき 1050 カワカミ カワカミ JTB515 JR202
20長野 塩尻 松本 信州黄金シャモめし しんしゅうおうごんしゃもめし 1000 カワカミ カワカミ JR213
20長野 塩尻 松本 うなぎ釜めし うなぎかまめし 950 カワカミ カワカミ JTB515
20長野 塩尻 松本、上諏訪 信州和風牛肉弁当 しんしゅうわふうぎゅうにくべんとう 950 カワカミ カワカミ JTB515 JR213
20長野 塩尻 なし ワインランチ わいんらんち 950 カワカミ カワカミ 駅弁屋のホームページ 予約販売
20長野 塩尻 松本 アルプス道づれおむすび弁当 あるぷるみちづれおむすびべんとう 840 カワカミ カワカミ JTB515 JR213
20長野 塩尻 松本 岩魚ずし いわなずし 840 カワカミ カワカミ JTB515 JR213
20長野 塩尻 松本、岡谷 山菜釜めし さんさいかまめし 820 カワカミ カワカミ JTB515 JR202
20長野 塩尻 松本 とり釜めし とりかまめし 820 カワカミ カワカミ JTB515 JR213
20長野 塩尻 松本 栗ごはん くりごはん 630 カワカミ カワカミ 当館 ９～１１月販売
20長野 塩尻 松本、上諏訪、岡谷 小さな信濃路 ちいさなしなのじ 630 カワカミ カワカミ JTB515 JR202
20長野 塩尻 松本、上諏訪、岡谷 とりめし とりめし 610 カワカミ カワカミ JTB515 JR202
20長野 松本 なし 櫓膳 やぐらぜん 1050 イイダヤ軒 イイダヤ軒 JTB516 JR218
20長野 松本 なし あずみ野物語 あずみのものがたり 1050 イイダヤ軒 イイダヤ軒 駅弁屋のホームページ

20長野 松本 なし あずみ野四季彩 あずみのしきさい 950 イイダヤ軒 イイダヤ軒 JTB516 JR218
20長野 松本 なし 白樺だより しらかばだより 920 イイダヤ軒 イイダヤ軒 駅弁屋のホームページ

20長野 松本 なし 地鶏めし じどりめし 840 イイダヤ軒 イイダヤ軒 JTB516 JR218
20長野 松本 なし 月見五味めし つきみごもくめし 840 イイダヤ軒 イイダヤ軒 JTB516 JR218
20長野 松本 なし 安曇野釜めし あづみのかまめし 820 イイダヤ軒 イイダヤ軒 JTB516 JR218
20長野 松本 なし 安曇野ちらし あづみのちらし 820 イイダヤ軒 イイダヤ軒 JTB516 JR218
20長野 松本 なし 山賊焼 さんぞくやき 730 イイダヤ軒 イイダヤ軒 駅弁屋のホームページ

20長野 長野 なし 信濃の国食浪漫 しなののくにしょくろまん 1100 ちくま ＮＲＥ JTB92
20長野 長野 なし 牛めし弁当 ぎゅうめしべんとう 1050 吉美 ＮＲＥ JTB92 JR216
20長野 長野 なし 信州サーモン宝石箱 しんしゅうさーもんほうせきばこ 1050 吉美 ＮＲＥ JTB92 JR216
20長野 長野 なし 信州寺町弁当 しんしゅうてらまちべんとう 1000 ちくま ＮＲＥ JTB92 JR216
20長野 長野 なし 信州夢回廊膳 しんしゅうゆめかいろうぜん 1000 ちくま ＮＲＥ 調製元公式サイト

20長野 長野 なし 信濃路幕の内弁当 しなのじまくのうちべんとう 1000 ちくま ＮＲＥ 調製元公式サイト

20長野 長野 なし 味噌かつ弁当 みそかつべんとう 950 ちくま ＮＲＥ JR216
20長野 長野 なし 信濃尽くし しなのづくし 900 吉美 ＮＲＥ JTB92
20長野 長野 なし 信州に恋うまダレ肉巻き縁むすび しんしゅうにこいうまだれにくまきえんむすび 780 ちくま ＮＲＥ 調製元公式サイト

20長野 小諸 なし お楽しみ幕の内弁当 おたのしみまくのうちべんとう 1600 ひしや弁当店 ひしや弁当店 調製元公式サイト

20長野 小諸 なし 大人の休日信州の舞 おとなのきゅうじつしんしゅうのまい 1200 ひしや弁当店 ひしや弁当店 調製元公式サイト

20長野 小諸 なし 真田御膳 さなだごぜん 1050 ひしや弁当店 ひしや弁当店 調製元公式サイト

20長野 小諸 なし おこわと山菜すしの道中べんとう おこわとさんさいすしのどうちゅうべんとう 1050 ひしや弁当店 ひしや弁当店 調製元公式サイト

20長野 小諸 なし 佐久平物語コスモス浪漫 さくだいらものがたりこすもすろまん 1000 ひしや弁当店 ひしや弁当店 調製元公式サイト

20長野 小諸 なし 信州牛のすきやき弁当 しんしゅうぎゅうのすきやきべんとう 1000 ひしや弁当店 ひしや弁当店 調製元公式サイト

20長野 小諸 なし 信州の押鮨 しんしゅうのおしずし 950 ひしや弁当店 ひしや弁当店 調製元公式サイト

20長野 小諸 なし ソースかつべんとう そーすかつべんとう 900 ひしや弁当店 ひしや弁当店 調製元公式サイト

20長野 小諸 なし 栗おこわ弁当 くりおこわべんとう 850 ひしや弁当店 ひしや弁当店 調製元公式サイト

20長野 軽井沢 なし 峠のおかごむすび とうげのおかごむすび 700 荻野屋 荻野屋 JTB91
21岐阜 美濃太田 なし 美濃路御料理 みのじおりょうり 1050 向龍館 向龍館 JTB502
21岐阜 美濃太田 なし ちらし寿司「ておけ」 ちらしずしておけ 950 向龍館 向龍館 JTB502 JR212
21岐阜 美濃太田 なし 松茸釜めし まつたけかまめし 950 向龍館 向龍館 JTB502 JR212
21岐阜 美濃太田 なし うなぎ弁当 うなぎべんとう 850 向龍館 向龍館 JTB502
21岐阜 高山 なし ほうば巻鯖寿し ほうばまきさばずし 1800 金亀商事 金亀商事 JTB502 JR232 JR232「ほうば巻鯖寿司」
21岐阜 高山 なし 春のまつりべんとう～日枝神社～ はるのまつりべんとうひえじんじゃ 1600 金亀商事 金亀商事 調製元公式サイト ４月１４，１５日販売
21岐阜 高山 なし 秋のまつりべんとう～桜山八幡宮～ あきのまつりべんとうさくらやまはちまんぐう 1600 金亀商事 金亀商事 調製元公式サイト １０月９，１０日販売
21岐阜 高山 なし 三色ほうば寿司 さんしょくほうばずし 1250 金亀商事 金亀商事 JTB502 JR232
21岐阜 高山 なし 飛騨牛しぐれ寿司 ひだぎゅうしぐれずし 1200 金亀商事 金亀商事 JTB502 JR232
21岐阜 高山 なし 飛騨牛入りほう葉みそ弁当 ひだぎゅういりほうばみそべんとう 1100 金亀商事 金亀商事 JTB502 JR232 JR232「飛騨牛入ほう葉みそ弁当」
21岐阜 高山 なし 飛騨牛入り牛しぐれ弁当とろ～りチーズカレー味 ひだぎゅういりぎゅうしぐれべんとうとろーりちーずかれーあじ 1100 金亀商事 金亀商事 調製元公式サイト ２００９年６月登場、予約販売
21岐阜 高山 なし 味ごのみ あじごのみ 1050 金亀商事 金亀商事 JTB502 JR232
21岐阜 高山 なし 開運さるぼぼ弁当 かいうんさるぼぼべんとう 1050 金亀商事 金亀商事 JTB502 JR232
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都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
21岐阜 高山 なし 小京都弁当さくら しょうきょうとべんとうさくら 1050 金亀商事 金亀商事 JTB502 ２～７月販売
21岐阜 高山 なし 小京都弁当もみじ しょうきょうとべんとうもみじ 1050 金亀商事 金亀商事 調製元公式サイト ８～１月販売
21岐阜 高山 なし 飛騨牛入り牛しぐれ弁当 ひだぎゅういりぎゅうしぐれべんとう 1050 金亀商事 金亀商事 JTB503 JR232 JR232「飛騨牛しぐれ弁当」
21岐阜 高山 なし 味の合掌づくり あじのがっしょうづくり 1000 金亀商事 金亀商事 JTB503 JR232 JR232「世界遺産白川郷味の合掌づくり」
21岐阜 高山 なし 対決駅弁飛騨牛ＶＳ味噌焼きポーク たいけつえきべんひだぎゅうぶいえすみそやきぽーく 1000 金亀商事 金亀商事 JTB503 JR232 JR232「対決駅弁飛騨牛ＶＳ味噌焼ポーク」
21岐阜 高山 なし 飛騨味噌漬込アツアツ豚せいろ ひだみそつけこみあつあつぶたせいろ 950 金亀商事 金亀商事 JR232
21岐阜 高山 なし 田舎べんとう いなかべんとう 950 金亀商事 金亀商事 調製元公式サイト 予約販売
21岐阜 高山 なし 上高地べんとう かみこうちべんとう 950 金亀商事 金亀商事 調製元公式サイト

21岐阜 高山 なし くわやき弁当 くわやきべんとう 950 金亀商事 金亀商事 調製元公式サイト 予約販売
21岐阜 高山 なし 飛騨路わっぱ ひだじわっぱ 850 金亀商事 金亀商事 JR232
21岐阜 高山 なし アルプス一万尺トレッキング弁当 あるぷるいちまんじゃくとれっきんぐべんとう 850 金亀商事 金亀商事 JTB503
21岐阜 高山 なし さるぼぼちゃんのおべんとう さるぼぼちゃんのおべんとう 850 金亀商事 金亀商事 調製元公式サイト

21岐阜 高山 なし カツサンド かつさんど 600 金亀商事 金亀商事 JTB503
21岐阜 中津川 なし 栗おこわ弁当 くりおこわべんとう 1050 梅信亭弁当部 梅信亭弁当部 JTB514 JR207
21岐阜 中津川 なし 四季の手作り弁当 しきのてづくりべんとう 950 梅信亭弁当部 梅信亭弁当部 JTB514 JR207
21岐阜 中津川 なし 木曽路釜めし きそじかまめし 820 梅信亭弁当部 梅信亭弁当部 JTB514 JR207
22静岡 熱海 なし 金目鯛と桜海老の釜めし きんめだいとさくらえびのかまめし 950 東華軒 東華軒 JTB44
22静岡 伊東 なし ぼんかま ぼんかま 1000 祇園 祇園 JTB258 JR151
22静岡 伊東 なし 特製幕の内弁当 とくせいまくのうちべんとう 950 祇園 祇園 JR151
22静岡 伊東 なし お弁当 おべんとう 730 祇園 祇園 JTB258
22静岡 伊東 なし 鯛どんたく弁当 たいどんたくべんとう 730 祇園 祇園 JTB258 JR151 JR151「鯛どんたく」
22静岡 伊東 なし とりめし弁当 とりめしべんとう 730 祇園 祇園 JTB258 JR151 JR151「とりめし」
22静岡 伊東 なし 五目ちらし寿し ごもくちらしずし 650 祇園 祇園 JTB258 JR151
22静岡 伊東 なし おにぎり弁当 おにぎりべんとう 630 祇園 祇園 JTB258 JR151
22静岡 伊東 なし 赤飯おにぎり弁当 せきはんおにぎりべんとう 630 祇園 祇園 JTB258 JR151
22静岡 伊東 なし いなりのり巻詰合せ いなりのりまきつめあわせ 620 祇園 祇園 JTB258 JR151 JR151「いなりのり巻き詰合せ」
22静岡 伊東 なし いなり寿し いなりずし 570 祇園 祇園 JTB258 JR151
22静岡 伊豆急下田 なし 伊勢海老弁当 いせえびべんとう 3000 伊豆急物産 伊豆急物産 調製元公式サイト 予約販売
22静岡 伊豆急下田 なし 伊豆づくし いずづくし 1700 伊豆急物産 伊豆急物産 調製元公式サイト １０～５月販売
22静岡 伊豆急下田 なし 焼き金目鯛すし やききんめたいすし 1200 伊豆急物産 伊豆急物産 JTB260
22静岡 伊豆急下田 伊豆高原、伊豆熱川 つぼ焼きさざえめし つぼやきさざえめし 1050 伊豆急物産 伊豆急物産 JTB259
22静岡 伊豆急下田 伊豆高原 伊勢海老弁当 いせえびべんとう 1000 伊豆急物産 伊豆急物産 JTB259
22静岡 伊豆急下田 伊豆高原、伊豆熱川 とろ金目の塩焼き弁当 とろきんめのしおやきべんとう 1000 伊豆急物産 伊豆急物産 JTB259
22静岡 伊豆急下田 なし あじずし あじずし 1050 伊豆急物産 伊豆急物産 JTB260
22静岡 伊豆急下田 なし 下田弁当 しもだべんとう 1000 伊豆急物産 伊豆急物産 JTB260
22静岡 伊豆急下田 なし 焼き鯖すし やきさばすし 1000 伊豆急物産 伊豆急物産 JTB260
22静岡 伊豆急下田 なし ひれかつ弁当 ひれかつべんとう 900 伊豆急物産 伊豆急物産 調製元公式サイト

22静岡 伊豆急下田 伊豆高原、伊豆熱川、河津 金目鯛のわさび葉ずし きんめだいのわさびはずし 900 伊豆急物産 伊豆急物産 JTB258
22静岡 伊豆急下田 伊豆高原、伊豆熱川、河津、伊豆稲取 金目鯛の押しずし きんめだいのおしずし 840 伊豆急物産 伊豆急物産 JTB258
22静岡 伊豆急下田 なし ちらし寿司 ちらしずし 840 伊豆急物産 伊豆急物産 調製元公式サイト

22静岡 伊豆急下田 伊豆高原、伊豆熱川、河津 焼きのりおにぎり やきのりおにぎり 700 伊豆急物産 伊豆急物産 JTB259
22静岡 伊豆急下田 なし いかめし いかめし 500 伊豆急物産 伊豆急物産 調製元公式サイト

22静岡 伊豆急下田 なし 桜おこわ さくらおこわ 500 伊豆急物産 伊豆急物産 調製元公式サイト 河津さくらまつり期間中販売
22静岡 伊豆急下田 なし あぶりさんまの棒寿司 あぶりさんまのぼうずし 500 伊豆急物産 伊豆急物産 調製元公式サイト

22静岡 伊豆高原 なし 花おこわ はなおこわ 950 伊豆急物産 伊豆急物産 JTB259
22静岡 伊豆高原 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 800 伊豆急物産 伊豆急物産 調製元公式サイト

22静岡 伊豆高原 なし 花おこわ はなおこわ 550 伊豆急物産 伊豆急物産 JTB259
22静岡 修善寺 なし 武士のわさびシャモ飯 たけしのわさびしゃもめし 1300 舞寿し 舞寿し JTB111 土日販売
22静岡 修善寺 なし 武士のあじ巻寿司 たけしのあじまきずし 1100 舞寿し 舞寿し JTB111
22静岡 修善寺 なし 武士のあじ寿司 たけしのあじずし 1100 舞寿し 舞寿し JTB111
22静岡 修善寺 なし 武士のい寿司 たけしのいずし 1100 舞寿し 舞寿し JTB111
22静岡 修善寺 なし 武士のちらし寿司 たけしのちらしずし 1000 舞寿し 舞寿し JTB111
22静岡 修善寺 なし 武士の椎茸弁当 たけしのしいたけべんとう 900 舞寿し 舞寿し JTB111
22静岡 修善寺 なし 武士のわさびいなり たけしのわさびいなり 650 舞寿し 舞寿し JTB111
22静岡 修善寺 なし 武士の助六弁当 たけしのすけろくべんとう 600 舞寿し 舞寿し JTB111
22静岡 修善寺 なし 武士の伊豆ちらし たけしのいずちらし 400 舞寿し 舞寿し 調製元公式サイト

22静岡 修善寺 なし 武士の炊き込み弁当 たけしのたきこみべんとう 400 舞寿し 舞寿し 調製元公式サイト

22静岡 御殿場 なし 鮎の姿ずし あゆのすがたずし 1500 妙見本店 東海キヨスク 当館
22静岡 御殿場 なし 鱒の姿ずし ますのすがたずし 1200 妙見本店 東海キヨスク 当館
22静岡 御殿場 なし のりいなり のりいなり 650 妙見本店 東海キヨスク 当館
22静岡 三島 沼津 清流うな重 せいりゅううなじゅう 1600 桃中軒 桃中軒 JTB44 JR165
22静岡 三島 沼津 清流うなぎ弁当 せいりゅううなぎべんとう 1350 桃中軒 桃中軒 駅弁屋のホームページ

22静岡 三島 沼津 文士の玉手箱夏目漱石編 ぶんしのたまてばこなつめそうせきへん 1050 桃中軒 桃中軒 JTB44 JR165 JR165「伊豆の思ひ出文士の玉手箱」
22静岡 三島 沼津 桜えびめし さくらえびめし 1000 桃中軒 桃中軒 JTB44
22静岡 三島 沼津 静岡風便り春こまち しずおかかぜだよりはるこまち 1000 桃中軒 桃中軒 駅弁屋のホームページ 春期販売
22静岡 三島 沼津 沼津からの贈りもの ぬまづからのおくりもの 1000 桃中軒 桃中軒 駅弁屋のホームページ 期間限定販売



駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）
都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
22静岡 三島 沼津 伊豆龍馬飛翔会席膳 いずりょうまひしょうかいせきぜん 980 桃中軒 桃中軒 JTB44 JR165
22静岡 三島 沼津 富嶽あしたか牛すき弁当 ふがくあしたかぎゅうすきべんとう 930 桃中軒 桃中軒 JTB44 JR165
22静岡 三島 沼津 港あじ鮨 みなとあじずし 880 桃中軒 桃中軒 JTB44 JR165
22静岡 三島 沼津 さとやまのさち「黒米弁当」 さとやまのさちくろごめべんとう 850 桃中軒 桃中軒 JTB44 JR165
22静岡 三島 沼津 御弁当 おべんとう 840 桃中軒 桃中軒 駅弁屋のホームページ

22静岡 三島 沼津 とり重 とりじゅう 700 桃中軒 桃中軒 JR165
22静岡 三島 沼津 奥駿河の磯ちらし おくするがのいそちらし 680 桃中軒 桃中軒 JTB44
22静岡 三島 沼津 鯛めし たいめし 680 桃中軒 桃中軒 JTB44 JR165
22静岡 三島 沼津 助六寿司 すけろくずし 520 桃中軒 桃中軒 駅弁屋のホームページ

22静岡 三島 沼津 桜えびのおにぎり さくらえびのおにぎり 300 桃中軒 桃中軒 調製元公式サイト

22静岡 三島 なし 柿田川いなり かきたがわいなり 530 柿田川いなり本店 東海キヨスク 当館
22静岡 新富士 なし 懐石弁当富士 かいせきべんとうふじ 1200 富陽軒 富陽軒 JTB45
22静岡 新富士 なし 巻狩弁当 まきかりべんとう 1100 富陽軒 富陽軒 JTB45
22静岡 新富士 富士、富士宮 竹取物語 たけとりものがたり 1000 富陽軒 富陽軒 JTB45 JR166
22静岡 新富士 なし 天晴れ！！富士山弁当 あっぱれふじさんべんとう 1000 富陽軒 富陽軒 JTB45
22静岡 新富士 富士、富士宮 ふじのくに ふじのくに 1000 富陽軒 富陽軒 駅弁屋のホームページ

22静岡 新富士 なし 国産うなぎひつまぶし風鰻玉飯 こくさんうなぎひつまぶしふううなたまめし 1000 富陽軒 富陽軒 駅弁屋のホームページ

22静岡 新富士 富士宮 駅弁版極富士宮やきそば弁当 えきべんばんきわみふじのみややきそばべんとう 980 富陽軒 富陽軒 JTB45 富士宮では土休日販売
22静岡 富士 富士宮 特選幕の内 とくせんまくのうち 880 富陽軒 富陽軒 JR166
22静岡 新富士 なし 牛すき弁当 ぎゅうすきべんとう 840 富陽軒 富陽軒 JTB45
22静岡 新富士 富士、富士宮 特選幕の内 とくせんまくのうち 840 富陽軒 富陽軒 駅弁屋のホームページ

22静岡 新富士 富士宮 鱒ずし ますずし 820 富陽軒 富陽軒 駅弁屋のホームページ

22静岡 新富士 なし 焼き鳥弁当 やきとりべんとう 780 富陽軒 富陽軒 JTB45
22静岡 新富士 なし 静岡お茶めし弁当 しずおかおちゃめしべんとう 550 富陽軒 富陽軒 JTB45
22静岡 新富士 なし 富士の子育ていなり ふじのこそだていなり 530 富陽軒 富陽軒 JTB45
22静岡 新富士 富士 助六寿司 すけろくずし 530 富陽軒 富陽軒 駅弁屋のホームページ

22静岡 新富士 富士 モーニングむすび もーにんぐむすび 500 富陽軒 富陽軒 JTB45
22静岡 新富士 富士 いなりずし いなりずし 420 富陽軒 富陽軒 駅弁屋のホームページ

22静岡 富士宮 なし 駿河ちらし するがちらし 630 富陽軒 富陽軒 JTB262
22静岡 清水 静岡 鯵の押寿司 あじのおしずし 950 大和 東海キヨスク 当館
22静岡 清水 なし 桜えび さくらえび 525 末廣鮨 東海キヨスク 当館
22静岡 清水 なし いなり玉子 いなりたまご 472 末廣鮨 東海キヨスク 当館
22静岡 清水 なし いなり いなり 420 末廣鮨 東海キヨスク 当館
22静岡 静岡 なし うなぎめし うなぎめし 1050 東海軒 東海軒 JR166
22静岡 静岡 なし 特製幕の内弁当 とくせいまくのうちべんとう 1050 東海軒 東海軒 調製元公式サイト

22静岡 静岡 なし 特製幕の内弁当・錦 とくせいまくのうちべんとうにしき 1050 東海軒 東海軒 調製元公式サイト

22静岡 静岡 なし 特製茶めし弁当 とくせいちゃめしべんとう 1050 東海軒 東海軒 調製元公式サイト

22静岡 静岡 なし 千扇弁当春 ちせんべんとうはる 1000 東海軒 東海軒 JTB45 JR166 調製元公式サイト JTB45「千扇春夏秋冬」JR166「千扇弁当」
22静岡 静岡 なし 千扇弁当夏 ちせんべんとうなつ 1000 東海軒 東海軒 調製元公式サイト

22静岡 静岡 なし 千扇弁当秋 ちせんべんとうあき 1000 東海軒 東海軒 調製元公式サイト

22静岡 静岡 なし 千扇弁当冬 ちせんべんとうふゆ 1000 東海軒 東海軒 調製元公式サイト

22静岡 静岡 なし 不二の味覚 ふじのみかく 980 東海軒 東海軒 JTB45 JR166
22静岡 静岡 なし 茶めし弁当 ちゃめしべんとう 950 東海軒 東海軒 JTB45 JR166
22静岡 静岡 なし しずおか味わい御膳・桔梗 しずおかあじわいべんとうききょう 950 東海軒 東海軒 調製元公式サイト

22静岡 静岡 なし しずおか味わい御膳・小春 しずおかあじわいべんとうこはる 900 東海軒 東海軒 調製元公式サイト

22静岡 静岡 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 900 東海軒 東海軒 調製元公式サイト

22静岡 静岡 なし しずおかふる里弁当 しずおかふるさとべんとう 840 東海軒 東海軒 JTB45
22静岡 静岡 なし ますの押し寿司 ますのおしずし 780 東海軒 東海軒 JTB45 JR166
22静岡 静岡 なし 特製鯛めし とくせいたいめし 760 東海軒 東海軒 JTB45 JR166
22静岡 静岡 なし しずおか味わい御膳・あかね しずおかあじわいべんとうあかね 750 東海軒 東海軒 調製元公式サイト

22静岡 静岡 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 750 東海軒 東海軒 調製元公式サイト

22静岡 静岡 なし 大御所弁当 おおごしょべんとう 730 東海軒 東海軒 JTB45 JR166
22静岡 静岡 なし 元祖鯛めし がんそたいめし 570 東海軒 東海軒 調製元公式サイト

22静岡 新金谷 金谷 大井川ふるさと弁当 おおいがわふるさとべんとう 1050 大鉄フード 大鉄フード 大井川鐵道公式サイト

22静岡 新金谷 金谷 島田発静岡味ものがたり しまだはつしずおかあじものがたり 1050 大鉄フード 大鉄フード 大井川鐵道公式サイト

22静岡 新金谷 金谷 汽車弁当 きしゃべんとう 1350 大鉄フード 大鉄フード 大井川鐵道公式サイト

22静岡 新金谷 金谷 お子様弁当 おこさまべんとう 680 大鉄フード 大鉄フード 大井川鐵道公式サイト

22静岡 浜松 なし うな笑弁当 うなしょうべんとう 2100 自笑亭 自笑亭 調製元公式サイト

22静岡 浜松 掛川 濱松うなぎ飯 はままつうなぎめし 1600 自笑亭 自笑亭 JTB46 JR172
22静岡 浜松 なし 浜松茶寮 はままつさりょう 1500 自笑亭 自笑亭 調製元公式サイト

22静岡 浜松 なし 二重折弁当 にじゅうおりべんとう 1500 自笑亭 自笑亭 調製元公式サイト

22静岡 浜松 掛川 うなぎ弁当（赤ワイン仕込） うなぎべんとうあかわいんじこみ 1300 自笑亭 自笑亭 JTB46 JR172
22静岡 浜松 掛川 ひつまぶし ひつまぶし 1300 自笑亭 自笑亭 JTB46
22静岡 浜松 なし 浜松百菜 はままつひゃくさい 1280 自笑亭 自笑亭 調製元公式サイト

22静岡 浜松 なし 二重折弁当 にじゅうおりべんとう 1250 自笑亭 自笑亭 調製元公式サイト

22静岡 浜松 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 1100 自笑亭 自笑亭 調製元公式サイト



駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）
都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
22静岡 浜松 なし 四季の二段重＜秋＞松茸ごはん しきのにだんじゅう 1050 自笑亭 自笑亭 調製元公式サイト

22静岡 浜松 掛川 一豊御膳 かずとよごぜん 1000 自笑亭 自笑亭 JTB46 JR172
22静岡 浜松 掛川 喧嘩凧 けんかだこ 1000 自笑亭 自笑亭 JTB46 JR172
22静岡 浜松 掛川 しらす弁当 しらすべんとう 1000 自笑亭 自笑亭 JTB46 JR172
22静岡 浜松 なし 粋な寿司弁当 いきなすしべんとう 940 自笑亭 自笑亭 JTB46 JR172
22静岡 浜松 掛川 四季の二段重＜春＞竹の子ごはん しきのにだんじゅう 930 自笑亭 自笑亭 JTB46 JR172
22静岡 浜松 なし 浜名湖弁当 はまなこべんとう 920 自笑亭 自笑亭 駅弁屋のホームページ

22静岡 浜松 掛川 浜の釜めし はまのかまめし 840 自笑亭 自笑亭 JTB46 JR172
22静岡 浜松 掛川 しらすコロッケ弁当 しらすころっけべんとう 800 自笑亭 自笑亭 JTB46 JR172
22静岡 浜松 掛川 納得のいく幕の内 なっとくのいくまくのうち 800 自笑亭 自笑亭 駅弁屋のホームページ

22静岡 浜松 掛川 赤飯弁当 せきはんべんとう 760 自笑亭 自笑亭 JTB46
22静岡 浜松 掛川 まくのうち弁当 まくのうちべんとう 710 自笑亭 自笑亭 駅弁屋のホームページ

22静岡 浜松 なし そぼろとり釜めし そぼろとりかまめし 600 自笑亭 自笑亭 JTB46
22静岡 浜松 なし 味くらべ弁当 あじくらべべんとう 600 自笑亭 自笑亭 調製元公式サイト

22静岡 浜松 なし おにぎり弁当 おにぎりべんとう 510 自笑亭 自笑亭 調製元公式サイト

22静岡 浜松 なし お寿司 おすし 510 自笑亭 自笑亭 調製元公式サイト

22静岡 天竜二俣 なし 天竜どんこちらし てんりゅうどんこちらし 950 天竜膳三好 天竜浜名湖鉄道 当館
22静岡 天竜二俣 なし まいたけ弁当 まいたけべんとう 950 味ごよみきよみ 天竜浜名湖鉄道 当館
22静岡 新所原 なし うなぎ弁当 うなぎべんとう 1575 やまよし やまよし 当館 注文販売
22静岡 新所原 なし うなぎ弁当 うなぎべんとう 1260 やまよし やまよし 当館 注文販売
22静岡 新所原 なし うなぎ弁当 うなぎべんとう 1050 やまよし やまよし 当館 注文販売
23愛知 豊橋 なし 手筒花火 てづつはなび 1100 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46 JR174
23愛知 豊橋 なし うなぎ飯 うなぎめし 1050 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46 JR174
23愛知 豊橋 なし のぞみ弁当 のぞみべんとう 1050 壷屋弁当部 壷屋弁当部 駅弁屋のホームページ

23愛知 豊橋 なし 中華幕の内 ちゅうかまくのうち 950 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46 JR174
23愛知 豊橋 なし 花まつり弁当 はなまつりべんとう 950 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46 JR174
23愛知 豊橋 なし ヒレカツ弁当 ひれかつべんとう 950 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46 JR174
23愛知 豊橋 なし 三河路 みかわじ 900 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46 JR174
23愛知 豊橋 なし 潮騒ちらし しおさいちらし 850 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46 JR174
23愛知 豊橋 なし 毎月０のつく日は駅弁の日 まいつきぜろのつくひはえきべんのひ 850 壷屋弁当部 壷屋弁当部 駅弁屋のホームページ

23愛知 豊橋 なし 壷屋浪漫 つぼやろまん 800 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JR174
23愛知 豊橋 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 750 壷屋弁当部 壷屋弁当部 駅弁屋のホームページ

23愛知 豊橋 なし 稲荷詣で いなりもうで 550 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46 JR174
23愛知 豊橋 なし 酒味串づくし しゅみくしづくし 550 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46 JR174 JR174「串づくし」
23愛知 豊橋 なし 三色稲荷 さんしょくいなり 550 壷屋弁当部 壷屋弁当部 駅弁屋のホームページ

23愛知 豊橋 なし 稲荷寿し いなりずし 480 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46 JR174 JR174「いなりずし」
23愛知 豊橋 なし 助六ずし すけろくずし 480 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46
23愛知 名古屋 なし なごや三昧 なごやざんまい 1550 松浦商店 ※共同売店 JTB47 JR183
23愛知 名古屋 なし 抹茶ひつまぶし日本一弁当 まっちゃひつまぶしにほんいちべんとう 1260 だるま ※共同売店 調製元公式サイト

23愛知 名古屋 なし お料理弁当 おりょうりべんとう 1050 松浦商店 ※共同売店 JTB47 JR183
23愛知 名古屋 なし 特製とり御飯 とくせいとりごはん 1050 松浦商店 ※共同売店 JTB47 JR183
23愛知 名古屋 なし 雑穀美食弁当 ざっこくびしょくべんとう 1050 だるま ※共同売店 調製元公式サイト

23愛知 名古屋 なし びっくりみそかつ びっくりみそかつ 1030 だるま ※共同売店 調製元公式サイト

23愛知 名古屋 なし なごや なごや 1000 松浦商店 ※共同売店 JTB47 JR183
23愛知 名古屋 なし 名古屋満載 なごやまんさい 1000 ＪＲＣＰ ※共同売店 JTB47
23愛知 名古屋 なし やさいたっぷり幕の内 やさいたっぷりまくのうち 1000 ＪＲＣＰ ※共同売店 JTB160
23愛知 名古屋 なし あなご弁当 あなごべんとう 950 ＪＲＣＰ ※共同売店 JTB47
23愛知 名古屋 なし ひつまぶし巻き ひつまぶしまき 945 だるま ※共同売店 調製元公式サイト

23愛知 名古屋 なし 純系名古屋コーチンささみ八丁味噌焼き弁当 じゅんけいなごやこーちんささみはっちょうみそやきべんとう 945 だるま ※共同売店 調製元公式サイト

23愛知 名古屋 なし 純系名古屋コーチンとりめし じゅんけいなごやこーちんとりめし 924 だるま ※共同売店 調製元公式サイト

23愛知 名古屋 なし だるまのみそかつヒレ重 だるまのみそかつひれじゅう 924 だるま ※共同売店 調製元公式サイト

23愛知 名古屋 なし だるまのみそかつえびヒレ重 だるまのみそかつえびひれじゅう 924 だるま ※共同売店 調製元公式サイト

23愛知 名古屋 なし 大えびふらい弁当 おおえびふらいべんとう 924 だるま ※共同売店 調製元公式サイト

23愛知 名古屋 なし 鶏めし とりめし 900 松浦商店 ※共同売店 JTB47 JR183 JR183「名代鶏めし」
23愛知 名古屋 岐阜 松浦のひつまぶし まつうらのひつまぶし 900 松浦商店 ※共同売店 JTB47 JR183 JR183「ひつまぶし」
23愛知 名古屋 なし 松浦のみそカツ まつうらのみそかつ 900 松浦商店 ※共同売店 JTB47 JR183
23愛知 名古屋 なし みそかつ＆えびふりゃ～ みそかつあんどえびふりゃー 900 ＪＲＣＰ ※共同売店 JTB47
23愛知 名古屋 なし 名駅まんぷく弁当 めいえきまんぷくべんとう 900 ＪＲＣＰ ※共同売店 JTB47 JR183
23愛知 名古屋 なし 八丁味噌焼きまぐろ弁当 はっちょうみそやきまぐろべんとう 892 だるま ※共同売店 調製元公式サイト

23愛知 名古屋 なし 名古屋トップ３弁当 なごやとっぷすりーべんとう 880 松浦商店 ※共同売店 JTB47 JR183 JR183「名古屋トップ３」
23愛知 名古屋 なし ＢＩＧチキンカツ弁当 びっぐちきんかつべんとう 880 ＪＲＣＰ ※共同売店 JTB161 JR183
23愛知 名古屋 なし 海鮮わっぱめし かいせんわっぱめし 850 松浦商店 ※共同売店 JTB47 JR183
23愛知 名古屋 なし コーチンわっぱめし こーちんわっぱめし 850 松浦商店 ※共同売店 JTB47 JR183
23愛知 名古屋 なし 名古屋みそかつ弁当 なごやみそかつべんとう 850 ＪＲＣＰ ※共同売店 JTB47
23愛知 名古屋 なし 幕之内弁当東海道 まくのうちべんとうとうかいどう 850 ＪＲＣＰ ※共同売店 JTB161
23愛知 名古屋 なし みそカツ丼 みそかつどん 850 松浦商店 ※共同売店 JTB47 JR183 JR183と「駅弁屋のホームページ」では880円
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23愛知 名古屋 なし 名古屋とんテキ弁当 なごやとんてきべんとう 819 だるま ※共同売店 調製元公式サイト

23愛知 名古屋 なし トン焼き弁当 とんやきべんとう 819 だるま ※共同売店 調製元公式サイト

23愛知 名古屋 なし 笹寿司 ささずし 756 だるま ※共同売店 調製元公式サイト

23愛知 名古屋 なし からあげ弁当 からあげべんとう 750 松浦商店 ※共同売店 JTB47 JR183
23愛知 名古屋 なし 小町娘 こまちむすめ 750 松浦商店 ※共同売店 JTB47 JR183
23愛知 名古屋 なし こだま こだま 730 松浦商店 ※共同売店 JTB47 JR183
23愛知 名古屋 なし 八丁みそ海老ふりゃーサンド はっちょうみそえびふりゃーさんど 714 だるま ※共同売店 調製元公式サイト

23愛知 名古屋 岐阜 花ことば はなことば 680 松浦商店 ※共同売店 JTB47 JR183
23愛知 名古屋 岐阜 復刻弁当 ふっこくべんとう 630 松浦商店 ※共同売店 JTB47 JR183
23愛知 名古屋 なし みそかつサンド みそかつさんど 630 だるま ※共同売店 調製元公式サイト

23愛知 名古屋 なし 天むす弁当 てんむすべんとう 577 だるま ※共同売店 調製元公式サイト

23愛知 名古屋 なし 朝のおむすび弁当 あさのおむすびべんとう 400 ＪＲＣＰ ※共同売店 JTB47
24三重 松阪 なし 極上松阪牛ヒレ牛肉弁当 ごくじょうまつさかうしひれぎゅうにくべんとう 10500 新竹商店 新竹商店 調製元公式サイト 予約販売
24三重 松阪 なし 牛肉弁当御膳 ぎゅうにくべんとうごぜん 5250 新竹商店 新竹商店 JTB275 予約販売
24三重 松阪 なし ほかほかモー太郎松阪弁当 ほかほかもーたろうまっつぁかべんとう 4200 新竹商店 新竹商店 JR219 ２００９年３月１４日登場
24三重 松阪 なし 極み匠の技松阪牛物語 きわみたくみのわざまつさかうしものがたり 4200 新竹商店 新竹商店 調製元公式サイト ２０１０年１月６日登場
24三重 松阪 なし 牛肉弁当御膳 ぎゅうにくべんとうごぜん 3150 新竹商店 新竹商店 JTB275 予約販売
24三重 松阪 なし ほかほかモー太郎松阪弁当 ほかほかもーたろうまっつぁかべんとう 3150 新竹商店 新竹商店 JR219 ２００９年３月１４日登場
24三重 松阪 なし 牛肉弁当御膳 ぎゅうにくべんとうごぜん 2630 新竹商店 新竹商店 JTB275 予約販売
24三重 松阪 なし ほかほかモー太郎松阪弁当 ほかほかもーたろうまっつぁかべんとう 2630 新竹商店 新竹商店 JR219 ２００９年３月１４日登場
24三重 松阪 なし 匠の技松阪牛物語 たくみのわざまつさかうしものがたり 3150 新竹商店 新竹商店 JTB275 JR219 ２００７年１０月１４日登場
24三重 松阪 なし 特上牛肉弁当 とくじょうぎゅうにくべんとう 2100 新竹商店 新竹商店 JTB275 JR219
24三重 松阪 なし 特上牛肉弁当 とくじょうぎゅうにくべんとう 1580 新竹商店 新竹商店 JTB275 JR219
24三重 松阪 なし 復刻版元祖牛肉弁当 ふっこくばんがんそぎゅうにくべんとう 1380 新竹商店 新竹商店 JTB275 JR219 ２００９年４月１０日登場
24三重 松阪 なし 松阪でアッツアツ牛めしに出会う！！ まつさかであっつあつぎゅうめしにであう 1380 新竹商店 新竹商店 JTB275 JR219 ２０１０年９月１８日登場
24三重 松阪 なし 松阪名物黒毛和牛牛めし　 まつさかめいぶつくろげわぎゅうぎゅうめし 1380 新竹商店 新竹商店 調製元公式サイト

24三重 松阪 なし 元祖特撰牛肉弁当 がんそとくせんぎゅうにくべんとう 1260 新竹商店 新竹商店 JTB275 JR219
24三重 松阪 なし 松阪名物モー太郎弁当 まつさかめいぶつもーたろうべんとう 1260 新竹商店 新竹商店 JTB275 JR219 JR219「松阪名物黒毛和牛モー太郎弁当」、２００２年９月２８日登場
24三重 松阪 なし 松阪名物うまーいどん丼 まつさかめいぶつうまーいどんどん 1160 新竹商店 新竹商店 JTB275 JR219 ２００１年１０月１４日登場
24三重 松阪 なし 料理弁当 りょうりべんとう 1160 新竹商店 新竹商店 調製元公式サイト

24三重 松阪 なし 五街道彩弁当 ごかいどういろどりべんとう 1050 新竹商店 新竹商店 JTB276 JR219
24三重 松阪 なし 本居宣長辨當 もとおりのりながべんとう 950 新竹商店 新竹商店 JTB276 JR219 ２００２年３月２３日登場
24三重 松阪 なし 牛肉しぐれ弁当 ぎゅうにくしぐれべんとう 950 新竹商店 新竹商店 調製元公式サイト

24三重 松阪 なし すき焼き弁当 すきやきべんとう 950 新竹商店 新竹商店 調製元公式サイト

24三重 松阪 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 950 新竹商店 新竹商店 調製元公式サイト

24三重 松阪 なし 松阪名物モー太郎寿司 まつさかめいぶつもーたろうずし 900 新竹商店 新竹商店 JTB276 JR219 ２００３年１０月９日登場
24三重 松阪 なし 松阪名物霜ふり寿司 まつさかめいぶつしもふりずし 840 新竹商店 新竹商店 JR219
24三重 亀山 なし 名物志ぐれ茶漬 めいぶつしぐれちゃづけ 950 いとう弁当店 いとう弁当店 当館
24三重 関 なし 鈴鹿亭の巻寿司 すずかていのまきずし 420 鈴鹿亭 関宿ふるさと会館 当館
24三重 鳥羽 志摩磯部 うまいにきまってるかきめし うまいにきまってるかきめし 1200 橘 近鉄リテールサービス 当館 冬期販売
25滋賀 米原 なし 近江牛勝負刻 おうみぎゅうしょうぶどき 3500 井筒屋 井筒屋 駅弁屋のホームページ 予約販売
25滋賀 米原 なし ステーキ弁当 すてーきべんとう 1300 井筒屋 井筒屋 JTB48 JR184
25滋賀 米原 なし てき重（加熱式） てきじゅう 1300 井筒屋 井筒屋 JTB48 JR184
25滋賀 米原 なし うなぎめし（加熱式） うなぎめし 1300 井筒屋 井筒屋 調製元公式サイト

25滋賀 米原 なし 鯛寿し たいずし 1300 井筒屋 井筒屋 調製元公式サイト 予約販売
25滋賀 米原 なし 元祖鱒寿し がんそますずし 1200 井筒屋 井筒屋 JTB48 JR184 １９３７年登場
25滋賀 米原 なし 元祖鱒寿し がんそますずし 600 井筒屋 井筒屋 JTB48 JR184
25滋賀 米原 なし 湖北のおはなし こほくのおはなし 1100 井筒屋 井筒屋 JTB48 JR184
25滋賀 米原 なし 京風おべんとう きょうふうおべんとう 1050 井筒屋 井筒屋 調製元公式サイト 予約販売
25滋賀 米原 なし 伊吹釜めし いぶきかまめし 1000 井筒屋 井筒屋 JTB48 JR184
25滋賀 米原 なし 近江牛大入飯 おうみぎゅうおおいりめし 1000 井筒屋 井筒屋 JTB48 JR184
25滋賀 米原 なし 松茸めし まつたけめし 1000 井筒屋 井筒屋 駅弁屋のホームページ 秋期販売
25滋賀 米原 なし 元祖面構え鱒寿し がんそつらがまえますずし 1000 井筒屋 井筒屋 調製元公式サイト 予約販売
25滋賀 米原 なし 牛肉弁当 ぎゅうにくべんとう 930 井筒屋 井筒屋 JTB48 JR184
25滋賀 米原 なし 近江の味 おうみのあじ 850 井筒屋 井筒屋 JTB48 JR184
25滋賀 米原 なし おかかごはん おかかごはん 800 井筒屋 井筒屋 調製元公式サイト 予約販売
25滋賀 米原 なし 鯖寿し（５個入） さばずしごこいり 600 井筒屋 井筒屋 JTB48 JR184 JR184「鯖寿し」
25滋賀 草津 なし 近江牛すき焼き弁当 おうみぎゅうすきやきべんとう 1260 南洋軒 南洋軒 JTB185
25滋賀 草津 なし 近江牛押し寿司 おうみぎゅうおしずし 1260 南洋軒 南洋軒 調製元公式サイト

25滋賀 草津 なし 近江の味わい（い） おうみのあじわい 1000 南洋軒 南洋軒 駅弁屋のホームページ

25滋賀 草津 なし 近江の松茸おこわ おうみのまつたけおこわ 1000 南洋軒 南洋軒 駅弁屋のホームページ

25滋賀 草津 なし 淡海のてんびん弁当 おうみのてんびんべんとう 980 南洋軒 南洋軒 駅弁屋のホームページ

25滋賀 草津 なし 近江牛軍艦巻 おうみぎゅうぐんかんまき 980 南洋軒 南洋軒 調製元公式サイト

25滋賀 草津 なし お鉢弁当 おはちべんとう 900 南洋軒 南洋軒 駅弁屋のホームページ

25滋賀 草津 なし いただきます いただきます 840 南洋軒 南洋軒 駅弁図鑑西日本版

25滋賀 草津 なし 近江の味わい おうみのあじわい 700 南洋軒 南洋軒 JTB185 JR238



駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）
都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
25滋賀 草津 なし いなりずし いなりずし 420 南洋軒 南洋軒 JTB185
25滋賀 草津 なし うばがもち７２粒入り うばがもち 3000 南洋軒 南洋軒 調製元公式サイト

25滋賀 草津 なし うばがもち４８粒入り うばがもち 2100 南洋軒 南洋軒 調製元公式サイト

25滋賀 草津 なし うばがもち３６粒入り うばがもち 1380 南洋軒 南洋軒 調製元公式サイト

25滋賀 草津 なし うばがもち２４粒入り うばがもち 920 南洋軒 南洋軒 調製元公式サイト

25滋賀 草津 なし うばがもち１８粒入り うばがもち 690 南洋軒 南洋軒 調製元公式サイト

25滋賀 草津 なし うばがもち６粒入り うばがもち 230 南洋軒 南洋軒 当館
26京都 京都 新大阪、大阪 かぐやの里 かぐやのさと 1000 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ JR239
26京都 京都 新大阪、大阪 こてまり こてまり 1000 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ JTB185 JR239
26京都 京都 新大阪、大阪 京洛紀行 きょうらくきこう 1000 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ JTB50 JR239
26京都 京都 新大阪 旅籠めし はたごめし 980 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ 駅弁図鑑西日本版

26京都 京都 新大阪、大阪 京風幕の内 きょうふうまくのうち 850 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ JTB185 JR239 JR239「京風幕ノ内弁当」
26京都 園部 なし 鮎ずし あゆずし 1100 淡路屋（園部） ＦＳＮ 駅弁図鑑西日本版 初夏～秋販売
26京都 園部 なし 栗めし くりめし 950 淡路屋（園部） ＦＳＮ 駅弁図鑑西日本版 秋期販売
26京都 三条 出町柳 幕の内弁当 まくのうちべんとう 500 萩の家 ？ 当館
27大阪 新大阪 京都 祇園 ぎおん 1300 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB49
27大阪 新大阪 京都 京のおばんざい きょうのおばんざい 1000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB49
27大阪 新大阪 京都 なにわ満載 なにわまんさい 1000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB49 JR239
27大阪 新大阪 京都 美味とんかつお弁当 びみとんかつおべんとう 970 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB49
27大阪 新大阪 京都 あなご弁当 あなごべんとう 950 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB49
27大阪 新大阪 京都 近畿味めぐり弁当 きんきあじめぐりべんとう 950 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB49
27大阪 新大阪 京都 じゅうじゅう亭 じゅうじゅうてい 850 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB49
27大阪 新大阪 京都 朝のおむすび弁当 あさのおむすびべんとう 400 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB49
27大阪 新大阪 京都、大阪 こだわりおにぎり こだわりおにぎり 850 ？ ？ JTB50 JR239
27大阪 新大阪 なし オムライス おむらいす 750 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB50
28兵庫 新神戸 なし しゃぶしゃぶ弁当村雨 しゃぶしゃぶべんとうむらさめ 2000 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 調製元公式サイト

28兵庫 新神戸 なし 神戸ワイン弁当 こうべわいんべんとう 1600 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 調製元公式サイト

28兵庫 新神戸 芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 牛肉王子 ぎゅうにくおうじ 1500 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 JR243 JR243「神戸牛１００％牛肉王子」
28兵庫 神戸 六甲道 しゃぶしゃぶ弁当松風 しゃぶしゃぶべんとうまつかぜ 1400 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JR243 予約販売
28兵庫 新神戸 なし さくら御膳 さくらごぜん 1300 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 調製元公式サイト

28兵庫 新神戸 新大阪、大阪、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石、天王寺 あっちっち大阪鶴橋風焼肉重 あっちっちおおさかつるはしふうやきにくじゅう 1200 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 JR240
28兵庫 新神戸 新大阪、大阪、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石、京都、天王寺 神戸のステーキ弁当 こうべのすてーきべんとう 1200 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 JR240
28兵庫 新神戸 新大阪、大阪、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 あっちっち牛塩タン＆焼肉弁当 あっちっちぎゅうしおたんあんどやきにくべんとう 1100 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 JR243
28兵庫 新神戸 芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 あっちっちすきやき弁当 あっちっちすきやきべんとう 1100 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 JR242
28兵庫 新神戸 芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 神戸食館 こうべしょっかん 1100 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51
28兵庫 新神戸 芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 トーマスランチ とーますらんち 1100 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 JR250
28兵庫 新神戸 なし あっちっち牛塩タン あっちっちぎゅうしおたんべんとう 1100 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 調製元公式サイト

28兵庫 新神戸 芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 Ｎ７００系新幹線弁当 えぬななひゃっけいしんかんせんべんとう 1050 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 JR250
28兵庫 新神戸 芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 海峡弁当 かいきょうべんとう 1050 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 JR242 JR242「明石海峡弁当」
28兵庫 新神戸 芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 牛バラ神戸チャーハン ぎゅうばらこうべちゃーはん 1050 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 JR250
28兵庫 新神戸 新大阪、大阪、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 新幹線みずほ・さくら弁当 しんかんせんみずほさくらべんとう 1050 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 JR252
28兵庫 新神戸 芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 ０系新幹線夢の超特急弁当 ぜろけいしんかんせんゆめのちょうとっきゅうべんとう 1050 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 JR250
28兵庫 新神戸 芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 あっちっち穴子弁当 あっちっちあなごべんとう 1000 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 JR242
28兵庫 新神戸 新大阪、大阪、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 あっちっちすきやき御飯 あっちっちすきやきごはん 1000 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 JR242
28兵庫 新神戸 芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 タイガース勝めし たいがーすかつめし 1000 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 JR242
28兵庫 新神戸 芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 肉めし にくめし 1000 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 JR242 １９６５年登場
28兵庫 新神戸 なし 神戸風松茸すき焼き牛松鍋 こうべふうまつたけすきやきぎゅうまつなべ 1000 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 調製元公式サイト

28兵庫 新神戸 新大阪、大阪、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石、京都 京都牛膳 きょうとぎゅうぜん 980 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51
28兵庫 新神戸 大阪、六甲道、三ノ宮、神戸、西明石 浪花なんでも弁当 なにわなんでもべんとう 980 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51
28兵庫 新神戸 芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 花緑 かろく 980 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 JR243
28兵庫 新神戸 新大阪、大阪、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石、京都、天王寺 ひっぱりだこ飯 ひっぱりだこめし 980 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 JR240
28兵庫 新神戸 三ノ宮、神戸、西明石 よくばり牛肉２刀流 よくばりぎゅうにくにとうりゅう 980 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51
28兵庫 新神戸 なし 宇治茶会席弁当 うじちゃかいせきべんとう 980 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 調製元公式サイト

28兵庫 新神戸 なし 牛しゃぶしゃぶ弁当神戸風鈴 ぎゅうしゃぶしゃぶべんとうこうべふうりん 980 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 調製元公式サイト ２０１０年登場、夏期販売
28兵庫 新神戸 芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 あなご三昧 あなござんまい 950 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB52 JR242
28兵庫 新神戸 三ノ宮、六甲道、神戸、芦屋、西明石 兵庫ふるさと地産弁当 ひょうごふるさとちさんべんとう 900 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 駅弁屋のホームページ

28兵庫 新神戸 芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 地鶏弁当 じどりべんとう 850 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB52
28兵庫 新神戸 芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 なごみ なごみ 800 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB52
28兵庫 新神戸 芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石、天王寺 むかしの驛辨當 むかしのえきべんとう 750 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB52
28兵庫 新神戸 芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、明石、西明石 六甲山縦走弁当 ろっこうさんじゅうそうべんとう 600 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB52 JR242
28兵庫 姫路 なし あなご寿司 あなごずし 1300 まねき食品 まねき食品 JTB52 JR255
28兵庫 姫路 なし 但馬牛牛めし たじまぎゅうぎゅうめし 1100 まねき食品 まねき食品 JTB52 JR255 JR255「但馬牛「牛めし弁当」」
28兵庫 姫路 なし 味づくし あじづくし 1000 まねき食品 まねき食品 JTB52 JR255 JR255「幕の内味づくし」
28兵庫 姫路 なし あなごめし あなごめし 980 まねき食品 まねき食品 JTB52 JR255
28兵庫 姫路 なし 黒田庄和牛メンチカツ弁当 くろだしょうわぎゅうめんちかつべんとう 980 まねき食品 まねき食品 JTB52 JR255
28兵庫 姫路 なし 鶏飯弁当一石二鳥 とりめしべんとういっせきにちょう 950 まねき食品 まねき食品 JTB52 JR255 JR255「淡路鶏弁当一石二鳥」



駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）
都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
28兵庫 姫路 なし 姫路上寿司詰合せ ひめじじょうずしつめあわせ 950 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑西日本版 １１～４月販売、予約販売
28兵庫 姫路 なし 旨い！たこめし うまいたこめし 930 まねき食品 まねき食品 JTB52 JR255
28兵庫 姫路 なし やりいかめし やりいかめし 880 まねき食品 まねき食品 JTB52 JR255
28兵庫 姫路 なし さんまの蒲焼弁当 さんまのかばやきべんとう 880 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑西日本版 秋期販売
28兵庫 姫路 なし おかめ弁当 おかめべんとう 870 まねき食品 まねき食品 JTB52 JR255
28兵庫 姫路 なし 名代鯛寿司 なだいたいずし 850 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑西日本版 １１～４月販売、予約販売
28兵庫 姫路 なし 大名巻 だいみょうまき 580 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑西日本版

28兵庫 姫路 なし ひと口寿司 ひとくちずし 500 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑西日本版

28兵庫 柏原 なし 織田釜めし おだかまめし 820 一茶 ウッディプラザ山の駅観光案内所物産店 当館
28兵庫 和田山 なし あっちっち釜めし田舎もん あっちっちかまめしいなかもん 1000 福廼屋総合食品 福廼屋総合食品 JTB360
28兵庫 和田山 なし こだわり釜めし こだわりかまめし 1000 福廼屋総合食品 福廼屋総合食品 JR343
28兵庫 和田山 なし 但馬の里和牛弁当 たじまのさとわぎゅうべんとう 1000 福廼屋総合食品 福廼屋総合食品 JTB360 JR343
28兵庫 和田山 なし 地釜炊き釜めし松茸入り じがまたきかまめしまつたけいり 900 福廼屋総合食品 福廼屋総合食品 JTB360
28兵庫 豊岡 なし 柳行李弁当 やなぎごうりべんとう 13000 たで川 たで川 調製元公式サイト 予約販売
28兵庫 豊岡 なし バスケットランチ ばすけっとらんち 3500 たで川 たで川 調製元公式サイト 予約販売
28兵庫 豊岡 城崎温泉 献上かにずし けんじょうかにずし 1600 たで川 たで川 JTB361 １１～３月販売
28兵庫 豊岡 城崎温泉 城崎のかにずし きのさきのかにずし 1120 たで川 たで川 JTB361 JR345
28兵庫 豊岡 城崎温泉 玄さんの但馬牛ちらし げんさんのたじまぎゅうちらし 1050 たで川 たで川 JTB361 JR345
28兵庫 豊岡 城崎温泉 但馬牛牛弁 たじまぎゅうぎゅうべん 1050 たで川 たで川 JTB361 １０～３月販売
28兵庫 豊岡 城崎温泉 幕の内弁当こうのとりの郷 まくのうちべんとうこうのとりのさと 1050 たで川 たで川 JTB361 JR345
28兵庫 豊岡 城崎温泉 かにずし かにずし 920 たで川 たで川 JTB361 JR345 JR345「但馬名物かにずし」
28兵庫 豊岡 城崎温泉 但馬名物かに釜めし たじまめいぶつかにかまめし 920 たで川 たで川 JTB361 １０～３月販売
28兵庫 豊岡 なし 小鯛ずし こだいずし 870 たで川 たで川 調製元公式サイト ４～８月販売
28兵庫 豊岡 なし 日本海名物いかずし にほんかいめいぶついかずし 680 たで川 たで川 調製元公式サイト ７～８月販売
28兵庫 浜坂 なし 余部鉄橋物語 あまるべてっきょうものがたり 1000 米田茶店 米田茶店 JTB360
28兵庫 浜坂 なし かに寿司 かにずし 900 米田茶店 米田茶店 JTB360
29奈良 吉野口 なし 柿の葉寿しミックス かきのはずしみっくす 1000 柳屋 柳屋 JTB300 JR332
29奈良 吉野口 なし 柿の葉寿し かきのはずし 880 柳屋 柳屋 JTB300 JR332
29奈良 吉野口 なし 鮎ずし あゆずし 800 柳屋 柳屋 JTB300 JR332
29奈良 吉野口 なし 産比米 むすめ 750 柳屋 柳屋 JTB300 JR332
29奈良 吉野口 なし きぬ巻時雨寿司 きぬまきしぐれずし 460 柳屋 柳屋 JTB300 JR332
30和歌山 和歌山 なし 小鯛寿司 こだいずし 4300 和歌山水了軒 和歌山水了軒 調製元公式サイト

30和歌山 和歌山 なし 小鯛寿司 こだいずし 2850 和歌山水了軒 和歌山水了軒 調製元公式サイト

30和歌山 和歌山 なし 小鯛雀寿し こだいすずめずし 2250 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JTB296 JR322 JR322「小鯛雀寿し（特上）」
30和歌山 和歌山 なし 小鯛雀寿し こだいすずめずし 2100 和歌山水了軒 和歌山水了軒 調製元公式サイト

30和歌山 和歌山 なし 花咲弁当 はなさきべんとう 1250 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR322
30和歌山 和歌山 なし 小鯛雀寿し こだいすずめずし 1250 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JTB296 JR322
30和歌山 和歌山 なし 小鯛雀寿し こだいすずめずし 1050 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JTB296 JR322
30和歌山 和歌山 なし えびずし えびずし 1050 阪和第一食堂 阪和第一食堂 JTB296 JR322
30和歌山 和歌山 なし えびずし えびずし 480 阪和第一食堂 阪和第一食堂 JTB296
30和歌山 和歌山 なし 紀州丼 きしゅうどん 1000 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR322
30和歌山 和歌山 なし 紀州寿司めぐり きしゅうすしめぐり 1000 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR322
30和歌山 和歌山 なし 紀州の味熊野さば寿司 きしゅうのあじくまのさばずし 950 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR322
30和歌山 和歌山 なし わさび寿司 わさびずし 950 和歌山水了軒 和歌山水了軒 駅弁屋のホームページ

30和歌山 和歌山 なし 鯛ちらし寿司 たいちらしずし 850 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JTB296 JR322 JR322「鯛ちらし」
30和歌山 和歌山 なし さんま寿司 さんまずし 850 和歌山水了軒 和歌山水了軒 駅弁屋のホームページ

30和歌山 和歌山 なし 紀州の味柿の葉寿し きしゅうのあじかきのはずし 1100 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR322
30和歌山 和歌山 なし 紀州の味柿の葉寿し きしゅうのあじかきのはずし 800 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JTB296 JR322
30和歌山 和歌山 なし 熊野牛の巻寿し くまのぎゅうのまきずし 800 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JTB296 JR322
30和歌山 和歌山 なし えびフライ弁当 えびふらいべんとう 760 阪和第一食堂 阪和第一食堂 JTB296 JR322 JR322では650円
30和歌山 和歌山 なし 和歌山のお弁当 わかやまのおべんとう 750 阪和第一食堂 阪和第一食堂 当館
30和歌山 和歌山 なし ひれかつ弁当 ひれかつべんとう 730 阪和第一食堂 阪和第一食堂 JTB296 JR322 JR322では650円
30和歌山 和歌山 なし 紀州の味さんま寿司 きしゅうのあじさんまずし 700 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR322
30和歌山 和歌山 なし とんかつ弁当 とんかつべんとう 700 ？ ？ JR322
30和歌山 和歌山 なし めはり寿し めはりずし 600 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JTB296
30和歌山 和歌山 なし ２色ずし にしょくずし 500 ？ ？ JR322
30和歌山 和歌山 なし 五目ちらし寿司 ごもくちらしずし 380 ？ ？ JTB296
30和歌山 御坊 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 1000 御坊あしべ 御坊あしべ 当館
30和歌山 御坊 なし 清姫一夜寿し きよひめいちやずし 870 御坊あしべ 御坊あしべ JTB297 JR322
30和歌山 御坊 なし さんま寿司 さんまずし 700 御坊あしべ 御坊あしべ 当館
30和歌山 御坊 なし 子安いなり寿し こやすいなりずし 500 御坊あしべ 御坊あしべ JTB297 JR322
30和歌山 紀伊田辺 なし 弁鶏 べんけい 850 矢野 ＪＲＳＮ 当館
30和歌山 紀伊田辺 なし 紀州てまり弁当 きしゅうてまりべんとう 850 矢野 ＪＲＳＮ 当館
30和歌山 紀伊田辺 なし 熊野古道めぐり くまのこどうめぐり 850 矢野 ＪＲＳＮ 当館
30和歌山 紀伊勝浦 なし 春咲弁 はるさきべん 1430 川柳 川柳 駅弁図鑑西日本版 １２～３月販売
30和歌山 紀伊勝浦 なし 鮪素停育 まぐろすていく 1030 川柳 川柳 JTB298 JR323
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都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
30和歌山 紀伊勝浦 なし 紀の国弁当 きのくにべんとう 720 川柳 川柳 JTB298 JR323
30和歌山 紀伊勝浦 なし さんま姿寿司 さんますがたずし 600 川柳 川柳 JTB298 JR323 JR323では630円
30和歌山 新宮 紀伊勝浦 南紀くじら弁当 なんきくじらべんとう 1300 丸新 丸新 JTB279
30和歌山 新宮 紀伊勝浦 太刀魚鮨 たちうおずし 1230 丸新 丸新 駅弁図鑑西日本版

30和歌山 新宮 なし 紀州熊野路弁当 きしゅうくまのじべんとう 1050 丸新 丸新 調製元公式サイト

30和歌山 新宮 なし まぐろ祭り まぐろまつり 1050 丸新 丸新 調製元公式サイト

30和歌山 新宮 紀伊勝浦 くじら釜めし くじらかまめし 950 丸新 丸新 JTB279 JR228
30和歌山 新宮 紀伊勝浦 鯖めはり さばめはり 950 丸新 丸新 JTB279 JR228
30和歌山 新宮 紀伊勝浦 熊野弁当 くまのべんとう 920 丸新 丸新 JTB279 JR228
30和歌山 新宮 なし 販売五〇周年記念さんま鮨 はんばいごじゅっしゅうねんきねんさんまずし 840 丸新 丸新 調製元公式サイト

30和歌山 新宮 紀伊勝浦 さんま鮨 さんまずし 630 丸新 丸新 JTB279 JR228
30和歌山 新宮 紀伊勝浦 めはり寿し めはりずし 630 丸新 丸新 JTB279 JR228
31鳥取 鳥取 なし 特選笹かに（かに味噌入り） とくせんささかに 2100 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 駅弁屋のホームページ

31鳥取 鳥取 なし さば寿し さばずし 1680 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB362 JR347 JR347「山陰鳥取の味さば寿し」
31鳥取 鳥取 なし かに幕の内 かにまくのうち 1400 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB362 JR347
31鳥取 鳥取 なし とっとりの居酒屋 とっとりのいざかや 1350 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB362 JR347 JR347「山陰の旬の味とっとりの居酒屋」
31鳥取 鳥取 なし お好みかに寿し おこのみかにずし 1250 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB362 JR347
31鳥取 鳥取 なし ほかほか駅弁鳥取牛弁当 ほかほかえきべんとっとりぎゅうべんとう 1150 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB362 JR347
31鳥取 鳥取 なし いかすみ弁当黒めし いかすみべんとうくろめし 1100 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB362 JR347
31鳥取 鳥取 なし 山陰鳥取かにめし さんいんとっとりかにめし 1100 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB362 JR347
31鳥取 鳥取 なし 城下町とっとり じょうかまちとっとり 1050 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB362 JR347
31鳥取 鳥取 なし しいたけ弁当素晴ら椎茸 しいたけべんとうすばらしいたけ 1000 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB362 JR347
31鳥取 鳥取 なし ゲゲゲの鬼太郎風呂茶漬け げげげのきたろうふろちゃづけ 1000 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB362 JR347
31鳥取 鳥取 倉吉 元祖かに寿し がんそかにずし 980 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB363 JR347 １９５２年登場
31鳥取 鳥取 なし 鳥取三十二万石 とっとりさんじゅうにまんごく 980 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB363 JR347
31鳥取 鳥取 なし あご寿し あごずし 850 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB363 JR347 JR347「山陰鳥取あご寿し」
31鳥取 鳥取 なし スーパーはくとジオラマ弁当 すーぱーはくとじおらまべんとう 840 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB363
31鳥取 鳥取 なし 砂丘鳥取味の弁当 さきゅうとっとりあじのべんとう 820 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB363 JR347
31鳥取 鳥取 なし 鳥取大砂丘おこわ弁当 とっとりだいさきゅうおこわべんとう 820 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB363 JR347
31鳥取 鳥取 なし 黒いかめし くろいかめし 500 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR347
31鳥取 米子 なし 吾左衛門鮓（鯛） ござえもんずしたい 2572 米吾 米吾 JTB364 JR349
31鳥取 米子 なし 吾左衛門鮓（鱒） ござえもんずします 2415 米吾 米吾 JTB364 JR349
31鳥取 米子 なし 吾左衛門鮓（鯖・江戸風） ござえもんずしさばえどふう 1890 米吾 米吾 JTB364 JR349
31鳥取 米子 なし 吾左衛門の燻し鮓（鯖） ござえもんのいぶしずしさば 1869 米吾 米吾 JTB364 JR349
31鳥取 米子 倉吉 吾左衛門鮓（鯖） ござえもんずしさば 1774 米吾 米吾 JTB363 JR349
31鳥取 米子 倉吉 吾左衛門鮓（蟹） ござえもんずしかに 1732 米吾 米吾 JTB363 JR349
31鳥取 米子 なし 吾左衛門鮓（漬け鯵） ござえもんずしづけあじ 1470 米吾 米吾 JTB364 JR349
31鳥取 米子 なし 海の宝箱 うみのたからばこ 1260 米吾 米吾 JTB364 JR349
31鳥取 米子 なし 吾左衛門弁当 ござえもんべんとう 1220 米吾 米吾 JTB364 JR349
31鳥取 米子 なし 吾左衛門鮓５切セット ござえもんずしごきれせっと 1150 米吾 米吾 JTB364 JR349 JR349「吾左衛門５切セット」
31鳥取 米子 なし かにちらし寿し かにちらしずし 1020 米吾 米吾 JTB365 JR349
31鳥取 米子 なし 日本海寿司 にほんかいずし 1020 米吾 米吾 駅弁図鑑西日本版

31鳥取 米子 なし 吾左衛門鯖４貫セット ござえもんさばよんかんせっと 980 米吾 米吾 JTB365
31鳥取 米子 なし うなぎ弁当 うなぎべんとう 920 米吾 米吾 JTB365
31鳥取 米子 なし 伯耆物語 ほうきものがたり 920 米吾 米吾 JTB365 JR349
31鳥取 米子 なし 赤貝飯 あかがいめし 900 米吾 米吾 JTB365 JR349 JR349「赤貝めし」
31鳥取 米子 なし 大山おこわ だいせんおこわ 840 米吾 米吾 JTB365 JR349 JR349「大山オコワ」
31鳥取 米子 なし 牛弁 ぎゅうべん 840 米吾 米吾 駅弁図鑑西日本版

32島根 松江 なし ごきげんべんとう ごきげんべんとう 1500 一文字屋 一文字屋 JR353
32島根 松江 なし 松江堀川遊覧おべんとう まつえほりかわゆうらんおべんとう 1400 一文字屋 一文字屋 JTB366 JR353 JR353「出雲の国松江藩松江堀川遊覧おべんとう」
32島根 松江 なし ご婦人お好み幕の内「出雲美人」 ごふじんおこのみまくのうちいずもびじん 1200 一文字屋 一文字屋 JTB366 JR353
32島根 松江 なし およぎ牛弁当 およぎうしべんとう 1100 一文字屋 一文字屋 JTB366 JR353
32島根 松江 なし 境港水揚げ蟹としじみのもぐり寿し さかいみなとみずあげかにとしじみのもぐりずし 1100 一文字屋 一文字屋 JTB366 JR353 JR353「蟹としじみのもぐり寿し」
32島根 松江 なし 境港水揚げかにみそかに寿し さかいみなとみずあげかにみそかにずし 1100 一文字屋 一文字屋 JTB366 １０～３月販売
32島根 松江 なし 境港水揚げかにめし さかいみなとみずあげかにめし 1100 一文字屋 一文字屋 JTB366 １０～３月販売
32島根 松江 なし 出雲大社参拝記念招福ちらし いずもたいしゃさんぱいきねんしょうふくちらし 1050 一文字屋 一文字屋 JTB367 JR353 JR353「出雲招福ちらし」「950円」
32島根 松江 なし 境港水揚げかに寿し さかいみなとみずあげかにずし 1050 一文字屋 一文字屋 JTB367 JR353 JR353「山陰名物かに寿し」
32島根 松江 なし 赤貝めし弁当 あかがいめしべんとう 950 一文字屋 一文字屋 JTB367 JR353 JTB367「１０～３月販売」
32島根 松江 なし 島根牛みそ玉丼 しまねぎゅうみそたまどん 950 一文字屋 一文字屋 JTB367 JR353
32島根 松江 なし 出雲おくにのかしわめし いずもおくにのかしわめし 900 一文字屋 一文字屋 JTB367 １０～３月販売
32島根 松江 なし お弁当「勾玉」 おべんとうまがたま 900 一文字屋 一文字屋 JTB367 JR353 JR353「勾玉」
32島根 出雲市 なし 出雲そば弁当 いずもそばべんとう 1050 黒崎 黒崎 JTB368 JR357
32島根 出雲市 なし うなぎ弁当 うなぎべんとう 920 黒崎 黒崎 JTB368 JR357
32島根 出雲市 なし かに寿し かにずし 920 黒崎 黒崎 JTB368 JR357
32島根 出雲市 なし 出雲そば弁当（そばのみ） いずもそばべんとう 600 黒崎 黒崎 駅弁屋のホームページ

32島根 益田 なし かに寿司 かにずし 1050 デリカ丸久 ＪＲＳＮ 当館



駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）
都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
32島根 益田 なし さざえ弁当 さざえべんとう 950 デリカ丸久 ＪＲＳＮ 当館
32島根 益田 なし 焼さば寿司 やきさばずし 800 デリカ丸久 ＪＲＳＮ 当館
32島根 益田 なし 鶏御飯弁当 とりごはんべんとう 750 デリカ丸久 ＪＲＳＮ 当館
32島根 津和野 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 950 くぼた くぼた 当館
32島根 津和野 なし かに寿司弁当 かにずしべんとう 840 くぼた くぼた 当館
32島根 津和野 なし 山菜弁当つわぶき さんさいべんとうつわぶき 840 くぼた くぼた 駅弁図鑑西日本版 １０～５月販売
32島根 津和野 なし かしわめし弁当 かしわめしべんとう 780 くぼた くぼた 駅弁図鑑西日本版

33岡山 岡山 なし 贈答用祭ずし ぞうとうようまつりずし 2800 三好野本店 三好野本店 JR263
33岡山 岡山 なし 特上祭ずし とくじょうまつりずし 1250 三好野本店 三好野本店 JTB53 JR263 JR263「祭ずし「匠」」
33岡山 岡山 なし 祭ずし「匠」 まつりずしたくみ 1250 三好野本店 三好野本店 調製元公式サイト

33岡山 岡山 なし 牛めし ぎゅうめし 1200 三好野本店 三好野本店 JR263
33岡山 岡山 なし 岡山後楽園のお弁当 おかやまこうらくえんのおべんとう 1100 三好野本店 三好野本店 JTB53 JR263 JR262「後楽園弁当」
33岡山 岡山 なし お祭り弁当 おまつりべんとう 1100 三好野本店 三好野本店 JTB53 JR263
33岡山 岡山 なし 瀬戸内名物あなごめし せとうちめいぶつあなごめし 1100 浜吉 ＪＲＳＮ JTB53 JR263 JR262「瀬戸内名物あなごめし（焼あなご）」
33岡山 岡山 なし 蜂蜜牛肉弁当 はちみつぎゅうにくべんとう 1100 三好野本店 三好野本店 JTB53 JR263
33岡山 岡山 なし 下津井旅情 しもついりょじょう 1050 三好野本店 三好野本店 JTB53
33岡山 岡山 なし 二色御膳 にしょくごぜん 1050 藤徳物産 ＪＲＳＮ JR262
33岡山 岡山 なし はろうきてぃ釜めし はろうきてぃかまめし 1050 三好野本店 三好野本店 調製元公式サイト

33岡山 岡山 なし 彩り御膳 いろどりごぜん 1000 浜吉 ＪＲＳＮ JTB53 JR262
33岡山 岡山 なし 岡山ご馳走弁当 おかやまごちそうべんとう 1000 三好野本店 三好野本店 JTB53 JR262 JR262「岡山ご馳走弁当（祭ずし）」
33岡山 岡山 なし おむすびコロリン おむすびころりん 1000 河本食品 ＪＲＳＮ JTB53 JR262 JR262「おむすびころりん」
33岡山 岡山 なし 瀬戸内名物あなご吹き寄せ寿司 せとうちめいぶつあなごふきよせずし 1000 三好野本店 三好野本店 JTB53
33岡山 岡山 なし 美食流儀 びしょくすたいる 1000 三好野本店 三好野本店 JTB53 JR262
33岡山 岡山 なし 幕の内夢二 まくのうちゆめじ 1000 三好野本店 三好野本店 JTB210 JR262 JR262「幕の内「夢二」」
33岡山 岡山 なし 桃太郎の祭ずし ももたろうのまつりずし 1000 三好野本店 三好野本店 JTB53 JR262
33岡山 岡山 なし 山陽・九州味めぐり弁当 さんようきゅうしゅあじめぐりべんとう 1000 三好野本店 三好野本店 調製元公式サイト ２０１１年３月１日～６月３０日販売
33岡山 岡山 なし 春のさくら弁当 はるのさくらべんとう 1000 三好野本店 三好野本店 調製元公式サイト ２０１１年３月１日～５月３１日販売
33岡山 岡山 なし 和 ？ 980 ？ ？ JR262
33岡山 岡山 なし いいとこ鶏 いいとこどり 950 三好野本店 三好野本店 JTB53 JR262
33岡山 岡山 なし お祭りハローキティ おまつりはろーきてぃ 950 三好野本店 三好野本店 JTB53 JR262
33岡山 岡山 なし 黄ニラばらずし きにらばらずし 950 せとうち味倶楽部 ＪＲＳＮ JTB53 JR262
33岡山 岡山 なし 豚トコＴＯＮ とんとことん 950 三好野本店 三好野本店 JTB53 JR262 JR262「豚トコｔｏｎ」
33岡山 岡山 なし まるまる穴子寿司 まるまるあなごずし 950 三好野本店 三好野本店 JTB53 JR262 JR262「まるまる穴子ずし」
33岡山 岡山 なし 蒜山おこわ ひるぜんおこわ 900 三好野本店 三好野本店 JR262
33岡山 岡山 なし 瀬戸内ぐるっとよくばり弁当 せとうちぐるっとよくばりべんとう 900 三好野本店 三好野本店 JR262
33岡山 岡山 なし 八角祭ずし弁当 はっかくまつりずしべんとう 900 三好野本店 三好野本店 JR262
33岡山 岡山 なし 味折小町 あじおりこまち 900 三好野本店 三好野本店 JTB53 JR262
33岡山 岡山 なし 栗おこわ くりおこわ 900 三好野本店 三好野本店 JTB53 JR262
33岡山 岡山 なし 特上巻ずし とくじょうまきずし 850 三好野本店 三好野本店 JTB53 JR262
33岡山 岡山 なし 雅美野 みやびの 800 三好野本店 三好野本店 JTB53 JR262
33岡山 岡山 なし えびめしＶＳデミカツ弁当 えびめしぶいえすでみかつべんとう 780 三好野本店 三好野本店 調製元公式サイト

33岡山 岡山 なし まんま借り借りままかり鮨 まんまかりかりままかりずし 700 三好野本店 三好野本店 JTB53 JR262 JR262「ままかり鮨」
33岡山 岡山 なし にぎにぎおにぎり にぎにぎおにぎり 500 三好野本店 三好野本店 駅弁屋のホームページ

34広島 福山 なし 厳選松茸すきやき弁当 げんせんまつたけすきやきべんとう 1200 浜吉 浜吉 駅弁図鑑西日本版

34広島 福山 三原 廣島名物あなごめし ひろしまめいぶつあなごめし 1100 浜吉 浜吉 JTB54 JR263 JR263「廣島名物あなごめし（焼あなご）」
34広島 福山 なし 福山観光双六弁当 ふくやまかんこうすごろくべんとう 1100 浜吉 浜吉 JTB54 JR263
34広島 福山 三原 あっぱれ多幸 あっぱれたこ 1050 浜吉 浜吉 JTB54 JR263
34広島 福山 なし 福山（幕の内弁当） ふくやままくのうちべんとう 1050 浜吉 浜吉 JTB211 JR263 JR263「福山」
34広島 福山 三原 松茸すきやき弁当 まつたけすきやきべんとう 1050 浜吉 浜吉 JTB54 JR263
34広島 福山 三原 鞆龍馬と平成いろは丸弁当 ともりょうまとへいせいいろはまるべんとう 1000 浜吉 浜吉 JTB54 JR263
34広島 福山 三原、新尾道 西日本の旅 にしにほんのたび 1000 浜吉 浜吉 JTB54 JR263
34広島 福山 なし 福山ばら寿司 ふくやまばらずし 1000 浜吉 浜吉 JTB54 JR263
34広島 福山 三原、新尾道 漫遊弁当 まんゆうべんとう 1000 浜吉 浜吉 JTB54 JR263
34広島 福山 なし 島めぐり しまめぐり 950 浜吉 浜吉 JR263
34広島 福山 三原 あなごめし（煮あなご） あなごめし 950 浜吉 浜吉 JTB54 JR263
34広島 福山 三原、新尾道、岡山、尾道 元祖珍辨たこめし がんそちんべんたこめし 950 浜吉 浜吉 JTB54 JR262
34広島 福山 なし 鞆の浦鯛の浜焼弁当 とものうらたいのはまやきべんとう 950 浜吉 浜吉 JTB54
34広島 福山 三原 広島の味覚かきめし ひろしまのみかくかきめし 950 浜吉 浜吉 JTB54 １１～３月販売
34広島 福山 三原 復古弁当 ふっこべんとう 950 浜吉 浜吉 JTB54
34広島 福山 三原 松茸めし まつたけめし 950 浜吉 浜吉 JTB54 ９～１０月販売
34広島 尾道 なし 尾道 おのみち 1050 浜吉 浜吉 JR264
34広島 三原 福山 ザ・駅弁特選あなごめし ざえきべんとくせんあなごめし 1200 浜吉 浜吉 JTB54 JR263 JR263「ザ・駅弁」
34広島 三原 なし 浮城（幕の内弁当） うきしろまくのうちべんとう 1050 浜吉 浜吉 JTB212 JR264 JR264「浮城弁当」
34広島 広島 なし 穴子寿司 あなごずし 1260 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB55
34広島 広島 なし 活あなごめし いきあなごめし 1260 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB55 JR265
34広島 広島 なし 幻霜ポークカツレツ弁当 げんそうぽーくかつれつべんとう 1100 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB55 JR265
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都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
34広島 広島 なし 牛万年煮弁当 ぎゅうまんねんにべんとう 1050 広島駅弁当 広島駅弁当 JR265 ２０１１年３月１日～６月３０日販売
34広島 広島 なし さくら＆みずほ弁当 さくらあんどみずほべんとう 1050 広島駅弁当 広島駅弁当 JR265 ２０１１年３月１日～６月３０日販売
34広島 広島 なし しゃもじかきめし しゃもじかきめし 1050 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB55 JR265 JTB55「１０～３月販売」JR265「１１～３月販売」
34広島 広島 なし ビックリたこめし びっくりたこめし 1050 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB55 JR265 JR265「びっくりたこめし」
34広島 広島 なし 広島おまかせ寿司 ひろしまおまかせずし 1050 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB55 JR265
34広島 広島 なし 夫婦あなごめし みょうとあなごめし 1050 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB55 JR265
34広島 広島 なし もみじ弁当 もみじべんとう 1050 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB55 JR265
34広島 広島 なし とろ～りあなご寿司 とろーりあなごずし 1000 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB55
34広島 広島 なし ええじゃん広島県弁当 ええじゃんひろしまけんべんとう 1000 広島駅弁当 広島駅弁当 駅弁屋のホームページ

34広島 広島 なし 廣島上等弁当 ひろしまじょうとうべんとう 1000 広島駅弁当 広島駅弁当 駅弁屋のホームページ

34広島 広島 なし もぐり寿司 もぐりずし 880 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB55 JR265
34広島 広島 なし 瀬戸絵巻 せとえまき 840 広島駅弁当 広島駅弁当 駅弁図鑑西日本版

34広島 広島 なし THEひろしま神楽寿し ざひろしまかぐらずし 800 広島駅弁当 広島駅弁当 駅弁屋のホームページ

34広島 広島 なし 山のおべんとう やまのおべんとう 750 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB55 JR265
34広島 広島 なし 幻霜ポークミルフィーユカツサンド げんそうぽーくみるふぃーゆかつさんど 680 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB55
34広島 広島 なし 大関 おおぜき 650 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB55
34広島 広島 なし こども弁当 こどもべんとう 630 広島駅弁当 広島駅弁当 JR265 ２０１１年３月１日～６月３０日販売
34広島 宮島口 なし あなごめし あなごめし 1470 うえの ＪＲＳＮ JTB214 JR巻頭 JR270「あなごめし弁当」
35山口 防府 なし サービス駅弁当 さーびすえきべんとう 550 木村寿軒 木村寿軒 当館
35山口 新山口 なし 山頭火弁当 さんとうかべんとう 1050 小郡駅弁当 小郡駅弁当 駅弁図鑑西日本版

35山口 新山口 なし 山口まるごと弁当 やまぐちまるごとべんとう 1000 小郡駅弁当 小郡駅弁当 JR271
35山口 新山口 なし 貴婦人の旅 きふじんのたび 1000 小郡駅弁当 小郡駅弁当 JTB55 JR271 JR271［ＳＬ貴婦人の旅」
35山口 新山口 なし 焼ふぐ寿司 やきふぐずし 1000 小郡駅弁当 小郡駅弁当 JTB55
35山口 新山口 なし ふく寿司弁当 ふくすしべんとう 1000 小郡駅弁当 小郡駅弁当 駅弁図鑑西日本版

35山口 新山口 なし 穴子弁当 あなごべんとう 980 小郡駅弁当 小郡駅弁当 駅弁屋のホームページ

35山口 新山口 新下関 長州さくら弁当 ちょうしゅうさくらべんとう 950 小郡駅弁当 小郡駅弁当 JTB55 新下関では土休日販売
35山口 新山口 なし 特製穴子飯 とくせいあなごめし 950 小郡駅弁当 小郡駅弁当 JTB55 JR271 JR271「特製あなごめし」
35山口 新山口 なし あなごめし あなごめし 930 小郡駅弁当 小郡駅弁当 駅弁図鑑西日本版

35山口 新山口 なし 幕の内きらら まくのうちきらら 950 小郡駅弁当 小郡駅弁当 JTB215 JR271 JR271「幕の内（きらら）」
35山口 新山口 新下関、下関 みすゞ潮彩弁当 みすずしおさいべんとう 950 小郡駅弁当 小郡駅弁当 JTB55 JR271 JTB55[新下関と下関では土休日販売」JR271「みすゞ潮彩」「土休日販売」
35山口 新山口 なし ちぐまや弁当 ちぐまやべんとう 900 小郡駅弁当 小郡駅弁当 JTB55
35山口 新山口 なし 小京都味めぐり しょうきょうとあじめぐち 880 小郡駅弁当 小郡駅弁当 駅弁図鑑西日本版

35山口 新山口 新下関、下関 ふく寿司 ふくずし 840 小郡駅弁当 小郡駅弁当 JTB55 JR巻頭 新下関と下関では土休日販売
35山口 新山口 なし 幕の内 まくのうち 800 小郡駅弁当 小郡駅弁当 駅弁図鑑西日本版

35山口 新山口 なし ＳＬ弁当 えすえるべんとう 780 小郡駅弁当 小郡駅弁当 JTB55 JR271
35山口 新山口 なし かしわめし かしわめし 780 小郡駅弁当 小郡駅弁当 JTB55 JR271
35山口 新山口 なし むすび弁当 むすびべんとう 580 小郡駅弁当 小郡駅弁当 JTB55 JR271
35山口 厚狭 なし 日替り弁当 ひがわりべんとう 200 鬼笑亭 鬼笑亭 当館 価格は参考
35山口 山口 なし 薩長同盟弁当 さっちょうどうめいべんとう 840 すぎの子 ＪＲＳＮ 当館 土休日販売
36徳島 徳島 なし 御弁当 おべんとう 1000 徳元浩一商店 四国キヨスク 当館
36徳島 徳島 なし 特撰阿波地鶏弁当 とくせんあわじどりべんとう 1000 ヨシダ 四国キヨスク JTB350
36徳島 徳島 なし 徳島食べくらべ とくしまたべくらべ 980 ヨシダ 四国キヨスク JTB350
36徳島 徳島 なし 阿波地鶏弁当 あわじどりべんとう 950 ヨシダ 四国キヨスク JTB350 四国rank
36徳島 徳島 なし 徳島牛弁当 とくしまぎゅうべんとう 950 ヨシダ 四国キヨスク JTB350
36徳島 徳島 なし 寿司 すし 700 徳元浩一商店 四国キヨスク 当館
36徳島 徳島 なし 小鯛寿司 こだいずし 700 徳元浩一商店 四国キヨスク 当館
36徳島 貞光 なし 阿波尾鶏とりめし あわおどりとりめし 950 栗尾商店 栗尾商店 四国rank 火木曜日販売
37香川 高松 なし マリンライナー弁当 まりんらいなーべんとう 1300 高松駅弁 高松駅弁 JTB326 JR488
37香川 高松 徳島、高知 アンパンマン弁当 あんぱんまんべんとう 1100 高松駅弁 高松駅弁 JTB326 JR488
37香川 高松 なし 讃岐たいらぎ弁当 さぬきたいらぎべんとう 1100 高松駅弁 高松駅弁 JTB326 JR488 四国rank
37香川 高松 なし うな重 うなじゅう 1050 高松駅弁 高松駅弁 駅弁屋のホームページ 夏期販売
37香川 高松 なし サンポート高松特製幕の内弁当 さんぽーとたかまつとくせいまくのうちべんとう 1000 高松駅弁 高松駅弁 JTB326 JR488 JR488「サンポート幕の内弁当」
37香川 高松 なし あなご飯 あなごめし 950 高松駅弁 高松駅弁 JTB326 JR488 JR488「あなごめし」
37香川 高松 なし 四国お遍路さん弁当 しこくおへんろさんべんとう 950 高松駅弁 高松駅弁 JTB326 JR488
37香川 高松 なし たこ飯 たこめし 950 高松駅弁 高松駅弁 JTB326 JR488 四国rank
37香川 高松 なし とりめし弁当 とりめしべんとう 950 高松駅弁 高松駅弁 駅弁屋のホームページ

37香川 高松 なし 讃岐路鶏めし さぬきじとりめし 930 高松駅弁 高松駅弁 JTB326 JR488 JR488「鶏めし弁当」
37香川 高松 なし 讃岐路牛めし さぬきじぎゅうめし 870 高松駅弁 高松駅弁 JTB326 JR488 JR488「牛めし弁当」
37香川 高松 なし 幕の内 まくのうち 850 高松駅弁 高松駅弁 調製元公式サイト

37香川 高松 なし あなご重 あなごじゅう 840 高松駅弁 高松駅弁 駅弁屋のホームページ 夏期販売
37香川 高松 なし 讃岐五目ずし さぬきごもくずし 820 高松駅弁 高松駅弁 JTB326 JR488
37香川 高松 なし 詰め合せ寿司 つめあわせずし 800 高松駅弁 高松駅弁 調製元公式サイト

37香川 高松 なし アンパンマン列車弁当 あんぱんまんれっしゃべんとう 740 高松駅弁 高松駅弁 JTB327 JR488
37香川 高松 なし おむすび弁当 おむすびべんとう 600 高松駅弁 高松駅弁 JTB327 JR488
37香川 高松 なし わっぱめし わっぱめし 600 高松駅弁 高松駅弁 JR488
37香川 高松 なし あなご押し寿司 あなごおしずし 580 高松駅弁 高松駅弁 JTB327 JR488 JR488「あなご押し寿司（五目）」
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都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
38愛媛 川之江 なし 特産いりこめし とくさんいりこめし 740 太平食堂 四国キヨスク 四国rank
38愛媛 川之江 なし いなり寿し いなりずし 530 太平食堂 四国キヨスク JTB328 四国rank
38愛媛 今治 なし 瀬戸の押寿司 せとのおしずし 1260 二葉 二葉 JTB329 JR494 四国rank
38愛媛 今治 なし 夢のかけ橋 ゆめのかけはし 1260 二葉 二葉 JTB329 JR494
38愛媛 今治 なし 鯛めし弁当 たいめしべんとう 1160 二葉 二葉 JTB329 JR494
38愛媛 今治 なし 鯛めし弁当 たいめしべんとう 950 二葉 二葉 JTB329 JR494
38愛媛 今治 なし 鯛めし弁当 たいめしべんとう 840 二葉 二葉 JTB329 JR494 四国rank
38愛媛 今治 なし お好み弁当（さざんか） おこのみべんとうさざんか 1050 二葉 二葉 JTB329 JR494
38愛媛 今治 なし 瀬戸内しまなみ海道ちらしずし せとうちしまなみかいどうちらしずし 1050 二葉 二葉 JTB329 JR494
38愛媛 今治 なし 盛合せずし もりあわせずし 1000 二葉 二葉 JTB329 JR494
38愛媛 今治 なし お好み弁当（さくら） おこのみべんとうさくら 980 二葉 二葉 JTB329 JR494
38愛媛 今治 なし あなごめし あなごめし 950 二葉 二葉 JTB329 JR494
38愛媛 今治 なし あなごちらし あなごちらし 630 二葉 二葉 JTB329
38愛媛 松山 なし 特選穴子寿司 とくせんあなごずし 1050 鈴木弁当店 鈴木弁当店 JTB330
38愛媛 松山 なし 四季の友 しきのとも 1000 鈴木弁当店 鈴木弁当店 JTB330 JR492
38愛媛 松山 なし 松山鮨 まつやまずし 980 鈴木弁当店 鈴木弁当店 JTB330 JR492
38愛媛 松山 なし マドンナ辨當 まどんなべんとう 870 鈴木弁当店 鈴木弁当店 JTB330 JR492
38愛媛 松山 なし 愛媛甘とろ豚麦みそ弁当 えひめあまとろぶたむぎみそべんとう 840 鈴木弁当店 鈴木弁当店 四国rank
38愛媛 松山 なし 穴子寿司 あなごずし 770 鈴木弁当店 鈴木弁当店 JTB330 JR492 JR492「あなご寿司」
38愛媛 松山 なし 醤油めし しょうゆめし 770 鈴木弁当店 鈴木弁当店 JTB330 JR492
38愛媛 松山 なし 汽車辨當 きしゃべんとう 670 鈴木弁当店 鈴木弁当店 JTB330
38愛媛 松山 なし 坊っちゃん辨當 ぼっちゃんべんとう 620 鈴木弁当店 鈴木弁当店 JTB330
39高知 高知 なし 貝飯 かいめし 1100 安藤商店 安藤商店 JTB344 四国rank
39高知 高知 なし かつおたたき弁当 かつおたたきべんとう 1050 安藤商店 安藤商店 JTB344 JR494
39高知 高知 なし 桂浜弁当 かつらはまべんとう 1050 安藤商店 安藤商店 JTB344
39高知 高知 なし 特製よさこい弁当 とくせいよさこいべんとう 1050 安藤商店 安藤商店 JTB344 JR494 JR494「よさこい弁当」
39高知 高知 なし 龍馬弁 りょうまべん 1000 安藤商店 安藤商店 JTB344 JR494
39高知 高知 なし 彩弁当 いろどりべんとう 950 安藤商店 安藤商店 JTB344 JR494
39高知 高知 なし 土佐はちきん地鶏そぼろ弁当 とさはちきんじどりそぼろべんとう 850 おくだ屋 四国キヨスク 四国rank
39高知 高知 なし うなぎめし うなぎめし 840 安藤商店 安藤商店 JTB344 JR494 JR494「うなぎ弁当」
39高知 高知 なし 日曜市のオバア弁当 にちよういちのおばあべんとう 840 安藤商店 安藤商店 JTB344 四国rank
39高知 高知 なし 土佐かつおめし弁当 とさかつおめしべんとう 500 近森産業 四国キヨスク 四国rank
39高知 高知 なし 焼きさば寿司 やきさばずし 500 本池澤 四国キヨスク 四国rank
39高知 中村 なし 幕の内 まくのうち 670 大八 土佐くろしお鉄道 当館
39高知 中村 なし 駅弁四万十 えきべんしまんと 950 ひら富 ひら富 当館
40福岡 小倉 門司港 ふくは福よぶふくめし ふくはふくよぶふくめし 1200 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JTB56 JR398 JTB56「１２～２月販売」JR398「ふくめし」
40福岡 小倉 なし 小倉弁当 こくらべんとう 1180 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JTB56
40福岡 小倉 博多 九州新幹線さくら辨當 きゅうしゅうしんかんせんさくらべんとう 1150 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JTB56 JR402 JR402「九州新幹線さくら弁当」
40福岡 小倉 なし あなごちらし寿し箱寿し あなごちらしずしはこずし 1100 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JTB56 JR402
40福岡 小倉 なし あなごちらし寿しわさび飯 あなごちらしずしわさびめし 1100 北九州駅弁当 北九州駅弁当 九州rank
40福岡 小倉 なし 巣籠辨當 すごもりべんとう 1050 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JTB56 １２～２月販売
40福岡 小倉 なし 鶏（かしわめし） とりかしわめし 1050 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JTB56
40福岡 小倉 なし 陣立巻き辨當 じんだまきべんとう 1000 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JTB56 九州rank
40福岡 小倉 なし 磯の黄金弁当 いそのおうごんべんとう 950 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JTB56 JR402 JR402「磯の黄金弁当（うにめし）」
40福岡 小倉 なし 無法松べんとう むほうまつべんとう 920 北九州駅弁当 北九州駅弁当 九州駅弁
40福岡 小倉 なし かに寿司 かにずし 920 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JTB56 JR402
40福岡 小倉 なし 特製かしわめし とくせいかしわめし 900 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JTB56 JR402
40福岡 小倉 博多 鶏檸檬すてーき辨當 とりれもんすてーきべんとう 880 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JTB56 九州rank
40福岡 小倉 門司港、門司 一等幕の内 いっとうまくのうち 880 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JTB388 JR398
40福岡 小倉 なし 武蔵小次郎弁当 むさしこじろうべんとう 820 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JTB56
40福岡 小倉 門司港、門司 小倉かしわめし こくらかしわめし 750 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JTB56 JR398 JR398「小倉のかしわめし」
40福岡 折尾 なし 鉢盛かしわめし はちもりかしわめし 5000 東筑軒 東筑軒 調製元公式サイト

40福岡 折尾 黒崎 玄界灘海の幸（押し寿し） げんかいなだうみのさちおしずし 1100 東筑軒 東筑軒 JTB390
40福岡 折尾 黒崎 はかた地どり（五目かしわ） はかたじどりごもくかしわ 1100 東筑軒 東筑軒 JTB390
40福岡 折尾 小倉、黒崎 かしわめしおりお かしわめしおりお 1000 東筑軒 東筑軒 JTB56 JR404
40福岡 折尾 黒崎、若松、直方 五平太弁当 ごへいたべんとう 1000 東筑軒 東筑軒 JTB390 九州rank
40福岡 折尾 博多 大名道中駕籠 だいみょうどうちゅうかご 1000 東筑軒 東筑軒 JTB57 JR404 九州rank
40福岡 折尾 小倉 特製折尾名物「かしわめし」 とくせいおりおめいぶつかしわめし 1000 東筑軒 東筑軒 JTB56
40福岡 折尾 黒崎 駅物語 えきものがたり 900 東筑軒 東筑軒 JTB390 九州rank
40福岡 折尾 黒崎、赤間、福間、若松、直方 鯖棒寿司 さばぼうずし 900 東筑軒 東筑軒 JTB390
40福岡 折尾 黒崎、八幡 幕の内弁当 まくのうちべんとう 750 東筑軒 東筑軒 九州駅弁
40福岡 折尾 戸畑、黒崎、赤間、福間、若松、直方、八幡 かしわめし かしわめし 750 東筑軒 東筑軒 JTB389 JR403 JR403「かしわめし弁当」
40福岡 折尾 戸畑、黒崎、赤間、福間、若松、直方、八幡 かしわめし かしわめし 650 東筑軒 東筑軒 JTB389 JR403 JR403「かしわめし弁当」
40福岡 博多 なし 博多発夫婦弁当 はかたはつふうふべんとう 10500 てら岡 フードサービス ＪＲ九州公式サイト 予約販売
40福岡 博多 なし 夫婦おしどり弁当 ふうふおしどりべんとう 1600 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ 駅弁図鑑西日本版

40福岡 博多 なし 博多鯛寿司 はかたたいずし 1500 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ 駅弁図鑑西日本版
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都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
40福岡 博多 なし うまか幕の内弁当 うまかまくのうちべんとう 1100 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ 駅弁図鑑西日本版

40福岡 博多 なし 田中駅長おすすめ弁当 たなかえきちょうおすすめべんとう 1100 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ 駅弁図鑑西日本版

40福岡 博多 なし 九州物語 きゅうしゅうものがたり 1100 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ JTB57
40福岡 博多 なし いか三昧弁当 いかざんまいべんとう 1100 萬坊 ？ 九州駅弁
40福岡 博多 なし 九州男弁当 くすおべんとう 1050 芙蓉別館 フードサービス JTB57 JR406 九州rank
40福岡 博多 鳥栖、新鳥栖 鳥栖弁当 とすべんとう 1000 中央軒 フードサービス JTB57
40福岡 博多 なし 博多っ子弁当 はかたっこべんとう 1000 中央軒 フードサービス JTB57
40福岡 博多 なし 博多〆鯖ちらし寿し はかたしめさばちらしずし 1000 ？ フードサービス JTB57
40福岡 博多 なし からしめんたい弁当 からしめんたいべんとう 1000 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ 駅弁図鑑西日本版

40福岡 博多 小倉 さば寿司 さばずし 945 清広食品 ＪＲＳＮ JTB56
40福岡 博多 なし 行楽弁当 こうらくべんとう 900 中央軒 フードサービス JR406
40福岡 博多 なし かしわ手羽先辨當 かしわてばさきべんとう 880 北九州駅弁当 フードサービス JTB391
40福岡 博多 なし かしわめし弁当 かしわめしべんとう 850 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ 駅弁図鑑西日本版

40福岡 博多 なし ちらし寿司元気もん ちらしずしげんきもん 850 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ 駅弁図鑑西日本版

40福岡 博多 なし いわしずし いわしずし 840 清広食品 ＪＲＳＮ JTB57
40福岡 博多 小倉 たかな寿し たかなずし 840 清広食品 ＪＲＳＮ JTB56
40福岡 博多 なし 娘てまり弁当 こてまりべんとう 840 ？ フードサービス JR406
40福岡 博多 なし 駅舎竹籠弁当 えきしゃたけかごべんとう 840 北九州駅弁当 北九州駅弁当 調製元公式サイト

40福岡 博多 なし うみたけ寿司 うみたけずし 800 中央軒 フードサービス JTB392 JR406 JTB57では900円
40福岡 博多 なし かしわめし弁当 かしわめしべんとう 800 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ JTB57 JR406
40福岡 博多 なし 花咲きちらし寿し はなさきちらしずし 800 ？ ？ JTB57 JR406 JR406「花咲ちらしずし」
40福岡 博多 なし 特上・さば寿し（小） とくじょうさばずし 800 ？ フードサービス JTB57
40福岡 博多 なし かしわおにぎり弁当 かしわおにぎりべんとう 780 ？ ？ JR406
40福岡 博多 なし 味三昧弁当 あじざんまいべんとう 780 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ JTB57 JR406
40福岡 博多 なし 博多から揚げ弁当 はかたからあげべんとう 780 北九州駅弁当 フードサービス JTB58
40福岡 博多 なし ○△□弁当 まるさんかくしかくべんとう 760 ？ フードサービス JTB58
40福岡 博多 なし かしわめし かしわめし 750 ？ ？ JTB58
40福岡 博多 なし 鶏めし弁当 とりめしべんとう 750 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ JTB58 JR406
40福岡 博多 なし 博多かしわ飯弁当 はかたかしわめしべんとう 750 北九州駅弁当 フードサービス JTB58 JR406
40福岡 博多 なし 博多わっぱ弁当 はかたわっぱべんとう 720 中央軒 フードサービス JTB58
40福岡 博多 なし おにぎり弁当 おにぎりべんとう 680 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ JTB58 JR406
40福岡 博多 なし 幸巻ずし（花ぐるま） こまきずし 580 川扇 フードサービス JTB58
40福岡 博多 なし 南関いなり なんかんいなり 580 ？ フードサービス JTB58 九州rank
40福岡 久留米 博多 香草物語 こうそうものがたり 900 中央軒 リテール JTB57 JR406
40福岡 久留米 なし ゆふいんの旅 ゆふいんのたび 800 中央軒 リテール JTB64 JR409
40福岡 久留米 なし 愛菜弁当 あいさいべんとう 700 中央軒 リテール JTB64 JR409
40福岡 久留米 なし 肉めし にくめし 630 中央軒 リテール 当館 ２０１１年３月１２日復活
40福岡 久留米 なし かしわてりやき弁当 かしわてりやきべんとう 525 中央軒 リテール 当館 ２０１１年３月１２日登場
40福岡 筑後船小屋 久留米、新大牟田 四季御膳 しきごぜん 890 花むすび リテール 当館 ２０１１年３月１２日登場
40福岡 筑後船小屋 久留米、新大牟田 奥八女のお煮しめ弁当 おくやめのおにしめべんとう 550 花むすび リテール 当館 ２０１１年３月１２日登場
40福岡 新大牟田 筑後船小屋 タイラギめし たいらぎめし 840 やまひら リテール 当館 ２０１１年３月１２日登場
41佐賀 鳥栖 新鳥栖 牛めし ぎゅうめし 1100 中央軒 中央軒 JTB393 JR408 九州rank
41佐賀 鳥栖 博多、久留米、新鳥栖 長崎街道焼麦弁当 ながさきかいどうしゃおまいべんとう 900 中央軒 中央軒 JTB57 JR406 九州rank
41佐賀 鳥栖 なし あさりめし あさりめし 850 中央軒 中央軒 JTB393 JR408 九州rank
41佐賀 鳥栖 新鳥栖 肥前路弁当 ひぜんじべんとう 800 中央軒 中央軒 JTB393 JR408
41佐賀 鳥栖 なし 焼麦 しゃおまい 800 中央軒 中央軒 九州駅弁
41佐賀 鳥栖 なし 焼麦 しゃおまい 525 中央軒 中央軒 九州駅弁
41佐賀 鳥栖 なし 焼麦 しゃおまい 400 中央軒 中央軒 九州駅弁
41佐賀 鳥栖 なし 花つくし はなつくし 740 中央軒 中央軒 JTB393 JR408 JR408では735円
41佐賀 鳥栖 久留米 焼麦弁当 しゃおまいべんとう 700 中央軒 中央軒 JTB64 JR408
41佐賀 鳥栖 博多、久留米、新鳥栖 かしわめし かしわめし 680 中央軒 中央軒 JTB64 JR408
41佐賀 佐賀 なし 佐賀黒毛和牛牛すき弁当 さがくろげわぎゅうぎゅうすきべんとう 1260 新玉 新玉 JTB418 JR440 九州rank
41佐賀 佐賀 なし 佐賀名産特製ちらし寿司 さがめいさんとくせいちらしずし 1260 新玉 新玉 JTB418 JR440 九州rank JR440「佐賀名産ちらし寿司」
41佐賀 佐賀 なし 錦弁当 にしきべんとう 940 新玉 新玉 JTB418 JR440
41佐賀 佐賀 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 940 新玉 新玉 九州駅弁
41佐賀 佐賀 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 730 新玉 新玉 九州駅弁
41佐賀 佐賀 なし 佐賀みつせ鶏とりトロ弁当 さがみつせどりとりとろべんとう 730 新玉 新玉 JTB418 JR440 九州rank
41佐賀 佐賀 なし かにちらしずし かにちらしずし 630 新玉 新玉 JTB418 JR440
41佐賀 佐賀 なし のり弁当 のりべんとう 630 新玉 新玉 JR440
41佐賀 佐賀 なし 小紋 こもん 630 新玉 新玉 九州駅弁
41佐賀 佐賀 なし おにぎり弁当 おにぎりべんとう 520 新玉 新玉 JR440
41佐賀 有田 なし 有田焼きカレー ありたやきかれー 1500 創ギャラリーおおた リテール JTB418 九州rank
42長崎 佐世保 なし 元祖レモンステーキ弁当 がんそれもんすてーきべんとう 1250 松僖軒 松僖軒 JTB420 JR442 九州rank
42長崎 佐世保 なし 元祖レモンステーキ弁当 がんそれもんすてーきべんとう 1100 松僖軒 松僖軒 JR442
42長崎 佐世保 なし 花ちらし はなちらし 1200 松僖軒 松僖軒 JR442
42長崎 佐世保 なし 花ちらし はなちらし 700 松僖軒 松僖軒 JR442
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都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
42長崎 佐世保 なし 高菜弁当 たかなべんとう 1100 松僖軒 松僖軒 JTB420 JR442
42長崎 佐世保 なし 高菜＆あなごめし たかなあんどあなごめし 1100 松僖軒 松僖軒 九州駅弁
42長崎 佐世保 なし 特製あごめし ひらどなんばんあごめし 1100 松僖軒 松僖軒 JTB420 JR442 九州rank JTB420「平戸南蛮あごめし」
42長崎 佐世保 なし 特製あごめし とくせいあごめし 750 松僖軒 松僖軒 JR442
42長崎 佐世保 なし かきめし かきめし 1000 松僖軒 松僖軒 JTB420 １１月下旬～３月上旬販売
42長崎 佐世保 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 780 松僖軒 松僖軒 九州駅弁
42長崎 佐世保 なし 花ちらし弁当 はなちらしべんとう 700 松僖軒 松僖軒 九州駅弁
42長崎 長崎 なし 長崎卓袱弁当 しっぽくべんとう 1300 テイストサプライ リテール JTB420
42長崎 長崎 なし 鯨カツ弁当 くじらかつべんとう 1050 くらさき リテール JTB420 JR442
42長崎 長崎 なし 長崎街道 ながさきかいどう 1050 いずや弁当 リテール JTB420 JR442
42長崎 長崎 なし 長崎ぶらぶら弁当 ながさきぶらぶらべんとう 1000 テイストサプライ リテール JTB420
42長崎 長崎 なし 龍馬とお龍のおしどり弁当 りょうまとおりょうのおしどりべんとう 1000 テイストサプライ リテール JTB420 JR442 九州rank
42長崎 長崎 なし 龍馬弁当 りょうまべんとう 1000 いずや弁当 リテール JTB421 JR442
42長崎 長崎 なし 角寿し弁当 かくずしべんとう 840 ？ リテール JTB421 JR442
42長崎 長崎 なし さば鮨 さばずし 840 ？ リテール JTB421 JR442
42長崎 長崎 なし 四季彩弁当 しきさいべんとう 800 ？ リテール JTB421 JR442
42長崎 長崎 なし トルコライス とるこらいす 800 テイストサプライ リテール JTB421 JR442 九州rank
42長崎 長崎 なし 長崎すりみ揚げ弁当 ながさきすりみあげべんとう 780 テイストサプライ リテール JTB421 九州rank
42長崎 長崎 なし 角煮いかめし かくにいかめし 750 珠の里 リテール JTB421 JR442 JR442「長崎すり身揚げ弁当」
42長崎 長崎 なし 角煮めし弁当 かくにめしべんとう 750 坂本屋 リテール JTB421 JR442 JR442「角煮弁当」
42長崎 長崎 なし ちらし寿し ちらしずし 525 ？ リテール JTB421 JR442 JR442「ちらしずし」
42長崎 長崎 なし 角寿司 かくずし 504 やまと リテール JTB421
42長崎 長崎 なし 角寿司詰合せ かくずしつめあわせ 472 ？ リテール JTB421
43熊本 熊本 なし 味彩 あじさい 1100 音羽家 音羽家 JTB64 JR414
43熊本 熊本 なし 殿様弁当 とのさまべんとう 1100 音羽家 音羽家 JTB64 JR414 九州rank 12/28～1/3販売なし
43熊本 熊本 なし 肥後彩り弁当 ひごいろどりべんとう 1050 ニシコーフードサービス ニシコーフードサービス ＪＲ九州公式サイト

43熊本 熊本 なし あやめ あやめ 1000 音羽家 音羽家 JTB64 JR414
43熊本 熊本 なし すいぜんじ すいぜんじ 1000 音羽家 音羽家 JTB64 JR414
43熊本 熊本 なし 阿蘇おこわ弁当 あそおこわべんとう 1000 ニシコーフードサービス ニシコーフードサービス 九州駅弁
43熊本 熊本 なし 阿蘇高菜弁当 あそたかなべんとう 1000 ニシコーフードサービス ニシコーフードサービス 九州rank
43熊本 熊本 なし くまんどんのおてもやん弁当 くまんどんのおてもやんべんとう 900 ニシコーフードサービス ニシコーフードサービス 九州rank
43熊本 熊本 なし 中華弁当 ちゅうかべんとう 900 音羽家 音羽家 JTB64
43熊本 熊本 なし うま～かさくら弁当 うまーかさくらべんとう 880 ニシコーフードサービス ニシコーフードサービス 九州rank
43熊本 熊本 なし 九州うまか赤鶏弁当 きゅうしゅううまかあかどりべんとう 820 ニシコーフードサービス ニシコーフードサービス 九州駅弁
43熊本 熊本 なし おにぎり弁当 おにぎりべんとう 580 音羽家 音羽家 JTB64 JR414
43熊本 熊本 なし おごっつお弁当 おごっつおべんとう 500 ニシコーフードサービス ニシコーフードサービス 九州駅弁
43熊本 熊本 新八代、八代 阿蘇赤うし あそあかうし 1100 頼朝商店 リテール JTB64 JR413 九州rank
43熊本 熊本 新八代、八代 鮎屋三代 あゆやさんだい 1100 頼朝商店 リテール JTB64 JR413 九州rank
43熊本 熊本 新八代、八代 鮎屋の極薦 あゆやのごくせん 1100 頼朝商店 リテール JTB64 JR413
43熊本 熊本 新八代、八代 天草大王地鶏めし あまくさだいおうじどりめし 1050 頼朝商店 リテール JTB64 JR413 九州rank
43熊本 熊本 なし 鮎屋の得薦 あゆやのとくせん 950 頼朝商店 リテール 九州rank
43熊本 熊本 新八代、八代 このしろ寿司 このしろすし 780 頼朝商店 リテール JTB64 JR413
43熊本 人吉 なし 人吉旅情弁当 ひとよしりょじょうべんとう 1000 人吉弁当やまぐち 人吉弁当やまぐち ＪＲ九州公式サイト

43熊本 人吉 なし ＳＬ弁当人吉球磨物語 えすえるべんとうひとよしくまものがたり 人吉弁当やまぐち 人吉弁当やまぐち 九州駅弁
43熊本 人吉 なし 鶏のてりやき弁当 とりのてりやきべんとう 1000 人吉弁当やまぐち 人吉弁当やまぐち JTB466 JR461 九州rank
43熊本 人吉 なし 鮎ずし あゆずし 900 人吉弁当やまぐち 人吉弁当やまぐち JTB466 JR461 九州rank
43熊本 人吉 なし 栗おこわ くりおこわ 900 人吉弁当やまぐち 人吉弁当やまぐち JTB466
43熊本 人吉 なし 栗めし くりめし 900 人吉弁当やまぐち 人吉弁当やまぐち JTB466 JR461 九州rank
43熊本 人吉 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 900 人吉弁当やまぐち 人吉弁当やまぐち 九州駅弁
43熊本 人吉 なし 山麓おむすび さんろくおむすび 390 人吉弁当やまぐち 人吉弁当やまぐち 当館
43熊本 人吉 なし サンドイッチ さんどいっち 310 人吉弁当やまぐち 人吉弁当やまぐち 当館
43熊本 立野 なし ニコニコ饅頭 にこにこまんじゅう 350 ニコニコ屋 ニコニコ屋 当館
44大分 大分 なし 豊後牛めし ぶんごぎゅうめし 1500 ビオティックジャパン ビオティックジャパン JTB451 九州rank
44大分 大分 なし 大分おむすび弁当 おおいたおむすびべんとう 1000 ビオティックジャパン ビオティックジャパン JTB451 九州rank
44大分 大分 なし 豊のしゃも弁当 とよのしゃもべんとう 1000 ビオティックジャパン ビオティックジャパン JTB451
44大分 大分 なし 万葉弧悲歌 まんようこいうた 1000 ビオティックジャパン ビオティックジャパン 九州駅弁
44大分 日田 なし たかなそぼろ弁当 たかなそぼろべんとう 840 寶屋 リテール 当館 注文販売
44大分 日田 なし 鮎すし あゆすし 735 寶屋 リテール 当館 注文販売
44大分 日田 なし たかな巻すし たかなまきすし 630 寶屋 リテール 当館 注文販売
45宮崎 宮崎 なし 上等幕の内弁当 じょうとうまくのうちべんとう 920 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 九州駅弁
45宮崎 宮崎 なし 上等椎茸めし じょうとうしいたけめし 920 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JTB461 JR466 JR466「椎茸めし」
45宮崎 宮崎 なし 宮崎の彩り みやざきのいろどり 850 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JTB461
45宮崎 宮崎 南宮崎 元祖椎茸めし がんそしいたけめし 720 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JTB461 JR466 九州rank JR466「椎茸めし」
45宮崎 宮崎 なし 日向鶏弁当 ひゅうがどりべんとう 720 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JTB461
45宮崎 宮崎 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 720 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 九州駅弁
45宮崎 宮崎 なし ひむかの完熟豚ロース丼 ひむかのかんじゅくぶたろーすどん 650 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JTB461 九州rank
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都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典１ 出典２ 出典３ 出典４以下 備考
45宮崎 宮崎 なし ミニ椎茸めし みにしいたけめし 520 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JR466
45宮崎 宮崎 なし ミニ幕の内 みにまくのうち 450 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 九州駅弁
45宮崎 西都城 なし プチかしわめし ぷちかしわめし 1575 せとやま弁当 せとやま弁当 調製元公式サイト

45宮崎 西都城 なし プチかしわめし ぷちかしわめし 1050 せとやま弁当 せとやま弁当 調製元公式サイト

45宮崎 西都城 都城 ざ・日本一 ざにほんいち 1000 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB462
45宮崎 西都城 なし 松花堂花ごよみ しょうかどうはなごよみ 1000 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB462
45宮崎 西都城 なし 特製かしわめし とくせいかしわめし 1000 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB462
45宮崎 西都城 なし 都城島津の里 みやこのじょうしまづのさと 1000 せとやま弁当 せとやま弁当 九州rank 駅弁屋のホームページ

45宮崎 西都城 なし ぼんちの春 ぼんちのはる 1000 せとやま弁当 せとやま弁当 調製元公式サイト

45宮崎 西都城 なし 盆地の牛めし ぼんちのぎゅうめし 840 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB462
45宮崎 西都城 なし 黒豚五健弁当 くろぶたごけんべんとう 840 せとやま弁当 せとやま弁当 駅弁屋のホームページ

45宮崎 西都城 都城 かしわめし かしわめし 720 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB462 JR466 九州rank
45宮崎 西都城 なし かしわめし かしわめし 580 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB462
45宮崎 西都城 なし 山里の味栗めし やまざとのあじくりめし 720 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB462
45宮崎 西都城 なし ゆかりめし ゆかりめし 720 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB462
45宮崎 西都城 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 720 せとやま弁当 せとやま弁当 調製元公式サイト

45宮崎 西都城 なし プチかしわめし ぷちかしわめし 525 せとやま弁当 せとやま弁当 調製元公式サイト

45宮崎 西都城 なし よかにせ豚” よかにせどん 300 せとやま弁当 せとやま弁当 調製元公式サイト

46鹿児島 鹿児島中央 出水、川内 曽於さくら牛しぐれ碗 そおさくらぎゅうしぐれわん 2500 松栄軒 リテール JTB64
46鹿児島 鹿児島中央 博多 山陽・九州路の味めぐり「うまかもん街道」 さんようきゅうしゅうじのあじめぐりうまかもんかいどう 1500 明和食品 フードサービス JR406
46鹿児島 鹿児島中央 なし うまかもん街道 うまかもんかいどう 1500 明和食品 フードサービス JTB65
46鹿児島 鹿児島中央 出水、川内 鹿児島よくばり弁当 かごしまよくばりべんとう 1100 松栄軒 リテール JTB64 JR428
46鹿児島 鹿児島中央 出水、博多 黒豚横丁 くろぶたよこちょう 1100 松栄軒 リテール JTB65 JR406
46鹿児島 鹿児島中央 なし さつま姫物語 さつまひめものがたり 1100 松栄軒 リテール JTB65
46鹿児島 鹿児島中央 出水、川内 鹿児島黒豚赤ワインステーキ弁当 かごしまくろぶたあかわいんすてーきべんとう 1050 松栄軒 リテール JTB64 JR428 九州rank
46鹿児島 鹿児島中央 出水、川内、博多 極黒豚めし きわみくろぶためし 1050 松栄軒 リテール JTB64 JR406 JR406「「極」黒豚めし」
46鹿児島 鹿児島中央 出水 鹿児島県産黒毛和牛ステーキ弁当 かごしまけんさんくろげわぎゅうすてーきべんとう 1050 松栄軒 リテール JTB65 九州rank
46鹿児島 鹿児島中央 出水 龍馬薩摩路紀行 りょうまさつまじきこう 1050 松栄軒 リテール JTB65 JR428 九州rank JR428では1100円
46鹿児島 鹿児島中央 川内 さつま旅物語 さつまたびものがたり 1050 松栄軒 リテール JTB65
46鹿児島 鹿児島中央 なし さくら自慢弁当 さくらじまんべんとう 1050 明和食品 フードサービス JTB65
46鹿児島 鹿児島中央 博多 西郷丼 せごどん 1050 明和食品 フードサービス JTB65 JR406
46鹿児島 鹿児島中央 出水 薩摩黒豚丼 さつまくろぶたどん 980 松栄軒 リテール 駅弁屋のホームページ

46鹿児島 鹿児島中央 なし 鰹一本釣り弁当 かつおいっぽんづりべんとう 850 ぶるぺん リテール JTB65 JR428 九州rank ２００８年登場
46鹿児島 鹿児島中央 なし 美味しいとこだけ鹿児島 おいしいとこだけかごしま 840 ？ リテール JTB65 JR428
46鹿児島 鹿児島中央 博多 かごっま弁 かごっまべん 840 明和食品 フードサービス JTB65 JR406
46鹿児島 鹿児島中央 なし かごんまさくら寿し かごんまさくらずし 700 ？ リテール JTB65 JR428
46鹿児島 鹿児島中央 なし とりっ娘 とりっこ 700 ぶるぺん リテール JTB65 JR428 ２００９年登場
46鹿児島 鹿児島中央 なし 黒豚弁当 くろぶたべんとう 650 ますみつ リテール JTB65 JR428 九州rank
46鹿児島 出水 なし さつまうなぎ飯 さつまうなぎめし 1400 松栄軒 出水駅観光特産品館 九州駅弁
46鹿児島 出水 なし 鹿児島黒豚炙り弁当 かごしまくろぶたあぶりべんとう 1100 松栄軒 出水駅観光特産品館 九州駅弁
46鹿児島 出水 なし 鹿児島黒毛和牛ステーキ重 かごしまくろげわぎゅうすてーきじゅう 1100 松栄軒 出水駅観光特産品館 九州駅弁
46鹿児島 出水 なし 薩摩おごじょ弁当 さつまおごじょべんとう 1100 松栄軒 出水駅観光特産品館 JR429
46鹿児島 出水 なし 鹿児島黒毛和牛サーロインステーキ重 かごしまくろげわぎゅうさーろいんすてーきじゅう 1100 松栄軒 出水駅観光特産品館 JR429
46鹿児島 出水 なし かごんま黒ぶた弁当 かごんまくろぶたべんとう 1050 松栄軒 出水駅観光特産品館 九州駅弁
46鹿児島 出水 なし さつま赤鶏めし さつまあかどりめし 1050 松栄軒 出水駅観光特産品館 九州駅弁
46鹿児島 出水 鹿児島中央、川内 あゆ物語 あゆものがたり 900 松栄軒 出水駅観光特産品館 JTB64 JR428
46鹿児島 出水 鹿児島中央、川内 えびめし えびめし 900 松栄軒 出水駅観光特産品館 JTB64 JR428 九州rank
46鹿児島 出水 なし いかめし いかめし 900 松栄軒 出水駅観光特産品館 九州駅弁
46鹿児島 出水 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 900 松栄軒 出水駅観光特産品館 九州駅弁
46鹿児島 嘉例川 なし 百年の旅物語かれい川 ひゃくねんのたびものがたりかれいがわ 1050 森の弁当やまだ屋 森の弁当やまだ屋 JTB466 九州rank 土休日販売
46鹿児島 吉松 なし 特製弁当 とくせいべんとう 1050 たまり たまり 九州駅弁
46鹿児島 吉松 なし 御弁当 おべんとう 630 たまり たまり JTB466
47沖縄 壺川 なし 海人がつくる壺川駅前弁当 うみんちゅがつくるつぼかわえきまえべんとう 800 那覇市沿岸漁業協同組合 那覇市沿岸漁業協同組合 当館 注文販売



駅弁一覧除外対象品　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧除外対象品　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧除外対象品　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）駅弁一覧除外対象品　２０１１年版（ウェブサイト「駅弁資料館」まとめ）
都道府県 主販売駅 他販売駅 駅弁の名称 駅弁のよみがな 価格 調製元 販売元 出典 備考
07福島 いわき なし 釜めし弁当 かまめしべんとう 900 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB595 ２０１０年までに「五目わっぱめし」へリニューアル
14神奈川 新川崎 保土ケ谷 いなり小町 いなりこまち 500 崎陽軒 崎陽軒 JTB229 ２００９年６月に「いなり寿司」へリニューアル
14神奈川 逗子 なし 鯵の押寿し（特上） あじのおしずしとくじょう 1200 大船軒 大船軒 JTB231 「伝承鯵の押寿し」と同じ物か
14神奈川 逗子 なし あじさいちらしずし あじさいちらしずし 680 大船軒 大船軒 JTB231 「特製あじさいちらしずし」と同じ物か
14神奈川 逗子 なし かあさん弁当 かあさんべんとう 680 大船軒 大船軒 JTB231
15新潟 越後湯沢 なし あつあつ日本海さけかに合戦 あつあつにほんかいさけかにかっせん 1100 長岡浩養軒 長岡浩養軒 JTB561 ２００９年７月廃業
15新潟 越後湯沢 なし あつあつもぉ～舞っちゃう あつあつもぉ～まっちゃう 1100 長岡浩養軒 長岡浩養軒 JTB561 ２００９年７月廃業
15新潟 越後湯沢 なし 日本海さけかに合戦 にほんかいさけかにかっせん 1000 長岡浩養軒 長岡浩養軒 JTB561 ２００９年７月廃業
15新潟 越後湯沢 なし ほたて舞 ほたてまい 980 長岡浩養軒 長岡浩養軒 JTB561 ２００９年７月廃業
15新潟 越後湯沢 なし 松茸めし まつたけめし 950 長岡浩養軒 長岡浩養軒 JTB561 ２００９年７月廃業
15新潟 越後湯沢 なし 旬の風 しゅんのかぜ 930 長岡浩養軒 長岡浩養軒 JTB561 ２００９年７月廃業
15新潟 越後湯沢 なし まいたけ弁当 まいたけべんとう 930 長岡浩養軒 長岡浩養軒 JTB561 ２００９年７月廃業
15新潟 越後湯沢 なし あつあつまいたけ釜めし あつあつまいたけかまめし 900 長岡浩養軒 長岡浩養軒 JTB562 ２００９年７月廃業
15新潟 越後湯沢 なし 長者弁当 ちょうじゃべんとう 840 長岡浩養軒 長岡浩養軒 JTB562 ２００９年７月廃業
15新潟 越後湯沢 なし いか味付めし いかあじつけめし 800 長岡浩養軒 長岡浩養軒 JTB562 ２００９年７月廃業
26京都 京都 なし 加茂川弁当 かもがわべんとう 1500 萩の家 萩の家 JTB49 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし 鰻のねどこ うなぎのねどこ 1100 萩の家 萩の家 JTB49 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし こてまり こてまり 1000 萩の家 萩の家 JTB49 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし 精進弁当 しょうじんべんとう 1000 萩の家 萩の家 JTB49 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし 新撰組ゆかりの幕の内 しんせんぐみゆかりのまくのうち 1000 萩の家 萩の家 JTB49 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし 鯛めし たいめし 1000 萩の家 萩の家 JTB49 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし 竹籠弁当 たけかごべんとう 1000 萩の家 萩の家 JTB49 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし 平安弁当 へいあんべんとう 1000 萩の家 萩の家 JTB50 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし 洋風デリシャス ようふうでりしゃす 1000 萩の家 萩の家 JTB50 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし 京扇 980 萩の家 萩の家 JTB50 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし 旅籠めし はたごめし 980 萩の家 萩の家 JTB50 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし 京風幕の内 きょうふうまくのうち 850 萩の家 萩の家 JTB50 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし 紅がら御膳 べにがらごぜん 850 萩の家 萩の家 JTB50 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし うなぎめし うなぎめし 840 萩の家 萩の家 JTB50 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし 笹うなぎ ささうなぎ 820 萩の家 萩の家 JTB50 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし 鯖寿司 さばずし 640 萩の家 萩の家 JTB50 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし とんかつ弁当 とんかつべんとう 630 萩の家 萩の家 JTB50 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし ボックスランチ ぼっくすらんち 630 萩の家 萩の家 JTB50 ２０１０年中に駅弁撤退
26京都 京都 なし いわな寿司 いわなずし 530 萩の家 萩の家 JTB50 ２０１０年中に駅弁撤退


