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１．はじめに１．はじめに１．はじめに１．はじめに

当館では２０１０年より毎年４月に「駅弁一覧」を制作しています。

これは、２０００種とも３０００種とも４０００種とも言われる全国の駅弁の総数がはっきりしないことと、これに関して当館への問い合わせが多いためです。

本資料で全国すべての駅弁をカバーすることは無理ですが、そこそこに正確な概数をつかむことはできていると考えています。

なお、本資料そのものの個人的な範囲を越える使用は禁止させていただきます。

（過去に広告収入の確保と個人情報の抜き取り？を目的としたと思われるサイトの制作にデータが使われたため。）

２．駅弁の出典２．駅弁の出典２．駅弁の出典２．駅弁の出典

第１位　ＪＴＢパブリッシング「ＪＴＢ時刻表　２０１４年５月号」※ＪＲとつながりの薄い私鉄の駅弁は掲載なし、一部の駅は情報が古い。　※三桁数字は掲載ページを示す。

第２位　交通新聞社「ＪＲ時刻表　２０１４年５月号」※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。　※三桁数字は掲載ページを示す。

第３位　北海道ジェイ・アール・エージェンシー「ＴＨＥＪＲＨｏｋｋａｉｄｏ　２０１４年５月号」※北海道のみ掲載。疑義駅弁も多く掲載。

第３位　日本鉄道構内営業中央会西日本支部「駅弁図鑑　西日本編」ウェブサイト　※ＪＲ西日本エリアの駅弁のみが対象。

第３位　九州旅客鉄道「九州駅弁グランプリ（第１０回）」ウェブサイト　※２０１３年１０月～２０１４年３月に開催された駅弁キャンペーン。九州の駅弁のみが対象。

第３位　四国旅客鉄道「四国の駅弁選手権２０１３」ウェブサイト　※２０１３年１０月～２０１４年４月に開催された駅弁キャンペーン。四国の駅弁のみが対象。

第３位　東日本旅客鉄道「駅弁味の陣２０１３」チラシ　※２０１３年１０月～１１月に開催された駅弁キャンペーン。ＪＲ東日本エリアの駅弁のみが対象。

第４位　各調製元の公式サイト　※年１回以上の更新が行われていると見えるサイトのみを参照。

第４位　京王百貨店駅弁大会（２０１４年１月）

第４位　阪神百貨店駅弁大会（２０１４年１月）

第４位　鶴屋駅弁大会（２０１４年２月）

第４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。

※ＪＲ時刻表２０１４年４月号が駅弁を非掲載にしたことから、第１～３位の出典を例年より１か月遅れにしました。

３．調製元や販売元の略称３．調製元や販売元の略称３．調製元や販売元の略称３．調製元や販売元の略称

「ＮＲＥ」日本レストランエンタプライズ（本社、仙台、盛岡、秋田）

「リテール」ＪＲ東日本リテールネット

「伯養軒」ウェルネス伯養軒（郡山、仙台、盛岡、青森）

「ＪＲＣＰ」ジェイアール東海パッセンジャーズ

「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

「ＪＲＫＲ」ＪＲ九州リテール

「ＪＲＦＳ」ジェイアール九州フードサービス

４．掲載基準等４．掲載基準等４．掲載基準等４．掲載基準等

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ません。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ません。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ません。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ません。

駅弁の調製元及び販売元は、出典（「当館」を除く）に明記がなければ、実体験及び想像によります。

価格の異なる同名駅弁は複数種類扱いとしました。

販売駅の異なる同一駅弁は単一種類扱いとしました。

駅弁の名前は出典によりゆらぎがあるため、当館で最大公約数的に決めました。

駅弁と紹介されることの多い駅前弁当を含みます。

鉄道銘菓を含みます。どこまで含めるかは当館で決めました。

車内販売限定弁当は含みません。ただし出典（「当館」を除く）に駅名付きで掲載があれば掲載しました。

梅小路蒸気機関車館、鉄道博物館、リニア・鉄道館など、博物館の中で売られる「駅弁」は含みません。



当館定義の疑義駅弁も、出典（「当館」を除く）に掲載があれば掲載しました。

記念駅弁及び期間限定駅弁は、出典の第１位～第３位に掲載があるものと、定期的に出てくるもののみ掲載しました。

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）です。

「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ました。

「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ました。

「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」「鮨」のよみがなは、接頭辞の場合は「すし」、接尾辞の場合は「ずし」に統一しました

「ＶＳ」のよみがなは「ばーさす」、「＆」のよみがなは「あんど」、「・」にはよみがなを振らないこととしました。

駅弁の販売（開始）年は原則として、駅で売られ始めた年としました。

駅弁の販売（開始）年は、資料によりかなりゆらぎがありますので、確証は持てません。

５．主な駅弁や調製元の現況について５．主な駅弁や調製元の現況について５．主な駅弁や調製元の現況について５．主な駅弁や調製元の現況について

稚内駅弁の販売は２０１２年４月から再開発ビル内の売店や食堂で実施されている模様。

２０１１年１０月から休業中であった遠軽駅弁の岡村べんとう屋は２０１２年７月に営業を再開。

釧路駅での駅弁販売の現況はよくわからない。

摩周駅弁の現況は不詳。

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。

函館駅弁のみかどは２０１２年１月に撤退。駅弁はそのままジェイ・アールはこだて開発に引き継がれた。

江差駅は２０１４年５月１１日限り。「新・江差駅弁当」はその後も販売が続くらしい。

八戸駅弁のニュー八は２０１４年５月に破産。

秋田駅弁の泉秋軒（２０１４年４月破産）の駅弁はそのまま掲載。

宮古駅弁の魚元は東日本大震災の影響により、２０１１年３月から現地での駅弁の調製は休業中である模様。

原ノ町駅弁の丸屋は東日本大震災の影響により、駅弁の調製は２０１１年３月から休業中。ホテルは営業中。

土浦駅弁の富久善は２０１２年２月までに撤退した模様。

成田空港駅の駅弁売店「駅弁空弁屋旨囲門」は２０１２年中に閉店した模様。

糸魚川駅弁のたかせは２０１３年１１月限りで閉店。

鯖江駅弁の実態は不詳。

北陸本線各地に駅弁売店を持つ北陸トラベルサービスは２０１４年内に清算の予定。

長野駅弁の吉美は２０１２年３月に撤退。

新金谷駅弁の大鉄フードは、静岡駅弁の東海軒が買収し、２０１４年２月２８日から東海軒大鉄フード。

和歌山駅弁の和歌山水了軒の駅弁売店は２０１４年２月または４月から休止中。

御坊駅弁の現況は不詳。

新宮駅弁の丸新は２０１３年秋頃に撤退。

防府駅弁の現況は不詳。

厚狭駅の鬼笑亭は２０１４年５月３１日限りで閉店。

高松駅弁の高松駅弁（２０１４年５月廃業）の駅弁はそのまま掲載した。

山口駅「薩長同盟弁当」は２０１３年１０月に現地での販売を確認。

徳島駅弁の徳元浩一商店（紀伊國屋）の販売現況は不詳。

熊本駅弁の音羽家は２０１３年３月頃に撤退。

三角駅での駅弁の販売は２０１３年以降は行われていない模様。

鹿児島駅弁の明和食品は２０１２年夏頃に撤退した模様。

６．その他、本資料に関する注記６．その他、本資料に関する注記６．その他、本資料に関する注記６．その他、本資料に関する注記



２０１４年４月の消費税率改定に伴う駅弁の価格変更に対応。そうとはいえないものには備考欄に【旧価格？】と書いた。

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。

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。

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？）

千葉駅の期間限定駅弁は年間で数十種にのぼると想像される。

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。

東京駅の駅弁はＮＲＥ、ＪＲＣＰ、リテールの３社で取り扱う弁当と定義。グランスタダイニングその他エキナカの惣菜を含まない。

神奈川県の崎陽軒、大船軒、東華軒の駅弁の販売駅はとても把握できない。

箱根湯本駅の駅弁はもっとあると思う。

新神戸駅の淡路屋の駅弁の販売駅は把握できない。

博多駅の駅弁はもっとあるかもしれない。

７．改定履歴７．改定履歴７．改定履歴７．改定履歴

１版　2014/5/25　2111種類を掲載

２版　2014/5/29　2131種類を掲載　当館収集年月日を追加、ＪＲ東日本リテールネットの社名訂正、新青森、高崎、西武秩父、東京、横浜、静岡、草津、宇土の駅弁等を追加、厚狭の現況を反映



ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０１４年版（２０１４年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０１４年版（２０１４年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０１４年版（２０１４年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０１４年版（２０１４年４月時点）
当館収集 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 発売年備考
20021109 01北海道 稚内 なし 最北駅弁帆立 さいほくえきべんほたて 940 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 JR691 JTB692 TheJRH 予約販売
20021109 01北海道 稚内 なし さいほくかにめし さいほくかにめし 972 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 JR691 TheJRH 京王 予約販売、TheJRHは990円

未 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 1080 ふじ田 ふじ田 ＪＲ北海道

20120116 01北海道 稚内 なし 蟹・いくら丼 かにいくらどん 1026 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 JR691 京王 2011 予約販売
20140119 01北海道 稚内 なし 海の七つ星 うみのななつほし 1080 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 JR691 京王 2014

未 01北海道 稚内 なし 海鮮三色弁当 かいせんさんしょくべんとう 1134 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 JR691 JTB692 TheJRH 京王 2014 JTB692とTheJRHは1100円
20140126 01北海道 稚内 なし 三宝めし さんぽうめし 1188 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 JR691 TheJRH 京王 予約販売、TheJRHは1150円

未 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 1230 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 TheJRH 阪神 【旧価格？】予約販売
20080216 01北海道 稚内 なし うに壷 うにつぼ 1242 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 JR691 JTB692 TheJRH 京王 2007 予約販売、JTB692とTheJRHは1230円

20101114 01北海道 稚内 なし 最北たらば弁当 さいほくたらばべんとう 1296 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 JR691 TheJRH 京王 2010 予約販売、TheJRHは1300円
未 01北海道 稚内 なし 食べくらべ四大かにめし たべくらべよんだいかにめし 1350 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 JR691 TheJRH 京王 予約販売

20040417 01北海道 遠軽 なし かにめし かにめし 1000 岡村べんとう屋 岡村べんとう屋 JR696 TheJRH ＪＲ北海道 特急発着時のみ販売
20030201 01北海道 網走 なし 帆立弁当 ほたてべんとう 900 モリヤ商店 モリヤ商店 JR697 TheJRH ＪＲ北海道

20040419 01北海道 網走 なし かにめし弁当 かにめしべんとう 900 モリヤ商店 モリヤ商店 JR697 JTB691 TheJRH ＪＲ北海道

未 01北海道 網走 なし 幕の内オホーツク弁当 まくのうちおほーつくべんとう 900 モリヤ商店 モリヤ商店 JR697 JTB691 TheJRH
20080202 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 1100 モリヤ商店 モリヤ商店 JR697 JTB691 TheJRH

未 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 1200 モリヤ商店 モリヤ商店 JR697 JTB691 TheJRH
未 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 1300 モリヤ商店 モリヤ商店 JR697 JTB691 TheJRH
未 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 1300 モリヤ商店 モリヤ商店 JR697 JTB691 TheJRH
未 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 1300 モリヤ商店 モリヤ商店 JR697 JTB691 TheJRH

20040125 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 1400 モリヤ商店 モリヤ商店 JR697 TheJRH
未 01北海道 網走 なし 磯宴（生ウニ） いそうたげなまうに 1400 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB691
未 01北海道 厚岸 なし さんまの焼棒寿司 さんまのやきぼうずし 650 氏家待合所 氏家待合所 TheJRH 2013 土日販売
未 01北海道 厚岸 なし さんまめし さんまめし 700 氏家待合所 氏家待合所 JR697 TheJRH 2013
未 01北海道 厚岸 なし 炎の豚丼 ほのおのぶたどん 800 氏家待合所 氏家待合所 JR697 TheJRH 2009 予約販売

20040419 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 氏家待合所 JR697 TheJRH THEJRHでは予約販売
20100114 01北海道 厚岸 なし かきめし かきめし 1010 氏家待合所 氏家待合所 JR697 JTB687 TheJRH 京王 1963 木曜定休、臨時休業あり
20120218 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 1080 引田屋商店 北海道キヨスク JR695 京王

未 01北海道 釧路 なし さばのほっかぶり寿司といわしのほっかぶり寿司詰合せ さばのほっかぶりずし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 京王 2014 【旧価格？】
未 01北海道 釧路 なし いわしとさばのほっかぶり寿司詰合せ いわしとさばのほっかぶりずしつめあわせ 1130 引田屋商店 北海道キヨスク JTB686 鶴屋
未 01北海道 釧路 なし いわしのほっかぶりとさばのほっかぶりの詰合 いわしのほっかぶりとさばのほっかぶりのつめあわせ 1130 引田屋商店 北海道キヨスク JR695
未 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 1150 引田屋商店 北海道キヨスク JR695
未 01北海道 釧路 なし いわしのほっかぶり寿司とサーモンの詰合せ いわしのほっかぶりずしとさーもんのつめあわせ 1260 引田屋商店 北海道キヨスク 京王 2014 【旧価格？】
未 01北海道 釧路 なし さばのづけ握りといわしのほっかぶり さばのづけにぎりといわしのほっかぶり 1260 引田屋商店 北海道キヨスク 京王 2014 【旧価格？】
未 01北海道 釧路 なし さばのほっかぶり寿司 さばのほっかぶりずし 1290 引田屋商店 北海道キヨスク JR695 京王 2014
未 01北海道 釧路 なし 四品盛 よんしなもり 1365 引田屋商店 北海道キヨスク 京王 【旧価格？】
未 01北海道 釧路 なし 釧路のいかめし くしろのいかめし 550 釧祥館 釧祥館 TheJRH 予約販売

20020215 01北海道 釧路 なし かに飯 かにめし 840 釧祥館 釧祥館 JR695 JTB686 TheJRH JR695は810円
20020215 01北海道 釧路 なし かきべん かきべん 990 釧祥館 釧祥館 JR695 JTB686 TheJRH 京王 JR695は972円
20140116 01北海道 釧路 なし 台湾鉄道・釧祥館友好弁当 たいわんてつどうせんしょうかんゆうこうべんとう 980 釧祥館 釧祥館 京王 2014 【旧価格？】
20140126 01北海道 釧路 なし 花咲かにわっぱ はなさきかにわっぱ 980 釧祥館 釧祥館 京王 【旧価格？】

未 01北海道 釧路 なし 蟹ちらし かにちらし 1000 釧祥館 釧祥館 TheJRH 阪神 予約販売
未 01北海道 釧路 なし かにづくし かにづくし 1000 釧祥館 釧祥館 京王 【旧価格？】
未 01北海道 釧路 なし かに釜めし かにかまめし 1030 釧祥館 釧祥館 TheJRH 予約販売
未 01北海道 釧路 なし かにづくし かにづくし 1080 釧祥館 釧祥館 TheJRH 予約販売
未 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 1080 釧祥館 釧祥館 JR695 JTB686 TheJRH

20020127 01北海道 釧路 なし 釧路漁礁 くしろぎょしょう 1080 釧祥館 釧祥館 JR695 JTB686 TheJRH 1990
20050123 01北海道 釧路 なし 花咲かに丼（加熱式） はなさきかにどん 1100 釧祥館 釧祥館 阪神 【旧価格？】
20031108 01北海道 釧路 なし 蟹ちらし かにちらし 1155 釧祥館 釧祥館 京王 【旧価格？】

未 01北海道 釧路 なし かに二重めし かににじゅうめし 1200 釧祥館 釧祥館 JR695 JTB686 TheJRH 京王 2014 JR695は1188円
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20140115 01北海道 釧路 なし うに・いくら丼 うにいくらどん 1230 釧祥館 釧祥館 JR695 TheJRH 京王 2011 予約販売、JR695は1242円

未 01北海道 釧路 なし 厚岸かきホット辨當（加熱式） あっけしかきほっとべんとう 1300 釧祥館 釧祥館 阪神 2014 【旧価格？】
20140109 01北海道 釧路 なし かに盛弁当 かにもりべんとう 1350 釧祥館 釧祥館 JR695 京王 2014

未 01北海道 釧路 なし 蟹いくらちらし かにいくらちらし 1365 釧祥館 釧祥館 京王 2014 【旧価格？】
未 01北海道 釧路 なし 北海輝きちらし ほっかいかがやきちらし 1365 釧祥館 釧祥館 京王 2014 【旧価格？】
未 01北海道 釧路 なし 三色ちらし さんしょくちらし 1365 釧祥館 釧祥館 京王 【旧価格？】
未 01北海道 釧路 なし いくらちらし いくらちらし 1365 釧祥館 釧祥館 京王 2014 【旧価格？】

20140120 01北海道 釧路 なし たらば三昧弁当 たらばざんまいべんとう 1380 釧祥館 釧祥館 京王 2014 【旧価格？】
20120117 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 JR695 JTB686 TheJRH 京王 2000 JR695は1566円

未 01北海道 釧路 なし 釧祥館ちらし せんしょうかんちらし 1575 釧祥館 釧祥館 京王 【旧価格？】
未 01北海道 釧路 なし 蟹三昧ちらし かにざんまいちらし 1575 釧祥館 釧祥館 京王 2014 【旧価格？】
未 01北海道 釧路 なし 蟹棒入三色ちらし かにぼういりさんしょくちらし 1890 釧祥館 釧祥館 京王 【旧価格？】

20040418 01北海道 池田 なし バナナ饅頭 ばななまんじゅう 620 米倉屋 北海道キヨスク TheJRH ＪＲ北海道 1904 鉄道銘菓、木曜定休
20070615 01北海道 池田 なし 親子弁当 おやこべんとう 648 米倉屋 北海道キヨスク TheJRH 1905
20040418 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 1080 米倉屋 米倉屋 JR693 TheJRH 1974 予約販売

未 01北海道 池田 なし バナナ饅頭 ばななまんじゅう 1240 米倉屋 北海道キヨスク TheJRH 1904 鉄道銘菓
20040418 01北海道 帯広 なし にぎり にぎり 450 金扇 金扇 調製元
20100924 01北海道 帯広 なし にぎりっ子 にぎりっこ 680 金扇 金扇 JTB685 調製元
20040418 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
20030920 01北海道 帯広 なし 豚どん ぶたどん 1200 金扇 金扇 JTB685 調製元

未 01北海道 旭川 なし 助六寿し すけろくずし 540 旭川駅立売 旭川駅立売 TheJRH
未 01北海道 旭川 なし しょうゆ焼きそば しょうゆやきそば 540 旭川駅立売 旭川駅立売 JR678 TheJRH 2013
未 01北海道 旭川 なし グルメＢＯＸ ぐるめぼっくす 890 旭川駅立売 旭川駅立売 JR678 TheJRH
未 01北海道 旭川 なし 熊笹寿し くまささずし 910 旭川駅立売 旭川駅立売 JR678 TheJRH

20040417 01北海道 旭川 なし 旭岳べんとう あさひだけべんとう 950 旭川駅立売 旭川駅立売 JR678 JTB672 TheJRH
20140113 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 1030 旭川駅立売 旭川駅立売 JR678 JTB672 TheJRH 京王
20130113 01北海道 旭川 なし 番屋めし ばんやめし 1080 旭川駅立売 旭川駅立売 JR678 JTB672 TheJRH 京王 2012

未 01北海道 旭川 なし 海宝めし かいほうめし 1080 旭川駅立売 旭川駅立売 JR678 TheJRH 2013
20140109 01北海道 旭川 なし 炭火焼豚とろめし すみびやきとんとろめし 1080 旭川駅立売 旭川駅立売 JR678 JTB672 TheJRH 京王 2013
20130113 01北海道 旭川 なし 蝦夷海鮮鮨 えぞかいせんずし 1080 旭川駅立売 旭川駅立売 JR678 JTB672 TheJRH TheJRHでは1,300円
20120129 01北海道 旭川 なし 北海バラちらし ほっかいばらちらし 1140 旭川駅立売 旭川駅立売 TheJRH 2011

未 01北海道 旭川 なし ずわいかにめし ずわいかにめし 1150 旭川駅立売 旭川駅立売 JR678 JTB672 TheJRH
未 01北海道 旭川 なし かにめしどんぶり かにめしどんぶり 1180 旭川駅立売 旭川駅立売 JR678 TheJRH 2013

20101114 01北海道 旭川 なし 北海玉手箱 ほっかいたまてばこ 1180 旭川駅立売 旭川駅立売 JR678 JTB672 TheJRH 京王 2007
未 01北海道 旭川 なし 炭火焼北海道産ホエー豚丼 すみびやきほっかいどうさんほえーぶたどん 1200 旭川駅立売 旭川駅立売 JR678 TheJRH 京王 2011

20020202 01北海道 旭川 なし どんぶり子 どんぶりこ 1250 旭川駅立売 旭川駅立売 JR678 JTB672 TheJRH
未 01北海道 旭川 なし かに盛弁当 かにもりべんとう 1350 旭川駅立売 旭川駅立売 JR678 京王 2014
未 01北海道 旭川 なし 北海の彩り ほっかいのいろどり 1365 旭川駅立売 旭川駅立売 京王 【旧価格？】
未 01北海道 旭川 なし かにいくら弁当 かにいくらべんとう 1365 旭川駅立売 旭川駅立売 京王 【旧価格？】
未 01北海道 旭川 なし 三色弁当 さんしょくべんとう 1365 旭川駅立売 旭川駅立売 京王 【旧価格？】
未 01北海道 旭川 なし かに三昧弁当 かにざんまいべんとう 1480 旭川駅立売 旭川駅立売 阪神 【旧価格？】

20030215 01北海道 旭川 なし 海鮮てんこめし かいせんてんこめし 1520 旭川駅立売 旭川駅立売 JR678 JTB672 TheJRH
未 01北海道 旭川 なし かに盛三昧 かにもりざんまい 1575 旭川駅立売 旭川駅立売 京王 【旧価格？】

20130127 01北海道 旭川 なし まんざいどん まんざいどん 1575 旭川駅立売 旭川駅立売 京王 【旧価格？】
未 01北海道 旭川 なし かに棒入三色弁当 かにぼういりさんしょくべんとう 1890 旭川駅立売 旭川駅立売 京王 【旧価格？】

20021109 01北海道 富良野 旭川 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 当館 2002 ６～８月販売
20061028 01北海道 留萌 なし にしんおやこ にしんおやこ 890 北海コーポレーション 北海コーポレーション 当館 2003 【旧価格？】２日前までの予約販売？

20120128 01北海道 留萌 なし 数の子弁当 かずのこべんとう 980 北海コーポレーション 北海コーポレーション 当館 2008 【旧価格？】２日前までの予約販売

20040418 01北海道 深川 なし 特撰寿司 とくせんすし 430 高橋商事 高橋商事 TheJRH
未 01北海道 深川 なし ウロコダンゴ うろこだんご 585 高橋商事 高橋商事 TheJRH 1913 鉄道銘菓
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20040418 01北海道 深川 なし ウロコダンゴ うろこだんご 650 高橋商事 高橋商事 TheJRH 1913 鉄道銘菓
20040418 01北海道 深川 なし 番屋めし ばんやめし 755 高橋商事 高橋商事 JR679 JTB671 TheJRH 2001 土休日販売、JTB671は735円
20040418 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 755 高橋商事 高橋商事 JR679 TheJRH

未 01北海道 深川 なし ウロコダンゴ うろこだんご 1170 高橋商事 高橋商事 TheJRH 1913 鉄道銘菓
未 01北海道 岩見沢 新札幌、南千歳 ホタテ釜めし ほたてかまめし 1050 花扇 北海道キヨスク JTB659 南千歳では金土日曜販売

20100808 01北海道 岩見沢 新札幌、南千歳 とり釜めし とりかまめし 1050 花扇 北海道キヨスク JTB659 南千歳では金土日曜販売
未 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 JTB671
未 01北海道 札幌 なし おすし おすし 480 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 TheJRH 調製元
未 01北海道 札幌 なし ひぐまの笹助六寿司 ひぐまのささすけろくずし 520 ？ ？ JR667
未 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

20070617 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 調製元 1906 鉄道銘菓
20040911 01北海道 札幌 なし やまべ鮭寿し やまべさけずし 600 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JR667 JTB670 TheJRH 調製元 1969

未 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 JR667 JTB670 TheJRH 調製元 2009
20140101 01北海道 札幌 なし 幕の内いしかり まくのうちいしかり 800 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JR667 JTB670 TheJRH 調製元

未 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 880 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元 ３～５月販売
20100808 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 880 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元 ６～８月販売
20110925 01北海道 札幌 なし 秋のご馳走御膳 あきのごちそうごぜん 880 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元 ９～１１月販売

未 01北海道 札幌 なし 北海道三昧・冬御膳 ほっかいどうざんまいふゆごぜん 880 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元 １２～２月販売
20050305 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 調製元 1997 冬期販売
20090117 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 900 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JR667 JTB670 TheJRH 調製元 2008

未 01北海道 札幌 なし 道産子牛めし どさんこぎゅうめし 900 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JR667 JTB670 TheJRH 調製元 2012
未 01北海道 札幌 なし 活ホタテ・ホッキバター焼き弁当 かつほたてほっきばたーやきべんとう 980 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元 2014

20021110 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 1000 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JR667 TheJRH 1983
20091004 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 JR667 JTB670 TheJRH 調製元

未 01北海道 札幌 なし 海鮮えぞ賞味 かいせんえぞしょうみ 1000 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB670 京王 1983
20041107 01北海道 札幌 なし 石狩鮭めし いしかりさけめし 1030 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JR667 JTB670 TheJRH 京王 1923
20110925 01北海道 札幌 なし ひぐまの笹寿司 ひぐまのささずし 1100 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JR667 JTB670 TheJRH 京王 2011
20080114 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 調製元 冬期販売
20100808 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 1150 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JR667 JTB670 TheJRH 調製元 1980
20090118 01北海道 札幌 なし 三大蟹味くらべ弁当 さんだいかにあじくらべべんとう 1250 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JR667 JTB670 TheJRH 京王 2005
20110110 01北海道 札幌 なし 海鮮ぜいたく寿し かいせんぜいたくずし 1350 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JR667 JTB670 TheJRH 京王
20040911 01北海道 小樽 なし 寿司 すし 480 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク TheJRH

未 01北海道 小樽 なし 明治の汽笛 めいじのきてき 850 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク JR677 JTB669 TheJRH 2010
20040911 01北海道 小樽 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 900 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク TheJRH
20030115 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 980 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク JR677 JTB669 TheJRH 京王 1981

未 01北海道 小樽 なし おたる散策の小路 おたるさんさくのこみち 1050 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク JR677 JTB669 TheJRH 2012
20021104 01北海道 小樽 なし 北海手綱 ほっかいたづな 1080 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク JR677 JTB669 TheJRH 京王 1991
20091004 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 1080 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク JR677 JTB669 TheJRH

未 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 1200 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク TheJRH 予約販売
未 01北海道 小樽 なし 海の四重奏 うみのよんじゅうそう 1260 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク 阪神 【旧価格？】
未 01北海道 小樽 なし うにめし うにめし 1290 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク TheJRH 予約販売

20060117 01北海道 小樽 なし 小樽漁華 おたるりょうか 1290 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク TheJRH 2006 予約販売
20130218 01北海道 小樽 なし いくら弁当 いくらべんとう 1290 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク JTB669 TheJRH 鶴屋
20130127 01北海道 小樽 なし 海の交響曲 うみのしんふぉにー 1350 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク TheJRH 京王 2013
20140208 01北海道 小樽 なし 海の輝き“かに彩華” うみのかがきかにあやか 1350 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク JR677 TheJRH 鶴屋 TheJRHでは予約販売
20090108 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 1350 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク JR677 JTB669 TheJRH 京王 2003

未 01北海道 小樽 なし たらばとずわいのかにずくし たらばとずわいのかにずくし 1480 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク JR677 TheJRH 京王 2013
20090125 01北海道 小樽 なし 焼たらば弁当 やきたらばべんとう 1950 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク TheJRH 2008 予約販売

未 01北海道 南千歳 苫小牧 寿司 すし 470 まるい まるい TheJRH
20070614 01北海道 南千歳 苫小牧 えぞ寿司 えぞすし 680 まるい まるい JR663 JTB658 TheJRH 1977
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20040912 01北海道 南千歳 苫小牧 サーモン寿司 さーもんずし 750 まるい まるい JR663 JTB658 TheJRH 1972

未 01北海道 南千歳 苫小牧 かにちらし かにちらし 800 まるい まるい JR663 JTB658 TheJRH
未 01北海道 南千歳 苫小牧 幕の内弁当 まくのうちべんとう 880 まるい まるい TheJRH
未 01北海道 南千歳 苫小牧 噴火湾ホタテ弁当 ふんかわんほたてべんとう 950 まるい まるい JR663 JTB658 TheJRH

20012101 01北海道 南千歳 苫小牧 うに弁当 うにべんとう 950 まるい まるい JR663 JTB658 TheJRH
20100808 01北海道 南千歳 苫小牧 ほっきめし ほっきめし 1050 まるい まるい JR663 JTB658 TheJRH

未 01北海道 南千歳 苫小牧 北の駅弁 きたのえきべん 1050 まるい まるい JR663 JTB658 TheJRH THEJRHでは予約販売
未 01北海道 南千歳 苫小牧 チップ姿寿司 ちっぷすがたずし 1050 まるい まるい TheJRH ７～９月販売

20110925 01北海道 南千歳 苫小牧 北海道汐彩弁当 ほっかいどうしおさいべんとう 1150 まるい まるい JR663 JTB658 2011
20091205 01北海道 南千歳 苫小牧 厳選いくら弁当 げんせんいくらべんとう 1150 まるい まるい JR663 JTB658 TheJRH 1981
20030110 01北海道 南千歳 苫小牧 どっさりウニ丼 どっさりうにどん 1200 まるい まるい TheJRH 予約販売

未 01北海道 南千歳 苫小牧 北海づくし ほっかいづくし 1250 まるい まるい TheJRH 予約販売
未 01北海道 南千歳 苫小牧 うにいくら弁当 うにいくらべんとう 1300 まるい まるい JR663 JTB658 TheJRH

20071013 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 730 佐藤水産 北海道キヨスク JR664 JTB660
20071013 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 730 佐藤水産 北海道キヨスク JR664 JTB660

未 01北海道 新千歳空港なし ウニめし うにめし 800 ？ ？ JR664 JTB660
未 01北海道 新千歳空港なし いかめし いかめし 801 佐藤水産 北海道キヨスク JTB660
未 01北海道 新千歳空港なし かに釜めし かにかまめし 870 佐藤水産 北海道キヨスク JR664 JTB660
未 01北海道 新千歳空港なし カニいくら弁当 かにいくらべんとう 870 ？ ？ JR664 JTB660

20011108 01北海道 新千歳空港なし 石狩鮨 いしかりずし 905 佐藤水産 北海道キヨスク JR664 JTB660
未 01北海道 新千歳空港なし 鮭親子めし さけおやこめし 970 佐藤水産 北海道キヨスク JR664
未 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 1007 佐藤水産 北海道キヨスク JR664 JTB660
未 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 1010 佐藤水産 北海道キヨスク JR664 JTB660

20041103 01北海道 新千歳空港なし かにめし かにめし 1049 佐藤水産 北海道キヨスク JTB659
未 01北海道 新千歳空港なし 焼うにめし やきうにめし 1080 佐藤水産 北海道キヨスク JR664 JTB659
未 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 1080 佐藤水産 北海道キヨスク JR664 JTB659

20111104 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 1080 佐藤水産 北海道キヨスク JR664 JTB659
未 01北海道 新千歳空港なし ズワイ押鮨 ずわいおしずし 1130 佐藤水産 北海道キヨスク JR664
未 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 1190 佐藤水産 北海道キヨスク JR664
未 01北海道 新千歳空港なし うにごはん うにごはん 1234 ？ ？ JR664 JTB659

20050219 01北海道 新千歳空港なし たらば蟹鮨 たらばかにずし 1543 佐藤水産 北海道キヨスク JR664 JTB659
20100924 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 550 西谷弁当店 西谷弁当店 JR675 JTB671 TheJRH 2003
20051022 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 1020 西谷辨當店 ？ TheJRH 2005 土日曜日販売
20051022 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 1020 西谷辨當店 ？ TheJRH 2005 土日曜日販売
20140309 01北海道 静内 なし うにとイクラの黄金鮭弁当 うにといくらのおうごんさけべんとう 1020 西谷辨當店 ？ TheJRH 2013 土日曜日販売
20070225 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 1320 西谷辨當店 ？ TheJRH 土日曜日販売

未 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 1420 西谷辨當店 ？ TheJRH 土日曜日販売
20040912 01北海道 母恋 東室蘭、室蘭 母恋めし ぼこいめし 980 ブロートン ブロートン JTB658 京王 2002

未 01北海道 室蘭 なし ぐるっと美味しい噴火湾 ぐるっとおいしいふんかわん 980 ブロートン ブロートン JTB669 2006
未 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 TheJRH
未 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
未 01北海道 洞爺 なし ほたてめし ほたてめし 1000 洞爺駅構内立売商会 洞爺駅構内立売商会 TheJRH
未 01北海道 洞爺 なし 特製かにめし とくせいかにめし 1000 洞爺駅構内立売商会 洞爺駅構内立売商会 JTB657 TheJRH JTB657は945円

20030109 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 TheJRH 2003
20071104 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 TheJRH

未 01北海道 洞爺 なし 元祖キンキ寿し（握り） がんそきんきずしにぎり 1100 洞爺駅構内立売商会 洞爺駅構内立売商会 JTB657 TheJRH 2004 JTB657は1260円
20050122 01北海道 洞爺 なし 元祖キンキ寿し（二色詰め） がんそきんきずしにしょくづめ 1260 洞爺駅構内立売商会 洞爺駅構内立売商会 JTB657 TheJRH JTB657は1350円
20100923 01北海道 小沢 なし トンネル餅 とんねるもち 400 末次敏正 末次敏正 当館 1904 駅前で販売、鉄道銘菓
20040912 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 ＪＲ北海道 1931 特急車内積込
20110924 01北海道 長万部 なし 鮭めし弁当 あきあじめしべんとう 840 かにめし本舗かなや かにめし本舗かなや 当館 1972 予約販売
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20060122 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 1080 かにめし本舗かなや ＪＲ北海道 JR662 JTB657 1949 特急車内積込
20080119 01北海道 長万部 なし 蝦夷めし えぞめし 1365 かにめし本舗かなや かにめし本舗かなや 当館 不定期販売？

未 01北海道 長万部 なし 内浦弁当 うちうらべんとう 2100 かにめし本舗かなや かにめし本舗かなや 当館 予約販売
20100809 01北海道 森 なし いかめし いかめし 550 阿部商店 北海道キヨスク JR662 JTB657 TheJRH 京王 1941
20070617 01北海道 大沼公園 なし 大沼だんご おおぬまだんご 420 沼の家 北海道キヨスク ＪＲ北海道 1905 鉄道銘菓

未 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 1080 源五郎 北海道キヨスク ＪＲ北海道 2010
20080120 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 880 ジェイ・アールはこだて開発 ジェイ・アールはこだて開発 JR661 JTB656 TheJRH 調製元 1966

未 01北海道 函館 五稜郭 函館幕の内 はこだてまくのうち 900 ジェイ・アールはこだて開発 ジェイ・アールはこだて開発 JR661 JTB656 TheJRH 調製元
未 01北海道 函館 なし 山海ほたてめし さんかいほたてめし 900 ジェイ・アールはこだて開発 ジェイ・アールはこだて開発 JR661 JTB656 TheJRH 調製元
未 01北海道 函館 なし みかどのかにめし みかどのかにめし 900 ジェイ・アールはこだて開発 ジェイ・アールはこだて開発 JR661 調製元
未 01北海道 函館 なし 豚わっぱめし ぶたわっぱめし 1000 ジェイ・アールはこだて開発 ジェイ・アールはこだて開発 JR661 調製元
未 01北海道 函館 なし 鮭いくらごはん さけいくらごはん 1000 ジェイ・アールはこだて開発 ジェイ・アールはこだて開発 JR661 調製元

20080915 01北海道 函館 なし 北の家族弁当 きたのかぞくべんとう 1100 ジェイ・アールはこだて開発 ジェイ・アールはこだて開発 JR661 JTB656 調製元 1973 JTB656は1050円
未 01北海道 函館 なし あかべこ辨當 あかべこべんとう 1200 ジェイ・アールはこだて開発 ジェイ・アールはこだて開発 調製元 2014
未 01北海道 函館 なし 蝦夷ちらし えぞちらし 1300 ジェイ・アールはこだて開発 ジェイ・アールはこだて開発 JR661 JTB656 TheJRH 調製元 2003
未 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 ジェイ・アールはこだて開発 ジェイ・アールはこだて開発 JR661 JTB656 TheJRH 調製元
未 01北海道 函館 なし 函館八景 はこだてはっけい 1500 ジェイ・アールはこだて開発 ジェイ・アールはこだて開発 調製元 2014 ４～５月販売
未 01北海道 江差 なし 新・江差駅弁当 しんえさしえきべんとう 840 れすとらん津花館 れすとらん津花館 当館 2013 ３～１１月の土日曜日販売
未 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 伯養軒 リテール ＪＲ東日本 ２日前までの予約販売

20070407 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 800 伯養軒 ＮＲＥ JR633 JTB81 1952
未 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 伯養軒 ＮＲＥ JTB81 ７月～９月販売

20020609 02青森 新青森 弘前、青森 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 1000 伯養軒 ＮＲＥ JR629 JTB81 2002
20061008 02青森 新青森 青森 むつ湾産帆立釜めし むつわんさんほたてかまめし 1000 伯養軒 ＮＲＥ JR633 JTB81 1968
20110409 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 1000 伯養軒 ＮＲＥ JR633 JTB81

未 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 伯養軒 ＮＲＥ JTB81
20020609 02青森 新青森 青森 青森味づくし あおもりあじづくし 1050 伯養軒 ＮＲＥ JR633 JTB652 JTB652は1000円
20101204 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 伯養軒 ＮＲＥ JTB81 ＪＲ東日本 2010 ３日前までの予約販売
20030201 02青森 新青森 なし 津軽ねぶたの祭りずし つがるねぶたのまつりずし 1100 伯養軒 ＮＲＥ 京王 2002 【旧価格？】
20041030 02青森 新青森 青森 十和田湖産牛めし とわだこさんぎゅうめし 1150 伯養軒 ＮＲＥ JR633 2004
20080915 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 1200 伯養軒 ＮＲＥ JR629 JTB81 1988 JTB81は1150円
20080915 02青森 新青森 青森 津軽の笹寿司 つがるのささずし 850 幸福の寿し本舗 ＮＲＥ JR633 2005

未 02青森 新青森 青森 青森海鮮ちらし寿司 あおもりかいせんちらしずし 950 幸福の寿し本舗 ＮＲＥ JR633
未 02青森 新青森 青森 十和田バラ焼き重 とわだばらやきじゅう 950 幸福の寿し本舗 ＮＲＥ JR633 2013
未 02青森 新青森 なし 青森海の幸 あおもりうみのさち 950 幸福の寿し本舗 ＮＲＥ JR633
未 02青森 新青森 なし 八甲田牛牛めし はっこうだぎゅうぎゅうめし 1050 幸福の寿し本舗 ＮＲＥ JR633
未 02青森 新青森 なし 津軽の幕の内 つがるのまくのうち 1250 幸福の寿し本舗 ＮＲＥ JR633
未 02青森 新青森 なし 海鮮ちらし かいせんちらし 1290 幸福の寿し本舗 ＮＲＥ JR633
未 02青森 新青森 弘前 ふつうの津軽の幕の内弁当 ふつうのつがるのまくのうちべんとう 800 つがる惣菜 調製元 2011
未 02青森 新青森 弘前 津軽 つがる 800 つがる惣菜 調製元 2010
未 02青森 新青森 弘前 帆立めし ほたてめし 800 つがる惣菜 調製元
未 02青森 新青森 弘前 たまご箱 たまごばこ 900 つがる惣菜 調製元
未 02青森 新青森 弘前 津軽健康モリモリ弁当 つがるけんこうもりもりべんとう 1000 つがる惣菜 調製元

20131013 02青森 新青森 なし ラブあおもり弁当 らぶあおもりべんとう 1000 つがる惣菜 調製元 2013
20111103 02青森 新青森 弘前 青森、やっぱりホタテだべ～ あおもりやっぱりほたてだべー 1050 つがる惣菜 調製元 2010

未 02青森 新青森 弘前 津軽平野 つがるへいや 1050 つがる惣菜 調製元 2014
未 02青森 新青森 弘前 お魚だらけ おさかなだらけ 1050 つがる惣菜 調製元
未 02青森 新青森 弘前 焼き肉だらけ やきにくだらけ 1100 つがる惣菜 調製元
未 02青森 新青森 弘前 津軽金山焼弁当 つがるかなやまやきべんとう 1800 つがる惣菜 調製元 2011 予約販売
未 02青森 新青森 なし むつわん産ほたて飯 むつわんさんほたてめし 1050 ？ ？ JR633
未 02青森 弘前 なし 津軽のいなり つがるのいなり 550 大和家 弘前観光コンベンション協会 当館 【旧価格？】現況不詳
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未 02青森 弘前 なし 鯛めしといがメンチ たいめしといがめんち 600 大和家 弘前観光コンベンション協会 当館 【旧価格？】現況不詳
未 02青森 弘前 なし ほたてめしとイカメンチ ほたてめしといかめんち 650 ファーマーズキッチン 弘前観光コンベンション協会 ＪＲ東日本

20110305 02青森 弘前 なし 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 JTB649
未 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 JTB649
未 02青森 弘前 なし 仕出し屋のおにぎり弁当（鮭ちゃん） しだしやのおにぎりべんとうさけちゃん 850 秋田屋 弘前観光コンベンション協会 当館 【旧価格？】現況不詳
未 02青森 弘前 なし 津軽百年食堂弁当 つがるひゃくねんしょくどうべんとう 900 大和家 弘前観光コンベンション協会

20110528 02青森 弘前 なし 津軽マッコ弁当 つがるまっこべんとう 1000 秋田屋 弘前観光コンベンション協会 当館 2010 【旧価格？】現況不詳
20101009 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 JTB649 2010
20101011 02青森 弘前 なし 青森地鶏弁当 あおもりじどりべんとう 1000 秋田屋 弘前観光コンベンション協会 当館 2010 【旧価格？】現況不詳
20100326 02青森 弘前 なし ばっちゃ御膳 ばっちゃごぜん 1080 秋田屋 弘前観光コンベンション協会 JR629 JTB649 2009 JTB649は1050円
20101009 02青森 弘前 なし 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 JTB649 2010

未 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 当館 現況不詳
未 02青森 弘前 なし 青森のっけ寿司 あおもりのっけずし 1500 秋田屋 弘前観光コンベンション協会 当館 現況不詳

20110115 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 2010 【旧価格？】
未 02青森 八戸 新青森 山の幸のおこわ牛肉と栗 やまのさちのおこわぎゅうにくとくり 930 吉田屋 ＮＲＥ JR633 JTB80 調製元
未 02青森 八戸 新青森 海の幸のおこわいなり穴子とたこ うみのさちのおこわいなりあなごとたこ 930 吉田屋 ＮＲＥ JR633 JTB80 京王 2014
未 02青森 八戸 新青森、青森、大宮 ほたて弁当 ほたてべんとう 1000 吉田屋 ＮＲＥ JR633 JTB80 調製元 2003
未 02青森 八戸 新青森、青森、新宿、大宮 とろサーモン炙り寿司 とろさーもんあぶりずし 1000 吉田屋 ＮＲＥ JR652 JTB80 京王 2012
未 02青森 八戸 なし スタミナ源たれ牛焼肉弁当 すたみなげんたれぎゅうやきにくべんとう 1000 吉田屋 ＮＲＥ JR652 JTB80 調製元

20110409 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 1100 吉田屋 ＮＲＥ 調製元 2009
未 02青森 八戸 新青森 穴子ちらしとかにずし あなごちらしとかにずし 1100 吉田屋 ＮＲＥ JR633 JTB80 調製元

20010629 02青森 八戸 東京、上野、盛岡、新青森、青森 八戸小唄寿司 はちのへこうたずし 1150 吉田屋 ＮＲＥ JR609 JTB80 味の陣 京王 1961
20100716 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 1150 吉田屋 ＮＲＥ JR652 JTB80 京王 2010

未 02青森 八戸 新宿 北のうにめし きたのうにめし 1150 吉田屋 ＮＲＥ JR652 阪神
未 02青森 新青森 なし 津軽雪国海鮮ずし つがるゆきぐにかいせんずし 1150 吉田屋 ＮＲＥ 京王
未 02青森 八戸 新青森 福を呼ぶ海鮮萬両玉手箱 ふくをよぶかいせんまんりょうたまてばこ 1180 吉田屋 ＮＲＥ 調製元 2013

20120324 02青森 八戸 新青森、青森 津軽海峡海の宝船 つがるかいきょううみのたからぶね 1200 吉田屋 ＮＲＥ JR633 JTB80 京王 2012
20110119 02青森 八戸 東京、上野、大宮、仙台、新青森 Ｅ５系はやぶさ弁当 いーごけいはやぶさべんとう 1200 吉田屋 ＮＲＥ JR606 JTB80 京王 2010

未 02青森 八戸 新青森 かにといくらの市松寿司 かにといくらのいちまつずし 1200 吉田屋 ＮＲＥ JR633 JTB80 調製元
未 02青森 新青森 なし 津軽極弁当 つがるきわみべんとう 1200 吉田屋 ＮＲＥ JR633 JTB81 京王

20131230 02青森 八戸 なし じぇじぇじぇ北リアス弁当 じぇじぇじぇきたりあすべんとう 1200 吉田屋 ＮＲＥ 京王 2013 【旧価格？】
未 02青森 八戸 東京、新宿 倉石牛ＶＳ海鮮御三家対決弁当 くらいしぎゅうばーさすかいせんごさんけたいけつべんとう 1250 吉田屋 ＮＲＥ JR653 京王
未 02青森 八戸 新青森 豊漁八宝寿司 ほうりょうはっぽうずし 1250 吉田屋 ＮＲＥ JR633 JTB80 京王 2014
未 02青森 八戸 新青森 潮騒の彩り しおさいのいろどり 1250 吉田屋 ＮＲＥ JR633 JTB80 京王 2013

20140126 02青森 八戸 なし 雲丹のしゃぶしゃぶとあわび弁当 うにのしゃぶしゃぶとあわびべんとう 1300 吉田屋 ＮＲＥ 阪神 2014 【旧価格？】
未 02青森 八戸 新青森 うなぎと穴子の蒲焼き丼 うなぎとあなごのかばやきどん 1350 吉田屋 ＮＲＥ JR653 JTB80 京王 2014

20140109 02青森 八戸 新青森 海女の大漁めし あまのたいりょうめし 1400 吉田屋 ＮＲＥ JR633 JTB80 京王 2014
20140110 02青森 八戸 なし トリュフ風味牛タンと牛肉のイタリア風すき焼き弁当 とりゅふふうみぎゅうたんとぎゅうにくのいたりあふうすきやきべんとう 1480 吉田屋 ＮＲＥ 京王 2014 【旧価格？】
20110502 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 当館 2007 【旧価格？】
20080508 03岩手 盛岡 東日本各地多数 マジックパール・カル まじっくぱーるかる 140 第一ポートリーファーム ＮＲＥ 当館 1980 【旧価格？】

未 03岩手 盛岡 なし あぶり〆鯖田楽小寿司 あぶりしめさばでんがくこずし 540 ＮＲＥ ＮＲＥ JR608 JTB590 調製元
20100307 03岩手 盛岡 八戸 味噌ヒレカツ弁当 みそひれかつべんとう 640 ＮＲＥ ＮＲＥ JR608 JTB79 調製元

未 03岩手 盛岡 八戸 とりめし とりめし 640 ＮＲＥ ＮＲＥ JR608 JTB79 調製元
20040131 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 伯養軒 ＮＲＥ 2003 【旧価格？】現況不詳

未 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 920 ＮＲＥ ＮＲＥ JR608 JTB79 調製元
20101205 03岩手 盛岡 なし 比内地鶏とりめし ひないじどりとりめし 950 伯養軒 ＮＲＥ 2010 【旧価格？】現況不詳
20050904 03岩手 盛岡 一ノ関、新青森、八戸 海鮮小わっぱ かいせんこわっぱ 970 ＮＲＥ ＮＲＥ JR607 JTB79 調製元
20091111 03岩手 盛岡 八戸 とんかつ弁当 とんかつべんとう 970 ＮＲＥ ＮＲＥ JR608 調製元
20091025 03岩手 盛岡 なし 恋し浜帆立照り焼弁当 こいしはまほたててりやきべんとう 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JR608 2009

未 03岩手 盛岡 なし 海宝ちらし寿し かいほうちらしずし 1000 伯養軒 ＮＲＥ JR608
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未 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 伯養軒 ＮＲＥ JR608 JTB79
未 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 伯養軒 ＮＲＥ JR608 JTB79

20050410 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 伯養軒 ＮＲＥ 2004 【旧価格？】現況不詳
未 03岩手 盛岡 なし 金色の夢 こんじきのゆめ 1000 伯養軒 ＮＲＥ 【旧価格？】現況不詳

20041011 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 1020 ＮＲＥ ＮＲＥ JR608 JTB78 調製元 2004
未 03岩手 盛岡 なし 盛岡味づくし もりおかあじづくし 1050 伯養軒 ＮＲＥ 【旧価格？】現況不詳
未 03岩手 盛岡 なし 岩手絆海鮮ちらし寿し いわてきずなかいせんちらしずし 1050 伯養軒 ＮＲＥ 【旧価格？】現況不詳
未 03岩手 盛岡 なし 龍泉洞弁当 りゅうせんどうべんとう 1070 ＮＲＥ ＮＲＥ JR608 調製元

20101205 03岩手 盛岡 なし 啄木弁当 たくぼくべんとう 1070 ＮＲＥ ＮＲＥ JR608 調製元 2010
20101205 03岩手 盛岡 八戸 南部いなか御膳 なんぶいなかごぜん 1070 ＮＲＥ ＮＲＥ JR608 調製元 2010
20050227 03岩手 盛岡 なし 岩手のおべんとう いわてのおべんとう 1070 ＮＲＥ ＮＲＥ JR608 JTB78 味の陣 調製元
20080509 03岩手 盛岡 なし 四季彩幕の内 しきさいまくのうち 1070 ＮＲＥ ＮＲＥ JR608 JTB78 調製元
20060409 03岩手 盛岡 一ノ関、新青森 鮭といくらの親子めし さけといくらのおやこめし 1070 ＮＲＥ ＮＲＥ JR607 JTB76 調製元 2006
20110501 03岩手 盛岡 一ノ関、八戸、新青森 南部わっぱめし なんぶわっぱめし 1070 ＮＲＥ ＮＲＥ JR607 JTB76 調製元

未 03岩手 盛岡 なし 南部地鶏三色弁当 なんぶじどりさんしょくべんとう 1070 ＮＲＥ ＮＲＥ JR608 調製元
未 03岩手 盛岡 新青森 津軽のめぐみ つがるのめぐみ 1070 ＮＲＥ ＮＲＥ JR608 JTB78 調製元

20101205 03岩手 盛岡 新青森 北の彩 きたのいろどり 1070 ＮＲＥ ＮＲＥ JR608 JTB78 調製元 2010
未 03岩手 盛岡 一ノ関 やまびこ弁当 やまびこべんとう 1070 ＮＲＥ ＮＲＥ JR607 調製元 2012

20090921 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 伯養軒 ＮＲＥ 【旧価格？】現況不詳
未 03岩手 盛岡 なし 岩手海鮮絆弁当 いわてかいせんきずなべんとう 1100 伯養軒 ＮＲＥ 2012 【旧価格？】現況不詳
未 03岩手 盛岡 八戸 岩手和牛牛めし いわてわぎゅうぎゅうめし 1120 ＮＲＥ ＮＲＥ JR609 調製元
未 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 伯養軒 ＮＲＥ 【旧価格？】現況不詳
未 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 伯養軒 ＮＲＥ 【旧価格？】現況不詳

20110716 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 1170 ＮＲＥ ＮＲＥ JR609 JTB77 調製元 2009
未 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 伯養軒 ＮＲＥ 【旧価格？】現況不詳
未 03岩手 盛岡 八戸、新青森 北リアス磯の香弁当海鮮ちらし きたりあすいそのかべんとうかいせんちらし 1290 ＮＲＥ ＮＲＥ JR609 調製元

20050915 03岩手 盛岡 八戸、新青森 前沢牛めし まえさわぎゅうめし 1300 ＮＲＥ ＮＲＥ JR633 調製元
20111118 03岩手 盛岡 なし 三陸海の幸弁当 さんりくうみのさちべんとう 1300 ＮＲＥ ＮＲＥ JR609 調製元
20131230 03岩手 盛岡 なし じぇじぇじぇうに弁当 じぇじぇじぇうにべんとう 1300 吉田屋 ＮＲＥ 京王 2013 【旧価格？】
20050227 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 1520 ＮＲＥ ＮＲＥ JR609 調製元
20030315 03岩手 新花巻 花巻 五目めし ごもくめし 500 まるろく ＮＲＥ JR649 JTB77
20040321 03岩手 新花巻 花巻 賢治弁当 けんじべんとう 850 まるろく ＮＲＥ JR607 JTB77

未 03岩手 新花巻 なし 釜めし かまめし 850 まるろく ＮＲＥ JR649 JTB77
20040321 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 1050 まるろく ＮＲＥ JR607 JTB77
20110716 03岩手 新花巻 北上、花巻 白金豚弁当 はっきんとんべんとう 1050 まるろく ＮＲＥ JR607 JTB77 2006
20060409 03岩手 新花巻 北上 牛肉弁当 ぎゅうにくべんとう 1050 まるろく ＮＲＥ JR649 JTB77

未 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 1050 まるろく ＮＲＥ JR649 JTB77
20030315 03岩手 新花巻 なし 特製弁当花巻 とくせいべんとうはなまき 1200 まるろく ＮＲＥ JR649 JTB77

未 03岩手 北上 なし 特製弁当北上 とくせいべんとうきたかみ 1200 まるろく ＮＲＥ JR607 JTB77
未 03岩手 一ノ関 盛岡 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 830 あべちう ＮＲＥ JR607 JTB76
未 03岩手 一ノ関 なし 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 JR607 JTB76 京王
未 03岩手 一ノ関 大宮、盛岡 かにめし かにめし 1030 あべちう ＮＲＥ JR607 JTB70 1963

20050205 03岩手 一ノ関 盛岡 平泉義経 ひらいずみよしつね 1030 あべちう ＮＲＥ JR607 JTB76 2004
未 03岩手 一ノ関 平泉 海鮮三色弁当 かいせんさんしょくべんとう 1100 あべちう ＮＲＥ JR607 JTB76

20110501 03岩手 一ノ関 東京、大宮、仙台、盛岡 平泉うにごはん ひらいずみうにごはん 1200 斎藤松月堂 ＮＲＥ JR606 JTB66 味の陣
20110710 03岩手 一ノ関 なし 三陸海の子 さんりくうみのこ 1200 斎藤松月堂 ＮＲＥ JR607 JTB76
20070407 03岩手 一ノ関 上野 三陸あわびうに飯 さんりくあわびうにめし 1250 あべちう ＮＲＥ JTB68 京王 2007
20020121 03岩手 一ノ関 盛岡、八戸 前沢牛めし まえさわぎゅうめし 1300 斎藤松月堂 ＮＲＥ JR607 JTB76
20110716 03岩手 一ノ関 なし 平泉前沢牛ローストビーフの逢わせ寿司 ひらいずみまえさわぎゅうろーすとびーふのあわせずし 1300 斎藤松月堂 ＮＲＥ JR607 2011
20111021 03岩手 一ノ関 東京、上野、仙台、盛岡、平泉 平泉 ひらいずみ 1400 あべちう ＮＲＥ JR607 JTB66 味の陣
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20140119 03岩手 一ノ関 なし 前沢牛おもてなし弁当 まえさわぎゅうおもてなしべんとう 1800 斎藤松月堂 ＮＲＥ 京王 【旧価格？】

未 03岩手 宮古 なし 焼うに弁当 やきうにべんとう 1150 魚元 リテール 【旧価格？】現況不詳
20030120 03岩手 宮古 なし 海女弁当 あまべんとう 1300 魚元 リテール 【旧価格？】現況不詳
20020120 03岩手 宮古 なし はらこ弁当 はらこべんとう 1350 魚元 リテール 鶴屋 【旧価格？】

未 03岩手 宮古 なし 北の祭弁当 きたのまつりべんとう 1350 魚元 リテール 【旧価格？】現況不詳
20090108 03岩手 宮古 なし いちご弁当 いちごべんとう 1400 魚元 リテール 1989 【旧価格？】現況不詳
20080913 03岩手 久慈 なし うに弁当 うにべんとう 1470 リアス亭 リアス亭 当館 1986 月曜を除く４～１０月販売

未 03岩手 陸中野田 なし のだ塩ほたて弁当 のだしおほたてべんとう 800 国民宿舎えぼし荘 陸中野田駅ぱあぷる 当館 2012 【旧価格？】６～１０？月販売
20120113 03岩手 陸中野田 なし 鮭いくら弁当 さけいくらべんとう 1000 国民宿舎えぼし荘 陸中野田駅ぱあぷる 京王 2012 【旧価格？】１１～５？月販売、京王では1,200円

20091016 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 JR605 調製元 2009 調製元は550円
20100325 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 550 こばやし ＮＲＥ 調製元 2010

未 04宮城 仙台 なし 牛たん煮込みカツサンド ぎゅうたんにこみかつさんど 580 こばやし ＮＲＥ 京王 2013
20091205 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 800 こばやし ＮＲＥ 阪神 2009
20050409 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 800 伯養軒 ＮＲＥ JR605 JTB75
20030831 04宮城 仙台 なし わかどり弁当 わかどりべんとう 850 こばやし ＮＲＥ 調製元

未 04宮城 仙台 なし ソースかつ重 そーすかつじゅう 850 こばやし ＮＲＥ 調製元
20041011 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 850 こばやし ＮＲＥ JR605 JTB75 調製元 1998

未 04宮城 仙台 大宮 むすび丸弁当 むすびまるべんとう 900 こばやし ＮＲＥ JR605 JTB75 調製元 2010
未 04宮城 仙台 大宮 仙台だより せんだいだより 900 こばやし ＮＲＥ JR605 JTB75 調製元

20091024 04宮城 仙台 なし 塩竈藻塩弁当 しおがまもしおべんとう 900 ＮＲＥ ＮＲＥ JR605 JTB75 調製元 2009
未 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 950 こばやし ＮＲＥ 調製元
未 04宮城 仙台 なし 金と銀のさんま寿司 きんとぎんのさんまずし 950 ＮＲＥ ＮＲＥ JR605 調製元 2012

20100315 04宮城 仙台 なし 牛たん三彩（さんさい） ぎゅうたんさんさい 950 伯養軒 ＮＲＥ JR605 JTB75 京王 2009
未 04宮城 仙台 なし 比内地鶏特製とりめし ひないじどりとくせいとりめし 950 伯養軒 ＮＲＥ 阪神 【旧価格？】
未 04宮城 仙台 なし みやぎ彩り和み弁当 みやぎいろどりなごみべんとう 1000 伯養軒 ＮＲＥ JTB75 2012
未 04宮城 仙台 なし さぼてんかつ弁 さぼてんかつべん 1000 伯養軒 ＮＲＥ JTB75 2012

20041107 04宮城 仙台 盛岡 ウニめし うにめし 1100 伯養軒 ＮＲＥ JR606 JTB74 味の陣 JTBは1000,1100,1150円
20080822 04宮城 仙台 なし 照り焼きビーフ弁当 てりやきびーふべんとう 1050 こばやし ＮＲＥ 阪神
20020302 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 1050 こばやし ＮＲＥ JR605 JTB75 調製元 調製元は1100円
20070407 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 1050 こばやし ＮＲＥ JR605 JTB75 調製元 1986
20080328 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 1050 こばやし ＮＲＥ JR605 調製元 2006

未 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 1050 こばやし ＮＲＥ JR605 JTB75 調製元 JTB073「仙台武将隊弁当」
20080618 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 1050 こばやし ＮＲＥ JR605 JTB75 阪神
20060325 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 1050 こばやし ＮＲＥ JR605 JTB75 味の陣 京王 1990

未 04宮城 仙台 なし 炭火焼き風牛タン弁当「塩釜藻塩付」 すみびやきふうぎゅうたんべんとうしおがまもしおつき 1050 ＮＲＥ ＮＲＥ JR605 調製元
未 04宮城 仙台 なし 牛たん釜めし ぎゅうたんかまめし 1100 伯養軒 ＮＲＥ JTB74
未 04宮城 仙台 なし あったか二喰牛めし あったかにしょくぎゅうめし 1100 伯養軒 ＮＲＥ JTB74 2012

20020708 04宮城 仙台 なし 仙台伊達弁当 せんだいだてべんとう 1100 伯養軒 ＮＲＥ JR606 JTB74 2000
20040805 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 1100 伯養軒 ＮＲＥ JR606 JTB74 味の陣 2004
20091109 04宮城 仙台 郡山、盛岡 鮭はらこめし さけはらこめし 1100 伯養軒 ＮＲＥ JR606 JTB73 京王 1984
20100315 04宮城 仙台 なし 煌き海鮮ちらし きらめきかいせんちらし 1100 伯養軒 ＮＲＥ JR606 JTB74 京王 2009

未 04宮城 仙台 なし 仙台牛と味噌牛たん弁当 せんだいぎゅうとみそぎゅうたんべんとう 1100 こばやし ＮＲＥ 調製元
未 04宮城 仙台 なし 針路は東 ＜支倉常長弁当＞ しんろはひがしはせくらつねながべんとう 1100 こばやし ＮＲＥ 調製元 2013
未 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 1100 こばやし ＮＲＥ 調製元

20100110 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 1100 ＮＲＥ ＮＲＥ JR606 JTB75
20111103 04宮城 仙台 なし 東北福興弁当 とうほくふっこうべんとう 1150 ＮＲＥ ＮＲＥ JR606 味の陣 調製元 2011
20130217 04宮城 仙台 なし 特製元気みやぎ弁当 とくせいげんきみやぎべんとう 1150 ＮＲＥ ＮＲＥ JR606 調製元

未 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 1150 こばやし ＮＲＥ JR606
20111103 04宮城 仙台 東京、大宮 東北まるごと弁当 とうほくまるごとべんとう 1150 こばやし ＮＲＥ JR606 JTB74 調製元 2011
20100325 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 1150 こばやし ＮＲＥ JR606 JTB74 京王 2010
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20131018 04宮城 仙台 なし 仙台牛ひとめぼれ せんだいぎゅうひとめぼれ 1150 こばやし ＮＲＥ JR606 JTB74 京王 2013
20131018 04宮城 仙台 なし 大つぶ帆立と牛たん弁当 おおつぶほたてとぎゅうたんべんとう 1150 こばやし ＮＲＥ JR606 JTB74 京王 2013
20100110 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 1150 ＮＲＥ ＮＲＥ JR606 調製元 2008
20091024 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ごへん 1150 ＮＲＥ ＮＲＥ JR606 JTB74 調製元 2008
20100116 04宮城 仙台 なし 女将のおもてなし弁当秋保編 おかみのおもてなしべんとうあきうへん 1150 ＮＲＥ ＮＲＥ JR606 JTB74 2007

未 04宮城 仙台 なし かにめし かにめし 1150 ？ ＮＲＥ JR606
20110430 04宮城 仙台 なし うにめし うにめし 1150 ＮＲＥ ＮＲＥ JR606 JTB74 調製元 2010
20071020 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 1150 ＮＲＥ ＮＲＥ JR606 調製元 2007

未 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 1200 伯養軒 ＮＲＥ JTB74
未 04宮城 仙台 なし 仙台牛焼肉弁当 せんだいぎゅうやきにくべんとう 1200 ＮＲＥ ＮＲＥ JR606
未 04宮城 仙台 なし 金華さば棒ずし きんかさばぼうずし 1200 伯養軒 ＮＲＥ JTB74
未 04宮城 仙台 なし 仙台名物牛たん弁当 せんだいめいぶつぎゅうたんべんとう 1250 こばやし ＮＲＥ 調製元
未 04宮城 仙台 なし 牛たん・牛ステーキ弁当（加熱式） ぎゅうたんぎゅうすてーきべんとう 1300 ？ ＮＲＥ 阪神 【旧価格？】

20110514 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 1350 こばやし ＮＲＥ JR606 JTB74 阪神 2010
20101109 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 1350 こばやし ＮＲＥ JR606

未 04宮城 仙台 なし 極上厚切り牛たん弁当 ごくじょうあつぎりぎゅうたんべんとう 1450 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元 2013
20110710 04宮城 気仙沼 なし 気仙沼想い弁当 けせんぬまおもいべんとう 350 気仙沼コンベンションビューロー協議会 リテール 当館 2011 【旧価格？】

未 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 ＮＲＥ JTB85
未 05秋田 秋田 なし 山菜こまち弁当 さんさいこまちべんとう 850 関根屋 ＮＲＥ 阪神 2013
未 05秋田 秋田 なし 秋田のんめもん！こまちっ娘弁当 あきたのんめもんこまちっこべんとう 850 関根屋 ＮＲＥ 味の陣 2013 【旧価格？】

20061118 05秋田 秋田 なし 白神浪漫 しらかみろまん 880 関根屋 ＮＲＥ JR629 JTB85 調製元 2006
20040119 05秋田 秋田 なし わっぱ舞茸 わっぱまいたけ 900 関根屋 ＮＲＥ 調製元 1988 予約販売

未 05秋田 秋田 なし 特製牛めし とくせいぎゅうめし 950 関根屋 ＮＲＥ JR629 JTB85 調製元
未 05秋田 秋田 なし 男鹿のばってら三昧 おがのばってらざんまい 950 泉秋軒 ＮＲＥ JTB85
未 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 1000 関根屋 ＮＲＥ JR629 JTB85 京王 2004

20021019 05秋田 秋田 なし 秋田竿燈祭り弁当 あきたかんとうまつりべんとう 1000 伯養軒 ＮＲＥ 阪神 【旧価格？】
未 05秋田 秋田 なし いわて黒豚弁当 いわてくろぶたべんとう 1000 関根屋 ＮＲＥ 阪神 阪神は盛岡駅弁扱い
未 05秋田 秋田 なし 釣りキチ三平弁当きのこ編和牛入り つりきちさんぺいべんとうきのこへんわぎゅういり 1000 関根屋 ＮＲＥ 調製元
未 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 1000 関根屋 ＮＲＥ JR629 JTB84 調製元
未 05秋田 秋田 なし 秋田弁うめどーまずけ！ あきたべんうめどーまずけ 1000 関根屋 ＮＲＥ 味の陣 2013 【旧価格？】

20071013 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 1000 関根屋 ＮＲＥ JR629 JTB85 調製元 2007
未 05秋田 秋田 なし 黒豚とんかつ弁当 くろぶたとんかつべんとう 1000 関根屋 ＮＲＥ 調製元

20051009 05秋田 秋田 なし おばこ弁当 おばこべんとう 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JR629 JTB85 調製元 調製元は1050円
20090922 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 ＮＲＥ JTB85 2005
20090922 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 ＮＲＥ JTB85

未 05秋田 秋田 なし 秋田のまつり あきたのまつり 1000 泉秋軒 ＮＲＥ JTB84
未 05秋田 秋田 なし 秋田味づくし弁当 あきたあじづくしべんとう 1000 泉秋軒 ＮＲＥ JTB84

20060114 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 1050 関根屋 ＮＲＥ 調製元 1997 予約販売
20130519 05秋田 秋田 なし 和牛こまち弁当 わぎゅうこまちべんとう 1050 関根屋 ＮＲＥ 京王 2013
20090108 05秋田 秋田 なし 白神鶏わっぱ しらかみとりわっぱ 1050 関根屋 ＮＲＥ JR629 JTB84 調製元 2009
20131123 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 1050 関根屋 ＮＲＥ JR629 JTB84 阪神 2011

未 05秋田 秋田 なし しらかみ弁当 しらかみべんとう 1100 ＮＲＥ ＮＲＥ JR629 調製元
未 05秋田 秋田 なし しらかみの四季 しらかみのしき 1100 泉秋軒 ＮＲＥ JTB84

20090922 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・伯養軒 ＮＲＥ JTB84 2007
未 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 ＮＲＥ JTB84
未 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 1100 関根屋 ＮＲＥ 調製元

20020113 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 1100 関根屋 ＮＲＥ 調製元 夏期販売
20090117 05秋田 秋田 なし 田沢湖の豚丼（すき焼き風） たざわこのぶたどんすきやきふう 1100 関根屋 ＮＲＥ 2009 予約販売、販売休止中

未 05秋田 秋田 なし 秋田肉三昧 あきたにくざんまい 1100 関根屋 ＮＲＥ 阪神 【旧価格？】
未 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 1150 関根屋 ＮＲＥ 調製元 予約販売
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20130706 05秋田 秋田 なし キングサーモン弁当 きんぐさーもんべんとう 1150 関根屋 ＮＲＥ 調製元 2012

未 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 1150 関根屋 ＮＲＥ JR629 JTB84 調製元 2010
20130407 05秋田 秋田 なし こまちランチ こまちらんち 1200 関根屋 ＮＲＥ 京王 2013 ３月まで「スーパーこまちランチ」

20041103 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 1200 関根屋 ＮＲＥ 調製元 2004
20101128 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 1300 関根屋 ＮＲＥ 調製元 2008 販売休止中

未 05秋田 大館 なし わっぱ鶏めし わっぱとりめし 525 花善 花善 調製元 予約販売
20110923 05秋田 大館 仙台、盛岡、秋田、東能代、新青森 鶏めし とりめし 880 花善 リテール JR605 JTB85 京王 1947
20030302 05秋田 大館 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 花善 調製元 予約販売

未 05秋田 大館 なし 特製鶏めし弁当 とくせいとりめしべんとう 1600 花善 花善 調製元 ５個以上の予約販売
未 05秋田 大館 なし スペシャル鶏めし弁当 スペシャルとりめしべんとう 2100 花善 花善 調製元 １０個以上の予約販売

20080203 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 1000 森弁当部 森弁当部 JR613 JTB83 調製元
未 06山形 山形 なし 女性のための幕の内弁当 じょせいのためのまくのうちべんとう 1050 森弁当部 森弁当部 JR613 JTB83 調製元 2014 調製元は東京駅限定
未 06山形 山形 なし やまがた味めぐり やまがたあじめぐり 1050 森弁当部 森弁当部 調製元 2009 予約販売

20060408 06山形 山形 新庄、大宮 山形特選牛めし やまがたとくせんぎゅうめし 1100 森弁当部 森弁当部 JR613 JTB83 調製元
未 06山形 山形 なし おらだのごっつお おらだのごっつお 1100 森弁当部 森弁当部 JR613 JTB83 調製元 2007 旧名称「二十歳のころ」

20100605 06山形 山形 新庄 いも煮弁当 いもにべんとう 1100 森弁当部 森弁当部 JTB83 調製元 2010 ９月上旬～４月販売、JTB83は1000円

20110306 06山形 山形 新庄 やまもり弁当 やまもりべんとう 1150 森弁当部 森弁当部 JR613 JTB83 味の陣 調製元 2011
20080203 06山形 山形 新庄 紅花の里 べにばなのさと 1150 森弁当部 森弁当部 JR613 JTB83 調製元
20080203 06山形 米沢 なし 栗めし弁当 くりめしべんとう 800 新杵屋 新杵屋 JR613 JTB82 調製元
20080203 06山形 米沢 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 850 新杵屋 新杵屋 JTB82 調製元
20110718 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 900 新杵屋 新杵屋 JR613 JTB82 調製元
20020202 06山形 米沢 なし 牛そぼろ弁当 ぎゅうそぼろべんとう 950 新杵屋 新杵屋 JR613 JTB82 鶴屋
20071103 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 1150 新杵屋 新杵屋 JTB82 調製元
20061119 06山形 米沢 なし 牛肉どまん中 ぎゅうにくどまんなか 1150 新杵屋 新杵屋 JR613 JTB82 味の陣 京王 1993
20100605 06山形 米沢 なし 牛肉どまん中（しお） ぎゅうにくどまんなか（しお） 1150 新杵屋 新杵屋 JR613 鶴屋 2010

未 06山形 米沢 なし 牛肉どまん中（みそ） ぎゅうにくどまんなか（みそ） 1150 新杵屋 新杵屋 JR613 鶴屋 2014
20020817 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 1180 新杵屋 新杵屋 JR613 JTB82 調製元

未 06山形 米沢 なし 米沢牛牛肉どまん中 よねざわぎゅうぎゅうにくどまんなか 1300 新杵屋 新杵屋 鶴屋 【旧価格？】
未 06山形 米沢 なし 豚肉肉巻きおにぎり ぶたにくにくまきおにぎり 650 松川弁当店 松川弁当店 調製元

20020817 06山形 米沢 なし すきやき弁当 すきやきべんとう 850 松川弁当店 松川弁当店 JR613 JTB82 調製元
20110306 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 900 松川弁当店 松川弁当店 阪神 2009

未 06山形 米沢 なし 米澤豚一番育ち豚どん よねざわぶたいちばんそだちぶたどん 900 松川弁当店 松川弁当店 調製元
未 06山形 米沢 なし 山菜栗おこわ さんさいくりおこわ 950 松川弁当店 松川弁当店 調製元
未 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 950 松川弁当店 松川弁当店 JR613 JTB82 調製元
未 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 1000 松川弁当店 松川弁当店 京王

20110306 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 1000 松川弁当店 松川弁当店 阪神
20100904 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 1000 松川弁当店 松川弁当店 京王
20120113 06山形 米沢 なし 牛肉釜飯 ぎゅうにくかまめし 1000 松川弁当店 松川弁当店 調製元 2010

未 06山形 米沢 なし 黒毛和牛本格焼肉重 くろげわぎゅうほんかくやきにくじゅう 1000 松川弁当店 松川弁当店 調製元
未 06山形 米沢 なし 黒毛和牛釜めし くろげわぎゅうかまめし 1000 松川弁当店 松川弁当店 調製元
未 06山形 米沢 なし おしょうしな幕の内 おしょうしなまくのうち 1050 松川弁当店 松川弁当店 調製元 2013
未 06山形 米沢 なし 黒毛和牛焼肉カルビ弁当 くろげわぎゅうやきにくかるびべんとう 1050 松川弁当店 松川弁当店 調製元
未 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 1100 松川弁当店 松川弁当店 阪神
未 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 1100 松川弁当店 松川弁当店 調製元

20091123 06山形 米沢 なし 米沢のまかない牛めし弁当 よねざわのまかないぎゅうめしべんとう 1100 松川弁当店 松川弁当店 京王
20090725 06山形 米沢 大宮 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 1100 松川弁当店 松川弁当店 JTB70
20111010 06山形 米沢 なし 復刻版米沢牛肉すきやき弁当 ふっこくばんよねざわぎゅうにくすきやきべんとう 1100 松川弁当店 松川弁当店 調製元

未 06山形 米沢 大宮 本格炭火焼肉 ほんかくすみびやきにく 1100 松川弁当店 松川弁当店 JR613 JTB82 調製元
未 06山形 米沢 なし 黒毛和牛すきやき牛肉重 くろげわぎゅうすきやきぎゅうにくじゅう 1100 松川弁当店 松川弁当店 JTB82 阪神

20030202 06山形 米沢 なし 牛釜めし ぎゅうかまめし 1100 松川弁当店 松川弁当店 調製元
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未 06山形 米沢 なし 東北祭り弁当 とうほくまつりべんとう 1100 松川弁当店 松川弁当店 調製元 2014 ２日前までの予約販売
20100109 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 1150 松川弁当店 松川弁当店 阪神 2014

未 06山形 米沢 なし 黒毛和牛しぐれ煮弁当 くろげわぎゅうしぐれにべんとう 1150 松川弁当店 松川弁当店 調製元
20080406 06山形 米沢 なし 牛肉弁当 ぎゅうにくべんとう 1150 松川弁当店 松川弁当店 JR613 JTB82 調製元 2007
20011028 06山形 米沢 なし 牛肉道場 ぎゅうにくどうじょう 1150 松川弁当店 松川弁当店 JR613 JTB82 京王 1992

未 06山形 米沢 なし 牛ハラミステーキ丼 ぎゅうはらみすてーきどん 1150 松川弁当店 松川弁当店 調製元
20051120 06山形 米沢 なし 牛串弁当 ぎゅうくしべんとう 1150 松川弁当店 松川弁当店 調製元
20041103 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 1150 松川弁当店 松川弁当店 京王 2003
20060107 06山形 米沢 なし 牛べこ ぎゅうべこ 1150 松川弁当店 松川弁当店 調製元
20080120 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 1190 松川弁当店 松川弁当店 調製元

未 06山形 米沢 なし 山形新幹線つばさ弁当 やまがたしんかんせんつばさべんとう 1200 松川弁当店 松川弁当店 京王 2013
未 06山形 米沢 なし 米澤牛牛肉重 よねざわぎゅうぎゅうにくじゅう 1200 松川弁当店 松川弁当店 調製元

20121116 06山形 米沢 なし １号機関車弁当 いちごうきかんしゃべんとう 1200 松川弁当店 松川弁当店 京王 2013 ２日前までの予約販売
20110124 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 1200 松川弁当店 松川弁当店 調製元
20051105 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 1200 松川弁当店 松川弁当店 調製元

未 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 1200 松川弁当店 松川弁当店 調製元
未 06山形 米沢 なし 米沢牛わっぱめし よねざわぎゅうわっぱめし 1250 松川弁当店 松川弁当店 京王 2014
未 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 1250 松川弁当店 松川弁当店 京王

20030209 06山形 米沢 なし 牛角煮弁当 ぎゅうかくにべんとう 1300 松川弁当店 松川弁当店 京王 2002
20020817 06山形 米沢 なし 鯉弁当 こいべんとう 1300 松川弁当店 松川弁当店 調製元 1899 ２日前までの予約販売

未 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 1300 松川弁当店 松川弁当店 京王
未 06山形 米沢 なし 加熱式牛肉道場 かねつしきぎゅうにくどうじょう 1300 松川弁当店 松川弁当店 調製元
未 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 1350 松川弁当店 松川弁当店 JR613 JTB82 調製元
未 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 1350 松川弁当店 松川弁当店 JTB82 調製元 2004
未 06山形 米沢 なし 牛タン＆牛ハラミ炭火焼き焼肉弁当 ぎゅうたんあんどぎゅうはらみすみびやきやきにくべんとう 1350 松川弁当店 松川弁当店 調製元
未 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 1350 松川弁当店 松川弁当店 調製元

20080406 06山形 米沢 東京、大宮 米澤牛焼肉重松川辨當 よねざわぎゅうやきにくじゅうまつかわべんとう 1600 松川弁当店 松川弁当店 JR613 JTB82 京王 2008
20131230 06山形 米沢 東京 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 1600 松川弁当店 松川弁当店 JR613 JTB82 味の陣 京王 2008
20081013 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 3500 松川弁当店 松川弁当店 調製元 ２日前までの予約販売
20030120 06山形 峠 なし 峠の力餅（８個入り） とうげのちからもち 800 峠の茶屋 峠の茶屋 当館 1901 鉄道銘菓
20020817 06山形 峠 なし 峠の力餅（１０個入り） とうげのちからもち 1000 峠の茶屋 峠の茶屋 当館 1901 鉄道銘菓
20020817 07福島 福島 なし 伊達鶏ゆず味噌焼き弁当 だてどりゆずみそやきべんとう 900 伯養軒 ＮＲＥ JR601 JTB73 2000
20080203 07福島 福島 会津若松 ソースかつ弁 そーすかつべん 900 伯養軒 ＮＲＥ JTB73 2005

未 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 1100 伯養軒 ＮＲＥ JR601 JTB73 JTB73は1050円
20080202 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 伯養軒 ＮＲＥ JTB73 2007

未 07福島 福島 なし ふくしまの香り ふくしまのかおり 1200 伯養軒 ＮＲＥ JTB73
未 07福島 郡山 福島 山菜釜めし さんさいかまめし 780 伯養軒 ＮＲＥ JR600 JTB73 JTB73は730円

20110430 07福島 郡山 なし 安積のとりめし あさかのとりめし 800 伯養軒 ＮＲＥ JR600 JTB73 JTB73は750円
未 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 JTB73 京王
未 07福島 郡山 福島、仙台、盛岡 牛肉の味噌焼弁当 ぎゅうにくのみそやきべんとう 900 伯養軒 ＮＲＥ JR600 JTB73 JTB73は850円

20100716 07福島 郡山 東京、上野、大宮 海苔のりべん のりのりべん 900 福豆屋 ＮＲＥ JR600 調製元 2010
20030208 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 950 福豆屋 ＮＲＥ 京王
20120422 07福島 郡山 なし 福の島おとなの幕の内 ふくのしまおとなのまくのうち 900 福豆屋 ＮＲＥ JTB73
20020128 07福島 郡山 なし みちのく伊達鶏釜めし みちのくだてとりかまめし 950 福豆屋 ＮＲＥ JR600 調製元

未 07福島 郡山 郡山 おとなの幕の内 おとなのまくのうち 950 福豆屋 ＮＲＥ JR600 調製元
20131013 07福島 郡山 なし ふくしま路おとなの秋ごはん ふくしまじおとなのあきごはん 1000 福豆屋 ＮＲＥ 味の陣 2013 【旧価格？】
20100214 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 JTB73 阪神 2006 ３月～５月GW販売
20080719 07福島 郡山 東京 福島牛牛めし ふくしまぎゅうぎゅうめし 1000 福豆屋 ＮＲＥ JR600 JTB73 調製元 2007
20020706 07福島 郡山 なし 小原庄助べんとう おばらしょうすけべんとう 1000 福豆屋 ＮＲＥ JTB73 1985

未 07福島 郡山 なし ふくしま路花実ごはん ふくしまじはなみごはん 1000 福豆屋 ＮＲＥ JR600 調製元
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未 07福島 郡山 福島 福島味づくし ふくしまあじづくし 1050 伯養軒 ＮＲＥ JR600 JTB73 JTB73は1000円
20110430 07福島 郡山 福島 四季の彩 しきのいろどり 1050 伯養軒 ＮＲＥ JR600 JTB73 JTB73は1000円
20130111 07福島 郡山 大宮 ご褒美。福の島 ごほうびふくのしま 1100 福豆屋 ＮＲＥ JR600 JTB73 京王 2012

未 07福島 郡山 なし 鮭めし さけめし 1100 伯養軒 ＮＲＥ JR600
20140120 07福島 郡山 なし ふくのしま豚の醍醐味 ふくのしまぶたのだいごみ 1150 福豆屋 ＮＲＥ JR600 JTB73 京王 2014 JTB73は1100円
20050305 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 1200 伯養軒 ＮＲＥ JTB73

未 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 伯養軒 リテール JTB613
未 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 伯養軒 リテール JTB613

20120421 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 1100 伯養軒 リテール JTB613
20061105 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 伯養軒 リテール JTB613 2005
20070203 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 【旧価格？】

未 07福島 会津田島 なし みどりやの松茸一段弁当南山のたび みどりやのまつたけいちだんべんとうなんざんのたび 1000 緑屋 駅のみせやまびこ 会津鉄道

20111021 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 1080 緑屋 駅のみせやまびこ 会津鉄道 元日定休
未 07福島 会津田島 なし 牛乳屋食堂の「ソースカツ丼駅弁」 ぎゅうにゅうやしょくどうのそーつかつどんえきべん 1080 牛乳屋食堂 駅のみせやまびこ 会津鉄道 水曜定休

20020816 07福島 原ノ町 なし そば弁当 そばべんとう 440 丸屋 丸屋 当館 休業中
20020816 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 当館 休業中
20050507 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 当館 休業中
20050507 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 当館 休業中、３～７月販売
20050507 07福島 原ノ町 なし 浜べんとう はまべんとう 920 丸屋 丸屋 当館 休業中
20020816 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 当館 休業中
20050507 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 当館 休業中、夏期以外販売
20050507 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 当館 休業中、夏期以外販売

未 08茨城 水戸 いわき 昔おにぎり むかしおにぎり 550 しまだフーズ ＮＲＥ JR592 JTB597 ＪＲ東日本 2011
20121019 08茨城 水戸 いわき 豚べん ぶたべん 1000 しまだフーズ ＮＲＥ JR592 JTB597 ＪＲ東日本 2011
20130419 08茨城 水戸 なし いばらき弁－春－ いばらきべんはる 1000 しまだフーズ ＮＲＥ ＪＲ東日本 2013 【旧価格？】

未 08茨城 水戸 いわき 豚さん弁当 ぶたさんべんとう 1050 しまだフーズ ＮＲＥ JR592 ＪＲ東日本 2013
20110819 08茨城 水戸 いわき 牛べん ぎゅうべん 1050 しまだフーズ ＮＲＥ JR592 JTB597 味の陣 ＪＲ東日本 2011
20130419 08茨城 水戸 上野、いわき 磯べん いそべん 1050 しまだフーズ ＮＲＥ JR592 ＪＲ東日本 2012
20130419 08茨城 水戸 いわき 常陸之國美味紀行 ひたちのくにびみきこう 1100 しまだフーズ ＮＲＥ JR592 JTB597 ＪＲ東日本 2011

未 08茨城 水戸 なし いばらき弁－秋－ いばらきべんあき 1100 しまだフーズ ＮＲＥ 味の陣 2013 【旧価格？】
未 08茨城 水戸 勝田 またべえ焼き鯖すし またべえやきさばすし 1290 大水 ＮＲＥ JR592 味の陣 ＪＲ東日本 2013 味の陣「常陸國またべえ焼き鯖すし」1050円

未 08茨城 水戸 なし 奥久慈だより おくくじだより 1300 しまだフーズ ＮＲＥ JR592 味の陣 ＪＲ東日本 2013
未 08茨城 水戸 なし 黄門弁当 こうもんべんとう 1300 しまだフーズ ＮＲＥ JR592 ＪＲ東日本 2013

20110829 08茨城 那珂湊 なし みなとの多幸めし みなとのたこめし 800 デリカ七つ星 デリカ七つ星 JTB794 2008 【旧価格？】
未 08茨城 那珂湊 なし ＨＯＴするみなとの多幸めし ほっとするみなとのたこめし 880 デリカ七つ星 デリカ七つ星 2013 【旧価格？】
未 08茨城 大洗 なし ホッキ弁当「一念発起」 ほっきべんとういちねんほっき 875 万年屋 鹿島臨海鉄道 JTB607 調製元 2012 JTB607は850円

20040117 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 875 万年屋 鹿島臨海鉄道 JTB607 京王 2000 JTB607は850円
20110121 08茨城 大洗 なし 三浜たこめし さんぴんたこめし 875 万年屋 鹿島臨海鉄道 JTB607 調製元 2001 JTB607は850円

未 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 鹿島臨海鉄道 JTB607 2003
20140418 08茨城 大洗 水戸 印籠弁当 いんろうべんとう 1080 万年屋 鹿島臨海鉄道 味の陣 京王 2010
20101017 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 JTB608 1986
20030705 09栃木 宇都宮 なし 芭蕉気分 ばしょうきぶん 500 松廼家 松廼家 JTB72 2003
20051001 09栃木 宇都宮 なし 玄氣いなり げんきいなり 500 松廼家 松廼家 JR578 JTB72
20080905 09栃木 宇都宮 なし とりめし とりめし 700 松廼家 松廼家 JR578 JTB72
20030712 09栃木 宇都宮 なし 下野山菜弁当 しもつけさんさいべんとう 700 松廼家 松廼家 JR578 JTB72
20030712 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 松廼家 松廼家 JR578 JTB72 1983
20020505 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 松廼家 松廼家 JTB72 1999
20131013 09栃木 宇都宮 なし とちぎ日和 とちぎびより 700 松廼家 松廼家 味の陣 2013 【旧価格？】
20090906 09栃木 宇都宮 なし 宮の釜めし みやのかまめし 800 松廼家 松廼家 JR578 JTB72

未 09栃木 宇都宮 なし 七福むすび しちふくむすび 800 松廼家 松廼家 JTB72
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未 09栃木 宇都宮 大宮 餃子弁当 ぎょうざべんとう 800 松廼家 松廼家 JR578 JTB71 2011
20101217 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 松廼家 松廼家 JR578 JTB72 2002

未 09栃木 宇都宮 小山 豚釜めし ぶたかまめし 900 松廼家 松廼家 JR578 JTB72
未 09栃木 宇都宮 なし とりめし（上） とりめし 900 松廼家 松廼家 JR578 JTB72
未 09栃木 宇都宮 なし 牛釜めし ぎゅうかまめし 900 松廼家 松廼家 JR578 JTB72

20131013 09栃木 宇都宮 なし よくばりスタミナ弁当 よくばりすたみなべんとう 1000 松廼家 松廼家 JR578 JTB72 2009
20030705 09栃木 宇都宮 なし 宮小町 みやこまち 1000 松廼家 松廼家 JR578 JTB72 1995

未 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 松廼家 松廼家 JR578 JTB72
20010930 09栃木 宇都宮 なし 日光杉並木 にっこうすぎなみき 1000 松廼家 松廼家 JR578 JTB72
20100905 09栃木 宇都宮 なし 日光強めし にっこうこわめし 1000 松廼家 松廼家 JR578 JTB72
20070408 09栃木 宇都宮 なし 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 松廼家 松廼家 JR578 JTB72 2006

未 09栃木 宇都宮 なし 味ごよみ あじごよみ 1000 松廼家 松廼家 JTB72
20131013 09栃木 宇都宮 なし とちぎ秋便り とちぎあきだより 1000 松廼家 松廼家 味の陣 2013 【旧価格？】
20040626 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 当館 【旧価格？】立ち売りは金曜定休

20040626 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 当館 【旧価格？】立ち売りは金曜定休

未 09栃木 下今市 なし 日光まるごと味の弁当 にっこうまるごとあじのべんとう 1000 アザレア弁当 アザレア弁当 当館 2007 【旧価格？】立ち売りは金曜定休

20091120 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 520 日光鱒鮨本舗 日光鱒鮨本舗 JTB611 調製元
未 09栃木 東武日光 下今市、鬼怒川温泉 おむすび道中 おむすびどうちゅう 520 油源 油源 JTB611 調製元 JTB611は500円
未 09栃木 東武日光 下今市、鬼怒川温泉 日光いなり具たくさん にっこういなりぐたくさん 620 油源 油源 調製元

20040626 09栃木 東武日光 なし ささむすび ささむすび 780 日光鱒鮨本舗 日光鱒鮨本舗 JTB611 調製元
未 09栃木 東武日光 なし あじさい鳥めし あじさいとりめし 800 油源 油源 JTB611

20101119 09栃木 東武日光 下今市 日光鶏めし弁当 にっこうとりめしべんとう 830 油源 油源 調製元
20040626 09栃木 東武日光 なし ゆばちらし寿司 ゆばちらしずし 850 油源 油源 JTB611 2002

未 09栃木 東武日光 下今市 ゆばちらし弁当 ゆばちらしべんとう 880 油源 油源 調製元
未 09栃木 東武日光 鬼怒川温泉 栗おこわ弁当 くりおこわべんとう 880 油源 油源 JTB611 調製元 JTB611は850円

20091120 09栃木 東武日光 なし 鶏わっぱ とりわっぱ 880 日光鱒鮨本舗 日光鱒鮨本舗 JTB611 調製元 2007
未 09栃木 東武日光 なし 温泉たまご入りおいしい牛めし弁当 おんせんたまごいりおいしいぎゅうめしべんとう 950 油源 油源 JTB611 調製元「元祖栃木牛めし弁当」

20101119 09栃木 東武日光 下今市 元祖栃木牛めし弁当 がんそとちぎぎゅうめしべんとう 1000 油源 油源 調製元 2013
未 09栃木 東武日光 下今市 味めぐり弁当 あじめぐりべんとう 1030 油源 油源 JTB611 調製元 JTB611は1000円
未 09栃木 東武日光 鬼怒川温泉 おつまみ弁当 おつまみべんとう 1030 油源 油源 調製元

20091120 09栃木 東武日光 なし ゆば御膳 ゆばごぜん 1080 日光鱒鮨本舗 日光鱒鮨本舗 JTB611 調製元
20091120 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 1080 日光鱒鮨本舗 日光鱒鮨本舗 JTB611 調製元 2007
20111021 09栃木 東武日光 なし 日光鱒寿し にっこうますずし 1300 日光鱒鮨本舗 日光鱒鮨本舗 JTB611 京王 1992

未 09栃木 東武日光 なし 日光姫寿し にっこうひめずし 1300 日光鱒鮨本舗 日光鱒鮨本舗 調製元
20130719 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 1550 日光鱒鮨本舗 日光鱒鮨本舗 調製元 2011 予約販売
20110115 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 予約販売
20110619 10群馬 高崎 なし 上州の朝がゆ じょうしゅうのあさがゆ 450 高崎弁当 ＮＲＥ JTB87 調製元 1981
20040102 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 900 高崎弁当 ＮＲＥ JR568 JTB87 京王 2003
20130812 10群馬 高崎 なし 鶏めし弁当 とりめしべんとう 900 高崎弁当 ＮＲＥ JR568 JTB87 京王 1934
20020324 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 900 高崎弁当 ＮＲＥ JR568 JTB87 調製元 1961
20011122 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 1000 高崎弁当 ＮＲＥ JR568 JTB87 調製元 2000
20040102 10群馬 高崎 なし だるま弁当 だるまべんとう 1000 高崎弁当 ＮＲＥ JR568 JTB87 味の陣 京王 1960

未 10群馬 高崎 なし 春さくら弁当 はるさくらべんとう 1100 高崎弁当 ＮＲＥ 調製元 2014
20130823 10群馬 高崎 なし 夏花火弁当 なつはなびべんとう 1000 高崎弁当 ＮＲＥ 当館 2013

未 10群馬 高崎 なし 上州きのこ三昧弁当 じょうしゅうきのこざんまいべんとう 1000 高崎弁当 ＮＲＥ 味の陣 2013 【旧価格？】１０～１２月販売
未 10群馬 高崎 なし しょうがのお弁当 しょうがのおべんとう 1000 高崎弁当 ＮＲＥ 京王 2014 【旧価格？】１２～２月販売

20021019 10群馬 高崎 なし 川魚鮨 かわなずし 1100 高崎弁当 ＮＲＥ JR568 JTB87 調製元 1990 旧称「岩魚鮨」
20120720 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 1100 高崎弁当 ＮＲＥ JR568 JTB87 京王 1984
20020324 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 1100 高崎弁当 ＮＲＥ JR568 JTB87 2002 JTB87は1200円
20130823 10群馬 高崎 なし 上州牛肉弁当 じょうしゅうぎゅうにくべんとう 1200 高崎弁当 ＮＲＥ JR568 JTB87 味の陣 京王 2013
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未 10群馬 高崎 なし 秋の行楽弁当 あきのこうらくべんとう 1200 荻野屋 ＮＲＥ 味の陣 2012 【旧価格？】
20070121 10群馬 高崎 なし 復古だるま弁当 ふっこだるまべんとう 1500 高崎弁当 ＮＲＥ JR568 JTB87 調製元 2006
20030803 10群馬 横川 軽井沢 玄米弁当 げんまいべんとう 500 荻野屋 荻野屋 JR559 JTB93 1974 横川では土休日販売
20030803 10群馬 横川 安中榛名、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 JR559 JTB93 横川では土休日販売
20110921 10群馬 横川 安中榛名、軽井沢、長野、清里 峠の釜めし とうげのかまめし 1000 荻野屋 荻野屋 JR559 JTB93 味の陣 京王 1958 清里では３月下旬～１２月上旬

20101119 10群馬 神戸 なし トロッコ弁当 とろっこべんとう 930 わたらせ渓谷鐵道（レストラン清流） わたらせ渓谷鐵道（レストラン清流） JTB562 わたらせ渓谷鐵道

20110114 10群馬 神戸 なし やまと豚弁当 やまとぶたべんとう 1030 わたらせ渓谷鐵道（レストラン清流） わたらせ渓谷鐵道（レストラン清流） JTB562 わたらせ渓谷鐵道 2009
20100904 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 1030 ひびき ＮＲＥ JR577 味の陣 京王 2009
20050829 11埼玉 大宮 なし 大宮弁当 おおみやべんとう 1250 ＮＲＥ ＮＲＥ JR577 JTB70 味の陣 調製元 2005

未 11埼玉 大宮 なし 前沢牛ローストビーフ肉巻にぎり寿司 まえさわぎゅうろーすとびーふにくまきにぎりずし 1350 斎藤松月堂 ＮＲＥ JTB70 京王 2010 京王では一ノ関駅弁の扱い
20100416 11埼玉 大宮 なし 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 1600 斎藤松月堂 ＮＲＥ JTB70 京王 2008
20090720 11埼玉 西武秩父 なし 山菜釜めし さんさいかまめし 500 まるなか 西武秩父仲見世通り 当館 【旧価格？】

未 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 【旧価格？】
20090720 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 【旧価格？】
20070519 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 秩父鉄道 年１回の工場公開時に販売
20060514 12千葉 千葉 木更津 万葉寿司 まんようずし 490 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 JTB238 調製元 JTB238は480円
20121130 12千葉 千葉 木更津 トンかつ弁当 とんかつべんとう 490 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 JTB238 調製元 JTB238は480円
20121130 12千葉 千葉 なし 県産豚カツサンド けんさんぶたかつさんど 550 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 当館 【旧価格？】
20010720 12千葉 千葉 なし 菜の花弁当 なのはなべんとう 570 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 JTB238 京王 1966 JTB238は550円
20040409 12千葉 千葉 木更津 焼肉弁当 やきにくべんとう 600 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 JTB238 調製元 JTB238は580円
20091030 12千葉 千葉 木更津 万葉弁当 まんようべんとう 670 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 JTB238 調製元 JTB238は650円
20091023 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 ＮＲＥ万葉軒 当館 2009 【旧価格？】

未 12千葉 千葉 なし 千葉寿司街道たい ちばすしかいどうたい 680 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 当館 2010 【旧価格？】
未 12千葉 千葉 なし 千葉寿司街道あじ ちばすしかいどうあじ 680 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 当館 2010 【旧価格？】

20131013 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 700 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 味の陣 調製元 2010
20121130 12千葉 千葉 なし ひれかつ・しゅうまい弁当 ひれかつしゅうまいべんとう 720 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 調製元 2012
20090430 12千葉 千葉 なし こまち こまち 720 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 JTB238
20121130 12千葉 千葉 なし 潮干狩り弁当 しおひがりべんとう 780 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 JTB238 調製元 JTB238は760円

未 12千葉 千葉 なし 千葉幕 ちばまく 880 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 調製元
20091023 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 880 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 調製元 2009
20060514 12千葉 千葉 木更津 やきはま弁当 やきはまべんとう 930 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 JTB238 1940 JTB238は900円
20140120 12千葉 千葉 なし 銚子まぐろの漁師めし ちょうしまぐろのりょうしめし 900 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 京王 2012 【旧価格？】

未 12千葉 千葉 なし 銚子市場の浜ごはん ちょうしいちばのはまごはん 900 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 京王 2014 【旧価格？】
20120626 12千葉 千葉 なし 初夏乃華 しょかのはな 900 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 当館 【旧価格】６月販売

未 12千葉 千葉 なし 夏こまち なつこまち 900 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 調製元 【旧価格】７～８月販売
未 12千葉 千葉 なし 秋桜 こすもす 900 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 調製元 【旧価格】９～１０月販売

20091030 12千葉 千葉 なし 紅葉 こうよう 900 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 調製元 【旧価格】１０～１１月販売
20101208 12千葉 千葉 なし 師走 しわす 900 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 調製元 【旧価格】１２月販売

未 12千葉 千葉 なし 迎春 げいしゅん 900 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 調製元 【旧価格】１月販売
20120223 12千葉 千葉 なし 春うらら はるうらら 900 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 調製元 【旧価格】２～３月販売

未 12千葉 千葉 なし たけのこづくし たけのこづくし 950 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 調製元 ４～６月販売
20140119 12千葉 千葉 なし 銚子二味鮪めし ？ 950 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 京王 2014 【旧価格？】
20101208 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 980 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 調製元 2010
20101208 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 980 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 調製元 2010
20131018 12千葉 千葉 なし 大人の休日下総上総 おとなのきゅうじつしもうさかずさ 1030 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 JTB238 調製元 JTB238は1000円
20090211 12千葉 千葉 木更津 漁り弁当 あさりべんとう 1030 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 JTB238 味の陣 京王 JTB238は1000円
20101128 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 1030 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 調製元 2010
20091023 12千葉 千葉 なし 新米対決 しんまいたいけつ 1100 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 調製元 【旧価格】１０～１１月販売
20060115 12千葉 千葉 木更津 やきはま丼 やきはまどん 1140 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 JTB238 京王 1999 JTB238は1100円
20050710 12千葉 千葉 なし 大漁万祝 たいりょうまいわい 1240 万葉軒 ＮＲＥ万葉軒 JTB238 調製元 JTB238は1200円



ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０１４年版（２０１４年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０１４年版（２０１４年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０１４年版（２０１４年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０１４年版（２０１４年４月時点）
当館収集 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 発売年備考
20070407 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 2001 【旧価格？】
20140516 12千葉 安房鴨川 なし さんが焼きおにぎりサンド さんがやきおにぎりさんど 210 南総軒 リテール 当館
20140516 12千葉 安房鴨川 なし あさりめし あさりめし 450 南総軒 リテール JTB245 調製元 JTB245は400円
20010818 12千葉 安房鴨川 なし わかしお弁当 わかしおべんとう 650 南総軒 リテール JTB245 調製元 JTB245は630円
20140516 12千葉 安房鴨川 なし さんが焼 さんがやき 820 南総軒 リテール JTB245 調製元 2006 JTB245は790円
20091030 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 950 南総軒 リテール JTB245 調製元 2001 JTB245は900円
20091023 12千葉 安房鴨川 なし あわびちらし あわびちらし 1100 南総軒 リテール JTB245 調製元 1959 JTB245は1050円
20040409 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 【旧価格？】

未 12千葉 五井 なし 太巻きスシ ふとまきすし 300 やり田 やり田 小湊鐵道 【旧価格？】
未 12千葉 五井 なし かまとろ丼 かまとろどん 450 やり田 やり田 小湊鐵道 【旧価格？】

20111216 12千葉 五井 なし あさり弁当 あさりべんとう 500 やり田 やり田 小湊鐵道 【旧価格？】
20060514 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 小湊鐵道 【旧価格？】

未 12千葉 大原 なし 忠勝弁当 とんかつべんとう 1000 傘屋商店 いすみ鉄道 いすみ鉄道 2011 土休日販売
未 12千葉 大原 なし 漁師のまかない飯弁当 りょうしのまかないめしべんとう 1000 傘屋商店 いすみ鉄道 いすみ鉄道 土休日販売
未 12千葉 大原 なし いすみの宝石箱弁当 いすみのほうせきばこべんとう 1300 傘屋商店 いすみ鉄道 いすみ鉄道 土休日販売

20120623 12千葉 大原 なし 伊勢えび弁当 いせえびべんとう 1600 大野荘 いすみ鉄道 いすみ鉄道 2011 土休日販売
未 12千葉 国吉 なし いすみのタコ飯弁当 いすみのたこめしべんとう 700 松屋旅館 松屋旅館 いすみ鉄道 2014 土休日販売、２０１４年５月まで販売

20120623 12千葉 国吉 なし 里山弁当 さとやまべんとう 1000 楽働会 楽働会 いすみ鉄道 2010 土休日販売
20071119 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 助六寿司 すけろくずし 510 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元
20070908 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 670 ＮＲＥ ＮＲＥ JR122 調製元 2007
20080805 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 700 ＮＲＥ ＮＲＥ JR122 調製元 2008
20130420 13東京 東京 水戸、いわき、上野、品川、新宿、大宮 鳥めし弁当 とりめしべんとう 850 ＮＲＥ ＮＲＥ JR122 JTB67 調製元
20140427 13東京 東京 水戸、上野、品川、新宿、大宮 チキン弁当 ちきんべんとう 850 ＮＲＥ ＮＲＥ JR122 JTB67 調製元 1964
20111204 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 クリスマスチキン弁当 くりすますちきんべんとう 800 ＮＲＥ ＮＲＥ 当館 2006 【旧価格】１２月販売
20120316 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 春のたっぷり野菜弁当 はるのたっぷりやさいべんとう 870 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元 2005 ３月～５月販売
20050522 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 夏のたっぷり野菜弁当 なつのたっぷりやさいべんとう 870 ＮＲＥ ＮＲＥ 当館 2004 ６月～８月販売
20090920 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 秋のたっぷり野菜弁当 あきのたっぷりやさいべんとう 870 ＮＲＥ ＮＲＥ 当館 2004 ９月～１１月販売
20061210 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 冬のたっぷり野菜弁当 ふゆのたっぷりやさいべんとう 870 ＮＲＥ ＮＲＥ 当館 2004 １２月～２月販売
20140413 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 Ｅ７系ランチボックス いーななけいらんちぼっくす 900 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元 2014
20130420 13東京 東京 水戸、上野、品川、新宿、大宮 深川めし ふかがわめし 900 ＮＲＥ ＮＲＥ JR122 JTB67 味の陣 京王 1987
20090301 13東京 東京 北千住（東武）、甲府、上野、品川、新宿、大宮 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 900 ＮＲＥ ＮＲＥ JR122 JTB67 味の陣 調製元 2004
20120316 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 900 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元 ２月頃～５月頃販売
20110612 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 900 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元 ５月頃～８月頃販売
20111118 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 900 ＮＲＥ ＮＲＥ 当館 ８月頃～１１月頃販売
20110213 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 帆立おこわ弁当 ほたておこわべんとう 900 ＮＲＥ ＮＲＥ 当館 １１月頃～２月頃販売
20130420 13東京 東京 北千住（東武）、甲府、水戸、いわき、上野、品川、新宿、大宮 五目わっぱめし ごもくわっぱめし 950 ＮＲＥ ＮＲＥ JR122 JTB67 調製元 2010
20070917 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 960 ＮＲＥ ＮＲＥ JR122 調製元 2007
20090410 13東京 東京 水戸、いわき、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 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JR123 JTB67 調製元 2009
20130929 13東京 東京 八王子 富士山鶏めし弁当 ふじさんとりめしべんとう 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ 味の陣 2013 【旧価格？】
20100307 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 1000 ＮＲＥ ＮＲＥ JR123 JTB67 調製元 2010
20081223 13東京 東京 水戸、いわき、上野、品川、新宿、大宮 幕之内弁当 まくのうちべんとう 1050 ＮＲＥ ＮＲＥ JTB66 調製元
20050327 13東京 東京 北千住（東武）、水戸、上野、品川、新宿、大宮 牛肉弁当 ぎゅうにくべんとう 1050 ＮＲＥ ＮＲＥ JR123 JTB66 調製元 2005

未 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 東北海鮮ちらし とうほくかいせんちらし 1080 ＮＲＥ ＮＲＥ JR123 調製元
20131228 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 ポケモン弁当 ぽけもんべんとう 1100 ＮＲＥ ＮＲＥ JR123 JTB66 調製元 2005 土休日販売
20131227 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 夕刊フジおつまみ弁当 ゆうかんふじおつまみべんとう 1100 ＮＲＥ ＮＲＥ JR123 調製元 2006
20100320 13東京 東京 北千住（東武）、上野、品川、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 1130 ＮＲＥ ＮＲＥ JR123 JTB66 京王 2010
20050813 13東京 東京 水戸、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 1230 ＮＲＥ ＮＲＥ JR123 JTB66 調製元 2005 JTB66は1200円
20101204 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 1300 ＮＲＥ ＮＲＥ JR123 JTB66 調製元 2010 JTB66は1250円

未 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 八戸鯖棒寿司 はちのへさばぼうずし 1340 ＮＲＥ ＮＲＥ JR123 調製元
20020501 13東京 東京 なし 幸福べんとう こうふくべんとう 1350 ＮＲＥ ＮＲＥ 味の陣 【旧価格？】
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20130316 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 吹き寄せ弁当春小町 ふきよせべんとうはるこまち 1350 ＮＲＥ ＮＲＥ ＪＲ東日本 2001 ２月頃～５月頃販売
20050522 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 吹き寄せ弁当青葉の宴 ふきよせべんとうあおばのうたげ 1350 ＮＲＥ ＮＲＥ JR123 調製元 2001 ５月頃～７月頃販売JR123「季節の吹き寄せ弁当」

20050724 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 吹き寄せ弁当なつ ふきよせべんとうなつ 1350 ＮＲＥ ＮＲＥ ＪＲ東日本 2001 ７月頃～９月頃販売
20041024 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 吹き寄せ弁当秋露のささやき ふきよせべんとうあきつゆのささやき 1350 ＮＲＥ ＮＲＥ ＪＲ東日本 2000 ９月頃～１２月頃販売
20121221 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 吹き寄せ弁当冬の彩 ふきよせべんとうふゆのいろどり 1350 ＮＲＥ ＮＲＥ ＪＲ東日本 2000 １２月頃～２月頃販売
20030202 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 1650 ＮＲＥ ＮＲＥ JR501 JTB66 味の陣 調製元 2002
20090822 13東京 東京 上野、品川、新宿、大宮 あったかうなぎ弁当 あったかうなぎべんとう 1800 ＮＲＥ ＮＲＥ 調製元 2004
20040409 13東京 東京 なし 極附弁当 きわめつきべんとう 3800 ＮＲＥ ＮＲＥ 味の陣 2003 【旧価格？】
20110514 13東京 東京 なし ビーフヘレカツサンド（ハーフ） びーふへれかつさんど 1000 グリル梵 ＮＲＥ ＮＲＥ 「ニッポンの駅弁」で販売

未 13東京 東京 なし 葉山 はやま 1050 ＮＲＥ ＮＲＥ ＮＲＥ 「ニッポンの駅弁」で販売
20101217 13東京 東京 なし すきやきチャーハン弁当 すきやきちゃーはんべんとう 1050 丸政 ＮＲＥ ＮＲＥ 2010 「ニッポンの駅弁」で販売
20101218 13東京 東京 なし 広東飯店豚バラ肉やわらか煮弁当 かんとんはんてんぶたばらにくやわらかにべんとう 1100 大船軒 ＮＲＥ 京王 2010 「ニッポンの駅弁」で販売

未 13東京 東京 なし 炭火焼肉弁当 すみびやきにくべんとう 1100 松川弁当店 ＮＲＥ ＮＲＥ 「ニッポンの駅弁」で販売
20111118 13東京 東京 なし 三陸海の幸弁当 さんりくうみのさちべんとう 1200 ＮＲＥ ＮＲＥ ＮＲＥ 「ニッポンの駅弁」で販売
20110119 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 ＮＲＥ 2010 「ニッポンの駅弁」で販売
20101229 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 ＮＲＥ 2010 「ニッポンの駅弁」で販売
20101217 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 ＮＲＥ 2010 「ニッポンの駅弁」で販売

未 13東京 東京 上野 吉野の鶏飯 よしののとりめし 669 えび寿屋 リテール JTB67
20021214 13東京 東京 上野、大宮、品川 万かつサンド まんかつさんど 700 万世 リテール JTB67

未 13東京 東京 上野、大宮 まい泉ヒレカツサンド（６切れ） まいせんひれかつさんど 843 まい泉 リテール JTB67
未 13東京 東京 大宮、品川 たごさく幕の内弁当 たごさくまくのうちべんとう 864 山和食品 リテール JTB67

20100530 13東京 東京 なし 銀の鈴弁当 ぎんのすずべんとう 875 日乃出食品 リテール JTB67 2003
20100820 13東京 東京 上野 全国ご当地グルメ弁当 ぜんこくごとうちぐるめべんとう 880 マコト リテール 当館 2010

未 13東京 東京 なし ウルトラマン弁当 うるとらまんべんとう 980 サンフレッシュ リテール 京王 2014 【旧価格？】
20101128 13東京 東京 上野、品川 鶏二段そぼろ弁当 とりにだんそぼろべんとう 1008 えび寿屋 リテール JTB67 2010
20101119 13東京 東京 なし やわらか穴子弁当 やわらかあなごべんとう 1026 寿司岩 リテール JTB66
20091213 13東京 東京 上野、大宮、品川 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 1029 たいめいけん リテール JTB66 2009

未 13東京 東京 上野、大宮 京樽京ちらし弁当 きょうたるきょうちらしべんとう 1030 京樽 リテール JTB66
未 13東京 東京 上野、大宮 秋田比内地鶏めし弁当 あきたひないじどりめしべんとう 1030 サンフレッシュ リテール JTB66
未 13東京 東京 なし 伊達のきらきら漁師めし だてのきらきらりょうしめし 1050 こばやし ＮＲＥ 阪神 2012
未 13東京 東京 上野、品川 チキンライス弁当 ちきんらいすべんとう 1080 たいめいけん リテール JTB66

20130811 13東京 東京 なし 湘南しらす弁当 しょうなんしらすべんとう 1100 大船軒 ＮＲＥ 調製元 季節販売
20121116 13東京 東京 なし かにホタテ弁当 かにほたてべんとう 1100 まるい ＮＲＥ 当館 2012 【旧価格？】「駅弁屋祭」で販売
20121116 13東京 東京 なし うにホタテ弁当 うにほたてべんとう 1100 まるい ＮＲＥ 当館 2012 【旧価格？】「駅弁屋祭」で販売
20121116 13東京 東京 なし イクラかに弁当 いくらかにべんとう 1150 まるい ＮＲＥ 当館 2012 【旧価格？】「駅弁屋祭」で販売

未 13東京 東京 品川 升本すみだ川 ますもとすみだがわ 1328 升本 リテール JTB66
未 13東京 東京 なし 牛たん＆ステーキ弁当 ぎゅうたんあんどすてーきべんとう 1350 こばやし ＮＲＥ 調製元
未 13東京 東京 なし 国産うなぎ弁当 こくさんうなぎべんとう 2250 ？ リテール JTB66

20061014 13東京 東京 上野、品川 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 2365 叙々苑 リテール JTB66 鶴屋 2006
未 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 ＢＬＴエッグクロワッサン びーえるてぃえっぐくろわっさん 370 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元
未 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 チキンエッグクロワッサン ちきんえっぐくろわっさん 370 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元
未 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 朝のおむすび弁当 あさのおむすびべんとう 400 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB41 調製元 2010
未 13東京 東京 品川、新横浜、京都、新大阪 ハムたまごサンド はむたまごさんど 410 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元
未 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 胡麻入りチキンのバラエティサンド ごまいりちきんのばらえてぃさんど 410 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元
未 13東京 東京 品川、新横浜、京都、新大阪 チキンサンド ちきんさんど 460 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元

20120929 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 メンチカツサンド めんちかつさんど 510 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元
未 13東京 東京 品川、新横浜、京都、新大阪 ハムサンド はむさんど 520 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元
未 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 グラハムサンド ぐらはむさんど 520 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元
未 13東京 東京 品川、新横浜、京都、新大阪 ＢＬＴサンド びーえるてぃーさんど 530 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元
未 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 柔らかカツサンド やわらかかつさんど 590 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元
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20120916 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 プレミアムミックスサンド ぷれみあむみっくすさんど 690 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元

未 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 プレミアムロースカツサンド ぷれみあむろーすかつさんど 700 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元
未 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 キッズランチ きっずらんち 620 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB41 調製元

20130101 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 味わい あじわい 700 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB41 調製元
未 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 ４００ｋｃａｌ台弁当 よんひゃくきろかろりーだいべんとう 720 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB41 調製元 2012

20080817 13東京 東京 新横浜 横濱オムライス よこはまおむらいす 770 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JR501 JTB42 調製元 2006
20080817 13東京 東京 品川、新横浜 幕之内弁当東海道 まくのうちべんとうとうかいどう 870 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元

未 13東京 東京 品川、新横浜 鶏照焼き重 とりてりやきじゅう 870 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB41 調製元 2003
20080817 13東京 東京 品川、新横浜 深川めし ふかがわめし 910 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JR122 JTB41 調製元 1987
20080810 13東京 東京 品川、新横浜 焼売炒飯弁當 しゅうまいちゃーはんべんとう 910 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB41 調製元 2004
20110308 13東京 東京 品川、新横浜、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 910 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JR122 JTB41 調製元 2011

未 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 ３０品目以上弁当 さんじゅうひんもくいじょうべんとう 910 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB41 調製元 2012
未 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 生姜焼き重とメンチカツ しょうがやきじゅうとめんちかつ 930 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB41 調製元

20050612 13東京 東京 品川 品川貝づくし しながわかいづくし 960 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB42 調製元 2003
20090517 13東京 東京 品川、新横浜 鶏づくし とりづくし 980 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB41 調製元 2006
20080817 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 美味とんかつお弁当 びみとんかつおべんとう 1000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB41 調製元 2008

未 13東京 東京 品川、新横浜 東海道新幹線５０周年記念弁当（東京） とうかいどうしんかんせんごじゅっしゅうねんきねんべんとう（とうきょう） 1000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB41 調製元 2014 ２０１４年４～１２月販売
20050617 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 1010 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB41 調製元
20090517 13東京 東京 品川、新横浜、京都、新大阪 牛すき重 ぎゅうすきじゅう 1030 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JR123 JTB41 調製元 2008
20120916 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 やさいたっぷり弁当 やさいたっぷりべんとう 1030 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB41 調製元 2012
20050611 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 1030 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元 2005 ２０１３年１０月から１年間「京都篇」

20050612 13東京 東京 品川、新横浜 幕之内歌舞伎 まくのうちかぶき 1130 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JR123 JTB41 調製元
未 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 牛たん弁当 ぎゅうたんべんとう 1150 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元 2014
未 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 厳選素材よくばり弁当 げんせんそざいよくばりべんとう 1150 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB41 調製元 2014

20080817 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 特製幕之内御膳 とくせいまくのうちごぜん 1340 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JR123 JTB41 調製元 2007
未 13東京 東京 品川、新横浜 三元豚ひれカツ弁当 さんげんとんひれかつべんとう 1340 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB41 調製元

20130413 13東京 東京 品川、新横浜、京都、新大阪 仙台黒毛和牛弁当 せんだいくろげわぎゅうべんとう 1540 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JR123 JTB49 調製元 2012
未 13東京 東京 品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪 そうだ　京都、行こう。 そうだきょうといこう 2000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元 2013 ２０１３年１０月～２０１４年９月販売

20110213 13東京 品川 なし 品川弁当 しながわべんとう 1100 大船軒 ＮＲＥ JR123 2010
未 13東京 上野 新宿 お魚弁当 おさかなべんとう 750 崎陽軒 リテール JTB69 調製元 2014

20110306 13東京 上野 新宿 中華弁当 ちゅうかべんとう 1030 崎陽軒 リテール JTB68 調製元
20090906 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 1030 ＮＲＥ ＮＲＥ JR575 JTB68 調製元 2002
20100311 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 2001 【旧価格？】「鳥めし」は1957年登場

未 13東京 浅草 北千住 焼き鳥丼 やきとりどん 840 宇豆基野 東武商事 JTB610
未 13東京 浅草 なし 深川めし ふかがわめし 1000 ？ 東武商事 JTB611
未 13東京 浅草 なし 浅草牛すき弁当 あさくさぎゅうすきべんとう 1000 宇豆基野 東武商事 JTB611
未 13東京 浅草 なし 東京スカイツリー丼 とうきょうすかいつりーどん 1000 ＮＲＥ 東武商事 東武商事 スカイツリートレイン運転日販売

20130119 13東京 浅草 なし 東京スカイツリー弁当 とうきょうすかいつりーべんとう 1000 ＮＲＥ 東武商事 東武商事 スカイツリートレイン運転日販売

未 13東京 浅草 北千住 春らんまん御膳 はるらんまんごぜん 1260 宇豆基野 東武商事 JTB610 東武商事 行楽シーズン販売
未 13東京 浅草 北千住 冬凪御膳 ふゆなぎごぜん 1260 宇豆基野 東武商事 東武商事 季節販売？
未 13東京 浅草 北千住 渡月 とげつ 2160 ＮＲＥ 東武商事 東武商事 予約販売
未 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 宇豆基野 東武商事 JTB611 調製元 2010

20030712 14神奈川 横浜 都内県内各地 昔ながらのシウマイ６個入 むかしながらのしうまい 260 崎陽軒 崎陽軒 調製元 1928
20101220 14神奈川 横浜 東京、上野、大宮、品川 昔ながらのシウマイ１５個入り むかしながらのしうまい 560 崎陽軒 崎陽軒 JTB67 阪神 1928
20111030 14神奈川 横浜 都内県内各地 昔ながらのシウマイ３０個入 むかしながらのしうまい 1100 崎陽軒 崎陽軒 調製元 1928
20101220 14神奈川 横浜 都内県内各地 特製シウマイ６個入 とくせいしうまい 670 崎陽軒 崎陽軒 調製元 1981
20050701 14神奈川 横浜 都内県内各地 特製シウマイ１２個入 とくせいしうまい 1290 崎陽軒 崎陽軒 阪神 1981
20040328 14神奈川 横浜 都内県内各地 特製シウマイ２２個入 とくせいしうまい 2160 崎陽軒 崎陽軒 調製元 1981
20031101 14神奈川 横浜 都内県内各地 真空パックシウマイ１５個入 しんくうぱっくしうまい 560 崎陽軒 崎陽軒 阪神 1967 【旧価格】
20090614 14神奈川 横浜 都内県内各地 真空パックシウマイ１５個入×２ しんくうぱっくしうまい 1100 崎陽軒 崎陽軒 調製元 1967
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未 14神奈川 横浜 都内県内各地 真空パックシウマイ１５個入×４ しんくうぱっくしうまい 2200 崎陽軒 崎陽軒 調製元 1967
20031124 14神奈川 横浜 都内県内各地 真空パックシウマイ１５個入×６ しんくうぱっくしうまい 3300 崎陽軒 崎陽軒 調製元 1967
20120205 14神奈川 横浜 都内県内各地 おいしさ長もち桜えびシウマイ おいしさながもちさくらえびしうまい 600 崎陽軒 崎陽軒 調製元 【旧価格】２～４月販売
20140426 14神奈川 横浜 都内県内各地 おいしさ長もちとうふシウマイ おいしさながもちとうふしうまい 580 崎陽軒 崎陽軒 調製元 ４～６月販売
20130605 14神奈川 横浜 都内県内各地 いかシウマイ いかしうまい 600 崎陽軒 崎陽軒 調製元 【旧価格】６～８月販売
20130904 14神奈川 横浜 都内県内各地 きのこシウマイ きのこしうまい 600 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2003 【旧価格】９～１１月販売
20131220 14神奈川 横浜 都内県内各地 冬の黒豚シウマイ ふゆのくろぶたしうまい 670 崎陽軒 崎陽軒 調製元 【旧価格】１２～１月販売

未 14神奈川 横浜 都内県内各地 おいしさ長もち昔ながらのシウマイ１２個入り おいしさながもちむかしながらのしうまい 470 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2013
20121027 14神奈川 横浜 都内県内各地 おいしさ長もち昔ながらのシウマイ２４個入り おいしさながもちむかしながらのしうまい 920 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2012
20121027 14神奈川 横浜 都内県内各地 おいしさ長もち特製シウマイ おいしさながもちとくせいしうまい 1230 崎陽軒 崎陽軒 阪神 2012
20121027 14神奈川 横浜 都内県内各地 おいしさ長もちえびシウマイ おいしさながもちえびしうまい 690 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2012
20121027 14神奈川 横浜 都内県内各地 おいしさ長もちかにシウマイ おいしさながもちかにしうまい 690 崎陽軒 崎陽軒 阪神 2012
20130402 14神奈川 横浜 都内県内各地 おいしさ長もち海鮮チリソース丼 おいしさながもちかいせんちりそーすどん 770 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2013
20121027 14神奈川 横浜 都内県内各地 おいしさ長もちフカヒレあんかけチャーハン おいしさながもちふかひれあんかけちゃーはん 980 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2012
20140426 14神奈川 横浜 県内各地 シウマイまん しうまいまん 460 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2002
20140406 14神奈川 横浜 新横浜、川崎、藤沢、上野、武蔵小杉、新川崎、保土ケ谷、新宿 いなり寿司 いなりずし 510 崎陽軒 崎陽軒 JTB42 調製元
20140406 14神奈川 横浜 川崎、新横浜、武蔵小杉、藤沢、新川崎、保土ヶ谷、上野、新宿 横濱チャーハン よこはまちゃーはん 590 崎陽軒 崎陽軒 JR124 JTB42 調製元
20120626 14神奈川 横浜 川崎、新横浜、武蔵小杉、藤沢、新川崎、保土ヶ谷、新宿 ハマの朝ごはん弁当 はまのあさごはんべんとう 610 崎陽軒 崎陽軒 JR124 JTB42 調製元 2012 平日ＡＭ販売
20140206 14神奈川 横浜 都内県内各地 おべんとう春 おべんとうはる 650 崎陽軒 崎陽軒 調製元 1998 【旧価格】２～４月販売
20140426 14神奈川 横浜 都内県内各地 おべんとう初夏 おべんとうしょか 670 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2012 ４～５月販売
20130605 14神奈川 横浜 都内県内各地 おべんとう夏 おべんとうなつ 650 崎陽軒 崎陽軒 調製元 【旧価格】６～８月販売
20130904 14神奈川 横浜 都内県内各地 おべんとう秋 おべんとうあき 650 崎陽軒 崎陽軒 調製元 1998 【旧価格】９～１１月販売
20131220 14神奈川 横浜 都内県内各地 おべんとう冬 おべんとうふゆ 650 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2003 【旧価格】１２～１月販売
20130520 14神奈川 横浜 川崎、新横浜、藤沢、武蔵小杉、新川崎、保土ヶ谷、上野 しょうが焼弁当 しょうがやきべんとう 700 崎陽軒 崎陽軒 JR124 JTB42 調製元 1983
20110213 14神奈川 横浜 川崎、新横浜、藤沢、保土ヶ谷 鯛めし弁当 たいめしべんとう 700 崎陽軒 崎陽軒 JR124 JTB42 調製元
20110802 14神奈川 横浜 新横浜、保土ヶ谷 おこわ弁当 おこわべんとう 700 崎陽軒 崎陽軒 JR124 JTB42 調製元
20140206 14神奈川 横浜 川崎、新横浜、武蔵小杉、藤沢、新川崎、保土ヶ谷、新宿、東京、上野、大宮 シウマイ弁当 しうまいべんとう 770 崎陽軒 崎陽軒 JR124 JTB42 味の陣 調製元 1954
20130427 14神奈川 横浜 新横浜、武蔵小杉、藤沢 炒飯弁当 ちゃーはんべんとう 800 崎陽軒 崎陽軒 JR124 JTB42 味の陣 調製元 2010
20131012 14神奈川 横浜 県内各地 神奈川あじわい弁当 かながわあじわいべんとう 850 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2008 【旧価格】１０～１１月頃販売
20140309 14神奈川 横浜 県内各地 春の神奈川あじわい弁当 はるのかながわあじわいべんとう 850 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2014 ３月販売
20100206 14神奈川 横浜 新横浜、川崎、新川崎、武蔵小杉、藤沢、上野、保土ヶ谷、新宿 お赤飯弁当 おせきはんべんとう 910 崎陽軒 崎陽軒 JR124 JTB228 調製元
20080921 14神奈川 横浜 新横浜、川崎、藤沢、上野、武蔵小杉、新川崎、保土ケ谷、新宿 幕の内弁当 まくのうちべんとう 1010 崎陽軒 崎陽軒 JTB42 調製元
20100319 14神奈川 横浜 新川崎、川崎、新横浜、保土ヶ谷、藤沢 横濱中華弁当 よこはまちゅうかべんとう 1020 崎陽軒 崎陽軒 JR124 JTB42 調製元 2000
20140115 14神奈川 横浜 都内県内各地 おべんとう花だより おべんとうはなだより 1050 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2013 【旧価格】１～３月販売
20121201 14神奈川 横浜 都内県内各地 金目鯛ごはん弁当 きんめだいごはんべんとう 1050 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2012 １２～２月販売
20140426 14神奈川 横浜 都内県内各地 桜えびごはん弁当 さわらとさくらえびごはん 1080 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2013 ３～５月販売

未 14神奈川 横浜 都内県内各地 母の日弁当 ははのひべんとう 1250 崎陽軒 崎陽軒 調製元 母の日と前日と前々日の販売
未 14神奈川 横浜 都内県内各地 父の日弁当 ちちのひべんとう 1350 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2013 父の日と前日と前々日の販売
未 14神奈川 大船 鎌倉その他 鎌倉いなりん棒プレーン かまくらいなりんぼうぷれーん 160 大船軒 ＮＲＥ 調製元 2014
未 14神奈川 大船 鎌倉その他 鎌倉いなりん棒浅利時雨煮 かまくらいなりんぼうあさりしぐれに 180 大船軒 ＮＲＥ 調製元 2014
未 14神奈川 大船 鎌倉その他 鎌倉いなりん棒カリカリ梅 かまくらいなりんぼうかりかりうめ 190 大船軒 ＮＲＥ 調製元 2014
未 14神奈川 大船 鎌倉その他 鎌倉いなりん棒鶏そぼろ かまくらいなりんぼうとりそぼろ 190 大船軒 ＮＲＥ 調製元 2014

20110710 14神奈川 大船 藤沢、茅ヶ崎、東戸塚、鎌倉、逗子 鎌倉ハムサンドウィッチ かまくらはむさんどうぃっち 530 大船軒 ＮＲＥ JTB151 京王 1899
20011027 14神奈川 大船 藤沢、東戸塚、鎌倉、逗子 あじさいちらしずし あじさいちらしずし 680 大船軒 ＮＲＥ JR126 JTB151 1976

未 14神奈川 大船 小田原、熱海 つまんで良し、食べて良し酒肴弁当 つまんでよしたべてよしさけさかなべんとう 680 大船軒 ＮＲＥ JTB43 2013
20121103 14神奈川 大船 都内県内各地 鎌倉助六 かまくらすけろく 700 大船軒 ＮＲＥ 調製元

未 14神奈川 大船 都内県内各地 鱒の押寿し ますのおしずし 720 大船軒 ＮＲＥ 調製元 2013
未 14神奈川 大船 都内県内各地 鯖の押寿し さばのおしずし 720 大船軒 ＮＲＥ 調製元 2013
未 14神奈川 大船 都内県内各地 穴子の押寿し あなごのおしずし 720 大船軒 ＮＲＥ 調製元 2013

20050903 14神奈川 大船 県内各地 幕の内 まくのうち 920 大船軒 ＮＲＥ 調製元
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20120719 14神奈川 大船 東京、品川、東戸塚、藤沢、鎌倉、逗子 しらす弁当 しらすべんとう 920 大船軒 ＮＲＥ JR122 JTB150 調製元 2006
20120719 14神奈川 大船 東京、品川、東戸塚、藤沢、平塚、小田原、鎌倉、逗子、熱海 鯵の押寿し あじのおしずし 960 大船軒 ＮＲＥ JR122 JTB150 京王 1913
20131123 14神奈川 大船 都内県内各地 酒肴弁当 さけさかなべんとう 1050 大船軒 ＮＲＥ 調製元 2014
20110402 14神奈川 大船 都内県内各地 季節弁当春ごよみ はるごよみ 1080 大船軒 ＮＲＥ 当館 春期販売
20120826 14神奈川 大船 都内県内各地 季節弁当夏越し なごし 1080 大船軒 ＮＲＥ 調製元 夏期販売
20101011 14神奈川 大船 都内県内各地 季節弁当紅葉ごよみ こうようごよみ 1080 大船軒 ＮＲＥ 当館 秋期販売
20120719 14神奈川 大船 東戸塚、藤沢、熱海、鎌倉、逗子 鯵と小鯛の押寿し あじとこだいのおしずし 1050 大船軒 ＮＲＥ JR126 調製元
20121103 14神奈川 大船 藤沢、茅ヶ崎、東戸塚、鎌倉、逗子、小田原、熱海 さがみ弁当 さがみべんとう 1100 大船軒 ＮＲＥ JR126 JTB150 味の陣 調製元 JR126「さがみ」

未 14神奈川 大船 なし 三崎マグロ温玉のせプルコギ風弁当 みさきまぐろおんたまのせぷるこぎふうべんとう 1200 大船軒 ＮＲＥ 京王 2014 【旧価格？】
20130407 14神奈川 大船 東京、上野、品川、東戸塚、藤沢、平塚、小田原、熱海、鎌倉、逗子 伝承鯵の押寿し でんしょうあじのおしずし 1250 大船軒 ＮＲＥ JR126 味の陣 1913
20091024 14神奈川 大船 東京、品川、小田原、熱海 しらす膳 しらすぜん 1300 大船軒 ＮＲＥ JR123 JTB44 調製元

未 14神奈川 大船 なし 磯花火 いそはなび 1350 大船軒 ＮＲＥ 京王 2014 調製元では東京駅限定
20090111 14神奈川 藤沢 なし うなむすび うなむすび 400 結 江ノ島電鉄 当館 2004 【旧価格？】
20130315 14神奈川 小田原 県内各地 とりそぼろ とりそぼろ 200 東華軒 ＮＲＥ 当館 【旧価格？】
20020519 14神奈川 小田原 なし シュウマイ しゅうまい 600 東華軒 ＮＲＥ 調製元

未 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 650 東華軒 ＮＲＥ JTB44 調製元
20111127 14神奈川 小田原 熱海 昆布〆小鯵押寿司 こんぶじめこあじおしずし 700 東華軒 ＮＲＥ JTB43 調製元 2011

未 14神奈川 小田原 熱海 その名も鶏丼 そのなもとりどん 800 東華軒 ＮＲＥ JTB43 調製元 2011
未 14神奈川 小田原 熱海 シュウマイ弁当 しゅうまいべんとう 820 東華軒 ＮＲＥ JTB43 調製元

20071104 14神奈川 小田原 平塚、国府津、熱海 鯛めし たいめし 830 東華軒 ＮＲＥ JR127 JTB43 味の陣 京王 1907
20020907 14神奈川 小田原 平塚、国府津 こゆるぎ茶めし こゆるぎちゃめし 830 東華軒 ＮＲＥ JR127 JTB43 調製元 1971
20140111 14神奈川 小田原 なし 復刻版鯛めし ふっこくばんたいめし 850 東華軒 ＮＲＥ 京王 2014 【旧価格？】
20101011 14神奈川 小田原 熱海 漁師丼 りょうしどん 880 東華軒 ＮＲＥ JTB44 京王 2010

未 14神奈川 小田原 平塚、熱海 おたのしみ弁当 おたのしみべんとう 880 東華軒 ＮＲＥ JTB43 調製元
未 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 900 東華軒 ＮＲＥ JR127 JTB44 2009
未 14神奈川 小田原 熱海 しらす弁当 しらすべんとう 920 東華軒 ＮＲＥ JTB43
未 14神奈川 小田原 平塚、国府津、熱海 桜海老とじゃこの海物語 さくらえびとじゃこのうみものがたり 930 東華軒 ＮＲＥ JR127 JTB43 京王 2007
未 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 950 東華軒 ＮＲＥ 調製元
未 14神奈川 小田原 熱海 味噌漬豚の重ねかつ重 みそづけぶたのかさねかつじゅう 950 東華軒 ＮＲＥ JTB43 調製元 2009

20050605 14神奈川 小田原 新宿、小田原、熱海 とん漬弁当 とんづけべんとう 950 東華軒 ＮＲＥ JR１２８ JTB43 調製元 2005
20120518 14神奈川 小田原 平塚、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 950 東華軒 ＮＲＥ JR127 JTB43 調製元 1984

未 14神奈川 小田原 なし 味くらべカジキＶＳ三崎まぐろ あじくらべかじきばーさすみさきまぐろ 1000 東華軒 ＮＲＥ 京王 2013
20121221 14神奈川 小田原 熱海 金目鯛の味くらべ きんめだいのあじくらべ 1000 東華軒 ＮＲＥ JTB44 京王

未 14神奈川 小田原 なし ひらひら桜すし ひらひらさくらすし 1000 東華軒 ＮＲＥ 阪神 2014 【旧価格？】
20030608 14神奈川 小田原 平塚、国府津、小田原、熱海 特選小鯵押寿司 とくせんこあじおしずし 1030 東華軒 ＮＲＥ JR127 JTB43 京王 1903
20040711 14神奈川 小田原 熱海 会席膳ゆのか かいせきぜんゆのか 1030 東華軒 ＮＲＥ JTB43

未 14神奈川 小田原 なし 金太郎のとん漬弁当（加熱式） きんたろうのとんづけべんとう 1100 東華軒 ＮＲＥ 阪神 2014 【旧価格？】
20060115 14神奈川 小田原 平塚、国府津、熱海 金目鯛炙り寿司 きんめだいあぶりずし 1250 東華軒 ＮＲＥ JR127 JTB43 京王 2005
20111216 14神奈川 小田原 熱海 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 1350 東華軒 ＮＲＥ JTB43 阪神 2006

未 14神奈川 小田原 箱根湯本 海老天むすび えびてんむすび 570 丸高 ？ 調製元
未 14神奈川 小田原 箱根湯本 狐いなりさん こいなりさん 720 丸高 ？ 調製元
未 14神奈川 小田原 箱根湯本 箱根道中 はこねどうちゅう 770 丸高 ？ 調製元

20040710 14神奈川 小田原 箱根湯本 とん焼き弁当 とんやきべんとう 980 丸高 ？ 調製元
未 14神奈川 小田原 箱根湯本 大海老天重 おおえびてんじゅう 980 丸高 ？ 調製元
未 14神奈川 小田原 箱根湯本 金目鯛ごはん きんめだいごはん 990 丸高 ？ 調製元
未 14神奈川 小田原 箱根湯本 特選小田原鯵ずし とくせんおだわらあじずし 1030 丸高 ？ 調製元

20100627 14神奈川 小田原 箱根湯本 福蔵弁当 ふっくらべんとう 1030 丸高 ？ 調製元
未 14神奈川 小田原 箱根湯本 牛すき焼き弁当 ぎゅうすきやきべんとう 1030 丸高 ？ 調製元
未 14神奈川 小田原 箱根湯本 贅・箱根よくばり弁当 ぜいはこねよくばりべんとう 1030 丸高 ？ 調製元 2013

20040711 14神奈川 小田原 箱根湯本 浜焼き弁当 はまやきべんとう 1230 丸高 ？ 調製元
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未 14神奈川 小田原 箱根湯本 国産牛カルビ弁当 こくさんぎゅうかるびべんとう 1230 丸高 ？ 調製元
20040705 14神奈川 箱根湯本 小田原 鯛めし たいめし 650 後藤商事 箱根登山鉄道 当館 【旧価格？】
20040705 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 箱根登山鉄道 当館 【旧価格？】
20040705 14神奈川 箱根湯本 小田原 鳥めし とりめし 700 後藤商事 箱根登山鉄道 当館 【旧価格？】
20040705 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 箱根登山鉄道 当館 【旧価格？】
20100724 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 750 川岳軒 川岳軒 JR277 JTB89 JTB89は700円

未 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 800 川岳軒 川岳軒 JR277 JTB89 味の陣 JTB89は750円
20050811 15新潟 越後湯沢 なし 雪国弁当 ゆきぐにべんとう 840 川岳軒 川岳軒 JR277 JTB89 JTB89は800円
20050811 15新潟 越後湯沢 なし ほくほく弁当 ほくほくべんとう 900 川岳軒 川岳軒 JR277 JTB89 JTB89は850円
20050811 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 JTB89 【旧価格？】
20070811 15新潟 越後湯沢 なし 駒子弁当 こまこべんとう 950 川岳軒 川岳軒 JR277 JTB89 JTB89は920円
20050811 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 1050 川岳軒 川岳軒 JR277 JTB88 2004 JTB88は1000円
20070728 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 1050 川岳軒 川岳軒 JR277 JTB88 2007 JTB88は1000円
20030316 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 1050 川岳軒 川岳軒 JR277 JTB88 JTB88は1000円
20100724 15新潟 越後湯沢 なし 牛～っとコシヒカリ ぎゅ～っとこしひかり 1050 川岳軒 川岳軒 JR277 JTB89 2009 JTB89は1000円

未 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 川岳軒 川岳軒 JTB88 【旧価格？】
20041214 15新潟 長岡 越後湯沢 とりそぼろ弁当 とりそぼろべんとう 790 池田屋 池田屋 JR559 JTB88 2004 JTB88は750円
20100724 15新潟 長岡 越後湯沢 火焔釜めし かえんかまめし 850 池田屋 池田屋 JR559 JTB89 JTB89は800円
20021116 15新潟 長岡 越後湯沢 鮭そぼろ弁当 さけそぼろべんとう 890 池田屋 池田屋 JR559 JTB88 1983 JTB88は840円
20041214 15新潟 長岡 越後湯沢 牛めし ぎゅうめし 890 池田屋 池田屋 JR559 JTB88 JTB88は840円

未 15新潟 長岡 越後湯沢 越路弁当 こしじべんとう 890 池田屋 池田屋 JR559 JTB88 JTB88は840円
20040112 15新潟 長岡 なし 越後長岡花火寿司 えちごながおかはなびずし 1000 池田屋 池田屋 調製元 1992 【旧価格？】
20080405 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 1050 池田屋 池田屋 JR559 JTB89 調製元 2007 JTB89は1000円
20011124 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 1100 池田屋 池田屋 JR559 JTB88 味の陣 JTB88は1050円

未 15新潟 長岡 なし トキばぁちゃんのおすそわけ ときばぁちゃんのおすそわけ 1050 池田屋 池田屋 JTB89 2008 調製元では販売終了
20090110 15新潟 長岡 なし 愛の郷 めぐみのさと 1200 池田屋 池田屋 JTB89 2009 調製元では販売終了

未 15新潟 長岡 なし きっとうまく花ひらく きっとうまくはなひらく 1200 池田屋 池田屋 調製元 2014
20110612 15新潟 新津 なし 三色だんご さんしょくだんご 648 羽入 リテール 当館 1916 鉄道銘菓
20050508 15新潟 新津 なし 特製さけずし とくせいさけずし 1250 神尾商事 神尾商事 JTB495 調製元 ＳＬ運転日販売

未 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 480 神尾商事 ＮＲＥ 調製元
未 15新潟 新潟 新津 お寿司（のり巻いなり） おすし 650 神尾商事 ＮＲＥ 調製元
未 15新潟 新潟 なし おにぎり弁当 おにぎりべんとう 650 新潟三新軒 ＮＲＥ JR559 JTB93 調製元
未 15新潟 新潟 新津 越後五目弁当 えちごごもくべんとう 880 神尾商事 ＮＲＥ 調製元

20090515 15新潟 新潟 新津、大宮 たれカツ重 たれかつじゅう 900 三新軒 ＮＲＥ JR559 JTB71 2009
20140208 15新潟 新潟 新津 漬焼きサーモン・いくら弁当 つけやきさーもんいくらべんとう 900 神尾商事 ＮＲＥ 鶴屋 2014 【旧価格？】

未 15新潟 新潟 新津 新潟彩ちらし にいがたいろどりちらし 930 神尾商事 ＮＲＥ JR559 JTB92 調製元 2009
20021019 15新潟 新潟 新津 越後五目ずし えちごごもくずし 930 神尾商事 ＮＲＥ 調製元
20120112 15新潟 新潟 新津 もちぶたとんかつ弁当 もちぶたとんかつべんとう 930 神尾商事 ＮＲＥ 調製元 2009

未 15新潟 新潟 新津 さけずし さけずし 980 神尾商事 ＮＲＥ 京王
20060113 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 980 神尾商事 ＮＲＥ 調製元 2004

未 15新潟 新潟 新津 山家おこわ やまがおこわ 980 神尾商事 ＮＲＥ 調製元
未 15新潟 新潟 なし 越後七不思議豚角煮弁当 えちごななふしぎぶたかくにべんとう 1000 神尾商事 ＮＲＥ 鶴屋 【旧価格？】

20011124 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 1000 神尾商事 ＮＲＥ JR559 JTB92 味の陣 京王 1999
20021117 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 京王 【旧価格？】
20021019 15新潟 新潟 新津 万代押寿し ばんだいおしずし 1000 新潟三新軒 ＮＲＥ JR559 JTB92 調製元

未 15新潟 新潟 なし 新潟コシヒカリ弁当 にいがたこしひかりべんとう 1000 新潟三新軒 ＮＲＥ JR559 調製元
20030301 15新潟 新潟 新津 雪の舞 ゆきのまい 1030 神尾商事 ＮＲＥ JR559 JTB92 調製元

未 15新潟 新潟 なし 海の彩 うみのいろどり 1030 神尾商事 ＮＲＥ JR559 JTB92 調製元
20110113 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 1030 神尾商事 ＮＲＥ 調製元 2004
20090215 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 1030 神尾商事 ＮＲＥ 調製元 2009
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未 15新潟 新潟 なし 黒酢ぶたあんかけ（ＨＯＴ） くろずぶたあんかけほっと 1050 神尾商事 ＮＲＥ 京王 【旧価格？】
未 15新潟 新潟 なし 炙り松茸めし あぶりまつたけめし 1050 神尾商事 ＮＲＥ 阪神 2012 【旧価格？】
未 15新潟 新潟 新津 さけとにしんの親子めし さけとにしんのおやこめし 1050 神尾商事 ＮＲＥ JTB91 調製元

20120421 15新潟 新潟 新津 新潟牛トン弁当 にいがたぎゅうとんべんとう 1050 三新軒 ＮＲＥ JR559 JTB92 京王 2011
20110612 15新潟 新潟 新津 鮭の焼漬弁当 さけのやきつけべんとう 1050 三新軒 ＮＲＥ JR559 JTB91 1950
20070919 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 JTB92 2007

未 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 JTB92 2005 JTB088では１０月～６月販売
20040410 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 JTB92 2003
20050903 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 JTB91 2005
20051103 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 JTB91 2005 １０月～５月販売
20061022 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 JTB91 2006

未 15新潟 新潟 なし 愛の朱鷺 あいのとき 1050 新発田三新軒 ＮＲＥ JTB91 2001
20050508 15新潟 新潟 なし 鮭はらこ弁当 さけはらこべんとう 1050 新潟三新軒 ＮＲＥ JR559 JTB91 京王
20020324 15新潟 新潟 なし 小鯛寿司 こだいずし 1050 新潟三新軒 ＮＲＥ JR559 JTB91 調製元 1951 調製元では販売休止中
20050903 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 1050 新潟三新軒 ＮＲＥ JR559 JTB92 京王 2001
20071104 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 1080 神尾商事 ＮＲＥ JR559 JTB90 阪神 2007

未 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 1080 神尾商事 ＮＲＥ 調製元
20050129 15新潟 新潟 新津 数の子ずし かずのこずし 1080 神尾商事 ＮＲＥ 調製元
20110612 15新潟 新潟 新津 雪だるま弁当 ゆきだるまべんとう 1080 三新軒 ＮＲＥ JR559 JTB90 京王 1987 輸送販売は「雪だるま弁当ちらし」

20120121 15新潟 新潟 新津 焼漬鮭ほぐし弁当 やきつけさけほぐしべんとう 1080 三新軒 ＮＲＥ JR559 JTB90 味の陣 京王 2011
20101114 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 1080 三新軒 ＮＲＥ JR559 JTB90 京王 2009
20120420 15新潟 新潟 新津 きらきら弁当 きらきらべんとう 1080 三新軒 ＮＲＥ JTB90

未 15新潟 新潟 新津 ＳＬ浪漫弁当 えすえるろまんべんとう 1080 三新軒 ＮＲＥ JR559 JTB90
20110612 15新潟 新潟 新津 えんがわ押し寿司 えんがわおしずし 1100 神尾商事 ＮＲＥ JR559 JTB90 京王 2010
20071118 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 1100 新発田三新軒 ＮＲＥ JR559 JTB92 京王 JTB92は1050円
20071104 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 1100 新発田三新軒 ＮＲＥ JR559 京王 2007 JTB91は1050円

未 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 JR559 JTB90 調製元
20080806 15新潟 新潟 東京、上野、大宮、高崎 村上牛しぐれ むらかみぎゅうしぐれ 1200 新潟三新軒 ＮＲＥ JR559 JTB90 味の陣 調製元 2008
20140309 15新潟 新潟 なし 柳がれい寿司 やなぎがれいずし 1250 新発田三新軒 ＮＲＥ JR559 味の陣
20050305 15新潟 新潟 なし 磐越ＳＬ弁当 ばんえつえすえるべんとう 1250 新潟三新軒 ＮＲＥ JTB90 京王 2003

未 15新潟 新潟 新津 二重弁当 にじゅうべんとう 1300 神尾商事 ＮＲＥ 調製元
20031116 15新潟 新潟 なし えび千両ちらし えびせんりょうちらし 1300 新発田三新軒 ＮＲＥ JR559 JTB90 京王 2002 JTB90は1200円
20140116 15新潟 新潟 なし のどぐろとサーモンといくらの弁当 のどぐろとさーもんといくらのべんとう 1480 神尾商事 ＮＲＥ 京王 2013 【旧価格？】

未 15新潟 新潟 なし 柳都御膳 りゅうとごぜん 1500 新潟三新軒 ＮＲＥ JTB90 調製元 2002
20140111 15新潟 新津 なし 米の国ニッポン弁当 こめのくににっぽんべんとう 1600 三新軒 三新軒 京王 2014 【旧価格？】

未 15新潟 直江津 なし あとひくいなり寿し あとひくいなりずし 650 ホテルハイマート ホテルハイマート JR276 JTB494 調製元
20070728 15新潟 直江津 なし 謙信弁当 けんしんべんとう 880 ホテルハイマート ホテルハイマート 調製元
20070127 15新潟 直江津 大宮、越後湯沢 かにずし かにずし 950 ホテルハイマート ホテルハイマート JR276 JTB494 調製元

未 15新潟 直江津 なし 親子にしん おやこにしん 950 ホテルハイマート ホテルハイマート JR276 JTB494 調製元
未 15新潟 直江津 なし とりめし とりめし 950 ホテルハイマート ホテルハイマート 調製元 １０～５月販売、２日前までの予約販売

未 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 1000 ホテルハイマート ホテルハイマート 調製元 予約販売
20070728 15新潟 直江津 なし ほたてごはん ほたてごはん 1050 ホテルハイマート ホテルハイマート JR276 調製元 2007 予約販売

未 15新潟 直江津 なし 甘海老天丼 あまえびてんどん 1050 ホテルハイマート ホテルハイマート JR276 調製元 予約販売
未 15新潟 直江津 なし 海の幸弁 うみのさちべん 1050 ホテルハイマート ホテルハイマート JR276 JTB494 調製元
未 15新潟 直江津 なし するてん するてん 1050 ホテルハイマート ホテルハイマート 調製元 予約販売
未 15新潟 直江津 なし おらとこのご馳走　め鱚 おらとこのごちそうめぎす 1050 ホテルハイマート ホテルハイマート 調製元 ９～１１月販売、２日前までの予約販売

未 15新潟 直江津 なし お弁当鱈 おべんとうたら 1000 ホテルハイマート ホテルハイマート 調製元 １２～２月販売、２日前までの予約販売

未 15新潟 直江津 なし 春日山 かすがやま 1100 ホテルハイマート ホテルハイマート JTB494 調製元
未 15新潟 直江津 なし 釜ぶた弁当 かまぶたべんとう 1100 ホテルハイマート ホテルハイマート JR276 JTB494 調製元 2014

20030601 15新潟 直江津 なし 鱈めし たらめし 1200 ホテルハイマート ホテルハイマート JR276 JTB494 調製元 1992
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20030601 15新潟 直江津 なし さけめし さけめし 1200 ホテルハイマート ホテルハイマート JR276 JTB494 調製元

未 15新潟 直江津 なし 磯の漁火 いそのいさりび 1250 ホテルハイマート ホテルハイマート JR276 JTB494 味の陣 調製元
20090725 15新潟 直江津 大宮 愛のご膳 あいのごぜん 1250 ホテルハイマート ホテルハイマート JR276 調製元 2009 予約販売、調製元は1300円

未 15新潟 直江津 なし 春よ恋 はるよこい 1300 ホテルハイマート ホテルハイマート 調製元 ３～５月販売、２日間までの予約販売

未 15新潟 直江津 なし 塩浜 しおはま 1600 ホテルハイマート ホテルハイマート 調製元 前日までの予約販売
未 15新潟 直江津 なし 直江津 なおえつ 2650 ホテルハイマート ホテルハイマート 調製元 前日までの予約販売
未 15新潟 直江津 なし 長浜 ながはま 2950 ホテルハイマート ホテルハイマート 調製元 前日までの予約販売

20130113 15新潟 糸魚川 なし 根知谷笹すし ねちだにささすし 720 九郎右ェ門 ＪＲＳＮ 京王
20050807 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 700 源 源 JR271 JTB480 駅弁図鑑調製元
20071006 16富山 富山 高岡 幕の内弁当 まくのうちべんとう 800 源 源 JTB480
20050807 16富山 富山 なし すき焼き風牛丼弁当 すきやきふうぎゅうどんべんとう 800 源 源 調製元 夏期販売

未 16富山 富山 金沢、高岡、福井 ますのすし小箱 ますのすしこばこ 800 源 源 JR269 JTB479 駅弁図鑑調製元
20031011 16富山 富山 なし おばあちゃんの栗おこわ おばあちゃんのくりおこわ 820 源 源 調製元 ９～１１月販売

未 16富山 富山 高岡 ますとぶり小箱 ますとぶりこばこ 850 源 源 JR271 JTB480 調製元
未 16富山 富山 福井、金沢、高岡 ぶりのすし小箱 ぶりのすしこばこ 850 源 源 JR269 JTB476 駅弁図鑑調製元
未 16富山 富山 高岡 竹の子弁当 たけのこべんとう 850 源 源 調製元 ３～５月販売
未 16富山 富山 高岡 立山弁当 たてやまべんとう 850 源 源 JR271 JTB480 駅弁図鑑

20091017 16富山 富山 高岡 ますのすし小丸 ますのすしこまる 900 源 源 JR271 JTB480 調製元 2009
未 16富山 富山 なし ますとたい小箱 ますとたいこばこ 900 源 源 調製元

20050807 16富山 富山 金沢、高岡 富山湾弁当 とやまわんべんとう 900 源 源 JR271 JTB479 2003
20050116 16富山 富山 なし ぶりかまめし ぶりかまめし 950 源 源 JTB481 京王 2004 １１～３月販売、京王や阪神は980円、調製元は1100円

未 16富山 富山 高岡 富山湾蛍いかの釜飯 とやまわんほたるいかのかまめし 1000 源 源 調製元 ３～５月販売
未 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 1100 源 源 調製元 １１～１月販売

20031011 16富山 富山 なし 松茸弁当 まつたけべんとう 1200 源 源 調製元 秋期販売
未 16富山 富山 高岡 富山味づくし とやまあじづくし 1200 源 源 JR271 JTB480 駅弁図鑑調製元

20140120 16富山 富山 なし 特選ますのすし小丸 とくせんますのすしこまる 1200 源 源 京王 2013 【旧価格？】
未 16富山 富山 なし 花見御膳ひとひら はなみごぜんひとひら 1200 源 源 調製元

20131123 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 JR268 JTB480 駅弁図鑑京王 1912
未 16富山 富山 なし 焼鯖すし～塩糀仕立て～ やきさばすししおこうじじたて 1300 源 源 調製元

20040521 16富山 富山 金沢、高岡、福井 ぶりのすし ぶりのすし 1500 源 源 JR270 JTB475 駅弁図鑑京王
未 16富山 富山 なし たいのすし たいのすし 1600 源 源 調製元

20110206 16富山 富山 なし ますのいぶしすし ますのいぶしすし 1650 源 源 鶴屋
未 16富山 富山 なし 花見御膳うららか はなみごぜんうららか 1700 源 源 調製元 春期販売

20040731 16富山 富山 福井、金沢、高岡 特選ますのすし とくせんますのすし 1700 源 源 JR268 JTB478 駅弁図鑑京王
20030121 16富山 富山 福井、金沢、高岡 ますのすし（二重） ますのすし 2500 源 源 JR270 JTB475 駅弁図鑑調製元
20040731 16富山 富山 高岡 ますぶりすし重ね ますぶりすしかさね 2700 源 源 JR274 JTB481 駅弁図鑑調製元
20050807 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 2700 源 源 調製元

未 16富山 富山 なし 竹ずし たけずし 3700 源 源 調製元
未 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 JTB502
未 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 JTB502

20071008 17石川 七尾 和倉温泉 寿し盛合せ すしもりあわせ 514 松乃寿し ＪＲＳＮ JR278 JTB502 JTB502は500円
20071008 17石川 七尾 なし 玉宝 ぎょくほう 514 松乃寿し ＪＲＳＮ JR278 JTB502 JTB502は550円

未 17石川 七尾 和倉温泉 ちらし寿し ちらしずし 617 松乃寿し ＪＲＳＮ JR278 JTB502 JTB502は600円
未 17石川 七尾 なし 玉宝 ぎょくほう 900 松乃寿し ＪＲＳＮ JTB502
未 17石川 穴水 なし ちらし寿し ちらしずし 411 松乃寿し のと鉄道 JR278 JTB503 JTB503は400円

20091017 17石川 津幡 なし きびあんころ きびあんころ 350 庭田商店 ＪＲＳＮ 当館 1903 【旧価格？】鉄道銘菓
20021109 17石川 金沢 なし お贅寿し おにえずし 650 大友楼 北陸トラベルサービス JR269 JTB479 駅弁図鑑阪神

未 17石川 金沢 富山 二味笹すし（３個入） ？ 700 大友楼 北陸トラベルサービス JR269 JTB479
未 17石川 金沢 富山 おまつ御膳 おまつごぜん 1000 大友楼 北陸トラベルサービス JR269 JTB479 駅弁図鑑

20071008 17石川 金沢 なし 百万石弁当 ひゃくまんごくべんとう 1050 大友楼 北陸トラベルサービス JR269 駅弁図鑑
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20040726 17石川 金沢 福井、富山 利家御膳 としいえごぜん 1050 大友楼 北陸トラベルサービス JR268 JTB475 駅弁図鑑 2001
20091017 17石川 金沢 富山 加賀の四季 かがのしき 1050 大友楼 北陸トラベルサービス JR269 JTB478 駅弁図鑑
20040726 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 1150 大友楼 北陸トラベルサービス JTB475
20080806 17石川 金沢 福井 加賀彩時記 かがさいじき 1150 大友楼 北陸トラベルサービス JR268 駅弁図鑑
20050807 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 1150 大友楼 北陸トラベルサービス JR268 JTB475 駅弁図鑑
20040726 17石川 金沢 福井 二味笹すし（５個入） ？ 1150 大友楼 北陸トラベルサービス JR268 駅弁図鑑阪神
20100110 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 当館 1989 【旧価格？】３日前３個以上予約販売

未 17石川 加賀温泉 金沢 鴨のサンドイッチ かものさんどいっち 550 高野商店 ＪＲＳＮ JTB477
20130113 17石川 加賀温泉 なし 加賀手まり寿し かがてまりずし 700 高野商店 ＪＲＳＮ 調製元
20091017 17石川 加賀温泉 福井、金沢 幕の内弁当 まくのうちべんとう 700 高野商店 ＪＲＳＮ JTB476 駅弁図鑑
20050103 17石川 加賀温泉 金沢 高野の笹すし たかののささすし 740 高野商店 ＪＲＳＮ JTB477 駅弁図鑑 JTB477は700円

未 17石川 加賀温泉 福井、金沢 加賀彩々 かがさいさい 780 高野商店 ＪＲＳＮ JTB476 駅弁図鑑調製元 JTB476は750円
20050807 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 ＪＲＳＮ JTB476 2005
20021124 17石川 加賀温泉 福井、小松、金沢、富山 柿の葉ずし かきのはずし 980 高野商店 ＪＲＳＮ JTB476 駅弁図鑑調製元 JTB476は900円

未 17石川 加賀温泉 なし 金沢さくら寿し かなざわさくらずし 1000 高野商店 ＪＲＳＮ 調製元 １月～４月上旬販売
未 17石川 加賀温泉 なし 金沢牛おこわ かなざわぎゅうおこわ 1000 高野商店 ＪＲＳＮ 調製元 2013
未 17石川 加賀温泉 なし 加賀のかにおこわ かがのかにおこわ 1000 高野商店 ＪＲＳＮ 京王 2014 【旧価格？】

20030215 17石川 加賀温泉 福井、小松、金沢、富山 かにすし かにすし 1080 高野商店 ＪＲＳＮ JTB475 駅弁図鑑京王 1970 ９月下旬～６月販売、JTB475は1000円

未 17石川 加賀温泉 なし 友禅 ゆうぜん 1080 高野商店 ＪＲＳＮ 調製元
未 17石川 加賀温泉 なし 麗 うるわし 1080 高野商店 ＪＲＳＮ 調製元

20050103 17石川 加賀温泉 なし 焼さば寿し やきさばずし 1100 高野商店 ＪＲＳＮ 調製元
未 17石川 加賀温泉 金沢、小松 北前船の焼き鯖寿し きたまえぶねのやきさばずし 1100 高野商店 ＪＲＳＮ JTB475 駅弁図鑑 JTB475は1000円

20110122 17石川 加賀温泉 なし 海鮮上ずし百万石 かいせんじょうずしひゃくまんごく 1180 高野商店 ＪＲＳＮ 阪神 【旧価格？】
20140117 17石川 加賀温泉 なし 加賀温泉の幕の内 かがおんせんのまくのうち 1200 高野商店 ＪＲＳＮ 京王 2014 【旧価格？】
20040726 17石川 加賀温泉 福井、小松、金沢 甘えび寿し あまえびずし 1250 高野商店 ＪＲＳＮ JTB475
20140119 17石川 加賀温泉 なし 加賀のかにすし かがのかにすし 1350 高野商店 ＪＲＳＮ 京王 2014

未 17石川 加賀温泉 なし 香箱蟹ごはんのかにすし こうばこがにごはんのかにすし 1360 高野商店 ＪＲＳＮ 阪神 2014 【旧価格？】
未 17石川 加賀温泉 金沢 おったから弁当 おったからべんとう 1600 高野商店 ＪＲＳＮ 駅弁図鑑調製元 予約販売
未 17石川 加賀温泉 なし 加賀魯山人弁当 かがろさんじんべんとう 1860 高野商店 ＪＲＳＮ 調製元 2013
未 18福井 福井 なし 秋のきのこと松茸の里弁当 あきのきのことまつたけのさとべんとう 870 番匠本店 番匠本店 JTB476 駅弁図鑑 2013 ９～１０月販売、JTB476は840円

20120129 18福井 福井 なし 東尋坊の焼きイカスシ とうじんぼうのやきいかすし 880 番匠本店 番匠本店 JTB476 調製元 2012 JTB476は850円
20120129 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 950 番匠本店 番匠本店 JTB476 駅弁図鑑京王 2010 JTB476は890円
20090117 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 1050 番匠本店 番匠本店 JTB475 京王

未 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 1050 番匠本店 番匠本店 JTB475 調製元 JTB475は1000円
20050103 18福井 福井 なし ままごっつお ままごっつお 1050 番匠本店 番匠本店 JTB475 調製元 2004 JTB475は1000円
20130217 18福井 福井 なし 越前波の華かにちらし えちぜんなみのはなかにちらし 1050 番匠本店 番匠本店 JTB475 京王 2012
20130706 18福井 福井 なし 越前かに棒すし えちぜんかにぼうすし 1050 番匠本店 番匠本店 JTB475 JTB475は980円
20050103 18福井 福井 芦原温泉 鯛すし たいすし 1050 番匠本店 番匠本店 JTB474 駅弁図鑑調製元 JTB474は1000円
20030201 18福井 福井 芦原温泉、金沢 鯖姿すし さばすがたすし 1050 番匠本店 番匠本店 JTB474 駅弁図鑑調製元 1980 芦原温泉では日曜販売、JTB474は1000円

20030114 18福井 福井 芦原温泉、金沢 越前笹すし えちぜんささすし 1050 番匠本店 番匠本店 JTB474 駅弁図鑑調製元 JTB474は1000円
20090114 18福井 福井 なし 炙りかに寿し あぶりかにずし 1100 番匠本店 番匠本店 調製元 2009
20130114 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 1150 番匠本店 番匠本店 JTB474 駅弁図鑑阪神 1961 JTB474は1100円
20041230 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 1250 番匠本店 番匠本店 JTB474 駅弁図鑑京王 2000 芦原温泉では日曜販売、JTB474は1200円

20041230 18福井 福井 なし 越前ちゅんちゅんかにめし えちぜんちゅんちゅんかにめし 1550 番匠本店 番匠本店 JTB475 駅弁図鑑阪神 2004 １１～３月販売、JTB475は1500円

20050310 18福井 福井 なし 極鯖すし匠 きわみささすしたくみ 1550 番匠本店 番匠本店 駅弁図鑑調製元 2004
未 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 JTB474 ６～８月販売

20140110 18福井 福井 なし 三種盛りかにづくし さんしゅもりかにづくし 1500 番匠本店 番匠本店 京王 2014 【旧価格？】
20020302 18福井 敦賀 なし 越前いかめし えちぜんいかめし 520 塩荘 塩荘 JTB473
20140518 18福井 敦賀 なし 華ちらし はなちらし 630 塩荘 塩荘 JR262 JTB473

未 18福井 敦賀 なし 越前かにちらし寿司 えちぜんかにちらしずし 700 塩荘 塩荘 京王 【旧価格？】
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未 18福井 敦賀 なし 荘兵衛さんのえちぜんますずし（小） しょうべえさんのえちぜんますずし 800 塩荘 塩荘 阪神 【旧価格？】
未 18福井 敦賀 なし かにずしハーフサイズ５巻 かにずしはーふさいずごかん 830 塩荘 塩荘 JTB473 阪神 １０月～５月販売

20030322 18福井 敦賀 金沢 鯖街道さばずし（食べ切りサイズ） さばかいどうさばずし 830 塩荘 塩荘 JR262 JTB479 阪神 JR262「鯖街道さばずし（ハーフサイズ）」

20030322 18福井 敦賀 なし 角鹿弁当 つぬがべんとう 930 塩荘 塩荘 JR262 JTB473
未 18福井 敦賀 金沢、福井 あなごずし６巻 あなごずしろっかん 930 塩荘 塩荘 JR262 JTB473
未 18福井 敦賀 なし 越前あったか松茸ごはん えちぜんあったかまつたけごはん 1000 塩荘 塩荘 京王 2014 【旧価格？】

20140111 18福井 敦賀 なし 復刻版元祖鯛鮓 ふっこくばんがんそたいずし 1000 塩荘 塩荘 京王 2014 【旧価格？】
未 18福井 敦賀 なし 焼きカニ釜飯 やきかにかまめし 1000 塩荘 塩荘 京王 【旧価格？】

20110122 18福井 敦賀 なし 焼きさばずし やきさばずし 1030 塩荘 塩荘 JR262 JTB473 2003
未 18福井 敦賀 なし 荘兵衛さんの鯖街道さばずし しょうべえさんのさばかいどうさばずし 1030 塩荘 塩荘 駅弁図鑑

20140519 18福井 敦賀 金沢 鯛鮨 たいずし 1030 塩荘 塩荘 JR262 JTB473 駅弁図鑑
未 18福井 敦賀 なし 笹すし ささすし 1030 塩荘 塩荘 JR262 JTB473 JR286では1,050円
未 18福井 敦賀 金沢 越前ごのみ えちぜんごのみ 1030 塩荘 塩荘 JR262 JTB473 阪神では９８０円
未 18福井 敦賀 なし ます寿司 ますずし 1030 塩荘 塩荘 JR262
未 18福井 敦賀 なし 炙ります寿司 あぶりますずし 1030 塩荘 塩荘 JR262

20060122 18福井 敦賀 なし 越前かにずし えちぜんかにずし 1100 塩荘 塩荘 JTB473 駅弁図鑑 １０月～５月販売
未 18福井 敦賀 なし 若狭牛焼肉弁当 わかさぎゅうやきにくべんとう 1150 塩荘 塩荘 京王 2014 【旧価格？】
未 18福井 敦賀 なし あったか若狭牛めし あったかわかさぎゅうめし 1200 塩荘 塩荘 京王 【旧価格？】
未 18福井 敦賀 なし 越前名物あったかかにめし えちぜんめいぶつあったかかにめし 1200 塩荘 塩荘 京王 2014 【旧価格？】

20140111 18福井 敦賀 なし 焼きかにわっぱめし やきかにわっぱめし 1300 塩荘 塩荘 京王 2014 【旧価格？】
20130519 18福井 敦賀 福井、金沢、富山 鯛の舞 たいのまい 1390 塩荘 塩荘 JR262 JTB473 駅弁図鑑 JTB481は1350円
20030215 18福井 敦賀 なし 荘兵衛さんのえちぜんますずし しょうべえさんのえちぜんますずし 1500 塩荘 塩荘 駅弁図鑑
20041107 18福井 敦賀 なし 荘兵衛さんのえちぜんかにずし しょうべえさんのえちぜんかにずし 1500 塩荘 塩荘 駅弁図鑑
20060122 18福井 敦賀 なし 荘兵衛さんの鯖街道焼きさばずし しょうべえさんのさばかいどうやきさばずし 1550 塩荘 塩荘 駅弁図鑑
20041107 18福井 敦賀 なし 荘兵衛さんの元祖たいずし しょうべえさんのがんそたいずし 1550 塩荘 塩荘 駅弁図鑑
20021124 18福井 敦賀 福井、富山 鯖街道さばずし さばかいどうさばずし 1550 塩荘 塩荘 JR262 JTB473 JTB481は1500円
20040726 18福井 敦賀 なし 極上さばずし ごくじょうさばずし 2100 塩荘 塩荘 JTB473 駅弁図鑑 2004
20041230 18福井 敦賀 なし 極上かにずし ごくじょうかにずし 2100 塩荘 塩荘 JTB473 駅弁図鑑 2004 １０月～５月販売
20041230 18福井 敦賀 なし 若狭御膳 わかさごぜん 3100 塩荘 塩荘 駅弁図鑑 2004 予約販売

未 19山梨 笹子 中央本線沿線 笹子餅 ささごもち 410 みどりや みどりや 当館 1905 【旧価格？】駅前で販売、鉄道銘菓

20020907 19山梨 笹子 中央本線沿線 笹子餅 ささごもち 840 みどりや みどりや 当館 1905 【旧価格？】駅前で販売、鉄道銘菓

未 19山梨 甲府 なし 富士満彩弁当 ふじまんさいべんとう 1200 丸政 ＮＲＥ 味の陣 2013 【旧価格？】
20110124 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 600 丸政 丸政 調製元 2009 注文販売
20090124 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 680 丸政 丸政 京王 2009 注文販売
20060127 19山梨 小淵沢 なし 甲州かつサンド（ぶた） こうしゅうかつさんどぶた 680 丸政 丸政 京王 2005 注文販売

未 19山梨 小淵沢 なし 山でいただきます やまでいただきます 700 丸政 丸政 調製元 2010 予約販売
未 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 阪神 【旧価格？】
未 19山梨 小淵沢 茅野 竹の子ご飯 たけのこごはん 900 丸政 丸政 JTB538 調製元 春期発売
未 19山梨 小淵沢 茅野 甲州とりめし こうしゅうとりめし 900 丸政 丸政 JTB538 調製元 2010

20110122 19山梨 小淵沢 なし 甲州とりもつべんとう こうしゅうとりもつべんとう 930 丸政 丸政 京王 2010
20050410 19山梨 小淵沢 なし 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 950 丸政 丸政 調製元 1970
20050904 19山梨 小淵沢 茅野、甲府 やまのごはん やまのごはん 950 丸政 丸政 JR543 JTB537 調製元 2000 調製元は予約販売
20140114 19山梨 小淵沢 なし まるごと甲州かつサンド まるごとこうしゅうかつさんど 950 丸政 丸政 JTB538 京王 2014

未 19山梨 小淵沢 なし 春の味覚春まん甲斐 はるのみかくはるまんかい 950 丸政 丸政 調製元 2010 春期発売
未 19山梨 小淵沢 東京、新宿、甲府 富士桜春釜めし ふじざくらはるかまめし 950 丸政 丸政 ＪＲ東日本 2014 ２０１４年３～５月販売
未 19山梨 小淵沢 なし ＢＢＱ４８ びーびーきゅうふぉーてぃーえいと 980 丸政 丸政 京王 2014 【旧価格？】
未 19山梨 小淵沢 なし 富士桜豚めし ふじさくらぶためし 980 丸政 丸政 京王 2014 【旧価格？】

20100109 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 1050 丸政 丸政 調製元 秋期販売、予約販売
20080120 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 1100 丸政 丸政 調製元 2007 予約販売
20061022 19山梨 小淵沢 甲府、茅野、新宿 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 JR543 JTB537 調製元 2006
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20091024 19山梨 小淵沢 なし 秋の味覚秋まん甲斐 あきのみかくあきまんかい 1100 丸政 丸政 調製元 2009 秋期販売

未 19山梨 小淵沢 なし ほっかほか富士桜豚めし ほっかほかふじさくらぶためし 1200 丸政 丸政 鶴屋 【旧価格？】
未 19山梨 小淵沢 甲府、東京 牛肉スキヤキチャーハン ぎゅうにくすきやきちゃーはん 1200 丸政 丸政 JR543 京王

20011201 19山梨 小淵沢 なし 鮑の炊き込みめし あわびのたきこみめし 1300 丸政 丸政 京王 【旧価格？】
20060409 19山梨 小淵沢 甲府、茅野 風林火山 ふうりんかざん 1350 丸政 丸政 JR543 調製元 1970
20011124 19山梨 小淵沢 茅野 元気甲斐 げんきかい 1500 丸政 丸政 JR543 JTB538 調製元 1985
20100618 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 830 ピカ ピカ 当館 2010
20080114 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 JTB539 調製元 2007
20101010 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 調製元 2010 価格不詳
20100214 20長野 茅野 なし たけのこわっぱ たけのこわっぱ 900 丸政 丸政 調製元 2008 春期販売
20061007 20長野 茅野 なし 山菜鶏釜めし さんさいとりかまめし 930 丸政 丸政 京王 2003 予約販売

未 20長野 茅野 なし 秋の味覚松茸ごはん あきのみかくまつたけごはん 1100 丸政 丸政 味の陣 調製元 2013
20110619 20長野 岡谷 茅野 うなぎ弁当 うなぎべんとう 1200 信濃屋 リテール 当館 2005 【旧価格？】
20050409 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 JTB517 味の陣 1953 【旧価格？】
20110619 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 JTB517 【旧価格？】
20030215 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 JTB517 【旧価格？】
20030215 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 JTB517 【旧価格？】
20011028 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 JTB517 1972 【旧価格？】
20080406 20長野 塩尻 松本 アルプス道づれおむすび弁当 あるぷすみちづれおむすびべんとう 840 カワカミ カワカミ JTB517 2006 【旧価格？】
20080101 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 JTB517 【旧価格？】

未 20長野 塩尻 松本 ワインランチ わいんらんち 950 カワカミ カワカミ 当館 1982 【旧価格？】３日前３個以上予約販売

未 20長野 塩尻 なし 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 当館 2010 【旧価格？】
20080101 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 JTB517

未 20長野 松本 なし 山賊焼 さんぞくやき 760 イイダヤ軒 イイダヤ軒 JR543 JTB518 味の陣 調製元 2010
20080101 20長野 松本 なし 安曇野ちらし あずみのちらし 850 イイダヤ軒 イイダヤ軒 JR543 JTB518 調製元
20021124 20長野 松本 なし 安曇野釜めし あずみのかまめし 850 イイダヤ軒 イイダヤ軒 JR543 JTB518 調製元
20080406 20長野 松本 なし 月見五味めし つきみごもくめし 870 イイダヤ軒 イイダヤ軒 JR543 JTB518 調製元 1960
20130930 20長野 松本 なし 地鶏めし じどりめし 870 イイダヤ軒 イイダヤ軒 JR543 JTB518 調製元

未 20長野 松本 なし 山菜ちらし寿司 さんさいちらしずし 840 イイダヤ軒 イイダヤ軒 JTB518
20011028 20長野 松本 なし 白樺だより しらかばだより 950 イイダヤ軒 イイダヤ軒 調製元 予約販売

未 20長野 松本 なし あずみ野四季彩 あずみのしきさい 980 イイダヤ軒 イイダヤ軒 JR543 JTB518 調製元
20050522 20長野 松本 なし 櫓膳 やぐらぜん 1080 イイダヤ軒 イイダヤ軒 JR543 JTB518 調製元
20130930 20長野 松本 なし 信州あずみ野物語 しんしゅうあずみのものがたり 1080 イイダヤ軒 イイダヤ軒 JR543 JTB518 調製元

未 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 JR192 JTB93 調製元
未 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 JR192 JTB93 調製元

20110619 20長野 長野 なし 信濃路幕の内 しなのじまくのうち 1000 ちくま ＮＲＥ JTB93 調製元 2007
未 20長野 長野 なし E７系記念弁当 いーななけいきねんべんとう 1100 ちくま ＮＲＥ 調製元 2014

20110619 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 JR192 JTB93 調製元 2009
未 20長野 長野 なし 牛ずし弁当 ぎゅうずしべんとう 1000 ちくま ＮＲＥ JR192 調製元
未 20長野 長野 なし 信州善光寺門前弁当 しんしゅうぜんこうじもんぜんべんとう 1400 ちくま ＮＲＥ JR192 調製元 2012
未 20長野 長野 なし 北回廊弁当 きたかいろうべんとう 1400 王瀧 ステーションビルＭＩＤＯＲＩ 味の陣 2013 【旧価格？】
未 20長野 長野 なし 信州美彩膳 しんしゅうびさいぜん 2000 ちくま ＮＲＥ 調製元 2012 予約販売
未 20長野 小諸 なし 栗おこわ弁当 くりおこわべんとう 860 ひしや弁当店 ひしや弁当店 調製元

20050508 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 1080 ひしや弁当店 ひしや弁当店 調製元
未 20長野 小諸 なし 信州の詩 しんしゅうのうた 1080 ひしや弁当店 ひしや弁当店 調製元

20050114 20長野 小諸 長野 真田御膳 さなだごぜん 1080 ひしや弁当店 ひしや弁当店 味の陣 調製元
未 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 1100 ひしや弁当店 ひしや弁当店 調製元
未 20長野 小諸 なし 季節のお弁当桜御膳 きせつのおべんとうさくらごぜん 1100 ひしや弁当店 ひしや弁当店 調製元 ３～４月販売
未 20長野 小諸 なし 季節のお弁当松茸御膳 きせつのおべんとうまつたけごぜん 1100 ひしや弁当店 ひしや弁当店 調製元 １０～１２月販売
未 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
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2090124 21岐阜 美濃太田 なし 松茸の釜めし まつたけのかまめし 1000 向龍館 向龍館 JR206 JTB504 1959 JTB504は950円
20040123 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 1000 向龍館 向龍館 JR206 JTB504 JTB504は950円

未 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 JTB504
未 21岐阜 高山 なし カツサンド かつさんど 650 金亀館 金亀館 JTB505

20031010 21岐阜 高山 なし 飛騨路わっぱ ひだじわっぱ 880 金亀館 金亀館 JR208 JTB505 調製元
20081009 21岐阜 高山 なし アルプス一万尺トレッキング弁当 あるぷすいちまんじゃくとれっきんぐべんとう 880 金亀館 金亀館 調製元 2006

未 21岐阜 高山 なし 田舎べんとう いなかべんとう 1000 金亀館 金亀館 JTB505 調製元 予約販売
未 21岐阜 高山 なし くわやき弁当 くわやきべんとう 1030 金亀館 金亀館 調製元 予約販売

20081009 21岐阜 高山 なし 世界遺産白川郷味の合掌づくり せかいいさんしらかわごうあじのがっしょうづくり 1030 金亀館 金亀館 JR208 JTB505 調製元 2008
20031010 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 1080 金亀館 金亀館 調製元 2002 ３～５月販売

未 21岐阜 高山 なし 上高地べんとう かみこうちべんとう 1080 金亀館 金亀館 JTB505 調製元 ６～８月販売、JTB505は1000円

20081009 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 1080 金亀館 金亀館 調製元 2005 ９月～１１月販売
未 21岐阜 高山 なし 冬いろの町 ふゆいろのまち 1080 金亀館 金亀館 調製元 2013

20061101 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 1080 金亀館 金亀館 JR208 JTB505 京王 2006
未 21岐阜 高山 なし 対決駅弁飛騨牛ＶＳ味噌焼ポーク たいけつえきべんひだぎゅうばーさすみそやきぽーく 1100 金亀館 金亀館 JR208 JTB504 調製元

20031010 21岐阜 高山 なし 味ごのみ あじごのみ 1100 金亀館 金亀館 JR208 JTB504 調製元
未 21岐阜 高山 なし 牛焼肉めし ぎゅうやきにくめし 1100 金亀館 金亀館 京王 2014 【旧価格？】

20041103 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 1150 金亀館 金亀館 JR208 JTB504 阪神
20070116 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 1150 金亀館 金亀館 JR208 JTB504 調製元
20140111 21岐阜 高山 なし 復刻版三色ほうば寿司 ふっこくばんさんしょくほうばずし 1260 金亀館 金亀館 京王 2014 【旧価格？】
20081009 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 1300 金亀館 金亀館 JR208 JTB504 京王 1994 JR208は1260円
20020217 21岐阜 高山 なし 三色ほうば寿司 さんしょくほうばずし 1300 金亀館 金亀館 JR208 JTB504 調製元

未 21岐阜 高山 なし 飛騨牛すき焼き重（加熱式） ひだぎゅうすきやきじゅう 1300 金亀館 金亀館 京王 2013
未 21岐阜 高山 なし 飛騨牛入すき焼き重 ひだぎゅういりすきやきじゅう 1470 金亀館 金亀館 京王 【旧価格？】
未 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 1720 金亀館 金亀館 調製元 ４月１４，１５日販売

20081009 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 1720 金亀館 金亀館 調製元 １０月９，１０日販売
20020108 21岐阜 高山 なし ほうば巻鯖寿し ほうばまきさばずし 1850 金亀館 金亀館 JR208 JTB504 鶴屋
20140117 22静岡 熱海 なし 海の膳鮑 うみのぜんあわび 1980 東華軒 ＮＲＥ 京王 【旧価格？】

未 22静岡 伊東 なし ぎおんのからあげ（３ケ入） ぎおんのからあげ 500 祇園 祇園 調製元 2012
20020421 22静岡 伊東 なし いなり寿し いなりずし 600 祇園 祇園 JR129 JTB256 調製元 1959
20030901 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 650 祇園 祇園 JR129 JTB256 調製元

未 22静岡 伊東 なし ぎおんのからあげ（４ケ入） ぎおんのからあげ 660 祇園 祇園 調製元 2012
20020421 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 680 祇園 祇園 JR129 JTB256 調製元
20020421 22静岡 伊東 なし おにぎり弁当 おにぎりべんとう 680 祇園 祇園 JR129 JTB256 調製元

未 22静岡 伊東 なし 五目ちらし寿し ごもくちらしずし 750 祇園 祇園 JR129 JTB256 調製元
未 22静岡 伊東 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 780 祇園 祇園 JTB256 調製元

20120207 22静岡 伊東 なし とりめし とりめし 780 祇園 祇園 JR129 JTB256 調製元
20120207 22静岡 伊東 なし 鯛どんたく弁当 たいどんたくべんとう 810 祇園 祇園 JR129 JTB256 調製元
20020421 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 980 祇園 祇園 JR129 JTB256 調製元
20120207 22静岡 伊東 なし ぼんかま ぼんかま 1050 祇園 祇園 JR129 JTB256 調製元

未 22静岡 伊東 なし 赤飯幕の内弁当 せきはんまくのうちべんとう 1300 祇園 祇園 調製元 予約販売
未 22静岡 伊東 なし 二重ね幕の内弁当 にがさねまくのうちべんとう 1300 祇園 祇園 調製元 予約販売
未 22静岡 伊東 なし おこのみ幕の内弁当 おこのみまくのうちべんとう 1300 祇園 祇園 調製元 予約販売

20080120 22静岡 伊豆急下田伊豆高原、伊豆熱川、伊豆稲取、河津 あぶりさんまの棒寿司 あぶりさんまのぼうずし 520 伊豆急物産 伊豆急物産 JTB257 調製元
20100109 22静岡 伊豆急下田伊豆高原、伊豆熱川、伊豆稲取、河津 金目鯛の押しずし きんめだいのおしずし 870 伊豆急物産 伊豆急物産 JTB257 調製元
20090108 22静岡 伊豆急下田伊豆高原、伊豆熱川、伊豆稲取、河津 金目鯛の塩焼き弁当 きんめだいのしおやきべんとう 1030 伊豆急物産 伊豆急物産 JTB257 調製元

未 22静岡 伊豆急下田伊豆高原 下田の贅沢釜飯 しもだのぜいたくかまめし 1030 伊豆急物産 伊豆急物産 JTB257
20030901 22静岡 伊豆急下田伊豆高原、伊豆熱川、伊豆稲取 あじずし あじずし 1080 伊豆急物産 伊豆急物産 JTB257 調製元
20060730 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 【旧価格？】
20111118 22静岡 御殿場 なし 鱒の姿ずし ますのすがたずし 1250 妙見本店 東海キヨスク 調製元
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20060730 22静岡 御殿場 なし 鮎の姿ずし あゆのすがたずし 1650 妙見本店 東海キヨスク 調製元 ６～９月販売

未 22静岡 三島 なし 鯛のおにぎり たいのおにぎり 320 桃中軒 桃中軒 JTB44 調製元
未 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 320 桃中軒 桃中軒 JTB44 調製元

20041009 22静岡 三島 沼津 助六寿司 すけろくずし 540 桃中軒 桃中軒 JTB44 調製元
20030608 22静岡 三島 沼津 鯛めし たいめし 700 桃中軒 桃中軒 JR142 JTB44 調製元
20020309 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 700 桃中軒 桃中軒 JR142 JTB44 調製元
20080809 22静岡 三島 沼津 とり重 とりじゅう 720 桃中軒 桃中軒 JR142 JTB44 調製元 2008
20041009 22静岡 三島 沼津 御弁当 おべんとう 770 桃中軒 桃中軒 JTB44 調製元

未 22静岡 三島 沼津 三島宿ぶたのみそ仕込み弁当 みしましゅくぶたのみそじこみべんとう 780 桃中軒 桃中軒 JR142 JTB44 調製元 2012
20060520 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 880 桃中軒 桃中軒 JR142 JTB44 調製元 2005
20060730 22静岡 三島 沼津 港あじ鮨 みなとあじずし 910 桃中軒 桃中軒 JR142 JTB44 調製元 2003
20110108 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 960 桃中軒 桃中軒 JR142 JTB44 調製元 2009
20110108 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 JR142 JTB44 調製元 2010
20060730 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 JR142 JTB44 調製元

未 22静岡 三島 沼津 静岡風便り春ごろも しずおかかぜだよりはるごろも 1000 桃中軒 桃中軒 調製元 ３～５月販売
未 22静岡 三島 沼津 ふじのくに一富士二鷹三茄子 ふじのくにいちふじにたかさんなすび 1000 桃中軒 桃中軒 調製元 2011 【旧価格】６～８月販売
未 22静岡 三島 沼津 三嶋物語秋日和 みしまものがたりあきびより 1000 桃中軒 桃中軒 調製元 【旧価格】９～１１月販売

20081214 22静岡 三島 沼津 長泉旬便り冬うらら ながいずみしゅんだよりふゆうらら 1000 桃中軒 桃中軒 調製元 【旧価格】１２～２月販売
20121221 22静岡 三島 沼津 沼津香まだい寿司 ぬまづかおりまだいずし 1050 桃中軒 桃中軒 調製元 2012 １０～５月販売

未 22静岡 三島 沼津 天城紅姫あまご寿司 あまぎべにひめあまごずし 1360 桃中軒 桃中軒 JR142 JTB44 調製元
20060520 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 1880 桃中軒 桃中軒 JR142 JTB44 調製元 2006
20030721 22静岡 修善寺 なし 武士の助六寿司 たけしのすけろくずし 600 舞寿し 舞寿し JTB111 調製元

未 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 調製元
20030721 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 調製元

未 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 調製元
20080809 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 調製元 2004
20120921 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 調製元 1999
20120921 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 調製元

未 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 1400 舞寿し 舞寿し JTB111 調製元 土日曜販売、JTB111は1300円

20090412 22静岡 新富士 富士 いなりずし いなりずし 430 富陽軒 富陽軒 調製元 1921
未 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 調製元

20020309 22静岡 新富士 富士 助六ずし すけろくずし 540 富陽軒 富陽軒 調製元
未 22静岡 新富士 富士 鱒ずし３個入 ますずし 540 富陽軒 富陽軒 調製元
未 22静岡 新富士 富士、富士宮 幕の内弁当 まくのうちべんとう 850 富陽軒 富陽軒 JTB45 調製元
未 22静岡 新富士 なし 新富士鶏御膳 しんふじとりごぜん 850 富陽軒 富陽軒 調製元 2014

20100429 22静岡 新富士 なし 牛すき弁当 ぎゅうすきべんとう 900 富陽軒 富陽軒 JTB45 調製元 2009
20070128 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 1000 富陽軒 富陽軒 JTB45 京王 2005 富士宮では土休日販売
20100429 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 1030 富陽軒 富陽軒 調製元 2008
20011122 22静岡 新富士 富士、富士宮 竹取物語 たけとりものがたり 1050 富陽軒 富陽軒 JTB45 京王 1987
20130118 22静岡 新富士 なし 富士山溶岩焼弁当 ふじさんようがんやきべんとう 1080 富陽軒 富陽軒 JTB45 阪神 2012
20130118 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 調製元 1988
20140116 22静岡 新富士 なし 富士山溶岩焼ＢＢＱ弁当 ふじさんようがんばーべきゅーべんとう 1100 富陽軒 富陽軒 京王 2014 京王会期中のみ販売

未 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 JTB260 調製元
20020316 22静岡 静岡 なし サンドイッチ さんどいっち 320 東海軒 東海軒 調製元
20120908 22静岡 静岡 なし しゅうまい しゅうまい 420 東海軒 東海軒 当館 【旧価格？】

未 22静岡 静岡 東静岡、用宗 助六寿司 すけろくずし 520 東海軒 東海軒 JTB45 調製元 JTB45は500円、東静岡と用宗では夏期販売休止

20120908 22静岡 静岡 東静岡、用宗 元祖鯛めし がんそたいめし 650 東海軒 東海軒 JTB45 調製元 1897 JTB45は570円、東静岡と用宗では夏期販売休止

20110417 22静岡 静岡 なし 親子飯 おやこめし 700 東海軒 東海軒 調製元
20060723 22静岡 静岡 なし 大御所弁当 おおごしょべんとう 760 東海軒 東海軒 JR144 調製元 1983 JTB45は730円

未 22静岡 静岡 東静岡、用宗 幕の内弁当 まくのうちべんとう 800 東海軒 東海軒 JTB45 調製元 JTB45は750円、東静岡と用宗では夏期販売休止
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20080726 22静岡 静岡 なし 特製鯛めし とくせいたいめし 不詳 東海軒 東海軒 JR144 JTB45 調製元 JR144は1000円、JTB45は760円、調製元は850円

20080726 22静岡 静岡 なし ますの押し寿司 ますのおしずし 800 東海軒 東海軒 JR144 JTB45 調製元 JTB45は780円
20060723 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 2003
20100822 22静岡 静岡 なし 茶めし弁当 ちゃめしべんとう 980 東海軒 東海軒 JR144 JTB45 調製元 JTB45は950円
20100822 22静岡 静岡 なし 富士の味覚 ふじのみかく 1050 東海軒 東海軒 JR144 JTB45 2008 JTB45は980円、旧称「不二の味覚」

未 22静岡 静岡 なし 千扇弁当・春 ちせんべんとうはる 1050 東海軒 東海軒 JR144 JTB45 調製元 ３月～５月販売、JR144「千扇弁当」、JTB45「千扇春夏秋冬」1000円

未 22静岡 静岡 なし 千扇弁当・夏 ちせんべんとうはる 1050 東海軒 東海軒 調製元 ６月～８月販売
未 22静岡 静岡 なし 千扇弁当・秋 ちせんべんとうはる 1050 東海軒 東海軒 調製元 ９月～１１月販売
未 22静岡 静岡 なし 千扇弁当・冬 ちせんべんとうはる 1050 東海軒 東海軒 調製元 １２月～２月販売

20100822 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 1080 東海軒 東海軒 調製元
未 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 1080 東海軒 東海軒 調製元

20120908 22静岡 静岡 なし うなぎめし うなぎめし 1600 東海軒 東海軒 JR144
未 22静岡 新金谷 なし お子様弁当 おこさまべんとう 700 東海軒大鉄フード 東海軒大鉄フード 大井川鐵道

20120908 22静岡 新金谷 なし 大井川ふるさと弁当 おおいがわふるさとべんとう 1100 東海軒大鉄フード 東海軒大鉄フード 大井川鐵道 2004
20050730 22静岡 新金谷 なし ＳＬの里茶飯べんとう えすえるのさとちゃめしべんとう 1100 東海軒大鉄フード 東海軒大鉄フード 大井川鐵道 2005 １０個から予約販売

未 22静岡 新金谷 なし 川根路三色弁当 かわねじさんしょくべんとう 1200 東海軒大鉄フード 東海軒大鉄フード 大井川鐵道 2012
未 22静岡 新金谷 なし 汽車弁当 きしゃべんとう 1400 東海軒大鉄フード 東海軒大鉄フード 大井川鐵道

未 22静岡 新金谷 なし 味くらべ あじくらべ 1600 東海軒大鉄フード 東海軒大鉄フード 大井川鐵道

20120908 22静岡 天竜二俣 なし 天竜さくらどんこ弁当 てんりゅうさくらどんこべんとう 950 天竜膳三好 天竜浜名湖鉄道 JTB270 天竜浜名湖鉄道 2009
20120908 22静岡 天竜二俣 なし まいたけ弁当 まいたけべんとう 950 きよみ 天竜浜名湖鉄道 JTB270 天竜浜名湖鉄道 2009 土休日販売

未 22静岡 浜松 なし おにぎり弁当 おにぎりべんとう 530 自笑亭 自笑亭 調製元
未 22静岡 浜松 なし 味くらべ弁当 あじくらべべんとう 620 自笑亭 自笑亭 調製元
未 22静岡 浜松 なし まくのうち弁当 まくのうちべんとう 740 自笑亭 自笑亭 調製元

20110417 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 830 自笑亭 自笑亭 調製元 2010
未 22静岡 浜松 なし 納得のいく幕の内 なっとくのいくまくのうち 830 自笑亭 自笑亭 調製元

20041204 22静岡 浜松 掛川 赤飯弁当 せきはんべんとう 840 自笑亭 自笑亭 JTB46 調製元
未 22静岡 浜松 なし 浜名湖弁当 はまなこべんとう 950 自笑亭 自笑亭 調製元
未 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 960 自笑亭 自笑亭 調製元

20040904 22静岡 浜松 掛川 浜の釜めし はまのかまめし 970 自笑亭 自笑亭 JR146 JTB46 調製元
20031222 22静岡 浜松 掛川 しらす弁当 しらすべんとう 1030 自笑亭 自笑亭 JR146 JTB46 調製元

済 22静岡 浜松 掛川 三四郎御弁当 さんしろうおべんとう 1030 自笑亭 自笑亭 調製元 2011
20031220 22静岡 浜松 掛川 喧嘩凧 けんかだこ 1030 自笑亭 自笑亭 JR146 JTB46 調製元 1987
20140119 22静岡 浜松 なし 浜松三ケ日牛＆遠州しらす弁当 はままつみっかびぎゅうあんどえんしゅうしらすべんとう 1030 自笑亭 自笑亭 JR146 JTB46 京王 2012
20120917 22静岡 浜松 なし 出世大名家康くんべんとう しゅっせだいみょういえやすくんべんとう 1050 自笑亭 自笑亭 JR146 調製元 2012

未 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 1080 自笑亭 自笑亭 調製元
20140109 22静岡 浜松 なし 浜松三ケ日牛弁当 はままつみっかびぎゅうべんとう 1240 自笑亭 自笑亭 JR146 JTB46 京王 2012

未 22静岡 浜松 なし 二重折弁当 にじゅうおりべんとう 1290 自笑亭 自笑亭 調製元
未 22静岡 浜松 なし 上幕の内弁当 じょうまくのうちべんとう 1450 自笑亭 自笑亭 調製元
未 22静岡 浜松 なし 浜松茶寮 はままつさりょう 1550 自笑亭 自笑亭 調製元
未 22静岡 浜松 なし 二重折弁当 にじゅうおりべんとう 1550 自笑亭 自笑亭 調製元

20050122 22静岡 浜松 掛川 ひつまぶし ひつまぶし 1650 自笑亭 自笑亭 JTB46 調製元 2000
20120917 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 2580 自笑亭 自笑亭 JTB46 調製元 2000
20070812 22静岡 浜松 なし 濱松うなぎ飯 はままつうなぎめし 2780 自笑亭 自笑亭 JTB46 調製元 2006

未 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 【旧価格？】注文販売
20110417 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 【旧価格？】注文販売

未 22静岡 新所原 なし うなぎ弁当 うなぎべんとう 2100 やまよし やまよし 当館 【旧価格？】注文販売
未 23愛知 豊橋 なし 助六寿司 すけろくずし 500 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB47 【旧価格？】

20030103 23愛知 豊橋 なし 稲荷寿し いなりずし 500 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB47 阪神 【旧価格？】
未 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 JTB47 【旧価格？】
未 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 JTB47 【旧価格？】
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未 23愛知 豊橋 なし 三色稲荷 さんしょくいなり 570 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB47 阪神 【旧価格？】
未 23愛知 豊橋 なし ちくわ稲荷寿し ちくわいなりずし 630 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB47 2010 【旧価格？】

20070128 23愛知 豊橋 なし お好み稲荷 おこのみいなり 650 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46 【旧価格？】
未 23愛知 豊橋 なし 復刻版稲荷寿司 ふっこくばんいなりずし 700 壷屋弁当部 壷屋弁当部 京王 【旧価格？】

20070812 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 JTB46 【旧価格？】
未 23愛知 豊橋 なし 壺屋浪漫 つぼやろまん 800 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46 【旧価格？】
未 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 【旧価格？】

20030726 23愛知 豊橋 なし 駅弁の日弁当 えきべんのひべんとう 850 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46 【旧価格？】
未 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 【旧価格？】

20031220 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 【旧価格？】
20080320 23愛知 豊橋 なし 中華風幕の内 ちゅうかふうまくのうち 950 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46 【旧価格？】

未 23愛知 豊橋 なし 秘境駅弁当 ひきょうえきべんとう 1000 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46 2010 【旧価格？】
未 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 JTB46 【旧価格？】

20021110 23愛知 豊橋 なし 手筒花火弁当 てづつはなびべんとう 1100 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46 1987 【旧価格？】
20080320 23愛知 豊橋 なし うなぎ飯 うなぎめし 1200 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB46 【旧価格？】

未 23愛知 三河安城 なし どてみそかつ丼 どてみそかつべんどん 950 だるま だるま 京王 2014 【旧価格？】
20140114 23愛知 三河安城 なし 名古屋コーチン三昧 なごやこーちんざんまい 1200 だるま だるま 京王 2014 【旧価格？】
20140111 23愛知 三河安城 なし 名古屋コーチン鶏わっぱ飯 なごやこーちんとりわっぱめし 1280 だるま だるま 京王 2014 【旧価格？】

未 23愛知 名古屋 なし のぞみ畑野菜とハム＆玉子のサラダ のぞみばたけやさいとはむあんどたまごのさらだ 270 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元
未 23愛知 名古屋 なし のぞみ畑野菜とベーコン＆パスタのサラダ のぞみばたけやさいとべーこんあんどぱすたのさらだ 270 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元
未 23愛知 名古屋 なし のぞみ畑野菜と唐揚げ＆パスタのサラダ のぞみばたけやさいとからあげあんどぱすたのさらだ 270 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元
未 23愛知 名古屋 なし のぞみ畑チキンサンド のぞみばたけちきんさんど 460 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元
未 23愛知 名古屋 なし のぞみ畑ハムサンド のぞみばたけはむさんど 520 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元
未 23愛知 名古屋 なし のぞみ畑ＢＬＴサンド のぞみばたけびーえるてぃーさんど 530 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元
未 23愛知 名古屋 なし 天むす てんむす 570 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元
未 23愛知 名古屋 なし 天むす弁当 てんむすべんとう 616 だるま だるま 調製元
未 23愛知 名古屋 なし 地雷也天むす じらいやてんむす 630 ？ ？ 鶴屋

20101211 23愛知 名古屋 岐阜、岐阜羽島 復刻弁当 ふっこくべんとう 660 松浦商店 松浦商店 JR160 JTB48 調製元 2007
未 23愛知 名古屋 岐阜、岐阜羽島 花ことば はなことば 700 松浦商店 松浦商店 JR160 JTB48 調製元

20050905 23愛知 名古屋 なし こだま こだま 760 松浦商店 松浦商店 JR160 JTB48 調製元 1979
未 23愛知 名古屋 なし でかから弁当 でかからべんとう 780 松浦商店 松浦商店 JR160 JTB48 調製元
未 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 794 だるま だるま 調製元

20120917 23愛知 名古屋 なし 豊川いなり弁 とよかわいなりべん 864 だるま だるま 調製元
20100109 23愛知 名古屋 なし 名古屋とんテキ なごやとんてき 864 だるま だるま 京王 2009
20031231 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 870 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JR160 JTB48 調製元

未 23愛知 名古屋 岐阜羽島 みそカツ丼 みそかつどん 880 松浦商店 松浦商店 JR160 JTB48 阪神
20031220 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 880 松浦商店 松浦商店 JR160 JTB48 調製元 2003
20031222 23愛知 名古屋 岐阜羽島 海鮮わっぱめし かいせんわっぱめし 880 松浦商店 松浦商店 JR160 JTB47 調製元 2003

未 23愛知 名古屋 なし 名古屋にぎわい弁当 なごやにぎわいべんとう 880 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB48 調製元
20030102 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 900 松浦商店 松浦商店 JR160 JTB47 調製元

未 23愛知 名古屋 なし 炭火焼き風焼きとり重（名古屋） すみびやきふうやきとりじゅう 910 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JR160 JTB47 調製元
20120429 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 930 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JR160 JTB47 調製元

未 23愛知 名古屋 なし 松浦のみそカツ まつうらのみそかつ 930 松浦商店 松浦商店 JR160 JTB47 調製元
20080810 23愛知 名古屋 なし 鶏めし とりめし 930 松浦商店 松浦商店 JR160 JTB47 調製元 2006 JR160「名代鶏めし」

未 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 972 だるま だるま 調製元
20041030 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 983 だるま だるま 京王

未 23愛知 名古屋 なし みそかつヒレ重 みそかつひれじゅう 983 だるま だるま 京王
未 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 983 だるま だるま 鶴屋

20110120 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 983 だるま だるま 調製元 2011
未 23愛知 名古屋 なし 東海道新幹線５０周年記念弁当（名古屋） とうかいどうしんかんせんごじゅっしゅうねんきねんべんとう（なごや） 1000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB47 調製元 2014 ２０１４年４～１２月販売
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未 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～ 1000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JR161 JTB47 調製元
20120916 23愛知 名古屋 なし なごや なごや 1030 松浦商店 松浦商店 JR161 JTB47 調製元

未 23愛知 名古屋 なし 特撰名古屋 とくせんなごや 1030 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JR161 JTB47 調製元 2002
未 23愛知 名古屋 なし 牛すき重（名古屋） ぎゅうすきじゅう 1030 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JR160 JTB47 調製元
未 23愛知 名古屋 なし ひつまぶし巻き ひつまぶしまき 1058 だるま だるま 調製元
未 23愛知 名古屋 なし 名古屋城釜めし なごやじょうかまめし 1058 だるま だるま 調製元 2013
未 23愛知 名古屋 なし 雑穀とり釜飯 ざっこくとりかまめし 1059 だるま だるま 調製元 2013

20030726 23愛知 名古屋 なし 特製とり御飯 とくせいとりごはん 1080 松浦商店 松浦商店 JR161 JTB47 調製元 1955
20101211 23愛知 名古屋 なし 名古屋お料理弁当 なごやおりょうりべんとう 1080 松浦商店 松浦商店 JR161 JTB47 調製元
20102111 23愛知 名古屋 なし びっくりみそかつ びっくりみそかつ 1090 だるま だるま 調製元 1999

未 23愛知 名古屋 なし なごや美人 なごやびじん 1090 だるま だるま 調製元 2013
未 23愛知 名古屋 なし 尾張牛ひつまぶし おわりぎゅうひつまぶし 1090 だるま だるま 京王 2013
未 23愛知 名古屋 なし 名古屋コーチンみそかつ弁当 なごやこーちんみそかつべんとう 1090 だるま だるま 調製元 2013
未 23愛知 名古屋 岐阜、岐阜羽島 松阪牛めし まつさかうしめし 1150 松浦商店 松浦商店 JR161 JTB47 阪神 2012 JTB165「松坂牛めし」
未 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 1220 だるま だるま 調製元 2011

20080810 23愛知 名古屋 岐阜、岐阜羽島 ひつまぶし ひつまぶし 1250 松浦商店 松浦商店 JR161 JTB47 調製元
未 23愛知 名古屋 なし 伊勢めぐり弁当 いせめぐりべんとう 1543 だるま だるま 調製元 2013

20050806 23愛知 名古屋 なし なごや三昧 なごやざんまい 1600 松浦商店 松浦商店 JR160 JTB47 調製元
20080810 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 1620 だるま だるま 調製元 2000
20031220 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 【旧価格？】駅前弁当

未 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 【旧価格？】
20030726 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 880 新竹商店 新竹商店 JR202 調製元 1965 予約販売
20040110 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 950 新竹商店 新竹商店 JR202 JTB274 調製元 2003
20020106 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 980 新竹商店 新竹商店 JR202 JTB274 調製元 2001

未 24三重 松阪 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 980 新竹商店 新竹商店 JTB274 調製元
20030726 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 1000 新竹商店 新竹商店 調製元 1963 予約販売
20030726 24三重 松阪 なし すき焼き弁当 すきやきべんとう 1000 新竹商店 新竹商店 調製元 予約販売
20090118 24三重 松阪 なし 五街道彩(いろどり）弁当 ごかいどういろどりべんとう 1100 新竹商店 新竹商店 JR202 JTB274 調製元 2008
20051103 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 1200 新竹商店 新竹商店 JR202 JTB273 京王 2001
20130101 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 1350 新竹商店 新竹商店 JR202 JTB273 京王 1959
20130101 24三重 松阪 なし 松阪名物黒毛和牛モー太郎弁当 まつさかめいぶつくろげわぎゅうもーたろうべんとう 1350 新竹商店 新竹商店 JR202 JTB273 京王 2002
20110110 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 1400 新竹商店 新竹商店 JR202 JTB273 京王 2010
20100109 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 1400 新竹商店 新竹商店 JR202 JTB273 2009
20090124 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 1400 新竹商店 新竹商店 調製元 予約販売
20030726 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 1700 新竹商店 新竹商店 JR202 JTB273 調製元
20080119 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 2200 新竹商店 新竹商店 JR202 JTB273 調製元
20080113 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 3300 新竹商店 新竹商店 JR202 JTB273 調製元 2007

未 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 3300 新竹商店 新竹商店 JTB273 調製元 予約販売
未 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 3300 新竹商店 新竹商店 JR202 調製元 2009
未 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 4400 新竹商店 新竹商店 JR202 調製元 2009
未 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 5500 新竹商店 新竹商店 JTB273 調製元 予約販売

20040724 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 当館 2000 【旧価格？】１週間前までの予約販売

未 24三重 宇治山田 なし お伊勢参りむすび弁当 おいせまいりむすびべんとう 750 勢の国 ？ 当館 2013 【旧価格？】
未 25滋賀 米原 なし 助六寿し すけろくずし 600 井筒屋 井筒屋 調製元

20130101 25滋賀 米原 なし 元祖鱒寿し（５個入） がんそますずし 650 井筒屋 井筒屋 JR214 JTB48 調製元 1937
未 25滋賀 米原 なし 琵琶湖の鮎氷魚ごはんと一夜干し びわこのあゆひうおごはんといちやぼし 900 井筒屋 井筒屋 JR214 JTB49 調製元 2012

20040725 25滋賀 米原 なし おかかごはん おかかごはん 900 井筒屋 井筒屋 調製元
20030125 25滋賀 米原 なし 牛肉弁当 ぎゅうにくべんとう 1000 井筒屋 井筒屋 JR214 JTB49 駅弁図鑑調製元

未 25滋賀 米原 なし おこのみめし おこのみめし 1000 井筒屋 井筒屋 JR214 駅弁図鑑調製元
20030829 25滋賀 米原 なし 幕の内＜四季＞ まくのうちしき 1000 井筒屋 井筒屋 調製元
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20100124 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 1937 予約販売

未 25滋賀 米原 なし 松茸めし まつたけめし 1100 井筒屋 井筒屋 調製元 季節販売
20070129 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 1100 井筒屋 井筒屋 JR214 JTB49 駅弁図鑑京王 2006

未 25滋賀 米原 なし ちらし寿し ちらしずし 1100 井筒屋 井筒屋 調製元
未 25滋賀 米原 なし お寿し盛合せ おすしもりあわせ 1100 井筒屋 井筒屋 調製元

20110122 25滋賀 米原 なし 湖北のおはなし こほくのおはなし 1150 井筒屋 井筒屋 JR214 JTB48 駅弁図鑑阪神 1987
20020316 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 JR214 JTB48 駅弁図鑑調製元 1937
20140120 25滋賀 米原 なし 近江牛のハンバーグ滋養豚の生姜焼き おうみぎゅうのはんばーぐじようとんのしょうがやき 1200 井筒屋 井筒屋 京王 2014 【旧価格？】
20140126 25滋賀 米原 なし 近江三昧 おうみざんまい 1200 井筒屋 井筒屋 阪神 2014 【旧価格？】

未 25滋賀 米原 なし 鯛寿し たいずし 1200 井筒屋 井筒屋 調製元 予約販売
20070812 25滋賀 米原 なし てき重（加熱式） てきじゅうかねつしき 1300 井筒屋 井筒屋 JR214 JTB48 駅弁図鑑調製元
20030323 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 JR214 JTB48 駅弁図鑑調製元 1975
20120116 25滋賀 米原 なし 近江牛としょいめし おうみぎゅうとしょいめし 1300 井筒屋 井筒屋 JR214 JTB48 駅弁図鑑調製元 2012

未 25滋賀 米原 なし 近江牛ステーキ重 おうみぎゅうすてーきじゅう 1500 井筒屋 井筒屋 調製元 予約販売
20080810 25滋賀 草津 なし うばがもち うばがもち 500 南洋軒 南洋軒 調製元 鉄道銘菓

未 25滋賀 草津 なし お手軽近江牛すき焼弁当 おてがるおうみぎゅうすきやきべんとう 520 南洋軒 南洋軒 JR214 駅弁図鑑 2013
未 25滋賀 草津 なし すき焼き弁当 すきやきべんとう 740 南洋軒 南洋軒 調製元

20011112 25滋賀 草津 なし お鉢弁当 おはちべんとう 930 南洋軒 南洋軒 駅弁図鑑調製元 1990
20100116 25滋賀 草津 なし じゅんじゅん鍋 じゅんじゅんなべ 980 南洋軒 南洋軒 京王 2009 【旧価格？】
20120824 25滋賀 草津 なし 近江牛の軍艦巻 おうみぎゅうのぐんかんまき 1010 南洋軒 南洋軒 駅弁図鑑阪神
20140109 25滋賀 草津 なし 近江牛しぐれ煮貴賓 おうみぎゅうしぐれにきひん 1010 南洋軒 南洋軒 駅弁図鑑京王 2013

未 25滋賀 草津 なし 牛めし ぎゅうめし 1080 南洋軒 南洋軒 調製元
未 25滋賀 草津 なし 黒毛和牛弁当醍醐味 くろげわぎゅうべんとうだいごみ 1100 南洋軒 南洋軒 京王 2014 【旧価格？】
未 25滋賀 草津 なし 近江牛弁当関西和風だし仕立て おうみぎゅうべんとうかんさいわふうだしじたて 1130 南洋軒 南洋軒 駅弁図鑑京王 2013

20090112 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 1300 南洋軒 南洋軒 JTB185 駅弁図鑑京王 2008
未 25滋賀 草津 なし 近江牛押しずし おうみぎゅうおしずし 1300 南洋軒 南洋軒 駅弁図鑑

20031103 26京都 京都 なし 紅がら御膳 べにがらごぜん 850 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ JTB50
未 26京都 京都 なし 旅籠（はたご）めし はたごめし 980 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ JTB50

20050115 26京都 園部 なし 栗めし くりめし 950 淡路屋（京都府） 淡路屋（京都府） 京王 【旧価格？】秋期販売、予約販売

20030113 26京都 園部 なし 鮎寿し あゆずし 1100 淡路屋（京都府） 淡路屋（京都府） 当館 【旧価格？】初夏～秋期販売、予約販売

未 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 京阪ザ・ストア 当館 【旧価格？】
20130506 27大阪 新大阪 京都 幕の内にぎわい まくのうちにぎわい 860 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB50 調製元

未 27大阪 新大阪 京都 じゅうじゅう亭 じゅうじゅうてい 870 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB49 調製元
20100124 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 980 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JR226 JTB49 調製元 2009

未 27大阪 新大阪 京都 東海道新幹線５０周年記念弁当（大阪） とうかいどうしんかんせんごじゅっしゅうねんきねんべんとう（おおさか） 1000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB49 調製元 2014 ２０１４年４～１２月販売
未 27大阪 新大阪 京都 なにわ満載 なにわまんさい 1030 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JR226 JTB49 調製元

20130506 27大阪 新大阪 京都 京のおばんざい きょうのおばんざい 1030 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JR226 JTB49 調製元
20120129 27大阪 新大阪 なし 八角弁当 はちかくべんとう 1100 デリカスイト ＪＲＣＰ JTB50 1975

未 27大阪 大阪 なし あっちっち穴子三本仕立て あっちっちあなごさんぼんじたて 1200 淡路屋（兵庫県） ＪＲＳＮ 京王 【旧価格？】
20130127 27大阪 大阪難波 なし ビリケン弁当 びりけんべんとう 1000 一冨士ケータリング 近鉄リテールサービス 京王 2010 【旧価格？】
20140125 28兵庫 尼崎 なし ちっちゃいおっさんの電車旅行弁当 ちっちゃいおっさんのでんしゃりょこうべんとう 840 淡路屋（兵庫県） ？ 阪神 2014 【旧価格？】

未 28兵庫 新神戸 西明石、京都、新大阪、大阪、芦屋、神戸、六甲道、三ノ宮、天王寺 日本の朝食弁当 にっぽんのちょうしょくべんとう 520 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JR226 JTB51 駅弁図鑑調製元 2012 JTB51は500円
未 28兵庫 新神戸 西明石、新大阪、大阪、京都、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、天王寺 六甲山縦走弁当 ろっこうさんじゅうそうべんとう 620 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JR226 JTB51 駅弁図鑑調製元 JTB51は600円

20020714 28兵庫 新神戸 西明石、新大阪、大阪、京都、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、天王寺 地鶏弁当 じどりべんとう 880 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JR226 JTB51 駅弁図鑑調製元 JTB51は850円
未 28兵庫 新神戸 六甲道、神戸、西明石 神戸焼すきやき弁当 こうべやきすきやきべんとう 880 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 駅弁図鑑 2013

20130223 27大阪 新神戸 京都、六甲道、神戸 関西味めぐり かんさいあじめぐり 880 淡路屋（兵庫県） ＪＲＳＮ 駅弁図鑑
未 28兵庫 新神戸 西明石、京都、新大阪、大阪、神戸、六甲道 港町神戸ミンチカツ弁当 みなとまちこうべみんちかつべんとう 980 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51
未 28兵庫 新神戸 なし 春旬たけのこ御飯 しゅんしゅんたけのこごはん 980 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 調製元 春期販売
未 28兵庫 新神戸 なし 松茸牛肉満載栗めし まつたけぎゅうにくまんさいくり 980 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 調製元 秋期販売

20040905 28兵庫 新神戸 西明石、新大阪、大阪、京都、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、天王寺 ひっぱりだこ飯 ひっぱりだこめし 1000 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JR226 JTB50 駅弁図鑑京王 1998 JTB50は980円
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20110110 28兵庫 新神戸 西明石、新大阪、大阪、京都、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸 京都牛膳 きょうとぎゅうぜん 1000 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JR227 JTB50 阪神 2008 JTB50は980円

未 28兵庫 新神戸 西明石、神戸 神戸名物焼すきやき丼 こうべめいぶつやきすきやきどん 1000 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB51 駅弁図鑑 JTB51は980円
未 28兵庫 新神戸 なし あっちっち秋のすきやき御飯 あっちっちあきのすきやきごはん 1030 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 調製元 2013
未 28兵庫 新神戸 なし あっちっち冬のすきやき御飯 あっちっちふゆのすきやきごはん 1030 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 鶴屋 2001
未 28兵庫 新神戸 なし あっちっち春のすきやき御飯 あっちっちはるのすきやきごはん 1030 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 調製元 2013
未 28兵庫 新神戸 なし あっちっち夏のすきやき御飯 あっちっちなつのすきやきごはん 1000 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 調製元 2013 【旧価格？】

20070121 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 1030 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 京王 2006 秋期販売
20020121 28兵庫 新神戸 西明石、新大阪、大阪、京都、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸 肉めし にくめし 1030 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JR231 JTB51 京王 1965 JTB51は1000円
20050109 28兵庫 新神戸 神戸 タイガース勝めし たいがーすかつめし 1030 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 駅弁図鑑阪神 2004
20080112 28兵庫 新神戸 なし 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） 京王 2007 【旧価格？】

未 28兵庫 新神戸 なし リラックマ弁当 りらっくまべんとう 1050 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 京王 2014 【旧価格？】
20131228 28兵庫 新神戸 なし リラックマオムライス りらっくまおむらいす 1080 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 阪神 2014
20130217 28兵庫 新神戸 なし あっちっち京風吹寄せ栗めし あっちっちきょうふうふきよせくりめし 1080 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 調製元 2012
20100123 28兵庫 新神戸 なし 牛バラ神戸チャーハン ぎゅうばらこうべちゃーはん 1080 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 駅弁図鑑 2009
20111103 28兵庫 新神戸 なし ９２３形ドクターイエロー弁当 きゅうひゃくにじゅうさんがたどくたーいえろーべんとう 1080 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 駅弁図鑑京王 2011
20130126 28兵庫 新神戸 六甲道、神戸、西明石 Ｎ７００Ａ新幹線弁当 えぬななひゃくえーしんかんせんべんとう 1080 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 駅弁図鑑京王 2013

未 28兵庫 新神戸 西明石、新大阪、大阪、京都、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸 あっちっち明石焼たこめし あっちっちあかしやきたこめし 1080 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JR231 JTB51 駅弁図鑑京王 2012 JTB51は1050円
20090111 28兵庫 新神戸 西明石、新大阪、大阪、京都、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸 きかんしゃトーマスランチ きかんしゃとーますらんち 1100 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 京王 2008 【旧価格？】
20050801 28兵庫 新神戸 西明石、新大阪、大阪、京都、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸 神戸食館 こうべしょっかん 1130 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JTB50 駅弁図鑑調製元 JTB50は1100円

未 28兵庫 新神戸 西明石、新大阪、大阪、京都、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸 あっちっちすきやき弁当 あっちっちすきやきべんとう 1130 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JR231 JTB50 駅弁図鑑調製元 1988 JTB50は1100円
未 28兵庫 新神戸 西明石、新大阪、大阪、京都、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、天王寺 但馬牛めし たじまぎゅうめし 1130 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JR226 JTB50 駅弁図鑑調製元 JTB50は1100円

20140126 28兵庫 新神戸 なし 官兵衛の築城弁当 かんべえのちくじょうべんとう 1230 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 阪神 2014
未 28兵庫 新神戸 西明石、新大阪、大阪、神戸、六甲道 神戸ローストビーフ弁当 こうべろーすとびーふべんとう 1230 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JR227 JTB50 京王 2013 JTB50は1200円
未 28兵庫 新神戸 西明石、新大阪、大阪、神戸、六甲道 但馬牛すきしゃぶ弁当 たじまぎゅうすきしゃぶべんとう 1230 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JR227 JTB50 阪神 2013 JTB50は1200円

20061028 28兵庫 新神戸 西明石、新大阪、大阪、京都、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸、天王寺 神戸のステーキ弁当 こうべのすてーきべんとう 1230 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JR226 JTB50 駅弁図鑑京王 2006 JTB50は1200円
20130118 28兵庫 新神戸 芦屋、神戸、西明石、六甲道 神戸ワインステーキ弁当 こうべわいんすてーきべんとう 1230 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JR230 JTB50 駅弁図鑑京王 JTB50は1200円
20140110 28兵庫 新神戸 なし みちば御自慢鶏肝丼 みちばごじまんとりきもどん 1280 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 京王 2014 【旧価格？】
20120115 28兵庫 新神戸 なし 神戸牛すき焼き弁当 こうべぎゅうすきやきべんとう 1330 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 調製元 2011 注文販売
20120818 28兵庫 新神戸 西明石、新大阪、大阪、京都、芦屋、六甲道、三ノ宮、神戸 神戸のあっちっちステーキ弁当 こうべのあっちっちすてーきべんとう 1330 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） JR226 JTB50 京王 2012 JTB50は1300円

未 28兵庫 新神戸 なし しゃぶしゃぶ弁当松風 しゃぶしゃぶべんとうまつかぜ 1440 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 調製元 1974 予約販売
未 28兵庫 新神戸 神戸 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 1984 【旧価格？】販売休止中
未 28兵庫 新神戸 なし 黒毛和牛神戸ワインステーキ弁当 くろげわぎゅうこうべわいんすてーきべんとう 1800 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 京王 2014 【旧価格？】
未 28兵庫 新神戸 なし 村雨 むらさめ 2050 淡路屋（兵庫県） 淡路屋（兵庫県） 調製元 予約販売
未 28兵庫 姫路 なし 大名巻 だいみょうまき 600 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑調製元

20030322 28兵庫 姫路 なし 栗おこわ弁当 くりおこわべんとう 810 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑調製元
20011230 28兵庫 姫路 なし おかめ弁当 おかめべんとう 900 まねき食品 まねき食品 JTB52 駅弁図鑑調製元 1974 JTB52は870円

未 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 1000 まねき食品 まねき食品 調製元
20011230 28兵庫 姫路 なし あなごめし あなごめし 1000 まねき食品 まねき食品 JTB52 駅弁図鑑調製元 1974 JTB52は980円

未 28兵庫 姫路 なし 旨い！たこめし うまいたこめし 1000 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑調製元 2013
未 28兵庫 姫路 なし 春膳 はるぜん 1000 まねき食品 まねき食品 調製元

20120811 28兵庫 姫路 なし スヌーピーランチ すぬーぴーらんち 1010 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑京王 2012
未 28兵庫 姫路 なし 花暦 はなごよみ 1030 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑調製元

20120120 28兵庫 姫路 なし 豚蒲重 ぶたかまじゅう 1030 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑調製元 2011
20040725 28兵庫 姫路 なし 味づくし あじづくし 1050 まねき食品 まねき食品 JTB52 調製元 2004 JTB52は1000円

未 28兵庫 姫路 なし 播磨の味づくし はりまのあじづくし 1050 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑 2013
20131228 28兵庫 姫路 なし スヌーピーロコモコ すぬーぴーろこもこ 1080 まねき食品 まねき食品 京王 2014
20140126 28兵庫 姫路 なし えきそば（乾麺） えきそば 1080 まねき食品 まねき食品 阪神 土産用
20120818 28兵庫 姫路 なし 炭焼き風あなご重 すみやきふうあなごじゅう 1100 まねき食品 まねき食品 阪神 【旧価格？】

未 28兵庫 姫路 なし かにめし弁当 かにめしべんとう 1100 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑調製元 冬期販売
未 28兵庫 姫路 なし 鯛寿司７貫 たいずし 1100 まねき食品 まねき食品 調製元
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20110122 28兵庫 姫路 なし 但馬牛牛めし たじまぎゅうぎゅうめし 1150 まねき食品 まねき食品 JTB191 駅弁図鑑阪神 2010 JTB191は1100円
20140114 28兵庫 姫路 なし 穴子かさね重 あなごかさねじゅう 1200 まねき食品 まねき食品 京王 2014 【旧価格？】

未 28兵庫 姫路 なし 姫路官兵衛辨當 ひえじかんべえべんとう 1250 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑京王 2013
未 28兵庫 姫路 なし 但馬牛味くらべ たじまぎゅうあじくらべ 1250 まねき食品 まねき食品 京王 2014 【旧価格？】

20011230 28兵庫 姫路 なし あなご寿司 あなごずし 1350 まねき食品 まねき食品 JTB52 駅弁図鑑調製元 1959 JTB52は1300円
未 28兵庫 姫路 なし 松前寿司 まつまえずし 1350 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑調製元

20080126 28兵庫 姫路 なし 元祖幕の内辨當 がんそまくのうちべんとう 時価 まねき食品 まねき食品 京王 1888 イベント向け商品、価格は様々
20041107 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 1000 福廼家総合食品 福廼家総合食品 JTB362 2003
20040207 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 福廼家総合食品 福廼家総合食品 JTB362

未 28兵庫 和田山 なし 復刻版昭和の牛べん ふっこくばんしょうわのぎゅうべん 1000 福廼家総合食品 福廼家総合食品 京王 2014 【旧価格？】
未 28兵庫 和田山 なし 本場経産但馬牛母からの贈り物牛肉弁当 ほんばけいさんたじまぎゅうははからのおくりものぎゅうにくべんとう 1100 福廼家総合食品 福廼家総合食品 阪神 2013 【旧価格？】

20100801 28兵庫 浜坂 なし かに寿司 かにずし 900 米田茶店 米田茶店 当館 1958 【旧価格？】
20100801 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 当館 2007 【旧価格？】
20031231 29奈良 吉野口 なし きぬ巻時雨寿司 きぬまきしぐれずし 480 柳屋 柳屋 JR312 JTB302 駅弁図鑑
20031231 29奈良 吉野口 なし 産比米 むすめ 750 柳屋 柳屋 当館 【旧価格？】
20140126 29奈良 吉野口 なし 復刻版鮎鮨 ふっこくばんあゆずし 800 柳屋 柳屋 京王 2014 【旧価格？】阪神は1000円
20031231 29奈良 吉野口 なし 鮎ずし あゆずし 820 柳屋 柳屋 JR312 JTB302 駅弁図鑑 1911
20041211 29奈良 吉野口 なし 柿の葉寿し かきのはずし 910 柳屋 柳屋 JR312 JTB302 駅弁図鑑阪神
20041211 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 1030 柳屋 柳屋 JR312 JTB302 駅弁図鑑京王

未 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 阪和第一食堂 阪和第一食堂 JTB298
未 30和歌山 和歌山 なし 牛肉コロッケ弁当 ぎゅうにくころっけべんとう 480 阪和第一食堂 阪和第一食堂 JTB298
未 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 JTB298 1969
未 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 JTB298
未 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 JTB298

20030727 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 JTB298 駅弁図鑑 1969
未 30和歌山 和歌山 なし 巻寿し まきずし 550 ？ ？ JR298
未 30和歌山 和歌山 なし 牛ちらし ぎゅうちらし 630 ？ ？ JR298
未 30和歌山 和歌山 なし 味くらべ あじくらべ 800 ？ ？ JR298
未 30和歌山 和歌山 なし 熊野牛弁当 くまのぎゅうべんとう 840 ？ ？ JR298
未 30和歌山 和歌山 なし 寿司めぐり すしめぐり 850 ？ ？ JR298
未 30和歌山 和歌山 なし 小鯛雀寿し こだいすずめずし 540 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298
未 30和歌山 和歌山 なし 紀州うめどり弁当 きしゅううめどりべんとう 580 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298
未 30和歌山 和歌山 なし こめはり こめはり 600 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298

20030113 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 JR298 JTB298 京王 JTB298は500円
未 30和歌山 和歌山 なし さんま寿司 さんまずし 780 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298 駅弁図鑑調製元
未 30和歌山 和歌山 なし 柿の葉寿し かきのはずし 780 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298 JTB298 調製元 JTB298は750円

20040904 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 830 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298 JTB298 2004 JTB298は800円
未 30和歌山 和歌山 なし こうやくん精進弁当（一段） こうやくんしょうじんべんとう 850 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298 駅弁図鑑 JR298「精進弁当」800円
未 30和歌山 和歌山 なし 小鯛雀寿し（極上） こだいすずめずし 900 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298
未 30和歌山 和歌山 なし さば寿し さばずし 950 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298
未 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 調製元 春～夏販売

20020120 30和歌山 和歌山 なし 小鯛雀寿し（６個入り） こだいすずめずし 1080 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298 JTB298 駅弁図鑑京王 JTB298は1050円
未 30和歌山 和歌山 なし 玉手箱 たまてばこ 1100 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298
未 30和歌山 和歌山 なし こうやくん精進弁当（二段） こうやくんしょうじんべんとう 1250 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298 駅弁図鑑 JR298「精進弁当」1200円
未 30和歌山 和歌山 なし 小鯛雀寿し（７個入り） こだいすずめずし 1250 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298 JTB298 調製元
未 30和歌山 和歌山 なし 紀州玉手箱（ぎん） きしゅうたまてばこぎん 1500 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298 駅弁図鑑
未 30和歌山 和歌山 なし 紀州玉手箱（きん） きしゅうたまてばこきん 2000 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298 駅弁図鑑
未 30和歌山 和歌山 なし 小鯛雀寿し（１２個入り） こだいすずめずし 2100 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298 調製元

20040904 30和歌山 和歌山 なし 小鯛寿し（５個入り） こだいずし 2250 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JTB298 駅弁図鑑調製元 1899
未 30和歌山 和歌山 なし 小鯛雀寿し（１５個入り） こだいすずめずし 2600 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298 調製元
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未 30和歌山 和歌山 なし 小鯛寿し（６個入り） こだいずし 2850 和歌山水了軒 和歌山水了軒 調製元
未 30和歌山 和歌山 なし 小鯛雀寿し（２０個入り） こだいすずめずし 3500 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JR298 調製元
未 30和歌山 和歌山 なし 小鯛寿し（１０個入り） こだいずし 4300 和歌山水了軒 和歌山水了軒 調製元
未 30和歌山 和歌山 なし 小鯛寿し（１５個入り） こだいずし 6450 和歌山水了軒 和歌山水了軒 調製元
未 30和歌山 和歌山 なし 小鯛寿し（２０個入り） こだいずし 8500 和歌山水了軒 和歌山水了軒 調製元

20080506 30和歌山 紀伊田辺 なし 弁鶏 べんけい 850 矢野 ＪＲＳＮ 当館 2008 【旧価格？】
未 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 1983 【旧価格？】

20080506 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 2008 【旧価格？】
20040724 30和歌山 紀伊勝浦 なし さんま姿寿司 さんますがたずし 650 川柳 川柳 JR299 JTB301 駅弁図鑑 JTB301は630円

未 30和歌山 紀伊勝浦 なし 紀の国弁当 きのくにべんとう 750 川柳 川柳 JR299 JTB301 駅弁図鑑 JTB301は720円
20040724 30和歌山 紀伊勝浦 なし 鮪素停育 まぐろすていく 1080 川柳 川柳 JR299 JTB301 駅弁図鑑 JTB301は1050円

未 30和歌山 紀伊勝浦 なし 春咲弁当 はるさきべんとう 1540 川柳 川柳 駅弁図鑑 １２月～３月予約販売
20100801 31鳥取 鳥取 なし 助六寿し すけろくずし 430 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 調製元
20100801 31鳥取 鳥取 なし ちらし寿し ちらしずし 430 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 調製元
20090125 31鳥取 鳥取 なし 黒いかめし くろいかめし 520 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR323 調製元 調製元は空弁
20140119 31鳥取 鳥取 なし 梨とっとりカツサンド なしとっとりかつさんど 600 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 京王 調製元は空弁
20100801 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 850 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR323 JTB365 調製元
20100801 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 850 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR323 JTB365 調製元 1966
20100109 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 870 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB365 駅弁図鑑京王 2009
20040207 31鳥取 鳥取 なし あご寿し あごずし 880 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR323 JTB365 駅弁図鑑調製元 1965

未 31鳥取 鳥取 なし 言うこと梨！！鳥取牛弁当 いうことなしとっとりぎゅうべんとう 900 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 京王 2014 【旧価格？】
20130316 31鳥取 鳥取 なし 山陰鳥取海鮮釜めし さんいんとっとりかいせんかまめし 930 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR323 JTB365 調製元 2012
20080113 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 1010 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR323 JTB365 駅弁図鑑調製元 2000

未 31鳥取 鳥取 なし 大山ルビー豚重 だいせんるびーぶたじゅう 1010 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR323 JTB365 京王 2012
20041230 31鳥取 鳥取 倉吉 元祖かに寿し がんそかにずし 1010 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR323 JTB365 駅弁図鑑京王 1952
20041114 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 1030 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR323 JTB364 駅弁図鑑調製元 2004
20100110 31鳥取 鳥取 なし ゲゲゲの鬼太郎風呂茶漬け牛まぶし げげげのきたろうふろちゃづけぎゅうまぶし 1030 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR323 JTB364 駅弁図鑑京王 2009

未 31鳥取 鳥取 なし 鳥取牛とかにの味くらべ とっとりぎゅうとかにのあじくらべ 1050 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 京王 2014 【旧価格？】
20120121 31鳥取 鳥取 なし 鳥取牛カレー牛めし とっとりぎゅうかれーぎゅうめし 1050 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 京王 2013 【旧価格？】
20041230 31鳥取 鳥取 なし 城下町とっとり じょうかまちとっとり 1080 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR323 JTB364 駅弁図鑑調製元
20020111 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 1140 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR323 JTB364 駅弁図鑑調製元 1999
20090108 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 1140 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR323 JTB364 駅弁図鑑調製元 2004

未 31鳥取 鳥取 なし 茸くらべ たけくらべ 1150 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 京王 2013 【旧価格？】
未 31鳥取 鳥取 なし 蒸しがに押し寿し むしがにおしずし 1190 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB364 2013 １０～３月販売

20051106 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 1190 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR323 JTB364 駅弁図鑑調製元 2005
20050305 31鳥取 鳥取 なし ほかほか駅弁蟹めし弁当 ほかほかえきべんかにめしべんとう 1200 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 京王 2013 【旧価格？】
20030208 31鳥取 鳥取 なし お好みかに寿し おこのみかにずし 1290 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR324 JTB364 駅弁図鑑阪神 1968

未 31鳥取 鳥取 なし 復刻かに寿し ふっこくかにずし 1340 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 調製元 2010
未 31鳥取 鳥取 なし 山陰の旬の味とっとりの居酒屋 さんいんのしゅんのあじとっとりのいざかや 1390 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR324 JTB364 駅弁図鑑調製元
未 31鳥取 鳥取 なし かに幕の内 かにまくのうち 1440 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR324 駅弁図鑑調製元
未 31鳥取 鳥取 なし さば寿し さばずし 1730 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JR324 JTB364 調製元 2001

20140110 31鳥取 鳥取 なし 鳥取の味懐石御膳 とっとりのあじかいせきごぜん 1980 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 京王 2014 【旧価格？】
20100124 31鳥取 鳥取 なし 特選笹かに寿し とくせんささかにずし 2160 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 駅弁図鑑調製元
20081108 31鳥取 米子 なし 赤貝めし あかがいめし 900 米吾 米吾 JR326 JTB367 調製元 2008
20111003 31鳥取 米子 なし 伯耆物語 ほうきものがたり 920 米吾 米吾 JR326 JTB367 駅弁図鑑調製元 駅弁図鑑は950円
20130113 31鳥取 米子 なし 山陰吾左衛門寿し本舗海の宝箱 さんいんござえもんずしほんぽうみのたからばこ 980 米吾 米吾 JR326 JTB367 京王 2008 【旧価格？】

未 31鳥取 米子 なし 吾左衛門鮓鯖５貫セット ござえもんずしさばごかんせっと 980 米吾 米吾 JR326 JTB367 調製元
20140117 31鳥取 米子 なし 復刻版吾左衛門弁当 ふっこくばんござえもんべんとう 1000 米吾 米吾 京王 2014 【旧価格？】
20140208 31鳥取 米子 なし 白いかと蟹の海鮮丼 しろいかとかにのかいせんどん 1000 米吾 米吾 JR326 JTB367 鶴屋

未 31鳥取 米子 なし 大山おこわ弁当 だいせんおこわべんとう 1000 米吾 米吾 JR326 JTB367 駅弁図鑑調製元 駅弁図鑑は1030円
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20111003 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 JR326 JTB367 駅弁図鑑調製元 駅弁図鑑は1050円

未 31鳥取 米子 なし 山陰吾左衛門寿し本舗鯵 さんいんござえもんずしほんぽあじ 1080 米吾 米吾 JR326 JTB367
未 31鳥取 米子 なし 山陰吾左衛門寿し本舗蟹 さんいんござえもんずしほんぽかに 1100 米吾 米吾 JTB366 京王

20130113 31鳥取 米子 なし 山陰吾左衛門寿し本舗鯖 さんいんござえもんずしほんぽさば 1100 米吾 米吾 JR326 JTB367 京王
未 31鳥取 米子 なし 吾左衛門寿し詰合せ ござえもんずしつめあわせ 1150 米吾 米吾 鶴屋 【旧価格？】
未 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 JR326 JTB366 調製元

20111003 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 JR327 JTB366 駅弁図鑑調製元 駅弁図鑑は1260円
20111003 31鳥取 米子 なし うなぎ弁当 うなぎべんとう 1260 米吾 米吾 JTB366
20080120 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 1600 米吾 米吾 JR327 JTB366 駅弁図鑑 2007 JR326とJTB366は1470円
20030215 31鳥取 米子 倉吉 吾左衛門鮓（蟹） ござえもんずしかに 1800 米吾 米吾 JR324 JTB365 駅弁図鑑調製元 JR324とJTB365は1732円
20101114 31鳥取 米子 倉吉 吾左衛門鮓（鯖） ござえもんずしさば 1850 米吾 米吾 JR324 JTB365 駅弁図鑑京王 1978 JR324とJTB365は1774円
20051119 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 2000 米吾 米吾 JR327 JTB366 駅弁図鑑調製元 2005 JR324とJTB365は1869円
20111003 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 JR327

未 31鳥取 米子 なし 吾左衛門鮓（鱒） ござえもんずします 2500 米吾 米吾 JR326 JTB366 駅弁図鑑調製元 JR326とJTB366は2415円
20040113 31鳥取 米子 なし 吾左衛門鮓（鯛） ござえもんずしたい 2650 米吾 米吾 JR326 JTB366 駅弁図鑑調製元 JR326とJTB366は2572円

未 32島根 松江 なし おべんとう「勾玉」 おべんとうまがたま 900 一文字屋 一文字屋 JTB369 調製元
20041230 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 調製元 2003 予約販売、１０月～３月販売

未 32島根 松江 なし 島根牛みそ玉とん しまねぎゅうみそたまとん 960 一文字屋 一文字屋 駅弁図鑑調製元 2012
20061101 32島根 松江 なし 赤貝めし弁当 あかがいめしべんとう 980 一文字屋 一文字屋 JTB369 駅弁図鑑 １０月～３月販売、JTB369は950円

20100214 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 990 一文字屋 一文字屋 JTB369 駅弁図鑑京王 2010 JTB369は980円
20120122 32島根 松江 なし 出雲招福ちらし いずもしょうふくちらし 1050 一文字屋 一文字屋 JTB369 駅弁図鑑 2010 JTB369は950円
20030114 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 1080 一文字屋 一文字屋 JTB368 JTB368は1050円

未 32島根 松江 なし 出雲大社おそなえ三福かにさばしじみもぐり寿司 いずもおおやしろおそなえさんふくかにさばしじみもぐりずし 1050 一文字屋 一文字屋 京王 2013 【旧価格？】
20110122 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 1140 一文字屋 一文字屋 JTB368 京王 JTB368は1100円
20080114 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 1140 一文字屋 一文字屋 JTB368 駅弁図鑑調製元 2007 予約販売、１０月～３月販売、JTB368は1100円

20080113 32島根 松江 なし およぎ牛弁当 およぎうしべんとう 1140 一文字屋 一文字屋 JTB368 駅弁図鑑調製元 2007 JTB368は1100円
20041230 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 1150 一文字屋 一文字屋 JTB368 駅弁図鑑阪神 2001 予約販売、１０月～３月販売、JTB368は1100円

20041114 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 1240 一文字屋 一文字屋 JTB368 駅弁図鑑調製元 2004 JTB368は1200円
20140114 32島根 松江 なし 日本海産あなご にほんかいさんあなご 1300 一文字屋 一文字屋 京王 2014 【旧価格？】
20021110 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 1440 一文字屋 一文字屋 JTB368 駅弁図鑑 2000 JTB368は1400円
20090112 32島根 松江 なし ごきげんべんとう ごきげんべんとう 1550 一文字屋 一文字屋 駅弁図鑑調製元 1988 予約販売

未 32島根 木次 なし 八岐大蛇弁当 やまたのおろちべんとう 1000 木次ドライブイン 木次ドライブイン 当館 トロッコ列車運転日の予約販売

未 32島根 出雲三成 なし 仁多牛べんとう にたぎゅうべんとう 1000 竹葉 竹葉 当館 トロッコ列車運転日の予約販売

19930319 32島根 亀嵩 なし 手打ちそば弁当 てうちそばべんとう 500 扇屋そば 扇屋そば 当館 1973 予約販売、火曜定休
未 32島根 八川 なし トロッコ弁当 とろっこべんとう 700 八川そば 八川そば 当館 トロッコ列車運転日のみ販売、火曜定休

20090926 32島根 出雲市 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 500 黒崎 黒崎 JTB369
20090926 32島根 出雲市 なし かに寿し かにずし 940 黒崎 黒崎 JR332 JTB369 駅弁図鑑 JTB369は920円
20090926 32島根 出雲市 なし 焼さば寿し（小） やきさばずし 945 日本海 黒崎 鶴屋 【旧価格？】
20090926 32島根 出雲市 なし 出雲そば弁当 いずもそばべんとう 1080 黒崎 黒崎 JR332 JTB369 駅弁図鑑
20090927 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 2002 【旧価格？】
20090927 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 【旧価格？】
20090927 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 2002 【旧価格？】
20090927 32島根 益田 なし かに寿司 かにずし 1050 デリカ丸久 ＪＲＳＮ 当館 2002 【旧価格？】
20041003 32島根 津和野 なし かしわめし弁当 かしわめしべんとう 800 くぼた くぼた JR372 JTB58 駅弁図鑑
20041003 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 870 くぼた くぼた 駅弁図鑑 １０月～５月販売
20041003 32島根 津和野 なし かにずし かにずし 840 くぼた くぼた 当館 【旧価格？】
20111001 32島根 津和野 なし 鮎めし あゆめし 840 くぼた くぼた 当館 【旧価格？】ＳＬ列車運転日のみ販売

20041003 32島根 津和野 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 980 くぼた くぼた 駅弁図鑑 予約販売
未 33岡山 岡山 なし 幕の内『みよし』 まくのうちみよし 570 三好野本店 三好野本店 JR238 調製元 調製元は非駅弁扱い
未 33岡山 岡山 なし えびめしロール えびめしろーる 630 三好野本店 三好野本店 JTB53 駅弁図鑑鶴屋 2011 予約販売、JTB53は620円
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20120120 33岡山 岡山 なし えびめしＶＳデミカツ弁当 えびめしばーさすでみかつべんとう 800 三好野本店 三好野本店 JR238 2011

未 33岡山 岡山 なし 雅美野 みやびの 820 三好野本店 三好野本店 JTB53 調製元
20090524 33岡山 岡山 なし 特上巻ずし とくじょうまきずし 880 三好野本店 三好野本店 JR238 調製元
20081122 33岡山 岡山 なし 八角祭弁当 はっかくまつりべんとう 930 三好野本店 三好野本店 JR238 駅弁図鑑調製元
20040828 33岡山 岡山 なし 栗おこわ くりおこわ 930 三好野本店 三好野本店 JR238 駅弁図鑑阪神

未 33岡山 岡山 なし 味折小町 あじおりこまち 930 三好野本店 三好野本店 JR238 駅弁図鑑調製元 2008
未 33岡山 岡山 なし 花御膳 はなごぜん 930 三好野本店 三好野本店 調製元
未 33岡山 岡山 なし 黄ニラばらずし きにらばらずし 980 せとうち味倶楽部 ＪＲＳＮ JTB53

20080113 33岡山 岡山 なし いいとこ鶏 いいとこどり 980 三好野本店 三好野本店 JR238 駅弁図鑑調製元 2007
未 33岡山 岡山 なし 出張帰りのおつまみ弁当 しゅっちょうかえりのおつまみべんとう 980 三好野本店 三好野本店 JR238 JTB53 駅弁図鑑調製元 2014
未 33岡山 岡山 なし おむすび幕の内弁当 おむすびまくのうちべんとう 1000 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑調製元 2014

20040815 33岡山 岡山 なし おむすびころりん おむすびころりん 1030 河本食品 ＪＲＳＮ JR239 JTB210 2004
20090926 33岡山 岡山 なし 幕の内「夢二」 まくのうちゆめじ 1030 三好野本店 三好野本店 JR239 駅弁図鑑調製元

未 33岡山 岡山 なし 祭り寿司 まつりずし 1030 ？ ？ JR239
20040815 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 1030 三好野本店 三好野本店 JR239 駅弁図鑑京王 1963

未 33岡山 岡山 なし 春の行楽弁当 はるのこうらくべんとう 1030 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑調製元 2011 ３～５月販売
未 33岡山 岡山 なし 秋の行楽弁当 あきのこうらくべんとう 1030 三好野本店 三好野本店 当館 2010 ９～１１月販売
未 33岡山 岡山 なし あったか蒜山おこわ あったかひるぜんおこわ 1050 三好野本店 三好野本店 JR239 JTB53 駅弁図鑑調製元 2013 JR239は1030円

20050129 33岡山 岡山 なし 豚トコＴＯＮ とんとことん 1080 三好野本店 三好野本店 JTB53 駅弁図鑑調製元 2004
20111106 33岡山 岡山 なし 倉敷小町 くらしきこまち 1080 三好野本店 三好野本店 JR239 JTB53 駅弁図鑑調製元 2011 JR239は1030円

未 33岡山 岡山 なし 二色御膳 にしょくごぜん 1080 藤徳物産 ＪＲＳＮ JR239
20090523 33岡山 岡山 なし 下津井旅情 しもついりょじょう 1080 三好野本店 三好野本店 JTB53 駅弁図鑑調製元

未 33岡山 岡山 なし 彩り御膳 いろどりごぜん 1100 浜吉 ＪＲＳＮ JR239
20091123 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 1100 三好野本店 三好野本店 阪神 2009

未 33岡山 岡山 なし ハローキティのえびめし はろーきてぃのえびめし 1100 三好野本店 三好野本店 JR239 JTB52 駅弁図鑑京王 2011 JR239は1050円
20130112 33岡山 岡山 なし 美星牛豚弁当 びせいぎゅうぶたべんとう 1100 三好野本店 三好野本店 JR239 JTB53 駅弁図鑑調製元 2012 JR239は1030円
20130112 33岡山 岡山 なし 磯めし いそめし 1100 三好野本店 三好野本店 JR239 JTB52 駅弁図鑑阪神 2012 JR239は1030円
20130112 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 1130 三好野本店 三好野本店 JR239 JTB52 京王 JTB52は1100円

未 33岡山 岡山 なし あったかえびめし＆デミカツ あったかえびめしあんどでみかつ 1130 三好野本店 三好野本店 JR239 JTB52 駅弁図鑑調製元 2013
未 33岡山 岡山 なし BBQえびめし丼 ばーべきゅーえびめしどん 1130 三好野本店 三好野本店 JR239 JTB52
未 33岡山 岡山 なし お祭り弁当 おまつりべんとう 1150 三好野本店 三好野本店 JR239 JTB52 駅弁図鑑調製元 JR239は1130円
未 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 1150 浜吉 ＪＲＳＮ JR239 JTB52 駅弁図鑑
未 33岡山 岡山 福山 牛肉駅弁「大将」 ぎゅうにくえきべんたいしょう 1200 ？ ？ JR239 JTB52
未 33岡山 岡山 なし 牛めし ぎゅうめし 1234 ？ ？ JR239
未 33岡山 岡山 なし 祭ずし「匠」 まつりずしたくみ 1300 三好野本店 三好野本店 JR239 JTB52 駅弁図鑑阪神
未 33岡山 岡山 なし 風美花伝 ふうびかでん 2060 三好野本店 三好野本店 調製元

20110921 33岡山 岡山 なし ご贈答用祭ずし ごぞうとうようまつりずし 3100 三好野本店 三好野本店 JR239 JTB52 駅弁図鑑調製元 JR239は3000円
未 34広島 福山 なし あなごかき弁当 あなごかきべんとう 950 浜吉 浜吉 京王 【旧価格？】
未 34広島 福山 なし 広島産かき弁当 ひろしまさんかきべんとう 950 浜吉 浜吉 京王 2014 【旧価格？】
未 34広島 福山 なし 松茸・栗ごはん まつたけくりごはん 950 浜吉 浜吉 京王 2014 【旧価格？】
未 34広島 福山 なし 名物廣島弁当 めいぶつひろしまべんとう 950 浜吉 浜吉 京王 2014 【旧価格？】
未 34広島 福山 なし 島めぐり しまめぐり 980 浜吉 浜吉 JR240 駅弁図鑑 駅弁図鑑は1000円

20050801 34広島 福山 三原 復古弁当 ふっこべんとう 980 浜吉 浜吉 JTB54 駅弁図鑑 2004
20050801 34広島 福山 岡山、新尾道、尾道、三原 元祖珍辨たこめし がんそちんべんたこめし 980 浜吉 浜吉 JR238 JTB54 駅弁図鑑阪神 1953

未 34広島 福山 三原 元祖珍辨たこめし（陶器製） がんそちんべんたこめし 1000 浜吉 ＪＲＳＮ 駅弁図鑑京王 2011 予約販売
未 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 1000 浜吉 浜吉 JTB54 駅弁図鑑阪神 1980 １１月～３月販売

20110206 34広島 福山 三原 あなご重（煮あなご） あなごじゅうにあなご 1000 浜吉 浜吉 JR240 JTB54 駅弁図鑑京王
未 34広島 福山 岡山、三原 漫遊弁当 まんゆうべんとう 1050 浜吉 浜吉 JR239 JTB54 駅弁図鑑 2011

20040812 34広島 福山 なし 福山ばら寿司 ふくやまばらずし 1050 浜吉 浜吉 JR240 JTB54 駅弁図鑑 2003
20120120 34広島 福山 三原 あなごあいのせ重 あなごあいのせじゅう 1050 浜吉 浜吉 JTB54 阪神 2012
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未 34広島 福山 なし あったかあなご牛釜めし あったかあなごぎゅうかまめし 1100 浜吉 浜吉 阪神 【旧価格？】
20031108 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 1100 浜吉 浜吉 JR240 JTB54 駅弁図鑑阪神 2003
20051229 34広島 福山 なし 福山 ふくやま 1100 浜吉 浜吉 JR240 JTB54 駅弁図鑑 2003
20041002 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 JR240 JTB54 駅弁図鑑 2003
20051119 34広島 福山 三原 廣島名物あなごめし（焼あなご） ひろしまめいぶつあなごめしやきあなご 1150 浜吉 浜吉 JR240 JTB54 駅弁図鑑 2005

未 34広島 福山 なし 厳選松茸めし げんせんまつたけめし 1200 浜吉 浜吉 京王 1955 【旧価格？】
未 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 1250 浜吉 浜吉 駅弁図鑑 2003
未 34広島 尾道 新尾道 尾道 おのみち 1100 浜吉 ＪＲＳＮ JR241 JTB54 駅弁図鑑
未 34広島 三原 なし 浮城弁当 うきしろべんとう 1100 浜吉 ＪＲＳＮ JR241 JTB54 1978

20140126 34広島 広島 なし 廣島おにぎり ひろしまおにぎり 650 広島駅弁当 広島駅弁当 阪神 2014 【旧価格？】
未 34広島 広島 なし 大関むすび おおぜきむすび 670 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB55 駅弁図鑑 駅弁図鑑は1080円
未 34広島 広島 なし 六穀豚ミルフィーユカツサンド ろっこくとんみるふぃーゆかつさんど 700 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB55 駅弁図鑑調製元 2012

20011231 34広島 広島 なし 山のおべんとう やまのおべんとう 780 広島駅弁当 広島駅弁当 JR242 JTB55 駅弁図鑑 2001
20011231 34広島 広島 なし もぐり寿司 もぐりずし 906 広島駅弁当 広島駅弁当 JR242 駅弁図鑑調製元 1984 駅弁図鑑は880円、調製元は905円

20050305 34広島 広島 なし 広島かきめし ひろしまかきめし 950 広島駅弁当 広島駅弁当 京王 【旧価格？】
20110120 34広島 広島 なし とろ～りあなご寿司 とろ～りあなごずし 1000 広島駅弁当 広島駅弁当 阪神 2010 【旧価格？】

未 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 1030 広島駅弁当 広島駅弁当 調製元 2004
未 34広島 広島 なし 六穀豚ミルフィーユカツレツ弁当 ろっこくとんみるふぃーゆかつれつべんとう 1080 広島駅弁当 広島駅弁当 JR242 JTB55 駅弁図鑑調製元 2012

20121213 34広島 広島 なし もみじ弁当 もみじべんとう 1080 広島駅弁当 広島駅弁当 JR242 JTB55 駅弁図鑑調製元
20090211 34広島 広島 なし 夫婦あなごめし めおとあなごめし 1080 広島駅弁当 広島駅弁当 JR242 JTB55 駅弁図鑑京王 1992

未 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 1080 広島駅弁当 広島駅弁当 JR242 JTB55 駅弁図鑑調製元 1998
未 34広島 広島 なし びっくりたこめし びっくりたこめし 1080 広島駅弁当 広島駅弁当 JR242 JTB55 駅弁図鑑調製元

20121213 34広島 広島 なし 清盛瀬戸の彩り弁当 きよもりせとのいろどりべんとう 1080 広島駅弁当 広島駅弁当 JR242 JTB55 駅弁図鑑調製元
未 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 1080 広島駅弁当 広島駅弁当 JR242 JTB55 駅弁図鑑調製元 2011
未 34広島 広島 なし あったりまえけん弁当 あったりまえけんべんとう 1080 広島駅弁当 広島駅弁当 駅弁図鑑 2014
未 34広島 広島 なし ひろしま満載宝しま弁当 ひろしままんさいたからしまべんとう 1080 広島駅弁当 広島駅弁当 駅弁図鑑 2014
未 34広島 広島 なし 瀬戸内の海老と鯛そぼろ弁当 せとうちのえびとたいそぼろべんとう 1130 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB54 駅弁図鑑

20091115 34広島 広島 なし しゃもじかきめし しゃもじかきめし 1200 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB54 京王 1968 １０月～３月販売
20140114 34広島 広島 なし 炙りあなごめし あぶりあなごめし 1260 広島駅弁当 広島駅弁当 京王 2014 【旧価格？】
20041002 34広島 広島 なし 活あなごめし いきあなごめし 1300 広島駅弁当 広島駅弁当 JR242 JTB54 駅弁図鑑 2003

未 34広島 広島 なし 穴子寿司 あなごずし 1300 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB54 駅弁図鑑
20100731 34広島 宮島口 なし あなごめし弁当 あなごめしべんとう 1728 うえの ＪＲＳＮ JR246 JTB214 駅弁図鑑京王 1901 JR246は1680円

未 35山口 徳山 なし 周防のたこおどりめし すおうのたこおどりめし 850 徳山ふくセンター ＪＲＳＮ 当館 2011 【旧価格？】
20100827 35山口 徳山 なし 幸ふく弁当 こうふくべんとう 950 徳山ふくセンター ＪＲＳＮ 当館 2010 【旧価格？】
20100827 35山口 徳山 なし 穴子ちらし あなごちらし 1000 徳山ふくセンター ＪＲＳＮ 当館 2010 【旧価格？】
20100827 35山口 徳山 なし うなぎめし うなぎめし 1300 徳山ふくセンター ＪＲＳＮ 当館 2010 【旧価格？】
20100321 35山口 新山口 なし むすび弁当 むすびべんとう 600 小郡駅弁当 ＪＲＳＮ JR247 駅弁図鑑 JTB56は580円
20111001 35山口 新山口 なし ＳＬ弁当 えすえるべんとう 800 小郡駅弁当 ＪＲＳＮ JTB56 駅弁図鑑 1995 ＳＬ運行日販売、JTB56は780円

20111001 35山口 新山口 なし かしわめし かしわめし 800 小郡駅弁当 ＪＲＳＮ JR247 JTB56 駅弁図鑑 1960 JTB56は780円
20130916 35山口 新山口 新下関、下関 ふく寿司 ふくずし 870 小郡駅弁当 ＪＲＳＮ JR247 JTB56 駅弁図鑑京王 1989 新下関では土休日販売、JTB56は840円

20130916 35山口 新山口 なし ちぐまや弁当 ちぐまやべんとう 930 小郡駅弁当 ＪＲＳＮ JTB56 駅弁図鑑 2005 JTB56は900円
20090927 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 980 小郡駅弁当 ＪＲＳＮ JR249 JTB56 駅弁図鑑 2008 予約販売、新下関では土休日販売、JTB56は950円

20111001 35山口 新山口 なし 幕の内きらら まくのうちきらら 980 小郡駅弁当 ＪＲＳＮ JR247 JTB215 駅弁図鑑
20040222 35山口 新山口 なし 特製あなごめし とくせいあなごめし 980 小郡駅弁当 ＪＲＳＮ JR247 JTB55 駅弁図鑑 JTB55は950円
20111001 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 980 小郡駅弁当 ＪＲＳＮ JR247 JTB55 駅弁図鑑 2012 新下関では土休日販売、JTB56は950円

未 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 ＪＲＳＮ JTB55
未 35山口 新山口 なし ふく寿司弁当 ふくすしべんとう 1030 小郡駅弁当 ＪＲＳＮ 駅弁図鑑
未 35山口 新山口 なし 貴婦人の旅 きふじんのたび 1030 小郡駅弁当 ＪＲＳＮ JTB55 駅弁図鑑 JTB55は1000円、駅弁図鑑は要予約

20130916 35山口 新山口 なし ふるさと味めぐり ふるさとあじめぐり 1130 小郡駅弁当 ＪＲＳＮ JR247 JTB55 駅弁図鑑 JTB55は1100円
20020617 35山口 厚狭 なし 日替り弁当 ひがわりべんとう 400 鬼笑亭 鬼笑亭 当館
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20090927 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 2004 【旧価格？】土休日販売

未 36徳島 徳島 なし 徳島牛弁当 とくしまぎゅうべんとう 977 ヨシダ 四国キヨスク JTB352 選手権 2009
20040119 36徳島 徳島 なし 阿波地鶏弁当 あわじどりべんとう 977 ヨシダ 四国キヨスク JTB352 選手権 京王 2003

未 36徳島 徳島 なし 阿波地鶏弁当（幕の内タイプ） あわじどりべんとうまくのうちたいぷ 1000 ヨシダ 四国キヨスク 選手権 2013 【旧価格？】
20080119 36徳島 徳島 なし 徳島食べくらべ とくしまたべくらべ 1008 ヨシダ 四国キヨスク JTB352 京王 2007
20060909 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 1029 ヨシダ 四国キヨスク JTB352 阪神 2004

未 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 JR464 JTB328 調製元
未 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 JR464 JTB328 調製元

20071231 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 調製元 2007
未 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

20050123 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 JR464 JTB328 調製元
未 37香川 高松 なし 味ごよみ あじごよみ 850 高松駅弁 高松駅弁 調製元

20020110 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 JR464 JTB328 調製元
20021109 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 JR464 JTB328 調製元
20090114 37香川 高松 なし たこ飯 たこめし 950 高松駅弁 高松駅弁 JR464 JTB328 京王
20020202 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 JR464 JTB328 選手権 調製元 1999
20140209 37香川 高松 なし あなご飯 あなごめし 980 高松駅弁 高松駅弁 JR464 JTB328 選手権 鶴屋 1960

未 37香川 高松 なし サンポート幕の内弁当 さんぽーとまくのうちべんとう 1000 高松駅弁 高松駅弁 JR464 選手権 調製元 2003
未 37香川 高松 なし うまげなさぬき菜彩弁当 うまげなさぬきさいさいべんとう 1000 高松駅弁 高松駅弁 選手権 2013 【旧価格？】

20051105 37香川 高松 高知、徳島 アンパンマン弁当 あんぱんまんべんとう 1140 高松駅弁 高松駅弁 JR464 JTB346 京王 2000 JTB328は1100円
20130117 37香川 高松 なし 讃岐産肉うどん弁当がいな さぬきさんにくうどんべんとうがいな 1200 高松駅弁 高松駅弁 選手権 鶴屋 2013 【旧価格？】
20140119 37香川 高松 徳島 げんき１００ばいアンパンマン弁当 げんきひゃくばいあんぱんまんべんとう 1240 高松駅弁 高松駅弁 JR464 JTB328 選手権 京王 2013 JTB328は1200円

未 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 JR464 JTB328 選手権 調製元 2008
未 38愛媛 今治 なし あなごちらし あなごちらし 680 二葉 二葉 JTB331 調製元

20090524 38愛媛 今治 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 840 二葉 二葉 JTB331 調製元
20020113 38愛媛 今治 なし 鯛めし弁当 たいめしべんとう 880 二葉 二葉 JR470 JTB331 選手権 京王

未 38愛媛 今治 なし 鯛めし弁当 たいめしべんとう 1000 二葉 二葉 JR470 JTB331 調製元
20090524 38愛媛 今治 なし あなごめし あなごめし 1000 二葉 二葉 JR470 JTB331 調製元
20070114 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 1020 二葉 二葉 JR470 JTB331 調製元
20040111 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 1100 二葉 二葉 JR470 JTB331 選手権 調製元 2004

未 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 1100 二葉 二葉 JR470 JTB331 調製元
未 38愛媛 今治 なし 盛合せずし もりあわせずし 1200 二葉 二葉 JR470 JTB331 調製元 JTB331は1100円

20070114 38愛媛 今治 なし 鯛めし弁当 たいめしべんとう 1220 二葉 二葉 JR470 JTB331 調製元
未 38愛媛 今治 なし 夢のかけ橋 ゆめのかけはし 1310 二葉 二葉 JR470 JTB331 選手権 調製元

20110122 38愛媛 今治 なし 瀬戸の押寿司 せとのおしずし 1350 二葉 二葉 JR470 JTB331 選手権 京王 1986
20070127 38愛媛 松山 なし 醤油めし しょうゆめし 800 鈴木弁当店 鈴木弁当店 JR466 JTB332 選手権 阪神 1955 JTB332は770円
20101230 38愛媛 松山 なし 穴子寿司 あなごずし 800 鈴木弁当店 鈴木弁当店 JR466 JTB332 選手権 JTB332は770円
20040125 38愛媛 松山 なし マドンナ辨當 まどんなべんとう 900 鈴木弁当店 鈴木弁当店 JR466 JTB332 選手権 阪神 JTB332は870円

未 38愛媛 松山 なし 御弁当がんばれ四国 おべんとうがんばれしこく 930 鈴木弁当店 鈴木弁当店 選手権 2012 【旧価格？】
20090118 38愛媛 松山 なし 松山鮨 まつやまずし 1000 鈴木弁当店 鈴木弁当店 JR466 JTB332 選手権 2007 JTB332は980円
20080619 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 JR466 JTB332

未 38愛媛 宇和島 なし 宇和島名物じゃこ天むす弁当 うわじまめいぶつじゃこてんむすべんとう 1000 うわじま真珠会館 四国キヨスク 選手権 2011 予約販売
20100814 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 選手権 【旧価格？】
20100814 39高知 高知 なし 土佐はちきん地鶏母子弁当 とさはちきんじどりおやこべんとう 500 おくだ屋 四国キヨスク 選手権 2012 【旧価格？】
20100814 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 選手権 【旧価格？】

未 39高知 高知 なし 四万十米豚男のしょうが特盛 しまんとこめぶたおとこのしょうがとくもり 650 安藤商店 安藤商店 選手権 2011 【旧価格？】
未 39高知 高知 なし 高知の野菜いっぱい弁当 こうちのやさいいっぱいべんとう 850 安藤商店 安藤商店 JR480 2012

20100814 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 900 安藤商店 安藤商店 JR480 JTB346 選手権 2010
20030321 39高知 高知 なし うなぎめし うなぎめし 900 安藤商店 安藤商店 JR480 JTB346 JR480「うなぎめし」

未 39高知 高知 なし 彩弁当 いろどりべんとう 1000 安藤商店 安藤商店 JR480 JTB346
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未 39高知 高知 なし とさべん とさべん 1050 安藤商店 安藤商店 JR480 選手権 2013
未 39高知 高知 なし こじゃんとお魚駅弁 こじゃんとおさかなえきべん 1050 安藤商店 安藤商店 JR480 2013

20100110 39高知 高知 なし 龍馬弁 りょうまべん 1050 安藤商店 安藤商店 JR480 JTB346 選手権 2010
20020101 39高知 高知 なし よさこい弁当 よさこいべんとう 1100 安藤商店 安藤商店 JR480
20030321 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 1100 安藤商店 安藤商店 JR480 JTB346 選手権
20050123 39高知 高知 なし さば姿寿司 さばすがたずし 1260 安藤商店 安藤商店 京王 【旧価格？】
20030321 39高知 中村 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 670 大八 土佐くろしお鉄道 当館 【旧価格？】

未 39高知 中村 なし サバ姿寿司 さばすがたずし 1000 いこま惣菜部 土佐くろしお鉄道 選手権 2012 【旧価格？】予約販売、１２／３１～１／３休業

未 39高知 中村 なし こだわりの四万十うなぎ弁当 こだわりのしまんとうなぎべんとう 1500 四万十川観光開発 土佐くろしお鉄道 選手権 2011 【旧価格？】予約販売、１２／３１～１／３休業

20041030 40福岡 小倉 門司港、門司 小倉のかしわめし こくらのかしわめし 780 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JR372 JTB56 九州グラ京王
20081124 40福岡 小倉 門司港、門司 一等幕の内 いっとうまくのうち 920 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JR374 JTB56 調製元 2008 調製元「幕の内弁当」
20020127 40福岡 小倉 なし 特製かしわめし とくせいかしわめし 920 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JR376 JTB56 調製元

未 40福岡 小倉 なし かに寿司 かにずし 950 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JR376 JTB56
未 40福岡 小倉 博多 博多地鶏弁当 はかたじどりべんとう 950 北九州駅弁当 北九州駅弁当 京王 【旧価格？】

20011125 40福岡 小倉 なし 無法松べんとう むほうまつべんとう 950 北九州駅弁当 北九州駅弁当 調製元
20031019 40福岡 小倉 なし うにめし うにめし 980 北九州駅弁当 北九州駅弁当 調製元
20100123 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 980 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JTB56 阪神 2009

未 40福岡 小倉 なし 磯の黄金弁当 いそのこがねべんとう 980 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JR376 JTB56 旧称「うにめし」
未 40福岡 小倉 なし 博多豚角丼 はかたぶたかくどん 1000 北九州駅弁当 北九州駅弁当 九州グラ 2013 【旧価格？】

20051103 40福岡 小倉 博多 豚とろべんとう とんとろべんとう 1000 北九州駅弁当 北九州駅弁当 阪神 2012 【旧価格？】
未 40福岡 小倉 なし 黒豚味噌焼き弁当 くろぶたみそやきべんとう 1050 北九州駅弁当 北九州駅弁当 調製元

20140126 40福岡 小倉 博多 福岡官兵衛弁当 ふくおかかんべえべんとう 1090 北九州駅弁当 北九州駅弁当 阪神 2014
20021201 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 JR376 JTB56 阪神 1965
20110110 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 1200 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JR376 JTB56 京王 2011

未 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 1300 北九州駅弁当 北九州駅弁当 JTB56 京王 １２月～２月販売
未 40福岡 折尾 なし ピヨちゃんかしわ ぴよちゃんかしわ 570 東筑軒 東筑軒 調製元

20020318 40福岡 折尾 黒崎、戸畑、八幡、博多、赤間、福間、若松、直方 かしわめし かしわめし 670 東筑軒 東筑軒 JR379 JTB392 調製元 1921
20140211 40福岡 折尾 黒崎、戸畑、八幡、博多、赤間、福間、若松、直方 かしわめし かしわめし 770 東筑軒 東筑軒 JR379 JTB392 九州グラ京王 1921

未 40福岡 折尾 黒崎 幕の内 まくのうち 770 東筑軒 東筑軒 JTB392 調製元
20020318 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 930 東筑軒 東筑軒 JTB392 阪神 1987

未 40福岡 折尾 なし いろいろ風味ゆめ小箱 いろいろふうみゆめこばこ 930 東筑軒 東筑軒 調製元 ３～８月販売
未 40福岡 折尾 なし いろいろ風味秋の宴 いろいろふうみあきのうたげ 930 東筑軒 東筑軒 当館 2012 ９～２月販売
未 40福岡 折尾 なし 幕の内（花膳） まくのうちはなぜん 930 東筑軒 東筑軒 調製元
未 40福岡 折尾 なし 上幕の内（味彩） じょうまくのうちあじさい 1030 東筑軒 東筑軒 調製元 2013

20140209 40福岡 折尾 なし 驛物語 えきものがたり 1030 東筑軒 東筑軒 鶴屋 2009
20051229 40福岡 折尾 黒崎、戸畑、八幡、博多、赤間、福間、直方 大名道中駕籠 だいみょうどうちゅうかご 1030 東筑軒 東筑軒 JR379 JTB392 九州グラ京王 2006 JTB57は1000円
20060101 40福岡 折尾 黒崎 かしわめしおりお かしわめしおりお 1030 東筑軒 東筑軒 JR379 JTB392 調製元

未 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 1130 東筑軒 東筑軒 JTB392 調製元
未 40福岡 折尾 なし 折尾神楽 おりおかぐら 1300 東筑軒 東筑軒 九州グラ調製元 2013

20061102 40福岡 折尾 なし 鉢盛かしわめし はちもりかしわめし 5140 東筑軒 東筑軒 調製元 予約販売
20100830 40福岡 博多 小倉 かしわめし弁当 かしわめしべんとう 830 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ JR382 JTB58 調製元 JTB58と調製元は800円
20110321 40福岡 博多 小倉 春弁当 はるべんとう 900 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ 調製元 【旧価格？】３月～５月販売、調製元「季節弁当」

未 40福岡 博多 小倉 夏弁当 なつべんとう 900 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ 当館 【旧価格？】６月～８月販売
未 40福岡 博多 小倉 秋弁当 あきべんとう 900 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ 当館 【旧価格？】９月～１１月販売
未 40福岡 博多 小倉 冬弁当 ふゆべんとう 900 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ 当館 【旧価格？】１２月～２月販売
未 40福岡 博多 小倉 辛子明太子弁当 からしめんたいこべんとう 1030 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ JR382 JTB57 調製元 JTB57と調製元は1000円
未 40福岡 博多 小倉 博多地鶏めし弁当 はかたじどりめしべんとう 1030 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ JR382 JTB57 調製元 JTB57と調製元は1000円

20110321 40福岡 博多 小倉 九州縦断味めぐり弁当 きゅうしゅうじゅうだんあじめぐりべんとう 1080 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ JR382 JTB57 調製元 2011 JTB57と調製元は1050円
未 40福岡 博多 小倉 博多よくばり弁当 はかたよくばりべんとう 1080 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ JR382 JTB57 調製元 JTB57と調製元は1050円
未 40福岡 博多 小倉 博多和牛焼肉弁当 はかたわぎゅうやきにくべんとう 1250 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮ JR382 JTB57 調製元 JTB57と調製元は1200円
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未 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 ＪＲＦＳ JTB58
未 40福岡 博多 なし かしわめし かしわめし 750 ？ ？ JTB58
未 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 ＪＲＦＳ JTB58

20100828 40福岡 博多 なし ○△□弁当 まるさんかくしかくべんとう 760 北九州駅弁当 ＪＲＦＳ JTB58
未 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 ＪＲＦＳ JTB58
未 40福岡 博多 なし 特上・さば寿し（小） とくじょうさばずし 800 ？ ＪＲＦＳ JTB58

20120226 40福岡 博多 なし いわしずし いわしずし 840 清広食品 ＪＲＦＳ JTB57
未 40福岡 博多 なし たかな寿し たかなずし 840 清広食品 ＪＲＦＳ JTB57
未 40福岡 博多 なし 博多かさね はかたかさね 840 島川本店 ＪＲＦＳ 九州グラ 2013 【旧価格？】

20101231 40福岡 博多 なし 娘てまり こてまり 840 中央軒 ＪＲＦＳ 当館 【旧価格？】
未 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 ＪＲＦＳ JTB394
未 40福岡 博多 なし さばずし さばずし 945 清広食品 ＪＲＦＳ JTB57

20130118 40福岡 博多 なし やりいか重箱仕立て やりいかじゅうばこじたて 950 萬坊 萬坊 九州グラ阪神 2012 【旧価格？】
未 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 ＪＲＦＳ JTB57
未 40福岡 博多 なし 島川特選焼肉弁当 しまかわとくせんやきにくべんとう 1050 島川本店 ＪＲＦＳ 九州グラ 2013 【旧価格？】
未 40福岡 博多 なし 豚焼肉弁当 ぶたやきにくべんとう 1050 菜加川 ＪＲＦＳ 九州グラ 2013 【旧価格？】

20070321 40福岡 博多 なし 九州物語 きゅうしゅうものがたり 1100 北九州駅弁当 ＪＲＦＳ JTB57
未 40福岡 博多 なし 上等いか三昧 じょうとういかざんまい 1200 萬坊 萬坊 九州グラ 【旧価格？】
未 40福岡 博多 なし 大人の週末 おとなのしゅうまつ 1200 菜加川 ＪＲＦＳ 九州グラ 【旧価格？】
未 40福岡 久留米 なし ミニかしわ焼麦弁当 みにかしわしゃおまいべんとう 540 中央軒 ＪＲＫＲ JTB62
未 40福岡 久留米 なし ミニかしわてりやき弁当 みにかしわてりやきべんとう 540 中央軒 ＪＲＫＲ JTB62
未 40福岡 久留米 なし 高菜のたまてばこ たかなのたまてばこ 540 中央軒 ＪＲＫＲ JTB62
未 40福岡 久留米 なし 肉めし にくめし 650 中央軒 ＪＲＫＲ JTB62
未 40福岡 久留米 なし 愛菜弁当 あいさいべんとう 740 中央軒 ＪＲＫＲ JR384 JTB62

20020319 41佐賀 鳥栖 なし 焼麦 しゃおまい 420 中央軒 中央軒 調製元 1956
20040222 41佐賀 鳥栖 なし 復刻版焼麦 ふっこくばんしゃおまい 540 中央軒 中央軒 調製元 2003
20041109 41佐賀 鳥栖 博多、新鳥栖 かしわめし かしわめし 700 中央軒 中央軒 JR384 JTB58 京王 1913
20011112 41佐賀 鳥栖 新鳥栖、久留米、博多 焼麦弁当 しゃおまいべんとう 740 中央軒 中央軒 JR384 JTB62 調製元 1986

未 41佐賀 鳥栖 なし 花つくし はなつくし 760 中央軒 中央軒 JR384 JR408では735円
未 41佐賀 鳥栖 なし 鶏の香味焼丼 とりのこうみやきどん 800 中央軒 中央軒 九州グラ 2013 【旧価格？】
未 41佐賀 鳥栖 新鳥栖 肥前路弁当 ひぜんじべんとう 830 中央軒 中央軒 JR384 JTB62 調製元 1978

20040223 41佐賀 鳥栖 なし 焼麦 しゃおまい 840 中央軒 中央軒 調製元 1956
20081108 41佐賀 鳥栖 なし あさりめし あさりめし 850 中央軒 中央軒 京王 2007 【旧価格？】
20041109 41佐賀 鳥栖 博多、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 930 中央軒 中央軒 JR382 JTB57 九州グラ京王 1995
20060101 41佐賀 鳥栖 博多 香草物語 こうそうものがたり 930 中央軒 中央軒 JR382 JTB57 調製元
20140117 41佐賀 鳥栖 なし 復刻版かしわめし ふっこくばんかしわめし 1000 中央軒 中央軒 京王 2014 【旧価格？】
20110122 41佐賀 鳥栖 博多、新鳥栖 佐賀牛めし さがぎゅうめし 1140 中央軒 中央軒 JR382 JTB62 京王

未 41佐賀 佐賀 なし おにぎり弁当 おにぎりべんとう 540 新玉 新玉 JR416
未 41佐賀 佐賀 なし ハンバーグ弁当 はんばーぐべんとう 650 新玉 新玉 調製元
未 41佐賀 佐賀 なし とんかつ弁当 とんかつべんとう 650 新玉 新玉 調製元
未 41佐賀 佐賀 なし のり弁当 のりべんとう 650 新玉 新玉 JR416

20040223 41佐賀 佐賀 なし かにちらしずし かにちらしずし 650 新玉 新玉 調製元
20110321 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 760 新玉 新玉 JR416 JTB420 九州グラ調製元 2006

未 41佐賀 佐賀 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 760 新玉 新玉 九州駅弁

未 41佐賀 佐賀 なし 特上かにちらしずし とくじょうかにちらしずし 860 新玉 新玉 九州グラ九州駅弁 2013
20051027 41佐賀 佐賀 なし 錦弁当 にしきべんとう 970 新玉 新玉 JR416 JTB420 調製元

未 41佐賀 佐賀 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 970 新玉 新玉 調製元
20051027 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 1300 新玉 新玉 JR416 JTB420 調製元 2004

未 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 1300 新玉 新玉 JR416 調製元 2008
20120330 41佐賀 武雄温泉 なし 佐賀牛焼肉弁当 さがぎゅうやきにくべんとう 1260 カイロ堂 カイロ堂 京王 2011 【旧価格？】
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20120330 41佐賀 武雄温泉 なし 佐賀牛すき焼き弁当 さがぎゅうすきやきべんとう 1300 カイロ堂 カイロ堂 九州グラ阪神 2011
20140117 41佐賀 武雄温泉 なし 佐賀牛極上カルビ焼肉弁当 さがぎゅうごくじょうかるびやきにくべんとう 1620 カイロ堂 カイロ堂 九州グラ京王 2012
20140117 41佐賀 武雄温泉 なし 佐賀牛サーロインステーキ＆焼肉弁当 さがぎゅうさーろいんすてーきあんどやきにくべんとう 2100 カイロ堂 カイロ堂 京王 2014 【旧価格？】

未 41佐賀 有田 なし 有田焼シチュー（Ｓ） ありたやきしちゅー 1050 創ギャラリーおおた ＪＲＫＲ 鶴屋 2014 【旧価格？】
20120211 41佐賀 有田 なし 有田焼カレー（Ｓサイズ） ありたやきかれー 1100 創ギャラリーおおた ＪＲＫＲ 鶴屋 2012
20130112 41佐賀 有田 なし 有田焼シチュー ありたやきしちゅー 1350 創ギャラリーおおた ＪＲＫＲ 京王 2013 【旧価格？】
20110321 41佐賀 有田 なし 有田焼カレー ありたやきかれー 1500 創ギャラリーおおた ＪＲＫＲ JTB422 九州グラ京王 2007
20090214 41佐賀 有田 なし プレミアム有田焼カレー ぷれみあむありたやきかれー 2100 プレアデス ？ 阪神

未 42長崎 佐世保 なし ちらし寿し ちらしずし 800 松僖軒 松僖軒 JTB422 10月～6月販売
20051028 42長崎 佐世保 なし あごめし あごめし 830 松僖軒 松僖軒 JTB422 九州グラ 土曜、日曜のみ販売

未 42長崎 佐世保 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 864 松僖軒 松僖軒 九州駅弁

未 42長崎 佐世保 なし 高菜弁当 たかなべんとう 864 松僖軒 松僖軒 JTB422 九州駅弁 JTB422は840円
20051028 42長崎 佐世保 なし 長崎和牛元祖レモンステーキ弁当 ながさきわぎゅうがんそすてーきべんとう 1188 松僖軒 松僖軒 JTB422 九州グラ九州駅弁 JTB422は1155円

未 42長崎 長崎 なし 角寿司詰合せ かくずしつめあわせ 535 ？ ＪＲＫＲ JTB423
20090125 42長崎 長崎 なし 角ずし かくずし 570 やまと ＪＲＫＲ JTB423

未 42長崎 長崎 なし ちらし寿し ちらしずし 594 やまと ＪＲＫＲ JR418 JTB423
20051028 42長崎 長崎 なし 角煮めし弁当 かくにめしべんとう 800 坂本屋 ＪＲＫＲ JR418 JTB423 九州グラ京王 2005
20130429 42長崎 長崎 なし 長崎みそテキ弁当 ながさきみそてきべんとう 800 テイストサプライ ＪＲＫＲ JTB423
20120330 42長崎 長崎 なし トルコライス とるこらいす 830 テイストサプライ ＪＲＫＲ JR418 JTB423 2005

未 42長崎 長崎 なし 四季彩弁当 しきさいべんとう 900 やまと ＪＲＫＲ JR418 JTB423
未 42長崎 長崎 なし 角寿し弁当 かくずしべんとう 950 やまと ＪＲＫＲ JR418 JTB423
未 42長崎 長崎 なし 龍馬弁当 りょうまべんとう 1029 いずや弁当 ＪＲＫＲ JTB423

20130429 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 1030 テイストサプライ ＪＲＫＲ JTB423 2011
20051028 42長崎 長崎 なし 長崎街道 ながさきかいどう 1080 いずや弁当 ＪＲＫＲ JTB423 2005
20110124 42長崎 長崎 なし ながさき鯨カツ弁当 ながさきくじらかつべんとう 1080 くらさき ＪＲＫＲ JR418 JTB423 阪神 2005
20120122 42長崎 長崎 なし ながさき鯨すき弁当 ながさきくじらすきべんとう 1296 くらさき ＪＲＫＲ JR418 JTB423 阪神 2012
20130209 43熊本 新玉名 なし 山菜寿司 さんさいずし 500 日本料理たがみ 玉名観光協会 当館 2012 【旧価格？】
20130209 43熊本 新玉名 なし 山菜とりめし さんさいとりめし 500 日本料理たがみ 玉名観光協会 九州グラ 2012 【旧価格？】
20130209 43熊本 新玉名 なし 南関揚げ巻き寿司弁当大蛇の瞳 なんかんあげまきすしべんとうだいじゃのひとみ 550 創作和食ダイニング善 玉名観光協会 当館 2012 【旧価格？】
20130209 43熊本 新玉名 なし 長洲きゃあめし弁当 ながすきゃあめしべんとう 800 フードショップはしぐち 玉名観光協会 当館 2012 【旧価格？】
20140211 43熊本 新玉名 なし 肥後牛とあそび豚弁当 ひごぎゅうとあそびぶたべんとう 900 日本料理たがみ 玉名観光協会 九州グラ 2013 【旧価格？】
20140211 43熊本 新玉名 なし 玉名まるごと四季彩薬草弁当 たまなまるごとしきさいやくそうべんとう 1000 日本料理たがみ 玉名観光協会 九州グラ 2012 【旧価格？】
20090214 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 1000 ニシコーフードサービス ニシコーフードサービス 調製元
20110205 43熊本 熊本 なし 阿蘇高菜弁当 あそたかなべんとう 1050 ニシコーフードサービス ニシコーフードサービス 調製元 2008

未 43熊本 熊本 なし 肥後彩り弁当 ひごいろどりべんとう 1100 ニシコーフードサービス ニシコーフードサービス 調製元
20110205 43熊本 熊本 なし くまんどんおてもやん弁当 くまんどんおてもやんべんとう 1100 ニシコーフードサービス ニシコーフードサービス 調製元 2007

未 43熊本 熊本 なし 肥後あか牛しぐれ弁当 ひごあかうししぐれべんとう 1100 ニシコーフードサービス ニシコーフードサービス 九州グラ調製元
20140209 43熊本 熊本 なし 肥後の赤鶏ピザチキン弁当 ひごのあかどりぴざちきんべんとう 1100 ニシコーフードサービス ニシコーフードサービス 九州グラ 2013 【旧価格？】

未 43熊本 熊本 なし 阿蘇おこわ弁当 あそおこわべんとう 1100 ニシコーフードサービス ニシコーフードサービス 調製元
20051230 43熊本 熊本 新八代、八代 このしろ寿司 このしろずし 830 頼藤商店 ＪＲＫＲ JR389 JTB63

未 43熊本 熊本 新八代 天草大王地鶏かしわめし あまくさだいおうじどりかしわめし 900 頼藤商店 ＪＲＫＲ JR389 JTB63 京王
20120115 43熊本 熊本 新八代 天草大王釜めし あまくさだいおうかまめし 900 頼藤商店 ＪＲＫＲ 京王 2012 【旧価格？】
20130112 43熊本 熊本 新八代 ぶたかま ぶたかま 940 頼藤商店 ＪＲＫＲ 九州グラ京王 2012 【旧価格？】
20120212 43熊本 熊本 新八代 肥後牛とろ玉しぐれ ひごぎゅうとろたましぐれ 1030 頼藤商店 ＪＲＫＲ JR389 JTB63 京王 2011

未 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 1100 頼藤商店 ＪＲＫＲ JR389 JTB63 京王
20110120 43熊本 熊本 新八代、八代 鮎屋の極薦 あゆやのごくせん 1150 頼藤商店 ＪＲＫＲ JTB63 2011
20040110 43熊本 熊本 新八代、八代 鮎屋三代 あゆやさんだい 1150 頼藤商店 ＪＲＫＲ JR389 JTB63 九州グラ京王 2004
20051230 43熊本 熊本 新八代、八代 阿蘇赤うし あそあかうし 1150 頼藤商店 ＪＲＫＲ JR389 JTB63 2005
20060129 43熊本 宇土 なし うと餅 うともち 300 うと餅本舗城南堂 ココストア 当館 【旧価格？】駅前で販売、鉄道銘菓

20110205 43熊本 宇土 なし 小袖餅 こそでもち 300 小袖餅本舗 小袖餅本舗 当館 【旧価格？】駅前で販売、鉄道銘菓
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20130119 43熊本 新八代 なし 鮎屋三代塩焼き弁当 あゆやさんだいしおやきべんとう 1100 頼藤商店 ＪＲＫＲ 九州グラ京王 2013 【旧価格？】
20081208 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 1907 【旧価格？】駅前で販売、鉄道銘菓

20090215 43熊本 人吉 なし 栗おこわ くりおこわ 1000 人吉弁当やまぐち 人吉弁当やまぐち JTB468 鶴屋 【旧価格？】
未 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 JR439 JTB468 九州駅弁 九州駅弁は1100円
未 43熊本 人吉 なし 人吉球磨物語 ひとよしくまものがたり 1000 人吉弁当やまぐち 人吉弁当やまぐち JR439 2008
未 43熊本 人吉 なし 山彦かしわめし やまびこかしわめし 1000 人吉弁当やまぐち 人吉弁当やまぐち 九州グラ九州駅弁 2013

20110206 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 1100 人吉弁当やまぐち 人吉弁当やまぐち 鶴屋 2011
20020319 43熊本 人吉 なし 鮎ずし あゆずし 1100 人吉弁当やまぐち 人吉弁当やまぐち JR439 JTB468 京王 1955 JTB468は1000円
20060101 43熊本 人吉 なし 栗めし くりめし 1100 人吉弁当やまぐち 人吉弁当やまぐち JR439 JTB468 九州グラ京王 1965 JTB468は1000円

未 43熊本 人吉 なし 幕の内弁当 まくのうちべんとう 1100 人吉弁当やまぐち 人吉弁当やまぐち 九州駅弁

20060128 44大分 別府 なし 別府湾弁当「たみこの夢」 べっぷわんべんとうたみこのゆめ 1000 ＴＡＫＥＹＡ ＴＡＫＥＹＡ 九州グラ 2005 【旧価格？】
未 44大分 大分 なし たかもん１号 たかもんいちごう 600 まるみや ＪＲＫＲ 大分市観光協会 2012 【旧価格？】
未 44大分 大分 なし 豊後水道味めぐり ぶんごすいどうあじめぐり 600 寿し由 ＪＲＫＲ 九州グラ 2013 【旧価格？】
未 44大分 大分 なし 大分の車窓 おおいたのしゃそう 1000 まるみや ＪＲＫＲ 九州グラ大分市観光協会 2012 【旧価格？】
未 44大分 大分 なし 大分宝ちらし寿し弁当 おおいたたからちらしずしべんとう 1050 ビオティックジャパン つみ草の家 九州グラ九州駅弁 2011

20080119 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 つみ草の家 九州グラ九州駅弁 2007
20120225 44大分 佐伯 大分、別府 雪ん子寿し ゆきんこずし 400 愛の里工房 ＪＲＫＲ 当館 【旧価格？】
20050910 44大分 佐伯 なし かわなみの柿の葉ずし かわなみのかきのはずし 1470 季節料理かわなみ ＪＲＫＲ 当館 【旧価格？】
20081124 44大分 日田 なし たかな巻すし たかなまきすし 630 寶屋 ＪＲＫＲ 当館 2003 【旧価格？】注文販売
20081124 44大分 日田 なし 鮎すし あゆすし 735 寶屋 ＪＲＫＲ 当館 2003 【旧価格？】注文販売
20081124 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 ＪＲＫＲ 当館 2003 【旧価格？】注文販売

未 45宮崎 宮崎 なし ミニ椎茸めし みにしいたけめし 550 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JR444
20110311 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 700 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JTB464 2009 掛紙は「豚丼」、JTB464は650円

未 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 JTB464 【旧価格？】
20110311 45宮崎 宮崎 なし 日向鶏弁当 ひゅうがどりべんとう 760 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JTB464 九州駅弁 2002 JTB464は720円
20051231 45宮崎 宮崎 南宮崎 元祖椎茸めし がんそしいたけめし 760 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JR444 JTB464 九州グラ京王 1953 JTB464は720円
20110311 45宮崎 宮崎 なし 宮崎の彩り みやざきのいろどり 900 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JTB464 九州駅弁 JTB464は850円
20110311 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 970 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JTB464 九州駅弁 JTB464は920円
20030908 45宮崎 宮崎 なし 上等椎茸めし じょうとうしいたけめし 970 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JR444 JTB464 阪神 JTB464は920円

未 45宮崎 西都城 なし かしわめし かしわめし 597 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB466 1955 駅前弁当
未 45宮崎 西都城 なし ゆかりめし ゆかりめし 756 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB466 駅前弁当
未 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 756 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB466 駅前弁当
未 45宮崎 西都城 都城 幕の内弁当 まくのうちべんとう 756 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB466

20060129 45宮崎 西都城 都城 かしわめし かしわめし 756 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB466 九州グラ 1955
未 45宮崎 西都城 なし みやこのじょう盆地物語 みやこのじょうぼんちものがたり 900 せとやま弁当 せとやま弁当 九州グラ 2012 【旧価格？】駅前弁当

20060129 45宮崎 西都城 なし 盆地の牛めし ぼんちのぎゅうめし 918 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB466 九州グラ 1989 駅前弁当
未 45宮崎 西都城 なし 特製かしわめし とくせいかしわめし 1080 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB466 駅前弁当
未 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 1080 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB466 駅前弁当

20140117 46鹿児島 出水 なし 復刻版えびめし ふっこくばんえびめし 900 松栄軒 出水駅観光特産品館 京王 2014 【旧価格？】
20051230 46鹿児島 出水 川内、鹿児島中央 えびめし えびめし 930 松栄軒 出水駅観光特産品館 JR404 JTB63 九州グラ調製元 1959
20110129 46鹿児島 出水 なし 桜島とりめし さくらじまとりめし 980 松栄軒 出水駅観光特産品館 調製元 2010

未 46鹿児島 出水 なし 鹿児島黒豚炭火焼弁当 かごしまくろぶたすみびやきべんとう 980 松栄軒 出水駅観光特産品館 京王
未 46鹿児島 出水 なし 鹿児島黒豚イベリコ豚味くらべＢＯＸ かごしまくろぶたいべりこぶたあじくらべぼっくす 1050 松栄軒 出水駅観光特産品館 九州グラ 2013 【旧価格？】
未 46鹿児島 出水 なし 鹿児島味くらべ弁当 かごしまあじくらべべんとう 1050 松栄軒 出水駅観光特産品館 京王 2014 【旧価格？】

20120329 46鹿児島 出水 なし 鹿児島県産黒豚焼肉弁当 かごしまけんさんくろぶたやきにくべんとう 1050 松栄軒 出水駅観光特産品館 京王 2014 【旧価格？】
未 46鹿児島 出水 なし 薩摩竹籠弁当 さつまたけかごべんとう 1080 松栄軒 出水駅観光特産品館 調製元 2012

20030908 46鹿児島 出水 川内、鹿児島中央 あゆ物語 あゆものがたり 1080 松栄軒 出水駅観光特産品館 JR404 JTB63 調製元 昭和３０年代発売
20070321 46鹿児島 出水 川内、鹿児島中央、博多 「極」黒豚めし きわみくろぶためし 1080 松栄軒 出水駅観光特産品館 JR382 JTB63 京王 2006
20090110 46鹿児島 出水 川内、鹿児島中央 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 1080 松栄軒 出水駅観光特産品館 JR404 JTB63 京王 2009
20110206 46鹿児島 出水 鹿児島中央 龍馬薩摩路紀行 りょうまさつまじきこう 1080 松栄軒 出水駅観光特産品館 JR404 2009
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未 46鹿児島 出水 鹿児島中央、博多、川内 黒豚横丁 くろぶたよこちょう 1080 松栄軒 出水駅観光特産品館 JR382 調製元 2007
未 46鹿児島 出水 なし 焼肉弁当 やきにくべんとう 1080 松栄軒 出水駅観光特産品館 調製元 2011
未 46鹿児島 出水 なし 黒豚めしと牛めし味くらべＢＯＸ くろぶためしとぎゅうめしあじくらべぼっくす 1100 松栄軒 出水駅観光特産品館 調製元 2012

20110129 46鹿児島 出水 川内、鹿児島中央 鹿児島よくばり弁当 かごしまよくばりべんとう 1130 松栄軒 出水駅観光特産品館 JR404 JTB63 阪神 2011 調製元は1140円
未 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 1140 松栄軒 出水駅観光特産品館 JR405 JTB64 調製元 2011

20140309 46鹿児島 出水 なし 特製赤ワインステーキ弁当 とくせいあかわいんすてーきべんとう 1150 松栄軒 出水駅観光特産品館 阪神 2014 【旧価格？】
未 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 1150 松栄軒 出水駅観光特産品館 JR405 調製元
未 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 1150 松栄軒 出水駅観光特産品館 JTB64 2011
未 46鹿児島 出水 なし 鹿児島黒毛和牛牛めし かごしまくろげわぎゅうぎゅうめし 1150 松栄軒 出水駅観光特産品館 調製元
未 46鹿児島 出水 なし 鹿児島黒牛ステーキ弁当 かごしまくろうしすてーきべんとう 1300 松栄軒 出水駅観光特産品館 九州グラ鶴屋 2013 【旧価格？】

20140111 46鹿児島 出水 なし 黒毛和牛ステーキわっぱめし くろげわぎゅうすてーきわっぱめし 1380 松栄軒 出水駅観光特産品館 京王 2014 【旧価格？】
未 46鹿児島 出水 なし さつまうなぎ飯 さつまうなぎめし 1500 松栄軒 出水駅観光特産品館 調製元 2009
未 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 1080 松栄軒 ＪＲＫＲ JTB64 調製元

20131201 46鹿児島 鹿児島中央なし 桜島灰干し弁当 さくらじまはいぼしべんとう 680 樹楽 ＪＲＫＲ 九州グラ 2013 【旧価格？】
未 46鹿児島 鹿児島中央なし 黒豚弁当 くろぶたべんとう 680 ますみつ ＪＲＫＲ JR404 JTB64

20131130 46鹿児島 鹿児島中央なし 黒豚チャーシュー弁当 くろぶたちゃーしゅーべんとう 800 ますみつ ＪＲＫＲ 九州グラ 2013 【旧価格？】
未 46鹿児島 鹿児島中央なし 鹿籠豚弁当二層盛り かごぶたべんとうにそうもり 823 ぶるぺん ＪＲＫＲ JR404 JTB64 2011

20131130 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 864 ますみつ ＪＲＫＲ JR404 JTB64 2011
20131201 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 875 ぶるぺん ＪＲＫＲ JR404 JTB64 九州グラ 2008

未 46鹿児島 鹿児島中央なし 幕の内 まくのうち 930 松栄軒 ＪＲＫＲ JTB64 調製元
20131130 46鹿児島 鹿児島中央なし 黒豚カツ弁当 くろぶたかつべんとう 972 ますみつ ＪＲＫＲ JR404 JTB64
20140109 46鹿児島 鹿児島中央なし 鹿児島角煮わっぱめし かごしまかくにわっぱめし 1000 松栄軒 ＪＲＫＲ 京王 2014 【旧価格？】

未 46鹿児島 鹿児島中央なし さつま幕の内弁当 さつままくのうちべんとう 1080 ますみつ ＪＲＫＲ JR404 JTB64
未 46鹿児島 鹿児島中央なし とんかつ御膳 とんかつごぜん 1080 松栄軒 ＪＲＫＲ JTB64 調製元

20131201 46鹿児島 鹿児島中央なし 鹿児島黒豚角煮弁当 かごしまくろぶたかくにべんとう 1080 萬來 ＪＲＫＲ JR404 JTB64 九州グラ 2011
20140125 46鹿児島 鹿児島中央なし くまもとあか牛ランチＢＯＸ くまもとあかうしらんちぼっくす 1100 松栄軒 ＪＲＫＲ 阪神 【旧価格？】

未 46鹿児島 嘉例川 なし 花の待つ駅かれい川 はなのまつえきかれいがわ 1050 森の弁当やまだ屋 森の弁当やまだ屋 JTB468 九州グラ 2012 土休日販売
20041218 46鹿児島 嘉例川 「はやとの風」車内 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 JTB468 九州グラ 2004 土休日販売車内は金含む
20050911 46鹿児島 吉松 なし 御弁当 おべんとう 630 たまり たまり JTB470
20120115 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 嶋活 嶋活 当館 2003 【旧価格？】駅前弁当、注文販売

未 47沖縄 那覇空港 なし 油味噌かつサンド あんだんすーかつさんど 630 宗英道 宗英道 当館 2012
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20050116 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 2005 現況不詳（終売？）
20051022 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 2005 現況不詳（終売？）
20070325 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 2006 現況不詳（終売？）
20140102 01北海道 札幌 なし 石狩鮭めし今昔物語 いしかりさけめしこんじゃくものがたり 1000 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 京王 2013 ２０１３年９月～２０１４年３月販売

20140110 01北海道 札幌 なし 鮭児入り三大鮭めし けいじいりさんだいさけめし 1950 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 京王 2014 ２０１４年１月のみ販売
20090921 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 2007 駅では販売休止
20050807 15新潟 糸魚川 富山 白馬弁当 はくばべんとう 1100 たかせ ＪＲＳＮ JTB481 ２０１３年１１月休業
20040726 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 JTB481 何年も前に終売
20140114 18福井 あわら湯のまちなし 大人のオムライス おとなのおむらいす 1100 源の屋 源の屋 京王 2014 【旧価格？】現地実態無
20120122 18福井 福井 なし 茶碗寿し鯖三昧 ちゃわんずしさばざんまい 1500 フレッグ食品工業 ？ 当館 2011 現地実態無
20120122 18福井 福井 なし 茶碗寿し甘えびかにちらし ちゃわんずしあまえびかにちらし 1500 フレッグ食品工業 ？ 当館 2011 現地実態無
20120122 18福井 鯖江 なし お鈴弁当茶巾そば御膳（鯛めし） おすずべんとうちゃきんそばごぜん 2000 フレッグ食品工業 ？ 当館 2011 現地実態無
20120116 18福井 鯖江 なし お多福弁当茶巾そば御膳（かにめし） おたふくべんとうちゃきんそばごぜん 2000 フレッグ食品工業 ？ 当館 2011 現地実態無

未 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 2004 現地終売確認
未 20長野 長野 なし 牛ずし弁当 ぎゅうずしべんとう 1250 ちくま ＮＲＥ 味の陣 2013 ２０１３年１２月終売

20100123 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 現況不詳（終売？）
20041211 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 当館 1953 現況不詳（終売？）
20041211 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 当館 現況不詳（終売？）
20030727 30和歌山 新宮 なし 熊野名産めはり寿し くまのとくさんめはりずし 630 丸新 丸新 阪神 ２０１３年秋頃撤退
20030111 30和歌山 新宮 なし 特製さんま鮨 とくせいさんまずし 850 丸新 丸新 阪神 ２０１３年秋頃撤退
20100321 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 現況不詳（終売？）
20020714 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 現況不詳
20060909 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 現況不詳
20020714 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 現況不詳
20070114 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 当館 現況不詳（終売？）


