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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年から毎年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、駅弁の総数について当館への問合せが多いためです。

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

（出典１）ＪＴＢパブリッシング「ＪＴＢ時刻表　２０２０年４月号」　※三桁数字は掲載ページ

（出典２）東日本旅客鉄道「駅弁味の陣２０１９」　※２０１９年１０月～１１月に開催された駅弁キャンペーン。主にＪＲ東日本エリアの駅弁が対象。

（出典２）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。

（出典３）京王百貨店駅弁大会（東京都、２０２０年１月）

（出典３）阪神百貨店駅弁大会（大阪府、２０２０年１月）

（出典３）鶴屋駅弁大会（熊本県、２０２０年２月）

（出典４）鉄道会社の公式サイト

（出典４）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。

（出典４）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。

※交通新聞社「ＪＲ時刻表」が２０１９年１０月号から駅弁を非掲載としたため出典から外しました。

※北海道ジェイ・アール・エージェンシー「ＴＨＥＪＲＨｏｋｋａｉｄｏ」は２０１９年１０月号から駅弁を非掲載としたようです。出典から外しました。

※今回からＪＲ東海ツアーズ「駅弁なび」ウェブサイトを出典から外しました。

※２０２０年４月発売の「旅と鉄道」編集部「駅弁大百科」を参考資料としています。

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

「ＪＲＥＦ」ＪＲ東日本フーズ（２０１９年３月まで「ＮＲＥ」日本レストランエンタプライズ）

「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）

「ＪＲＣＰ」ジェイアール東海パッセンジャーズ

「ＪＲＳＮ」ジェイアール西日本デイリーサービスネット、ジェイアールサービスネット（金沢、岡山、広島、福岡）

「ＪＲＫＲ」ＪＲ九州リテール

「ＪＲＦＳ」ＪＲ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。

駅弁の調製元や販売元は、出典（「当館」を除く）に明記がなければ、実体験や想像によります。

同じ名称で、価格が異なる駅弁は、異なる駅弁として取り扱いました。

同じ名称と価格で、販売駅が異なる駅弁は、同じ駅弁として取り扱いました。

駅弁の名称は、出典によりゆらぎがありますので、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めました。

鉄道銘菓（主に鉄道駅で売られる、弁当以外の食べ物）を含めました。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、含めました。

博物館など（埼玉県の鉄道博物館や愛知県のリニア・鉄道館など）で売られる「駅弁」は、含みません。



当館が「疑義駅弁」と定義する、駅で売られていない（可能性の高い）駅弁も、出典（「当館」を除く）に掲載があれば、含めました。

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。

漢字「鯖」（さば）「鱒」（ます）は、閲覧する環境によって、表示される字体が異なるようです。当リストでは異字を区別していません。

漢字「弁当」「辨當」「弁當」（べんとう）は、当リストでは異字を区別しています。どの字を用いるかは、現物での表記を参考に、当館で決めました。

「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

当リストでは政府の新型コロナウイルス感染症対応による影響を考慮していません。当リストでは政府の新型コロナウイルス感染症対応による影響を考慮していません。当リストでは政府の新型コロナウイルス感染症対応による影響を考慮していません。当リストでは政府の新型コロナウイルス感染症対応による影響を考慮していません。

北海道の摩周駅弁の現況はよくわかりません。

北海道の静内駅弁の現況はよくわかりません。

北海道の大沼公園駅へ「牛めし」を卸した源五郎は、２０１９年末頃に休業または閉店したようです。

青森県内（新青森駅、青森駅、弘前駅、八戸駅）の駅弁の、現存状況はよくわかりません。

青森県の青森駅弁のウェルネス伯養軒青森支店は２０１９年９月限りで休止。主要な駅弁は同社の仙台支店へ移行しました。

青森県の七戸十和田駅では、２０１９年５月にテナントが交代し、弁当が一新されました。

岩手県の花巻駅弁のまるろくは、２０１８年１月に破産しました。

山形県の米沢駅の駅弁とされる弁当がどこまで実在するか、よくわかりません。

福島県の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を２０１１年３月から休業中。同社のホテルは建替中。

栃木県の宇都宮駅ビルでフタバ食品の駅弁を販売した売店「縁（えにし）」は、２０２０年２月限りで閉店しました。

埼玉県の秩父鉄道広瀬川原駅の、駅としての営業はなくなったようです。２０１９年５月の車両基地公開時に確認しました。

新潟県の糸魚川駅へ笹寿司を卸した九郎右ェ門は、２０２０年３月限りで廃業しました。

長野県の塩尻駅弁のカワカミは、２０２０年４月に王滝へ駅弁事業を譲渡しました。当リストではカワカミのままとしています。

長野県の扇沢駅の営業は２０１８年１１月限り。トロリーバスの電気バス化で、鉄道や鉄道駅でなくなりました。

岐阜県の美濃太田駅弁の向龍館は、２０１９年５月限りで駅弁から撤退しました。立売も消えました。

三重県の亀山駅の駅前でかつての駅弁を販売したいとう弁当店は、２０１８年１０月頃までに閉店したようです。

京都府の出町柳駅と三条駅での萩の家の幕の内弁当の販売は、２０１９年１２月限りで終了したようです。

奈良県の吉野口駅弁の柳屋は、２０１８年６月に駅構内店舗を閉店しました。

和歌山県の紀伊田辺駅では、２０１８年８月のキヨスクのセブンイレブンへの転換により、駅弁が売られなくなったようです。

島根県の出雲市駅弁の黒崎は、２０１８年９月に撤退しました。廃業か。

その他、ＪＲ西日本の各駅では、駅売店「キヨスク」「ハートイン」「デイリーイン」のコンビニ「セブンイレブン」への転換で、駅で買えなくなった駅弁があるようです。

山口県の錦川鉄道の錦川清流駅弁の予約販売は終了したようです。２０１９年までに鉄道会社が公式サイトから予約ページを削除しています。

愛媛県の松山駅弁の鈴木弁当店は、２０１８年４月に事業を停止しました。８月に三好野本店が「醤油めし」を継承しています。

福岡県の博多駅弁の萬坊は、２０１８年１月限りで駅弁から撤退しました。

福岡県の博多駅への玄風館の弁当の入荷は、２０１９年頃になくなったようです。

熊本県の熊本駅弁のニシコーは、２０１８年３月頃に駅弁から撤退したようです。

熊本県の立野駅弁「南鉄トロッコ弁当」は、２０１９年７月に「ひまわりトロッコ」で「復刻」、つまり終売のようです。

長崎県の長崎駅弁のテイストサプライ（膳菜家）は、２０１８年に駅弁から撤退したようです。

鹿児島県の吉松駅弁のたまりは、２０１８年９月に閉店しました。

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



駅弁の価格は、２０１９年１０月の消費税率改定により、買い方で変わることがあります。（軽減税率の対象になるかどうか）

東京地区でのＪＲ東日本リテールネットのコンビニエンスストア「ＮＥＷＤＡＹＳ」扱いのコンビニ弁当は含めません。

東京駅の駅弁はＪＲＥＦ、ＪＲＣＰ、リテールの３社で取り扱う弁当と定義。原則として、グランスタダイニングその他エキナカの惣菜を含めません。

ただし、リテールの駅弁売店「膳まい」の商品すべてを駅弁とはみなしていません。

青森県の弘前駅の駅弁（津軽弁）は、もうすこしあると思います。

神奈川県の箱根湯本駅の駅弁は、もっとあると思います。

京都府の京都駅の駅弁は、他にもいろいろあるかもしれません。

福岡県の博多駅の駅弁は、もっとあると思います。

福岡県の博多駅弁の博多松栄軒と鹿児島県の鹿児島中央駅弁の松栄軒で共通する駅弁は、鹿児島中央駅弁とみなしました。

７．改定履歴７．改定履歴７．改定履歴７．改定履歴

１版　2020/5/2　2275種類を掲載

２版　2020/5/6　2245種類を掲載　駅弁の削除（稚内、厚岸、釧路、旭川、小樽、静内、米子）、駅弁の追加（小樽、静内、宇都宮）、価格の訂正（豊橋）、販売元の訂正（小牛田、郡山）、恵方巻駅弁情報の訂正

３版　2020/5/17　2259種類を掲載　駅弁の追加（宇都宮、東京、富山、広島、人吉）



775 ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点） 全 2259225922592259 種のうち 1484148414841484 種を食べ、残り 775775775775 種
当館収集 都道府県主な販売駅 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
20190120 01北海道 稚内 最北海幸めし さいほくうみさちめし 1070 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 JTB682 京王 2018

未 01北海道 稚内 かにいくらめし かにいくらめし 1070 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 JTB682 京王 2018
20140126 01北海道 稚内 三宝めし さんぽうめし 1180 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 京王 2012

未 01北海道 稚内 食べくらべ三大蟹めし たべくらべさんだいかにめし 1280 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 京王 2018
未 01北海道 稚内 四大かに弁当 よんだいかにべんとう 1280 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 JTB682 2014
未 01北海道 稚内 うに盛弁当 うにもりべんとう 1290 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 JTB682 2017

20200119 01北海道 稚内 たらば蟹海鮮御膳 たらばがにかいせんごぜん 1350 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 京王阪神 2019
未 01北海道 稚内 どっさりうに弁当 どっさりうにべんとう 1380 稚内駅立売商会 まちづくり稚内 阪神 2019
未 01北海道 稚内 わっかないたこめし弁当 わっかないたこめしにべんとう 1050 ふじ田 ふじ田 当館 2018
未 01北海道 稚内 わっかないかに弁当 わっかないかにべんとう 1200 ふじ田 ふじ田 当館

20200110 01北海道 稚内 丸ずわい蟹むき身入弁当 まるずわいがにむきみいりべんとう 1100 ふじ田 ふじ田 京王 2020 現地での現況不詳
20200110 01北海道 稚内 宗谷岬海の漁火 そうやみさきうみのいさりび 1280 ふじ田 ふじ田 京王 2020 現地での現況不詳
20050116 01北海道 摩周 摩周の豚丼 ましゅうのぶたどん 1080 ぽっぽ亭 ぽっぽ亭 阪神 2005 駅前弁当、価格は推定
20111008 01北海道 摩周 摩周のあったか豚丼 ましゅうのあったかぶたどん 1280 ぽっぽ亭 ぽっぽ亭 当館 2011 駅前弁当
20170121 01北海道 摩周 摩周の豚丼ミックス ましゅうのぶたどんみっくす 1280 ぽっぽ亭 ぽっぽ亭 当館 2017 駅前弁当、終売可能性あり
20150215 01北海道 網走 帆立弁当 ほたてべんとう 900 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB680
20150307 01北海道 網走 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 JTB680
20150215 01北海道 網走 かにめし かにめし 990 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB680
20170119 01北海道 網走 いくら数の子弁当 いくらかずのこべんとう 1280 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB680 2017

未 01北海道 網走 磯宴（シャケ・いくら） いそうたげしゃけいくら 1380 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB680
20150307 01北海道 網走 オホーツク贅沢三昧 おほーつくぜいたくざんまい 1400 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB680
20080202 01北海道 網走 磯宴（かに・いくら） いそうたげかにいくら 1480 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB680

未 01北海道 網走 磯宴秋鮭親子弁当 いそうたげあきしゃけおやこべんとう 1480 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB680 2019
20150215 01北海道 網走 磯宴（うに・いくら） いそうたげうにいくら 1580 モリヤ商店 モリヤ商店 JTB680

未 01北海道 根室 タイエーの焼きさんま寿司 たいえーのやきさんますし 600 タイエー タイエー 当館 2018 対象列車のみ前日AMまでの予約販売、駅では２０１８年６月発売

未 01北海道 根室 やきとり弁当 やきとりべんとう 600 タイエー タイエー 当館 2018 対象列車のみ前日AMまでの予約販売、駅では２０１８年６月発売

未 01北海道 落石 たこ飯弁当 たこめしべんとう 1000 海鮮工房霧湖 海鮮工房霧湖 ＪＲ北海道 2020 対象列車のみ前日AMまでの予約販売

20160118 01北海道 厚床 ビーフサンダーマウンテン弁当 びーふさんだーまうんてんべんとう 900 伊藤牧場 伊藤牧場 当館 2012 駅イベント時に販売
未 01北海道 茶内 浜中の時弁 はまなかのときべん 1300 HAMALABO HAMALABO ＪＲ北海道 2020 対象列車のみ前日AMまでの予約販売

未 01北海道 厚岸 さんまめし さんまめし 700 氏家待合所 氏家待合所 当館 2013 駅前弁当
20040419 01北海道 厚岸 ほたて弁当 ほたてべんとう 1080 氏家待合所 氏家待合所 JTB678 駅前弁当、木曜定休
20100114 01北海道 厚岸 氏家かきめし うじいえかきめし 1080 氏家待合所 氏家待合所 JTB678 京王鶴屋 1963 駅前弁当、木曜定休
20180121 01北海道 厚岸 氏家かきめし海鮮ミックス うじいえかきめしかいせんみっくす 1280 氏家待合所 氏家待合所 当館 2017 駅前弁当、１２～２月販売、木曜定休

未 01北海道 厚岸 ほかほか氏家かきめし ほかほかうじいえかきめし 1280 氏家待合所 氏家待合所 当館 2016 駅前弁当、１２～２月販売、木曜定休

未 01北海道 厚岸 海鮮たらば蟹かきめし かいせんたらばがにかきめし 1480 氏家待合所 氏家待合所 京王鶴屋 2015 駅前弁当、１２～２月販売、木曜定休

20160118 01北海道 厚岸 スペシャル氏家かきめし すぺしゃるうじいえかきめし 1480 氏家待合所 氏家待合所 京王 2015 駅前弁当、木曜定休
未 01北海道 厚岸 氏家のよくばり弁当 うじいえのよくばりべんとう 1680 氏家待合所 氏家待合所 鶴屋 2019 駅前弁当、木曜定休

20150114 01北海道 釧路 いわしのほっかぶり寿司 いわしのほっかぶりずし 1080 弁当工房引田屋 北海道キヨスク 京王阪神 1989
20200114 01北海道 釧路 いわしとさばのほっかぶり寿司 いわしとさばのほっかぶりずし 1290 弁当工房引田屋 北海道キヨスク JTB678 京王阪神鶴屋 2014 JTB678は１１３０円
20200114 01北海道 釧路 いわしのほっかぶり寿司とサーモン いわしのほっかぶりずしとさーもん 1290 弁当工房引田屋 北海道キヨスク 京王阪神 2014

未 01北海道 釧路 いわしのほっかぶり寿司と漬けさんま いわしのほっかぶりずしとづけさんま 1290 弁当工房引田屋 北海道キヨスク 京王阪神 2015
未 01北海道 釧路 さばのほっかぶり寿司 さばのほっかぶりずし 1290 弁当工房引田屋 北海道キヨスク 阪神 2014
未 01北海道 釧路 いわしのほっかぶし寿しとにしんマリネの握り寿司 いわしのほっかぶしずしとにしんまりねのにぎりずし 1290 弁当工房引田屋 北海道キヨスク 阪神 2019
未 01北海道 釧路 いわしのほっかぶりずし四品盛り いわしのほっかぶりずしよんしなもり 1390 弁当工房引田屋 北海道キヨスク 京王阪神

未 01北海道 釧路 ほっかぶり三兄弟（鰯・鯖・鰊） ほっかぶりさんきょうだい 1390 弁当工房引田屋 北海道キヨスク 阪神 2020
未 01北海道 釧路 サーモンと青魚の詰合せ さーもんとあおざかなのつめあわせ 1390 弁当工房引田屋 北海道キヨスク 京王
未 01北海道 釧路 青魚四品盛り あおざかなよんしなもり 1390 弁当工房引田屋 北海道キヨスク 京王
未 01北海道 釧路 青魚ざんまい あおざかなざんまい 1390 弁当工房引田屋 北海道キヨスク 阪神 2020

20180118 01北海道 釧路 釧路いかめし くしろいかめし 680 釧祥館 釧祥館 当館 催事向け商品か
未 01北海道 釧路 かに飯 かにめし 980 釧祥館 釧祥館 当館
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20020215 01北海道 釧路 かきべん かきべん 980 釧祥館 釧祥館 JTB678 阪神
20140914 01北海道 釧路 釧路漁礁 くしろぎょしょう 1050 釧祥館 釧祥館 JTB678 1990

未 01北海道 釧路 釧路湿原弁当 くしろしつげんべんとう 1080 釧祥館 釧祥館 JTB678
未 01北海道 釧路 流氷ちらし りゅうひょうちらし 1100 釧祥館 釧祥館 鶴屋 2019

20200119 01北海道 釧路 花咲かにめし はなさきかにめし 1100 釧祥館 釧祥館 JTB678 京王鶴屋 2004
20200102 01北海道 釧路 どっさりかに弁当 どっさりかにべんとう 1280 釧祥館 釧祥館 味の陣 京王阪神 2019 味の陣は「旭川駅立売商会」の調製

未 01北海道 釧路 こぼれいくら！サーモンちらし こぼれいくらさーもんちらし 1290 釧祥館 釧祥館 京王阪神鶴屋 2019
20170121 01北海道 釧路 ずわい御膳 ずわいごぜん 1290 釧祥館 釧祥館 京王阪神 2017 旧「ずわい蟹御膳」

未 01北海道 釧路 たらば蟹ちらし たらばがにちらし 1380 釧祥館 釧祥館 京王阪神鶴屋 2018
20140120 01北海道 釧路 たらば寿し たらばずし 1580 釧祥館 釧祥館 JTB678 2000
20200118 01北海道 釧路 釧祥館ちらし せんしょうかんちらし 1680 釧祥館 釧祥館 京王鶴屋 2020
20040418 01北海道 池田 バナナ饅頭 ばななまんじゅう 620 米倉屋 北海道キヨスク 当館 1904 鉄道銘菓
20070615 01北海道 池田 親子弁当 おやこべんとう 700 米倉屋 北海道キヨスク 当館 1905
20070615 01北海道 池田 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 1200 米倉屋 米倉屋 当館 1974 予約販売

未 01北海道 池田 バナナ饅頭 ばななまんじゅう 1240 米倉屋 北海道キヨスク 当館 1904 鉄道銘菓
未 01北海道 帯広 豚とんおにぎり（２個入） ぶたとんおにぎり 450 十勝帯広金扇 十勝帯広金扇 JTB676
未 01北海道 帯広 にぎりっ子（２個入） にぎりっこ 450 十勝帯広金扇 十勝帯広金扇 JTB676
未 01北海道 帯広 ぶた八の炭焼豚どん ぶたはちのすみやきぶたどん 650 十勝帯広金扇 十勝帯広金扇 JTB676 2017
未 01北海道 帯広 豚どんと焼きそば弁当 ぶたどんとやきそばべんとう 800 十勝帯広金扇 十勝帯広金扇 JTB676 2017
未 01北海道 帯広 ぶた八の炭焼豚どん ぶたはちのすみやきぶたどん 850 十勝帯広金扇 十勝帯広金扇 JTB676 2017
未 01北海道 帯広 ぶた八の豚どんおにぎりと豚どんセット ぶたはちのぶたどんおにぎりとぶたどんせっと 1000 十勝帯広金扇 十勝帯広金扇 JTB676 2017
未 01北海道 帯広 ぶた八の炭焼豚どん特盛 ぶたはちのすみやきぶたどんとくもり 1000 十勝帯広金扇 十勝帯広金扇 JTB676
未 01北海道 帯広 ハンバーグ弁当 はんばーぐべんとう 1000 （不明） （不明） JTB676

20190110 01北海道 帯広 十勝牛牛肉重飯 とかちぎゅうぎゅうにくじゅうめし 1180 十勝帯広金扇 十勝帯広金扇 JTB676 2019
20060107 01北海道 帯広 ぶた八の炭焼あったか豚どん ぶたはちのすみやきあったかぶたどん 1200 十勝帯広金扇 十勝帯広金扇 JTB676 2019
20190110 01北海道 帯広 あったか十勝牛飯 あったかとかちぎゅうめし 1280 十勝帯広金扇 十勝帯広金扇 JTB676 2019

未 01北海道 帯広 いくら海鮮たらば いくらかいせんたらば 1280 十勝帯広金扇 十勝帯広金扇 JTB676 2019
未 01北海道 帯広 うに海鮮たらば うにかいせんたらば 1280 十勝帯広金扇 十勝帯広金扇 JTB676 2019

20190112 01北海道 帯広 黒毛和牛焼肉弁当 くろげわぎゅうやきにくべんとう 1880 十勝帯広金扇 十勝帯広金扇 JTB676 2019
未 01北海道 旭川 助六寿し すけろくずし 550 旭川駅立売 旭川駅立売 当館

20150308 01北海道 旭川 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 TheJRH 当館
20200109 01北海道 旭川 大雪寿し だいせつずし 980 旭川駅立売 旭川駅立売 京王 2018
20140113 01北海道 旭川 蝦夷わっぱミックス えぞわっぱみっくす 1050 旭川駅立売 旭川駅立売 JTB672 京王阪神鶴屋

20161009 01北海道 旭川 旭川しょうゆ豚丼 あさひかわしょうゆぶたどん 1070 旭川駅立売 旭川駅立売 JTB672 2016
未 01北海道 旭川 北海道産牛すき重 ほっかいどうさんぎゅうすきじゅう 1100 旭川駅立売 旭川駅立売 京王阪神 2019

20190121 01北海道 旭川 うにいくら飯 うにいくらめし 1180 旭川駅立売 旭川駅立売 JTB672 京王阪神鶴屋 2018
20170121 01北海道 旭川 海鮮四季味御膳 かいせんしきあじごぜん 1180 旭川駅立売 旭川駅立売 JTB672 2017

未 01北海道 旭川 かに盛弁当 かにもりべんとう 1242 旭川駅立売 旭川駅立売 阪神
20191109 01北海道 旭川 どっさりいくら弁当 どっさりいくらべんとう 1280 旭川駅立売 旭川駅立売 京王阪神 2019

未 01北海道 旭川 かに二重めし かににじゅうめし 1290 旭川駅立売 旭川駅立売 JTB672 2018
未 01北海道 旭川 海鮮牛盛弁当 かいせんぎゅうもりべんとう 1380 旭川駅立売 旭川駅立売 当館 2019
未 01北海道 旭川 いくら盛り弁当 いくらもりべんとう 1380 旭川駅立売 旭川駅立売 JTB672 2016

20190117 01北海道 旭川 金の蝦夷わっぱ きんのえぞわっぱ 1380 旭川駅立売 旭川駅立売 京王阪神 2019
未 01北海道 旭川 かにいくら弁当 かにいくらべんとう 1620 旭川駅立売 旭川駅立売 阪神

20200110 01北海道 旭川 ずわい華御膳 ずわいはなごぜん 1680 旭川駅立売 旭川駅立売 京王鶴屋 2020
未 01北海道 旭川 かに盛三昧 かにもりざんまい 1728 旭川駅立売 旭川駅立売 阪神

20180122 01北海道 旭川 北海の遊膳 ほっかいのゆうぜん 1782 旭川駅立売 旭川駅立売 当館 2017 催事向け商品か
未 01北海道 旭川 かにうに弁当 かにうにべんとう 1890 旭川駅立売 旭川駅立売 阪神
未 01北海道 旭川 三色弁当 さんしょくべんとう 1890 旭川駅立売 旭川駅立売 阪神
未 01北海道 旭川 うにいくら弁当 うにいくらべんとう 2160 旭川駅立売 旭川駅立売 阪神
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未 01北海道 旭川 北海の輝 ほっかいのかがやき 2160 旭川駅立売 旭川駅立売 阪神
未 01北海道 旭川 かに棒入り弁当 かにぼういりべんとう 2160 旭川駅立売 旭川駅立売 阪神 2020
未 01北海道 旭川 北海三点盛弁当 ほっかいさんてんもりべんとう 2700 旭川駅立売 旭川駅立売 阪神 2020
未 01北海道 旭川 まんざいどん まんざいどん 時価 旭川駅立売 旭川駅立売 当館 駅弁催事では各種あり

20161106 01北海道 留萌 にしんおやこ にしんおやこ 900 北海コーポレーション 北海コーポレーション 当館 2003 予約販売
未 01北海道 深川 深川そばめし俵おむすび ふかがわそばめしたわらおむすび 380 レストランスカイラウンジ 深川物産館 当館 2017 １２～２月は土休日販売
未 01北海道 深川 深川そばめし俵おむすびいなり ふかがわそばめしたわらおむすびいなり 380 レストランスカイラウンジ 深川物産館 当館 2017 １２～２月は土休日販売
未 01北海道 深川 深川そばめし俵おむすび弁当 ふかがわそばめしたわらおむすびべんとう 650 レストランスカイラウンジ 深川物産館 当館 2017 １２～２月は土休日販売

20150308 01北海道 深川 ウロコダンゴ（９個入り） うろこだんご 585 高橋商事 深川物産館 当館 1913 鉄道銘菓
20140914 01北海道 深川 ウロコダンゴ（１０個入り） うろこだんご 648 高橋商事 深川物産館 当館 1913 鉄道銘菓

未 01北海道 深川 ウロコダンゴ（１８個入り） うろこだんご 1170 高橋商事 深川物産館 当館 1913 鉄道銘菓
20100808 01北海道 岩見沢 とり釜めし とりかまめし 1080 花扇 北海道キヨスク 当館

未 01北海道 岩見沢 ホタテ釜めし ほたてかまめし 1080 花扇 北海道キヨスク 当館
未 01北海道 岩見沢 えび釜めし えびかまめし 1080 花扇 北海道キヨスク 当館
未 01北海道 札幌 おすし おすし 480 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元
未 01北海道 札幌 笹吉助六寿司 ささきちすけろくずし 600 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元

20040911 01北海道 札幌 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 JTB671 調製元 1969
20070617 01北海道 札幌 柳もち やなぎもち 600 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元 1906 鉄道銘菓

未 01北海道 札幌 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 JTB671 調製元 2009
未 01北海道 札幌 札幌おにぎり弁当 さっぽろおにぎりべんとう 700 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元 2020 １０００個限定販売

20151220 01北海道 札幌 幕の内いしかり まくのうちいしかり 850 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB671 調製元
20090117 01北海道 札幌 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 JTB671 調製元 2008

未 01北海道 札幌 彩り御膳・春便り いろどりごぜんはるだより 1000 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元 2020 ３～５月販売
20100808 01北海道 札幌 夏のお祭り弁当 なつのおまつりべんとう 1000 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元 2002 ６～８月販売
20110925 01北海道 札幌 秋のご馳走御膳 あきのごちそうごぜん 1000 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元 2003 ９～１１月販売
20151220 01北海道 札幌 北海道三昧・冬御膳 ほっかいどうざんまいふゆごぜん 1000 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元 2010 １２～２月販売
20160111 01北海道 札幌 ジンギスカン丼 じんぎすかんどん 1000 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 京王阪神 2015
20050305 01北海道 札幌 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 1000 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元 1997 １０～５月販売
20140915 01北海道 札幌 三大蟹そぼろ弁当 さんだいかにそぼろべんとう 1050 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB671 2014
20091004 01北海道 札幌 北海道旅弁当 ほっかいどうたびべんとう 1080 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元 2010 販売休止
20190127 01北海道 札幌 ハスカップご飯と鹿肉弁当 はすかっぷごはんとしかにくべんとう 1080 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB670 阪神 2018 「イランカラプテ」とも
20180216 01北海道 札幌 すし処海鮮えぞ賞味 すしどころかいせんえぞしょうみ 1080 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB670 京王 調製元 1983

未 01北海道 札幌 海令かにめし かいれいかにめし 1080 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB670 阪神 2019
20180216 01北海道 札幌 あったか牛めし あったかぎゅうめし 1080 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元 2016
20140915 01北海道 札幌 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 1100 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB670 京王阪神 調製元 2014 調製元は販売休止
20110925 01北海道 札幌 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 JTB670 調製元 2011

未 01北海道 札幌 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 調製元 １１～３月販売
20041107 01北海道 札幌 石狩鮭めし いしかりさけめし 1150 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB670 京王阪神 調製元 1923
20090118 01北海道 札幌 三大蟹味くらべ弁当 さんだいかにあじくらべべんとう 1300 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB670 阪神 調製元 2005 調製元は販売休止
20180216 01北海道 札幌 札幌駅弁よくばり膳 さっぽろえきべんよくばりぜん 1250 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元 2016 販売休止
20110110 01北海道 札幌 海鮮ぜいたく寿し かいせんぜいたくずし 1400 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 JTB670 京王阪神 調製元

未 01北海道 札幌 三大蟹味くらべDX弁当 さんだいかにあじくらべでらっくすべんとう 1700 札幌駅立売商会 札幌駅立売商会 調製元 2016 販売休止
未 01北海道 石狩当別 とうべつ豚弁 とうべつぶたべん 1000 田西会館 田西会館 当館 2020 ２０２０年４月４日～５月６日販売

未 01北海道 石狩当別 とうべつ彩り弁当 とうべついろどりべんとう 1000 田西会館 田西会館 当館 2020 ２０２０年４月４日～５月６日販売

未 01北海道 小樽 ほたてめし ほたてめし 470 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク 当館 2019
未 01北海道 小樽 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 JTB669 2010
未 01北海道 小樽 昭和の幕の内弁当 しょうわのまくのうちべんとう 880 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク 当館 2009
未 01北海道 小樽 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 JTB669 2012

20091004 01北海道 小樽 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 JTB669
20021104 01北海道 小樽 北海手綱 ほっかいたづな 1100 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク JTB669 1991
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20030115 01北海道 小樽 特製おたるかにめし とくせいおたるかにめし 1150 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク JTB669 1981

未 01北海道 小樽 あつあつかきめし 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 当館 １１～２月販売、予約販売
20130218 01北海道 小樽 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 当館 予約販売
20150113 01北海道 小樽 百花繚乱いくら華吹雪 ひゃっかりょうらんいくらはなふぶき 1580 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク 鶴屋 2014
20130127 01北海道 小樽 海の交響曲 うみのしんふぉにー 1580 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク 当館 2013

未 01北海道 小樽 豪快いくらかに盛り ごうかいいくらかにもり 1580 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク 当館 2020
20090108 01北海道 小樽 おたる海の輝き おたるうみのかがやき 1580 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク JTB669 京王阪神鶴屋 2003
20200114 01北海道 小樽 焼ずわい蟹弁当 やきずわいがにべんとう 1680 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク 京王 2020
20130218 01北海道 小樽 いくら弁当 いくらべんとう 1690 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク 鶴屋

未 01北海道 小樽 海の輝き食べ比べ うみのかがやきたべくらべ 1850 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク 阪神鶴屋 2020 催事専用商品か、鶴屋は1690円

未 01北海道 小樽 海鮮彩り四種 かいせんいろどりよんしゅ 1890 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク 阪神 2020 催事専用商品か
未 01北海道 小樽 うつくし小樽海鮮 うつくしおたるかいせん 1890 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク 阪神 2020 催事専用商品か
未 01北海道 小樽 本ずわいまるごとのっけ飯 ほんずわいまるごとのっけめし 1890 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク 阪神鶴屋 2018
未 01北海道 小樽 うにいくら二色盛り うにいくらにしょくもり 2160 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク 阪神 2020 催事専用商品か
未 01北海道 小樽 うにかに二色盛り うにかににしょくもり 2160 小樽駅構内立売商会 北海道キヨスク 阪神 2020 催事専用商品か

20150411 01北海道 南千歳 寿司 すし 470 まるい まるい 当館
20070614 01北海道 南千歳 えぞずし えぞすし 680 まるい まるい JTB658 1977
20040912 01北海道 南千歳 サーモン寿司 さーもんずし 800 まるい まるい JTB658 1972
20150411 01北海道 南千歳 幕の内弁当 まくのうちべんとう 880 まるい まるい 当館

未 01北海道 南千歳 かにちらし かにちらし 900 まるい まるい JTB658 1981
未 01北海道 南千歳 噴火湾ホタテ弁当 ふんかわんほたてべんとう 1050 まるい まるい JTB658 1981

20110925 01北海道 南千歳 チップ姿寿司 ちっぷすがたずし 1050 まるい まるい 当館 ７～８月販売、現況不詳
20100808 01北海道 南千歳 ほっきめし ほっきめし 1150 まるい まるい JTB658 1997
20110925 01北海道 南千歳 北海道汐彩弁当 ほっかいどうしおさいべんとう 1300 まるい まるい JTB658 2011
20091205 01北海道 南千歳 厳選いくら弁当 げんせんいくらべんとう 1500 まるい まるい JTB658 1981

未 01北海道 新千歳空港海鮮七福弁当 かいせんしちふくべんとう 1190 札幌バルナバフーズ 北海道キヨスク 阪神 2012 かつての札幌駅弁、阪神では空弁

未 01北海道 新千歳空港かにいなり かにいなり 750 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
未 01北海道 新千歳空港円むすび えんむすび 780 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
未 01北海道 新千歳空港まあるいおむすび まあるいおむすび 780 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元

20071013 01北海道 新千歳空港ミニ石狩鮨サケイクラ みにいしかりずしさけいくら 850 佐藤水産鮨 北海道キヨスク JTB661 調製元
未 01北海道 新千歳空港さざなみ弁当 さざなみべんとう 880 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
未 01北海道 新千歳空港いかめし いかめし 880 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元

20071013 01北海道 新千歳空港ミニ石狩鮨カニイクラ みにいしかりずしかにいくら 950 佐藤水産鮨 北海道キヨスク JTB661 調製元
未 01北海道 新千歳空港焼き鯖さざ浪鮨 やきさばさざなみずし 1000 佐藤水産鮨 北海道キヨスク JTB661 調製元

20011108 01北海道 新千歳空港石狩鮨 いしかりずし 1000 佐藤水産鮨 北海道キヨスク JTB661 阪神鶴屋 調製元 阪神と鶴屋は空弁
未 01北海道 新千歳空港海鮮釜めし かいせんかまめし 1030 佐藤水産鮨 北海道キヨスク JTB661 調製元 2014
未 01北海道 新千歳空港サーモン三昧 さーもんざんまい 1050 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
未 01北海道 新千歳空港さけいくらうにめし さけいくらうにめし 1050 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
未 01北海道 新千歳空港鮭祭り弁当 さけまつりべんとう 1050 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
未 01北海道 新千歳空港ずわい蟹ちらし ずわいがにちらし 1080 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
未 01北海道 新千歳空港帆立うにめし ほたてうにめし 1080 佐藤水産鮨 北海道キヨスク JTB661 調製元
未 01北海道 新千歳空港昔ながらのかにめし むかしながらのかにめし 1080 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 阪神 阪神では空弁
未 01北海道 新千歳空港味めぐり四色どんぶり あじめぐりよんしょくどんぶり 1080 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 阪神 調製元 阪神では空弁
未 01北海道 新千歳空港鮭（ルイベ漬）といくらの親子丼ぶり さけるいべづけといくらのおやこどんぶり 1100 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
未 01北海道 新千歳空港贅沢厚切りサーモン弁当 ぜいたくあつぎりさーもんべんとう 1100 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
未 01北海道 新千歳空港海鮮炙り弁当 かいせんあぶりべんとう 1100 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 阪神 阪神では空弁
未 01北海道 新千歳空港北の海鮮玉手箱 きたのかいせんたまてばこ 1100 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 阪神 阪神では空弁
未 01北海道 新千歳空港いくら石狩鮨 いくらいしかりずし 1150 佐藤水産鮨 北海道キヨスク JTB660 阪神 調製元 阪神では空弁

20041103 01北海道 新千歳空港かにめし かにめし 1150 佐藤水産鮨 北海道キヨスク JTB660 調製元
未 01北海道 新千歳空港後のせいくらとサーモンハラミ弁当 あとのせいくらとさーもんはらみべんとう 1150 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 阪神 調製元 阪神では空弁、調製元は１１８０円



775 ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点） 全 2259225922592259 種のうち 1484148414841484 種を食べ、残り 775775775775 種
当館収集 都道府県主な販売駅 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

未 01北海道 新千歳空港三大サーモン食べくらべ弁当 さんだいさーもんたべくらべべんとう 1200 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
未 01北海道 新千歳空港いくら三昧 いくらざんまい 1200 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
未 01北海道 新千歳空港いくら味くらべ丼 いくらあじくらべどん 1200 佐藤水産鮨 北海道キヨスク JTB660 調製元
未 01北海道 新千歳空港いくら入ずわい蟹ちらし鮨 いくらいりずわいがにちらしずし 1200 佐藤水産鮨 北海道キヨスク JTB660 調製元
未 01北海道 新千歳空港北海三昧華鮨 ほっかいざんまいはなずし 1200 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
未 01北海道 新千歳空港肉厚ホタテのステーキ弁当 にくあつほたてのすてーきべんとう 1230 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
未 01北海道 新千歳空港北海海鮮ちらし ほっかいかいせんちらし 1230 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元

20111104 01北海道 新千歳空港北の海幸づくし きたのうみさちづくし 1250 佐藤水産鮨 北海道キヨスク JTB660 調製元
未 01北海道 新千歳空港朝市海鮮丼 あさいちかいせんどん 1350 佐藤水産鮨 北海道キヨスク JTB660 調製元
未 01北海道 新千歳空港かに鮨 かにずし 1380 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
未 01北海道 新千歳空港鮭のルイベ漬盛り海鮮弁当 さけのるいべづけもりかいせんべんとう 1380 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 阪神鶴屋 調製元 阪神と鶴屋は空弁
未 01北海道 新千歳空港鮭いくら さけいくら 1380 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
未 01北海道 新千歳空港時しらずにぎり鮨 ときしらずにぎりずし 1500 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
未 01北海道 新千歳空港奥尻うにいくらめし おくしりうにいくらめし 1580 佐藤水産鮨 北海道キヨスク JTB660 調製元
未 01北海道 新千歳空港贅沢かに食べくらべ三色丼 ぜいたくかにたべくらべさんしょくどん 2030 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
未 01北海道 新千歳空港海宝三色ちらし かいほうさんしょくちらし 2160 佐藤水産鮨 北海道キヨスク JTB660 調製元

20050219 01北海道 新千歳空港たらば蟹鮨 たらばかにずし 2160 佐藤水産鮨 北海道キヨスク 調製元
20100924 01北海道 静内 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 780 西谷弁当店 西谷弁当店 JTB667 2003

未 01北海道 静内 焼ホタテ蟹めし やきほたてかにめし 980 西谷辨當店 西谷弁当店 当館 2017 予約販売か
未 01北海道 静内 北海海鮮かき蟹いくら ほっかいかいせんかきかにいくら 1050 西谷辨當店 西谷弁当店 当館 2017 予約販売か

20070225 01北海道 静内 海鮮うに蟹イクラ かいせんうにかにいくら 1080 西谷辨當店 西谷弁当店 当館 2003 予約販売か
未 01北海道 静内 海鮮たらば蟹弁当 かいせんたらばがにべんとう 1180 西谷辨當店 西谷弁当店 当館 2015 予約販売か
未 01北海道 東室蘭 ほたとん弁当 ほたとんべんとう 730 噴火湾食品 北海道キヨスク 当館 2013
未 01北海道 東室蘭 室蘭やきとり弁当 むろらんやきとりべんとう 1080 小舟 北海道キヨスク 当館 2017 駅では木金土曜販売

20200121 01北海道 母恋 母恋めし ぼこいめし 1188 ブロートン ブロートン JTB658 京王 2002 不定休
未 01北海道 洞爺 あっ！ぶた丼どうや あっぶたどんどうや 800 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 鮭いくらめし さけいくらめし 1000 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 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 JTB657
未 01北海道 洞爺 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
未 01北海道 洞爺 鮭めし さけめし 1000 洞爺駅構内立売商会 洞爺駅構内立売商会 当館

20030109 01北海道 洞爺 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 2003 値上げの可能性あり
未 01北海道 洞爺 海鮮弁当 かいせんべんとう 1100 洞爺駅構内立売商会 洞爺駅構内立売商会 当館

20100923 01北海道 小沢 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 特製もりそば とくせいもりそば 650 合田 ＪＲ北海道 当館 1931 駅前弁当、現況不詳、水曜定休か

20110924 01北海道 長万部 鮭飯 あきあじめし 1080 かにめし本舗かなや かにめし本舗かなや 調製元 1972 駅前弁当
20200111 01北海道 長万部 かなやのかにめし かなやのかにめし 1180 かにめし本舗かなや かにめし本舗かなや JTB656 京王 調製元 1949 駅前弁当

未 01北海道 長万部 ほたてめし ほたてめし 1180 かにめし本舗かなや かにめし本舗かなや 調製元 駅前弁当、10個以上の予約販売

20080119 01北海道 長万部 蝦夷めし えぞめし 1404 かにめし本舗かなや かにめし本舗かなや 当館 駅前弁当、予約販売
未 01北海道 長万部 シャマン弁当 しゃまんべんとう 1836 かにめし本舗かなや かにめし本舗かなや 調製元 駅前弁当、予約販売
未 01北海道 長万部 内浦弁当 うちうらべんとう 2268 かにめし本舗かなや かにめし本舗かなや 調製元 駅前弁当、予約販売

20200123 01北海道 長万部 特盛かにめし とくもりかにめし 3240 かにめし本舗かなや かにめし本舗かなや 当館 駅前弁当
20150114 01北海道 森 いかめしコロッケ いかめしころっけ 250 阿部商店 （不明） 当館 駅での販売現況不詳
20161106 01北海道 森 いかめしレトルト いかめしれとると 777 阿部商店 （各種） 当館 2016 森駅以外で販売
20190629 01北海道 森 いかめし いかめし 780 阿部商店 柴田商店 JTB656 京王阪神鶴屋 1941 駅前弁当
20200415 01北海道 森 いかめしおにぎり弁当 いかめしおにぎりべんとう 800 阿部商店 柴田商店 当館 2020 ２０２０年４月販売

未 01北海道 大沼公園 大沼だんご（ごま・正油） おおぬまだんご 398 沼の家 沼の家 当館 1905 鉄道銘菓、駅前で販売
20140915 01北海道 大沼公園 大沼だんご（あん・正油） おおぬまだんご 398 沼の家 沼の家 当館 1905 鉄道銘菓、駅前で販売
20140915 01北海道 大沼公園 大沼だんご（大）（ごま・正油） おおぬまだんご 662 沼の家 沼の家 当館 1905 鉄道銘菓、駅前で販売

未 01北海道 大沼公園 大沼だんご（大）（あん・正油） おおぬまだんご 662 沼の家 沼の家 当館 1905 鉄道銘菓、駅前で販売
20190324 01北海道 新函館北斗牛焼肉にんにくバター醤油味 ぎゅうやきにくにんにくばたーしょうゆあじ 1100 吉田屋 吉田屋 当館 2019
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未 01北海道 新函館北斗新味かにめしオマールエビのみそとかにみその食べ比べ しんみかにめしおまーるえびのみそとかにみそのたべくらべ 1250 吉田屋 吉田屋 調製元 2019
未 01北海道 新函館北斗函館の味特製味つけうに弁当 はこだてのあじとくせいあじつけうにべんとう 1250 吉田屋 吉田屋 調製元 2019

20200116 01北海道 新函館北斗肉の宝石箱 にくのほうせきばこ 1280 吉田屋 吉田屋 調製元 2019
20190713 01北海道 新函館北斗かにと蟹とカニ弁当 かにとかにとかにべんとう 1280 吉田屋 吉田屋 調製元 2019
20160112 01北海道 新函館北斗北海道新幹線Ｈ５系はやぶさ弁当 ほっかいどうしんかんせんえいちごけいはやぶさべんとう 1300 吉田屋 吉田屋 阪神 調製元 2016

未 01北海道 新函館北斗函館いかめし海鮮弁当 はこだていかめしかいせんべんとう 1280 吉田屋 吉田屋 当館 2016
未 01北海道 新函館北斗函館カニ水産カニ味噌ごはん はこだてかにすいさんかにみそごはん 1300 吉田屋 吉田屋 阪神 調製元 2018

20191116 01北海道 新函館北斗三味ローストビーフ寿司うに・いくら・オマールエビのみそ さんみろーすとびーふずしうにいくらおまーるえびのみそ 1350 吉田屋 吉田屋 阪神 調製元 2019
20181216 01北海道 新函館北斗函館海鮮うに弁当 はこだてかいせんうにべんとう 1380 吉田屋 吉田屋 阪神 2018

未 01北海道 新函館北斗贅沢かに盛り極弁当 ぜいたくかにもりきわみべんとう 1780 吉田屋 吉田屋 調製元 2020
20181021 01北海道 函館 鰊みがき弁当 にしんみがきべんとう 980 北海道キヨスク（函館みかど） 北海道キヨスク（函館みかど） JTB087 1966
20161126 01北海道 函館 みかどのかにめし みかどのかにめし 1000 北海道キヨスク（函館みかど） 北海道キヨスク（函館みかど） JTB087
20161126 01北海道 函館 豚わっぱめし ぶたわっぱめし 1000 北海道キヨスク（函館みかど） 北海道キヨスク（函館みかど） JTB087 2014

未 01北海道 函館 山海贅沢ごはん さんかいぜいたくごはん 1100 北海道キヨスク（函館みかど） 北海道キヨスク（函館みかど） JTB087 2019
20080915 01北海道 函館 北の家族弁当 きたのかぞくべんとう 1100 北海道キヨスク（函館みかど） 北海道キヨスク（函館みかど） JTB087 1973
20161126 01北海道 函館 べこ辨 べこべん 1200 北海道キヨスク（函館みかど） 北海道キヨスク（函館みかど） JTB087 2016
20161126 01北海道 函館 蝦夷ちらし弁当 えぞちらしべんとう 1300 北海道キヨスク（函館みかど） 北海道キヨスク（函館みかど） JTB087 2003
20160326 01北海道 函館 北の駅弁屋さん きたのえきべんやさん 1300 北海道キヨスク（函館みかど） 北海道キヨスク（函館みかど） JTB087 2000

未 01北海道 函館 海鮮雲丹めし かいせんうにめし 1500 北海道キヨスク（函館みかど） 北海道キヨスク JTB087 2017
未 02青森 新青森 焼鯖寿司 やきさばずし 756 幸福の寿し本舗 ＪＲＥＦ 当館

20190916 02青森 新青森 カツサンド かつさんど 760 幸福の寿し本舗 ＪＲＥＦ 当館
20080915 02青森 新青森 津軽の笹寿司 つがるのささずし 900 幸福の寿し本舗 ＪＲＥＦ 当館 2005
20161112 02青森 新青森 十和田バラ焼き重 とわだばらやきじゅう 1080 幸福の寿し本舗 ＪＲＥＦ 京王 2013
20200109 02青森 新青森 青森海鮮ちらし寿司 あおもりかいせんちらしずし 1100 幸福の寿し本舗 ＪＲＥＦ 京王 2010
20180928 02青森 新青森 青森県産黒毛和牛牛めし あおもりけんさんくろげわぎゅうぎゅうめし 1000 幸福の寿司本舗 ＪＲＥＦ 当館
20161103 02青森 新青森 海鮮小わっぱ かいせんこわっぱ 1100 幸福の寿司本舗 ＪＲＥＦ 当館 かつてのＮＲＥの盛岡駅弁
20180721 02青森 新青森 青天の霹靂米日記 せいてんのへきれきこめにっき 1100 幸福の寿司本舗 ＪＲＥＦ 当館 2018
20190322 02青森 新青森 本まぐろ御膳 ほんまぐろごぜん 1300 幸福の寿司本舗 ＪＲＥＦ 味の陣 2018
20161103 02青森 新青森 津軽海峡にぐ・さがな弁当 つがるかいきょうにぐさがなべんとう 1300 幸福の寿し本舗 ＪＲＥＦ 当館 2016
20190916 02青森 新青森 津軽 つがる 1000 つがる惣菜 ＪＲＥＦ 当館 2009

未 02青森 新青森 たまご箱 たまごばこ 1000 つがる惣菜 ＪＲＥＦ 当館 2012
20151219 02青森 新青森 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 1100 つがる惣菜 ＪＲＥＦ JTB649 2011
20111103 02青森 新青森 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 1200 つがる惣菜 ＪＲＥＦ 当館 2010
20131013 02青森 新青森 ラブあおもり弁当 らぶあおもりべんとう 1300 つがる惣菜 ＪＲＥＦ 当館 2013
20190916 02青森 新青森 お魚だらけ おさかなだらけ 1300 つがる惣菜 ＪＲＥＦ 当館

未 02青森 新青森 焼肉だらけ やきにくだらけ 1300 つがる惣菜 ＪＲＥＦ 当館 2013
20160430 02青森 新青森 ひとくちだらけ ひとくちだらけ 1350 つがる惣菜 ＪＲＥＦ JTB649 味の陣 2015

未 02青森 弘前 弘前いがめんち弁当 ひろさきいがめんちべんとう 910 秋田屋 津軽振興会 当館
20100326 02青森 弘前 ばっちゃ御膳 ばっちゃごぜん 1290 秋田屋 津軽振興会 当館 2009

未 02青森 弘前 津軽のおいなりさん つがるのおいなりさん 290 めいく 津軽振興会 当館
未 02青森 弘前 津軽のお赤飯 つがるのおせきはん 460 めいく 津軽振興会 当館
未 02青森 弘前 津軽のいかめし漁火弁当 つがるのいかめしいさりびべんとう 750 めいく 津軽振興会 当館
未 02青森 弘前 焼肉とん豚弁当 やきにくとんとんべんとう 900 めいく 津軽振興会 JTB649 2017
未 02青森 弘前 弘前城桜ものがたり ひろさきじょうさくらものがたり 920 めいく 津軽振興会 当館

20151219 02青森 弘前 あふれる海の幸五能線弁当 あふれるうみのさちごのうせんべんとう 1100 めいく 津軽振興会 JTB649 2013
未 02青森 弘前 夕陽海岸弁当 ゆうひかいがんべんとう 1280 めいく 津軽振興会 JTB649 ２０１６年以前に発売か

20151219 02青森 津軽五所川原ストーブ弁当 すとーぶべんとう 1150 神家 津軽鉄道 津軽鉄道 2007 １２～３月販売、３日前２個以上の予約販売

未 02青森 津軽五所川原さくら弁当 さくらべんとう 1150 神家 津軽鉄道 津軽鉄道 2008 ４～５月販売、３日前２個以上の予約販売

未 02青森 津軽五所川原だざい弁当 だざいべんとう 1150 神家 津軽鉄道 津軽鉄道 2009 ６～８月販売、３日前２個以上の予約販売

未 02青森 津軽五所川原いなほ弁当 いなほべんとう 1150 神家 津軽鉄道 津軽鉄道 2008 ９～１１月販売、３日前２個以上の予約販売
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未 02青森 七戸十和田七戸ごぼうチキンピラフ＆長芋フライ しちのへごぼうちきんぴらふあんどながいもふらい 950 ガーデンキッチン垂穂 キーコーヒー 当館 2019 価格変更の可能性あり
20190916 02青森 七戸十和田青森県産ロコモコ＆長芋フライ あおもりけんさんろこもこあんどながいもふらい 950 ガーデンキッチン垂穂 キーコーヒー 当館 2019 価格変更の可能性あり
20190916 02青森 七戸十和田七戸十和田碁盤の目はやぶさ弁当 しちのへとわだごばんのめはやぶさべんとう 1404 ガーデンキッチン垂穂 キーコーヒー 当館 2019 価格変更の可能性あり

未 02青森 八戸 海鮮サーモン御三家寿司 かいせんさーもんごさんけずし 1080 吉田屋 ＪＲＥＦ 鶴屋 調製元 2018 鶴屋は新函館北斗駅弁
未 02青森 八戸 八戸名物鯖の漬け丼 はちのへめいぶつさばのづけどん 1100 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2019

20171104 02青森 八戸 とろサーモン炙り寿司 とろさーもんあぶりずし 1100 吉田屋 ＪＲＥＦ 阪神 2012
20161009 02青森 八戸 スタミナ源たれ牛＆豚肉弁当 すたみなげんたれぎゅうあんどぶたにくべんとう 1100 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2016

未 02青森 八戸 むつ湾育ち青森ほたて味くらべ弁当 むつわんそだちあおもりほたてあじくらべべんとう 1150 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2020
未 02青森 八戸 新物八戸横綱鯖小唄寿司 あらものはちのへよこづなさばこうたずし 1150 吉田屋 ＪＲＥＦ 当館 2019

20181101 02青森 八戸 みちのく和膳 みちのくわぜん 1150 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2018
未 02青森 八戸 海鮮ミックスと牛すき焼弁当 かいせんみっくすとぎゅうすきやきべんとう 1180 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2019
未 02青森 八戸 三陸かき１００％使用炙りと潮煮食べ比べ弁当 さんりくかきひゃくぱーせんとしようあぶりとしおにたべくらべべんとう 1180 吉田屋 ＪＲＥＦ 阪神 2019
未 02青森 八戸 三陸産かき１００％炙りどて味噌かき弁当 さんりくさんかきひゃくぱーせんとしようどてみそかにべんとう 1200 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2020
未 02青森 八戸 三陸八戸いくら醤油づけ弁当 さんりくはちのへいくらしょうゆづけべんとう 1200 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2019
未 02青森 八戸 海の宝船かにといくら うみのたからぶねかにといくら 1200 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2019

20191216 02青森 八戸 あんかけいちご煮丼 あんかけいちごにどん 1200 吉田屋 ＪＲＥＦ 味の陣 調製元 2019
20190713 02青森 八戸 平目の漬け丼 ひらめのづけどん 1200 吉田屋 ＪＲＥＦ 阪神 調製元 2019

未 02青森 八戸 青森名物ほたて照焼き弁当 あおもりめいぶつほたててりやきべんとう 1200 吉田屋 ＪＲＥＦ 阪神鶴屋 2018 ２０１１年頃にも販売か
20191223 02青森 八戸 八戸小唄寿司 はちのへこうたずし 1200 吉田屋 ＪＲＥＦ JTB085 阪神鶴屋 調製元 1961

未 02青森 八戸 海鮮うにわっぱ かいせんうにわっぱ 1250 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2020
未 02青森 八戸 ちらし六彩寿司 ちらしろくさいずし 1250 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2019
未 02青森 八戸 北の空ローストビーフと焼肉弁当 きたのそらろーすとびーふとやきにくべんとう 1250 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2019

20170909 02青森 八戸 うにとウニと雲丹味くらべ弁当 うにとうにとうにあじくらべべんとう 1250 吉田屋 ＪＲＥＦ JTB085 調製元 2017
20120324 02青森 八戸 津軽海峡海の宝船 つがるかいきょううみのたからぶね 1250 吉田屋 ＪＲＥＦ JTB085 調製元 2012
20181118 02青森 八戸 Ｅ５系はやぶさ弁当 いーごけいはやぶさべんとう 1250 吉田屋 ＪＲＥＦ 阪神 調製元 2010 阪神は１３００円

未 02青森 八戸 北海ズワイガニといくら弁当 ほっかいずわいがにといくらべんとう 1280 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2020
未 02青森 八戸 平目のこぶ締めとうに・イクラ弁当 ひらめのこぶじめとうにいくらべんとう 1280 吉田屋 ＪＲＥＦ 阪神鶴屋 2019

20180825 02青森 八戸 青森と三陸の食材１００％寿司弁当 あおもりとさんりくのしょくざいひゃくぱーせんとすしべんとう 1280 吉田屋 ＪＲＥＦ JTB069 調製元 2018
未 02青森 八戸 津軽雪国海鮮ずし つがるゆきぐにかいせんずし 1280 吉田屋 ＪＲＥＦ JTB086 2010 JTB86は青森駅弁
未 02青森 八戸 天然三陸産あなごと牛スタミナ焼弁当 てんねんさんりくさんあなごとぎゅうすたみなやきべんとう 1300 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2019

20191116 02青森 八戸 天然三陸産穴子１００％肉厚穴子重 てんねんさんりくさんあなごひゃくぱーせんとにくあつあなごじゅう 1300 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2019
未 02青森 八戸 三陸産やわらか穴子めし さんりくさんやわらかあなごめし 1350 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2017
未 02青森 八戸 ＪＲ東日本次世代新幹線Ｅ９５６ＡＬＦＡ－Ｘ じぇいあーるひがしにほんじせだいしんかんせんいーきゅーごーろくあるふぁーえっくす 1380 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2020
未 02青森 八戸 ウニのひつまぶし うにのひつまぶし 1380 吉田屋 ＪＲＥＦ 阪神 2019
未 02青森 八戸 春の便り海鮮桜ずし はるのたよりかいせんさくらずし 1380 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2019 春季販売か

20171103 02青森 八戸 分とく山特製海鮮幕の内 わけとくやまとくせいかいせんまくのうち 1400 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2014
未 02青森 八戸 牛ステーキとあわびとかき鉄板焼き弁当 ぎゅうすてーきとあわびとかきてっぱんやきべんとう 1480 吉田屋 ＪＲＥＦ 阪神 調製元 2019 阪神では新函館北斗駅弁

20180118 02青森 八戸 ウニのせ焼肉弁当 うにのせやきにくべんとう 1580 吉田屋 ＪＲＥＦ 調製元 2017
20190916 02青森 八戸 三沢八戸弁当 みさわはちのへべんとう 1250 三咲羽や ＪＲＥＦ 当館 2016

未 02青森 八戸 あおもりホッキ弁当 あおもりほっきべんとう 1300 三咲羽や ＪＲＥＦ 当館 2010
20181023 02青森 八戸 肉にぎり三種盛 にくにぎりさんしゅもり 1300 三咲羽や ＪＲＥＦ 当館 2010
20110503 02青森 八戸 八戸前沖鯖押し寿し三種 はちのへまえおきさばおしずしさんしゅ 1300 三咲羽や ＪＲＥＦ 味の陣 2010
20171103 02青森 八戸 青森のぜいたく弁当 あおもりのぜいたくべんとう 1450 三咲羽や ＪＲＥＦ 当館 2016

未 02青森 八戸 青森づくし あおもりづくし 1500 三咲羽や ＪＲＥＦ 当館 2019
20171104 03岩手 二戸 佐助豚かつ重 さすけぶたかつじゅう 340 生内商事 リテール 当館 2013

未 03岩手 二戸 佐助豚かつ重 さすけぶたかつじゅう 515 生内商事 リテール 当館 2013
20171104 03岩手 二戸 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 1029 生内商事 リテール 当館 2007
20110114 03岩手 いわて沼宮内岩手短角牛やわらか煮弁当 いわてたんかくぎゅうやわらかにべんとう 1480 肉のふがね 岩手町 当館 駅前弁当か
20190519 03岩手 盛岡 マジックパール（味付ゆで卵） まじっくぱーる 144 東日本マジックパール リテール 当館 1980 各地で販売

未 03岩手 一ノ関 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 ＪＲＥＦ JTB083 味の陣 2010
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未 03岩手 一ノ関 幕の内弁当 まくのうちべんとう 900 あべちう ＪＲＥＦ 当館
20141007 03岩手 一ノ関 さんまかば焼き弁当 さんまかばやきべんとう 920 あべちう あべちう 当館 2014
20161112 03岩手 一ノ関 豚肉の南部焼き弁当 ぶたにくのなんぶやきべんとう 930 あべちう ＪＲＥＦ 当館 2013
20180817 03岩手 一ノ関 かにめし かにめし 1030 あべちう ＪＲＥＦ JTB083 1963
20050205 03岩手 一ノ関 平泉義経 ひらいずみよしつね 1030 あべちう ＪＲＥＦ JTB083 2004
20180827 03岩手 一ノ関 かにといくら弁当 かにといくらべんとう 1100 あべちう ＪＲＥＦ 当館 2015

未 03岩手 一ノ関 おべんとう～金色～ おべんとうこんじき 1150 あべちう ＪＲＥＦ 味の陣 2019
20190915 03岩手 一ノ関 海鮮三色弁当 かいせんさんしょくべんとう 1200 あべちう ＪＲＥＦ JTB083 2012
20070407 03岩手 一ノ関 あわびうに飯 あわびうにめし 1250 あべちう ＪＲＥＦ JTB083 京王 2007

未 03岩手 一ノ関 イーハトーブの旅 いーはとーぶのたび 1250 あべちう ＪＲＥＦ 当館 2012
未 03岩手 一ノ関 岩手県産牛焼肉弁当 いわてけんさんぎゅうやきにくべんとう 1250 あべちう ＪＲＥＦ 当館 2013

20111021 03岩手 一ノ関 平泉 ひらいずみ 1400 あべちう ＪＲＥＦ JTB083 2011
20200415 03岩手 一ノ関 平泉うにぎり弁当 ひらいずみうにぎりべんとう 980 斎藤松月堂 ＪＲＥＦ 当館 2020 ２０２０年４月販売
20170716 03岩手 一ノ関 鶏舞弁当 とりまいべんとう 980 斎藤松月堂 ＪＲＥＦ 当館
20161009 03岩手 一ノ関 いわてあぶり焼き和牛弁当 いわてあぶりやきわぎゅうべんとう 1100 斎藤松月堂 ＪＲＥＦ JTB083 京王阪神 2016

未 03岩手 一ノ関 岩手銀河のほまれ いわてぎんがのほまれ 1150 斎藤松月堂 ＪＲＥＦ 味の陣 2019
20180112 03岩手 一ノ関 香ばし海苔とうにごはん こうばしのりとうにごはん 1200 斎藤松月堂 ＪＲＥＦ 当館 2018
20200116 03岩手 一ノ関 三陸海の子 さんりくうみのこ 1200 斎藤松月堂 ＪＲＥＦ JTB083
20200125 03岩手 一ノ関 金格ハンバーグと牛あぶり焼き弁当 きんかくはんばーぐとぎゅうあぶりやきべんとう 1280 斎藤松月堂 ＪＲＥＦ 阪神 2020
20190209 03岩手 一ノ関 平泉うにごはん ひらいずみうにごはん 1300 斎藤松月堂 ＪＲＥＦ JTB083 京王阪神

20020121 03岩手 一ノ関 岩手牛めし いわてぎゅうめし 1300 斎藤松月堂 ＪＲＥＦ JTB083
20151024 03岩手 一ノ関 ひふみ弁当 ひふみべんとう 1350 斎藤松月堂 ＪＲＥＦ JTB083 味の陣 2015
20110122 03岩手 一ノ関 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 ＪＲＥＦ 京王鶴屋 2010
20150112 03岩手 久慈 うに弁当 うにべんとう 1570 リアス亭 リアス亭 京王鶴屋 1986
20120218 04宮城 仙台 牛肉どまん中サンド ぎゅうにくどまんなかさんど 650 新杵屋 ＪＲＥＦ 当館 2011
20190915 04宮城 仙台 かきむすび かきむすび 580 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ 当館 2018

未 04宮城 仙台 やわらかひれかつサンド やわらかひれかつさんど 580 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ 当館
20181021 04宮城 仙台 世界農業遺産記念おにぎり弁当 せかいのうぎょういさんきねんおにぎりべんとう 950 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ 当館 2018

未 04宮城 仙台 杜のとりめし弁当 もりのとりめしべんとう 1000 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ 当館 2018
未 04宮城 仙台 みやぎ弁当 みやぎべんとう 1080 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ 調製元 2016

20191109 04宮城 仙台 みやぎサーモン押し寿司 みやぎさーもんおしずし 1100 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ 当館 2017
未 04宮城 仙台 炭火焼き風牛たん弁当「塩釜の藻塩付」 すみびやきふうぎゅうたんべんとうしおがまのもしおつき 1180 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ JTB081 調製元

20190519 04宮城 仙台 かき福三陸大粒かき飯 かきふくおおつぶさんりくかきめし 1180 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ 調製元 2017
20100110 04宮城 仙台 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 1200 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ JTB081 調製元
20111103 04宮城 仙台 東北福興弁当 とうほくふっこうべんとう 1200 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ 調製元 2011
20130217 04宮城 仙台 特製元気みやぎ弁当 とくせいげんきみやぎべんとう 1250 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ JTB081 調製元 2011
20100110 04宮城 仙台 女将のおもてなし弁当～宮城松島編 おかみのおもてなしべんとうみやぎまつしまへん 1150 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ 当館 2008
20091024 04宮城 仙台 女将のおもてなし弁当～宮城鳴子編 おかみのおもてなしべんとうみやぎなるごへん 1250 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ JTB081 調製元 2008
20100116 04宮城 仙台 女将のおもてなし弁当～宮城秋保温泉編 おかみのおもてなしべんとうみやぎあきうおんせんへん 1150 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ 当館 2007
20151206 04宮城 仙台 仙台牛牛じゃが弁当 せんだいぎゅうぎゅうじゃがべんとう 1250 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ JTB081 調製元 2015
20171022 04宮城 仙台 政宗公御膳 まさむねこうごぜん 1250 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ 調製元 2017
20191006 04宮城 仙台 厳選素材宮城はらこめし げんせんそざいみやぎはらこめし 1500 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ 味の陣 調製元 2019
20151103 04宮城 仙台 厚切り牛たん弁当 あつぎりぎゅうたんべんとう 1600 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ JTB080 調製元 2013
20200422 04宮城 仙台 気仙沼産ふかひれ姿煮弁当 けせんぬまさんふかひれすがたにべんとう 1700 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ 調製元 2020
20130118 04宮城 仙台 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 ＪＲＥＦ 調製元 2012
20091016 04宮城 仙台 ひと口牛たん麦ご飯 ひとくちぎゅうたんむぎごはん 600 こばやし ＪＲＥＦ 調製元 2009

未 04宮城 仙台 仙臺七夕いなり せんだいたなばたいなり 680 こばやし ＪＲＥＦ 調製元 2019
未 04宮城 仙台 仙台牛サンドイッチ せんだいぎゅうさんどいっち 750 こばやし ＪＲＥＦ 調製元 2015

20041011 04宮城 仙台 宮城ろまん街道 みやぎろまんかいどう 850 こばやし ＪＲＥＦ JTB082 調製元 1998
未 04宮城 仙台 仙台だより せんだいだより 900 こばやし ＪＲＥＦ JTB082 調製元
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未 04宮城 仙台 むすび丸弁当 むすびまるべんとう 980 こばやし ＪＲＥＦ JTB082 調製元 2010
20190915 04宮城 仙台 伊達鶏めし だてとりめし 980 こばやし ＪＲＥＦ JTB082 調製元 2018
20080618 04宮城 仙台 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 1080 こばやし ＪＲＥＦ JTB082 京王阪神 調製元
20190921 04宮城 仙台 みやぎサーモンと北限のしらすの幕の内弁当 みやぎさーもんとほくげんのしらすまくのうちべんとう 1100 こばやし ＪＲＥＦ JTB081 調製元 2019

未 04宮城 仙台 宮城県産牡蠣と炙り煮あなご弁当 みやぎけんさんかきとあぶりにあなごべんとう 1100 こばやし ＪＲＥＦ JTB535 2015 JTB535は新宿駅弁
未 04宮城 仙台 伊達武将隊弁当 だてぶしょうたいべんとう 1100 こばやし ＪＲＥＦ JTB081 調製元 2010

20191223 04宮城 仙台 網焼き牛たん弁当 あみやきぎゅうたんべんとう 1100 こばやし ＪＲＥＦ JTB081 京王阪神 調製元 1990
20070407 04宮城 仙台 独眼竜政宗辨當 どくがんりゅうまさむねべんとう 1100 こばやし ＪＲＥＦ JTB081 調製元 1986
20020302 04宮城 仙台 新みやぎ三陸黄金海道 しんみやぎさんりくおうごんかいどう 1150 こばやし ＪＲＥＦ JTB081 調製元
20140615 04宮城 仙台 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 1180 こばやし ＪＲＥＦ 調製元 2014
20131018 04宮城 仙台 仙台牛ひとめぼれ せんだいぎゅうひとめぼれ 1180 こばやし ＪＲＥＦ JTB081 調製元 2013
20090725 04宮城 仙台 うなぎまぶし うなぎまぶし 1180 こばやし ＪＲＥＦ 調製元 2009
20190809 04宮城 仙台 伊達のかきめし だてのかきめし 1200 こばやし ＪＲＥＦ JTB081 阪神 調製元 2019
20111103 04宮城 仙台 東北まるごと弁当 とうほくまるごとべんとう 1200 こばやし ＪＲＥＦ 調製元 2011
20100325 04宮城 仙台 仙台たんとん弁当 せんだいたんとんべんとう 1200 こばやし ＪＲＥＦ JTB070 調製元 2010
20170108 04宮城 仙台 黄金うにと数の子いくらがけ おうごんうにとかずのこいくらがけ 1350 こばやし ＪＲＥＦ JTB069 調製元 2016
20190920 04宮城 仙台 こばやし牛たん弁当味のＨＡＴＴＲＩＣＫ こばやしぎゅうたんべんとうあじのはっととりっく 1380 こばやし ＪＲＥＦ JTB080 味の陣 京王阪神鶴屋 調製元 2019
20110514 04宮城 仙台 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 1380 こばやし ＪＲＥＦ JTB080 阪神 調製元 2010
20181007 04宮城 仙台 厚切り真たん牛たん弁当 あつぎりしんたんぎゅうたんべんとう 1580 こばやし ＪＲＥＦ JTB080 調製元 2018
20160417 04宮城 仙台 炙り牛たんとＡ５仙台牛弁当 あぶりぎゅうたんとえーごせんだいぎゅうべんとう 1580 こばやし ＪＲＥＦ JTB080 京王阪神 調製元 2016
20180121 04宮城 仙台 厚切り牛たんとＡ５仙台牛Ｗステーキ弁当 あつぎりぎゅうたんとえーごせんだいぎゅうだぶるすてーきべんとう 1600 こばやし ＪＲＥＦ JTB080 調製元 2018

未 04宮城 仙台 Ａ５仙台牛炭火焼肉弁当 えーごせんだいぎゅうすみびやきにくべんとう 1600 こばやし ＪＲＥＦ JTB080 調製元 2016
20050409 04宮城 仙台 伯養軒のとりめし はくようけんのとりめし 800 伯養軒 ＪＲＥＦ JTB082 調製元 かつての野辺地駅弁か
20100315 04宮城 仙台 牛たん三彩 ぎゅうたんさんさい 1000 伯養軒 ＪＲＥＦ 調製元 2009
20150110 04宮城 仙台 牛たん味くらべ ぎゅうたんあじくらべ 1050 伯養軒 ＪＲＥＦ 味の陣 調製元 2014

未 04宮城 仙台 さぼてんかつ弁 さぼてんかつべん 1050 伯養軒 ＪＲＥＦ 調製元 2012
20151024 04宮城 仙台 伯養軒の牛たん弁当 はくようけんのぎゅうたんべんとう 1200 伯養軒 ＪＲＥＦ JTB081 調製元 2015
20150117 04宮城 仙台 鮭はらこめし さけはらこめし 1350 伯養軒 ＪＲＥＦ JTB080 調製元 1984 正八角形容器
20150117 04宮城 仙台 笹巻きえんがわずし ささまきえんがわずし 1400 伯養軒 ＪＲＥＦ JTB080 調製元 2004
20150117 04宮城 仙台 金華さば棒ずし きんかさばぼうずし 1400 伯養軒 ＪＲＥＦ JTB080 調製元 2005
20171007 04宮城 仙台 伯養軒の炙りえんがわずし はくようけんのあぶりえんがわずし 1600 伯養軒 ＪＲＥＦ JTB080 調製元 2017
20150315 04宮城 小牛田 山の神まんじゅう（５個入り） やまのかみまんじゅう 453 村上屋 美里町 当館 1900 鉄道銘菓、価格は推定
20030831 04宮城 小牛田 山の神まんじゅう（８個入り） やまのかみまんじゅう 810 村上屋 美里町 調製元 1900 鉄道銘菓
20190915 04宮城 小牛田 山の神まんじゅう（１５個入り） やまのかみまんじゅう 1404 村上屋 美里町 調製元 1900 鉄道銘菓
20090921 04宮城 気仙沼 黄金龍のハモニカ飯 おうごんりゅうのはもにかめし 780 天麩羅丸子 リテール 当館 2007 第３土曜日販売
20190720 05秋田 秋田 男鹿しょっつる塩焼きそば おがしょっつるしおやきそば 780 関根屋 リテール 味の陣 京王 2019
20180503 05秋田 秋田 秋田の味牛肉弁当 あきたのあじぎゅうにくべんとう 950 関根屋 リテール 京王 2017
20171008 05秋田 秋田 わっぱ舞茸 わっぱまいたけ 950 関根屋 リテール 調製元 1988 秋季販売
20171105 05秋田 秋田 特製牛めし とくせいぎゅうめし 1000 関根屋 リテール JTB089 調製元
20140920 05秋田 秋田 あきたこまち弁当 あきたこまちべんとう 1000 関根屋 リテール JTB089 調製元

未 05秋田 秋田 いわて黒豚弁当 いわてくろぶたべんとう 1000 関根屋 リテール 調製元 販売休止中
20170730 05秋田 秋田 秋田比内地鶏とり玉丼 あきたひないじどりとりたまどん 1000 関根屋 リテール 阪神 調製元 2015
20071013 05秋田 秋田 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 リテール JTB089 阪神 調製元 2007
20061118 05秋田 秋田 白神浪漫 しらかみろまん 1000 関根屋 リテール 調製元 2006
20050123 05秋田 秋田 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 リテール JTB089 京王阪神 調製元 2004

未 05秋田 秋田 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 1080 関根屋 リテール 調製元 予約販売
20150131 05秋田 秋田 いわて黒豚とんかつ弁当 いわてくろぶたとんかつべんとう 1080 関根屋 リテール JTB089 調製元 2014

未 05秋田 秋田 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 リテール 調製元 ４月２３日～５月５日販売
20090108 05秋田 秋田 白神鶏わっぱ しらかみとりわっぱ 1100 関根屋 リテール 調製元 2009 予約販売
20060114 05秋田 秋田 日本海ハタハタすめし にほんかいはたはたすめし 1100 関根屋 リテール 調製元 1997 販売休止中
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20130519 05秋田 秋田 和牛こまち弁当 わぎゅうこまちべんとう 1140 関根屋 リテール 調製元 2013

未 05秋田 秋田 秋田肉三昧弁当 あきたにくざんまいべんとう 1150 関根屋 リテール JTB089 調製元
20191109 05秋田 秋田 秋田のんめもの弁当 あきたのんめものべんとう 1200 関根屋 リテール 味の陣 2018 毎年リニューアル
20150802 05秋田 秋田 天然真鯛弁当 てんねんまだいべんとう 1200 関根屋 リテール 調製元 2015 販売休止中
20130407 05秋田 秋田 秋田新幹線Ｅ６系こまちランチ あきたしんかんせんいーろくけいこまちらんち 1300 関根屋 リテール 京王阪神 2013
20070121 05秋田 秋田 あったけぇきりたんぽ弁当 あったけぇきりたんぽべんとう 1350 関根屋 リテール 味の陣 京王 2006 冬季販売

未 05秋田 秋田 特上あきたこまち弁当 とくじょうあきたこまちべんとう 1600 関根屋 リテール 調製元 2019 「夏祭り用の駅弁」
未 05秋田 大館 鶏めし玉手箱 とりめしたまてばこ 540 花善 花善 調製元 2015 前日１３時までの予約販売
未 05秋田 大館 ３種の鶏めしいなり さんしゅのとりめしいなり 590 花善 花善 調製元 2020 ２日前までの予約販売

20110923 05秋田 大館 鶏めし とりめし 900 花善 リテール JTB089 京王 調製元 1947
20161119 05秋田 大館 比内地鶏の鶏めし ひないじどりのとりめし 1200 花善 リテール JTB089 阪神 調製元 2016
20200118 05秋田 大館 金の鶏樽めし きんのとりたるめし 1350 花善 リテール 京王阪神 2020

未 05秋田 大館 彩華鶏めし弁当 さいかとりめしべんとう 1680 花善 花善 調製元 ５個以上の予約販売
未 05秋田 大館 スペシャル鶏めし弁当 スペシャルとりめしべんとう 2200 花善 花善 調製元 ５個以上の予約販売
未 05秋田 角館 ほほ笑みこまち弁当 ほほえみこまちべんとう 1080 ｋｉｍｏｔｏ（木元精肉店） 秋田内陸縦貫鉄道 当館 2018 土休日販売
未 05秋田 角館 しあわせ鉄道御膳 しあわせてつどうごぜん 1080 源八 秋田内陸縦貫鉄道 当館 2018 土休日販売
未 05秋田 阿仁合 しあわせのカツサンド しあわせのかつさんど 1080 こぐま亭（秋田内陸縦貫鉄道） 秋田内陸縦貫鉄道 当館 2018

20170528 06山形 酒田 ががちゃおこわ ががちゃおこわ 730 清川屋 清川屋 当館 2008
未 06山形 酒田 庄内弁 しょうないべん 1200 ミートデリカ・クドー リテール 当館 2015

20180728 06山形 余目 トドロキサンド とどろきさんど 380 マルハ産業 あまるめホッとホーム 当館
20170730 06山形 新庄 かあちゃんの手づくり弁当 かあちゃんのてづくりべんとう 400 とうふ処稼秀屋 たねるや 当館
20170730 06山形 新庄 上京物語 じょうきょうものがたり 1000 ヤマゲンフーズ たねるや 当館 2015
20170730 06山形 新庄 山形牛すき焼弁当 やまがたぎゅうすきやきべんとう 1200 おくやまストアー たねるや 当館 2015

未 06山形 山形 鶏わっぱめし とりわっぱめし 980 もりべん ＪＲＥＦ 京王 調製元 2017 ３日前１０個以上の予約販売
20170909 06山形 山形 鶏肉三昧 とりにくざんまい 980 もりべん ＪＲＥＦ 京王 調製元 2017 ３日前１０個以上の予約販売

未 06山形 山形 炙り鶏めし あぶりとりめし 980 もりべん ＪＲＥＦ 京王 調製元 2018 ３日前１０個以上の予約販売
20140927 06山形 山形 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 1100 もりべん ＪＲＥＦ JTB089 2014
20060408 06山形 山形 山形特選牛めし やまがたとくせんぎゅうめし 1200 もりべん ＪＲＥＦ JTB089 調製元 ２００５年頃発売か
20200121 06山形 山形 もりの牛のり弁 もりのぎゅうのりべん 1200 もりべん ＪＲＥＦ 阪神 2018
20171009 06山形 山形 牛豚鶏の肉づくし ぎゅうぶたとりのにくづくし 1200 もりべん ＪＲＥＦ JTB089 京王阪神 調製元 2017
20100605 06山形 山形 いも煮弁当 いもにべんとう 1200 もりべん ＪＲＥＦ 鶴屋 調製元 2010 ９～３月販売、鶴屋は1350円
20080203 06山形 山形 みちのく弁当の旅 みちのくべんとうのたび 1250 もりべん ＪＲＥＦ JTB089 阪神鶴屋 調製元 JTB89は１１００円
20080203 06山形 山形 紅花乃里 べにばなのさと 1250 もりべん ＪＲＥＦ 調製元
20110306 06山形 山形 やまもり弁当 やまもりべんとう 1250 もりべん ＪＲＥＦ JTB089 調製元 2011 １０個以上の予約販売
20191006 06山形 山形 山形牛牛めし弁当 やまがたぎゅうぎゅうめしべんとう 1300 もりべん ＪＲＥＦ 味の陣 京王阪神鶴屋 調製元 2019
20080203 06山形 米沢 栗めし弁当 くりめしべんとう 850 新杵屋 新杵屋 JTB088
20080203 06山形 米沢 幕の内弁当 まくのうちべんとう 900 新杵屋 新杵屋 JTB088
20110718 06山形 米沢 元祖牛肉弁当 がんそぎゅうにくべんとう 1000 新杵屋 新杵屋 JTB088
20171007 06山形 米沢 米沢名物牛そぼろ よねざわめいぶつぎゅうそぼろ 1050 新杵屋 新杵屋 JTB088 鶴屋 「牛そぼろ弁当」とも
20071103 06山形 米沢 焼肉弁当栄太郎 やきにくべんとうえいたろう 1250 新杵屋 新杵屋 JTB088 1995
20160916 06山形 米沢 牛肉どまん中 ぎゅうにくどまんなか 1250 新杵屋 新杵屋 JTB088 京王阪神鶴屋 1993
20100605 06山形 米沢 牛肉どまん中（しお） ぎゅうにくどまんなかしお 1250 新杵屋 新杵屋 JTB088 鶴屋 2010
20140920 06山形 米沢 牛肉どまん中（みそ） ぎゅうにくどまんなかみそ 1250 新杵屋 新杵屋 JTB088 鶴屋 2014
20150923 06山形 米沢 牛肉どまん中（カレー） ぎゅうにくどまんなかかれー 1250 新杵屋 新杵屋 JTB088 2015
20020817 06山形 米沢 特製牛肉弁当（発熱体入り） とくせいぎゅうにくべんとう 1250 新杵屋 新杵屋 当館
20181125 06山形 米沢 どまん中百選　牛肉どまん中　海鮮どまん中 どまんなかひゃくせんぎゅうにくどまんなかかいせんどまんなか 1450 新杵屋 新杵屋 当館 2012 主に東京駅で販売
20130706 06山形 米沢 どまん中百選　牛肉どまん中　牛たんどまん中 どまんなかひゃくせんぎゅうにくどまんなかぎゅうたんどまんなか 1450 新杵屋 新杵屋 当館 2012 主に東京駅で販売
20130630 06山形 米沢 どまん中百選　牛肉どまん中　うなぎどまん中 どまんなかひゃくせんぎゅうにくどまんなかうなぎどまんなか 1450 新杵屋 新杵屋 当館 2012 主に東京駅で販売
20160115 06山形 米沢 三味牛肉どまん中 さんみぎゅうにくどまんなか 1350 新杵屋 新杵屋 JTB088 阪神鶴屋 2016
20190109 06山形 米沢 味くらべ牛肉どまん中 あじくらべぎゅうにくどまんなか 1500 新杵屋 新杵屋 味の陣 2019
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20200112 06山形 米沢 ビビンバ牛肉どまん中 びびんばぎゅうにくどまんなか 1500 新杵屋 新杵屋 京王 2020

未 06山形 米沢 豚肉肉巻きおにぎり ぶたにくにくまきおにぎり 700 松川弁当店 松川弁当店 当館
20110306 06山形 米沢 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 当館 2009 春季販売、駅弁催事向け商品か

20200422 06山形 米沢 みちのく山形おむすび弁当 みちのくやまがたおむすびべんとう 980 松川弁当店 松川弁当店 当館 2020 ２０２０年４月販売
未 06山形 米沢 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 当館 秋季販売、駅弁催事向け商品か

20020817 06山形 米沢 すきやき弁当 すきやきべんとう 1000 松川弁当店 松川弁当店 JTB088
20200121 06山形 米沢 わたしのすきな牛すき弁 わたしのすきなぎゅうすきべん 1000 松川弁当店 松川弁当店 当館 2019

未 06山形 米沢 牛肉山菜おこわ ぎゅうにくさんさいおこわ 1080 松川弁当店 松川弁当店 阪神 秋季販売
未 06山形 米沢 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 JTB088

20100904 06山形 米沢 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 1100 松川弁当店 松川弁当店 当館 2009 駅弁催事向け商品か
未 06山形 米沢 網焼き牛たん弁当 あみやきぎゅうたんべんとう 1150 松川弁当店 松川弁当店 阪神
未 06山形 米沢 黒毛和牛本格牛焼肉重 くろげわぎゅうほんかくぎゅうやきにくじゅう 1150 松川弁当店 松川弁当店 京王
未 06山形 米沢 炭火焼き牛たんめし すみびやきぎゅうたんめし 1150 松川弁当店 松川弁当店 当館
未 06山形 米沢 網焼き焼肉弁当 あみやきやきにくべんとう 1150 松川弁当店 松川弁当店 阪神 2016
未 06山形 米沢 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 1200 松川弁当店 松川弁当店 JTB088 阪神鶴屋

20110124 06山形 米沢 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 当館
未 06山形 米沢 鮭はらこ飯 さけはらこめし 1200 松川弁当店 松川弁当店 鶴屋 2020

20180121 06山形 米沢 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 1200 松川弁当店 松川弁当店 当館 2016 駅弁催事向け商品か
20200112 06山形 米沢 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 1200 松川弁当店 松川弁当店 京王 2011
20091123 06山形 米沢 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 1200 松川弁当店 松川弁当店 当館 2008 駅弁催事向け商品か

未 06山形 米沢 東北桜めぐり弁当 とうほうさくらめぐりべんとう 1250 松川弁当店 松川弁当店 当館 春季販売、駅弁催事向け商品か

20151005 06山形 米沢 牛肉道場 ぎゅうにくどうじょう 1250 松川弁当店 松川弁当店 JTB088 阪神 1992
未 06山形 米沢 牛ハラミステーキ弁当 ぎゅうはらみすてーきべんとう 1300 松川弁当店 松川弁当店 当館 駅弁催事向け商品か
未 06山形 米沢 牛タンとすき焼きめし ぎゅうたんとすきやきめし 1300 松川弁当店 松川弁当店 阪神 2018

20140907 06山形 米沢 山形新幹線つばさ弁当（ニューデザイン） やまがたしんかんせんつばさべんとう 1300 松川弁当店 松川弁当店 京王阪神 2014
20140718 06山形 米沢 山形おもてなし弁当 やまがたおもてなしべんとう 1300 松川弁当店 松川弁当店 当館 2014
20121116 06山形 米沢 １号機関車弁当 いちごうきかんしゃべんとう 1300 松川弁当店 松川弁当店 阪神 2013
20041103 06山形 米沢 Ｗで旨いカルビ丼 だぶるでうまいかるびどん 1300 松川弁当店 松川弁当店 当館 2003 駅弁催事向け商品か
20030209 06山形 米沢 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 当館 2002
20020817 06山形 米沢 鯉弁当 こいべんとう 1300 松川弁当店 松川弁当店 当館 1899 予約販売

未 06山形 米沢 牛焼肉とすき焼きめし ぎゅうやきにくとすきやきめし 1350 松川弁当店 松川弁当店 当館 2018 駅弁催事向け商品か
20161009 06山形 米沢 米沢牛わっぱ飯 よねざわぎゅうわっぱめし 1350 松川弁当店 松川弁当店 阪神 2016
20180204 06山形 米沢 米澤牛牛肉重 よねざわぎゅうぎゅうにくじゅう 1350 松川弁当店 松川弁当店 当館 2011 駅弁催事向け商品か
20181103 06山形 米沢 米澤牛牛肉辨當 よねざわぎゅうぎゅうにくべんとう 1350 松川弁当店 松川弁当店 JTB088 阪神鶴屋 2009

未 06山形 米沢 招福米沢牛牛肉恵方巻 しょうふくよねざわぎゅうぎゅうにくえほうまき 1480 松川弁当店 松川弁当店 当館 2018 ２月３日販売
未 06山形 米沢 米沢牛牛肉道場 よねざわぎゅうぎゅうにくどうじょう 1480 松川弁当店 松川弁当店 阪神 2016

20180111 06山形 米沢 米沢牛伝統の百年焼肉弁当 よねざわぎゅうでんとうのひゃくねんやきにくべんとう 1500 松川弁当店 松川弁当店 JTB088 阪神 2018
20180121 06山形 米沢 ステーキとすき焼きめし すてーきとすきやきめし 1600 松川弁当店 松川弁当店 当館 2017
20131230 06山形 米沢 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 JTB088 2008
20080406 06山形 米沢 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 JTB088 2008
20190202 06山形 米沢 米沢牛焼肉弁当 よねざわぎゅうやきにくべんとう 1680 松川弁当店 松川弁当店 鶴屋 2020

未 06山形 米沢 米沢牛牛めし弁当 よねざわぎゅうぎゅうめしべんとう 1680 松川弁当店 松川弁当店 鶴屋 2019
未 06山形 米沢 米沢牛よくばり弁当 よねざわぎゅうよくばりべんとう 1850 松川弁当店 松川弁当店 味の陣 2019
未 06山形 米沢 米沢牛赤身ステーキとすき焼きのあいもり弁当 よねざわぎゅうあかみすてーきとすきやきのあいもりべんとう 1880 松川弁当店 松川弁当店 京王 2020

20200112 06山形 米沢 米沢牛赤身ステーキ弁当 よねざわぎゅうあかみすてーきべんとう 1980 松川弁当店 松川弁当店 京王 2020
20170617 06山形 米沢 米沢牛牛づくし弁当 よねざわぎゅうぎゅうづくしべんとう 2140 松川弁当店 松川弁当店 当館 2016
20030120 06山形 峠 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
20120923 06山形 峠 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 調製元 1901 鉄道銘菓

未 07福島 郡山 あぶくま山菜栗めし あぶくまさんさいくりめし 880 福豆屋 ＪＲＥＦ 阪神 調製元 期間限定販売
20120422 07福島 郡山 福の島おとなの幕の内 ふくのしまおとなのまくのうち 1000 福豆屋 ＪＲＥＦ 当館 2011



775 ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点） 全 2259225922592259 種のうち 1484148414841484 種を食べ、残り 775775775775 種
当館収集 都道府県主な販売駅 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
20100716 07福島 郡山 海苔のりべん のりのりべん 1000 福豆屋 ＪＲＥＦ JTB079 調製元 2010

未 07福島 郡山 みんなにエール みんなにえーる 1080 福豆屋 ＪＲＥＦ 調製元 2020
20100214 07福島 郡山 三春滝桜べんとう みはるたきざくらべんとう 1080 福豆屋 ＪＲＥＦ 調製元 2006 ２月下旬～５月GW販売

未 07福島 郡山 ふくしま路松茸おべんとう ふくしまじまつたけおべんとう 1080 福豆屋 ＪＲＥＦ 阪神 調製元 2014 秋季販売
20131013 07福島 郡山 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 1100 福豆屋 ＪＲＥＦ 調製元 2013 秋季販売
20020706 07福島 郡山 小原庄助べんとう おばらしょうすけべんとう 1100 福豆屋 ＪＲＥＦ JTB079 味の陣 調製元 1982
20080405 07福島 郡山 相馬野馬追弁当 そうまのまおいべんとう 1100 福豆屋 ＪＲＥＦ 調製元 2008 期間限定販売

未 07福島 郡山 駅弁浪漫 えきべんろまん 1200 福豆屋 ＪＲＥＦ 当館 2020 ２０２０年４～５月販売
20140120 07福島 郡山 ふくのしま豚の醍醐味 ふくのしまぶたのだいごみ 1200 福豆屋 ＪＲＥＦ JTB079 調製元 2014
20161010 07福島 郡山 海苔のり牛めし のりのりぎゅうめし 1200 福豆屋 ＪＲＥＦ 当館 2016 製造中止

未 07福島 郡山 福豆屋の牛めし ふくまめやのぎゅうめし 1200 福豆屋 ＪＲＥＦ 調製元 旧「福島牛牛めし」
未 07福島 郡山 山菜釜めし さんさいかまめし 780 伯養軒 ＪＲＥＦ JTB079 調製元

20110430 07福島 郡山 安積のとりめし あさかのとりめし 800 伯養軒 ＪＲＥＦ JTB079 味の陣 調製元
未 07福島 郡山 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 ＪＲＥＦ JTB079 調製元

20160828 07福島 郡山 ソースヒレカツ弁当 そーすひれかつべんとう 950 伯養軒 ＪＲＥＦ JTB079 調製元 2016
20081116 07福島 郡山 鮭はらこめし さけはらこめし 1350 伯養軒 ＪＲＥＦ 調製元 1984 長方形容器、かつて仙台や盛岡や青森で調製

20061105 07福島 会津若松 会津う米う米弁当 あいづうまいうまいべんとう 1100 伯養軒 リテール JTB615 2005
20140928 07福島 会津川口 勝ロール かつろーる 500 長谷川三起男 金山町観光情報センター 当館
20200208 07福島 会津田島 會津ソースカツサンド あいづそーすかつさんど 350 みなみあいづ みなみあいづ 当館 2017 ２０２０年４月調製元社名変更
20200208 07福島 会津田島 南会津おふくろ弁当 みなみあいづおふくろべんとう 1000 弁当のかど家 駅のみせやまびこ 当館 ２０１０年より前から販売
20200208 07福島 会津田島 幕の内弁当会津田島祇園祭 まくのうちべんとうあいづたじまぎおんまつり 1000 緑屋 駅のみせやまびこ 会津鉄道 2017

未 07福島 会津田島 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 1080 緑屋 駅のみせやまびこ 会津鉄道
20170319 07福島 会津田島 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 1180 緑屋 駅のみせやまびこ 会津鉄道

未 07福島 芦ノ牧温泉ソースカツ丼弁当 そーつかつどんべんとう 1180 牛乳屋食堂 牛乳屋食堂 会津鉄道 駅前弁当、水曜定休
20200108 07福島 いわき カジキソースカツ丼 かじきそーすかつどん 880 アクアマリンパークウェアハウス アクアマリンパークウェアハウス 京王 2015
20160827 07福島 いわき いわき名物うに貝焼き弁当 いわきめいぶつうにかいやきべんとう 1000 アクアマリンパークウェアハウス アクアマリンパークウェアハウス 当館 2016
20171014 07福島 いわき 小名浜オムライス おなはまおむらいす 1000 アクアマリンパークウェアハウス アクアマリンパークウェアハウス 京王 2017
20161118 07福島 いわき 浜街道潮目の駅弁 はまかいどうしおめのえきべん 1200 アクアマリンパークウェアハウス アクアマリンパークウェアハウス 当館 2015
20200123 07福島 いわき カニピラフ かにぴらふ 1200 アクアマリンパークウェアハウス アクアマリンパークウェアハウス 当館 2015
20200112 07福島 いわき 小名浜ウニピラフ おなはまうにぴらふ 1380 アクアマリンパークウェアハウス アクアマリンパークウェアハウス 京王 2020
20180110 07福島 いわき うに貝焼き食べくらべ弁当 うにかいやきたべくらべべんとう 1380 アクアマリンパークウェアハウス アクアマリンパークウェアハウス 京王 2018
20191006 07福島 いわき 川俣シャモのシャモ鍋弁当 かわまたしゃものしゃもなべべんとう 1400 アクアマリンパークウェアハウス アクアマリンパークウェアハウス 味の陣 2019
20121019 08茨城 水戸 豚べん ぶたべん 1000 しまだフーズ リテール 調製元 2011
20130419 08茨城 水戸 磯べん いそべん 1050 しまだフーズ リテール 当館 2012
20191006 08茨城 水戸 あんこう三昧弁当 あんこうざんまいべんとう 1100 しまだフーズ リテール 味の陣 京王鶴屋 調製元 2019
20171009 08茨城 水戸 釜揚げしらす弁当 かまあげしらすべんとう 1100 しまだフーズ リテール 京王阪神鶴屋 調製元 2017
20161008 08茨城 水戸 いばらきいいものとりあい弁当 いばらきいいものとりあいべんとう 1100 しまだフーズ リテール 調製元 2016
20110819 08茨城 水戸 常陸牛牛べん ひたちぎゅうぎゅうべん 1100 しまだフーズ リテール 味の陣 京王鶴屋 調製元 2011 味の陣は１０５０円

未 08茨城 水戸 大洗大漁わっぱめし おおあらいたいりょうわっぱめし 1180 しまだフーズ リテール 調製元 2020
未 08茨城 水戸 常陸牛と山の恵み弁当 ひたちぎゅうとやまのめぐみべんとう 1250 しまだフーズ リテール 当館 2020

20190629 08茨城 水戸 偕楽園弁当 かいらくえんべんとう 1250 しまだフーズ リテール 味の陣 京王 調製元 2019 味の陣は１２００円
20161015 08茨城 水戸 黄門弁当 こうもんべんとう 1300 しまだフーズ リテール 調製元 2013

未 08茨城 水戸 常陸路三国弁当 ときわじさんごくべんとう 1500 しまだフーズ リテール 当館 2020
20190121 08茨城 水戸 常陸牛厚切りカルビ焼肉弁当 ひたちぎゅうあつぎりかるびやきにくべんとう 1600 しまだフーズ リテール 京王阪神 調製元 2019
20151004 08茨城 水戸 常陸國またべえ焼き鯖すし ひたちのくにまたべえやきさばすし 1125 大水 リテール 味の陣 2013
20150718 08茨城 水戸 日の丸弁当 ひのまるべんとう 540 こうじや リテール 調製元 2014
20170408 08茨城 水戸 スペシャル日の丸弁当 すぺしゃるひのまるべんとう 760 こうじや リテール 調製元 2015
20140418 08茨城 水戸 印籠弁当 いんろうべんとう 1080 こうじや 鹿島臨海鉄道 JTB600 味の陣 京王阪神 調製元 2010 水戸駅弁と紹介
20170408 08茨城 大洗 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 880 こうじや 鹿島臨海鉄道 JTB609 当館 2000
20170408 08茨城 大洗 三浜たこめし さんぴんたこめし 1000 こうじや 鹿島臨海鉄道 JTB609 京王 調製元 2001 JTB609は８８０円



775 ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点） 全 2259225922592259 種のうち 1484148414841484 種を食べ、残り 775775775775 種
当館収集 都道府県主な販売駅 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

未 08茨城 大洗 茨城四季彩懐石 いばらきしきさいかいせき 1080 こうじや 鹿島臨海鉄道 JTB609 当館 2003
20180421 08茨城 常陸大子 奥久慈しゃも弁当 おくくじしゃもべんとう 1180 玉屋旅館 玉屋旅館 JTB610 1986 駅前弁当、注文販売
20030705 09栃木 宇都宮 芭蕉気分 ばしょうきぶん 500 松廼家 松廼家 JTB078 2003
20051001 09栃木 宇都宮 玄氣いなり げんきいなり 500 松廼家 松廼家 JTB078
20200509 09栃木 宇都宮 特製弁当（エビチリ弁当） とくせいべんとう 600 松廼家 松廼家 2020
20190413 09栃木 宇都宮 岩下の新生姜からあげ串 いわしたのしんしょうがからあげくし 600 松廼家 松廼家 味の陣 2019
20140221 09栃木 宇都宮 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 JTB078
20140221 09栃木 宇都宮 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 JTB078 1983
20020505 09栃木 宇都宮 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 JTB078 1999

未 09栃木 宇都宮 きぶなカレー（ブラックシーフード） きぶなかれー 900 松廼家 松廼家 調製元 2020 ４種中１種を日替わりで販売
20200509 09栃木 宇都宮 きぶなカレー（イエローキーマ） きぶなかれー 800 松廼家 松廼家 調製元 2020 ４種中１種を日替わりで販売

未 09栃木 宇都宮 きぶなカレー（レッドキーマ） きぶなかれー 800 松廼家 松廼家 調製元 2020 ４種中１種を日替わりで販売
未 09栃木 宇都宮 きぶなカレー（グリーンキーマ） きぶなかれー 800 松廼家 松廼家 調製元 2020 ４種中１種を日替わりで販売

20090906 09栃木 宇都宮 宮の釜めし みやのかまめし 800 松廼家 松廼家 JTB078
未 09栃木 宇都宮 七福むすび しちふくむすび 800 松廼家 松廼家 JTB078

20171022 09栃木 宇都宮 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 JTB078 2002
20190413 09栃木 宇都宮 いっこく野州どり弁当 いっこくやしゅうどりべんとう 850 松廼家 松廼家 当館 2019
20170708 09栃木 宇都宮 焼餃子ダブル弁当 やきぎょうざだぶるべんとう 850 松廼家 松廼家 当館 2017

未 09栃木 宇都宮 とりめし（上） とりめし 900 松廼家 松廼家 JTB078
未 09栃木 宇都宮 牛釜めし ぎゅうかまめし 900 松廼家 松廼家 JTB078 2012
未 09栃木 宇都宮 豚釜めし ぶたかまめし 900 松廼家 松廼家 JTB078 2012

20170211 09栃木 宇都宮 あつあつとりめし あつあつとりめし 900 松廼家 松廼家 当館 冬季販売
20190209 09栃木 宇都宮 岩下の新生姜とりめし いわしたのしんしょうがとりめし 950 松廼家 松廼家 味の陣 2018
20190413 09栃木 宇都宮 いっこく野州どりの照焼チーズカレー いっこくやしゅうどりのてりやきちきんかれー 1000 松廼家 松廼家 味の陣 2019
20030705 09栃木 宇都宮 宮小町 みやこまち 1000 松廼家 松廼家 JTB078 1995
20010930 09栃木 宇都宮 日光杉並木 にっこうすぎなみき 1000 松廼家 松廼家 JTB078
20100905 09栃木 宇都宮 日光強めし にっこうこわめし 1000 松廼家 松廼家 JTB078
20131013 09栃木 宇都宮 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 JTB078 2009

未 09栃木 宇都宮 ふるさと幕の内 ふるさとまくのうち 1000 松廼家 松廼家 JTB078
20030705 09栃木 宇都宮 玄氣亭 げんきてい 1000 松廼家 松廼家 当館 現況不詳
20081012 09栃木 宇都宮 ジャズの宮 じゃずのみや 1000 松廼家 松廼家 当館 2008 現況不詳

未 09栃木 宇都宮 プレミアムヤシオマス寿司 ぷれみあむやしおますずし 1100 松廼家 松廼家 当館 2020 ２０２０年４～６月販売
20150718 09栃木 宇都宮 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 1200 松廼家 松廼家 JTB078 2006
20170211 09栃木 宇都宮 あつあつとちぎ霧降高原牛めし あつあつとちぎきりふりこうげんぎゅうめし 1300 松廼家 松廼家 当館 冬季販売
20171123 09栃木 下今市 ＳＬ大樹懐かしの下今市立ち売り弁当 えすえるたいじゅなつかしのしもいまいちたちうりべんとう 1000 アザレア弁当 東武商事 当館 2007 旧「日光まるごと味の弁当」
20180415 09栃木 東武日光 日光むすび にっこうむすび 450 油源 東武商事 当館

未 09栃木 東武日光 おむすび道中 おむすびどうちゅう 520 油源 東武商事 JTB613
20180415 09栃木 東武日光 日光いなり具たくさん にっこういなりぐたくさん 650 油源 東武商事 販売元
20101119 09栃木 東武日光 日光鶏めし弁当 にっこうとりめしべんとう 850 油源 東武商事 JTB613 販売元 JTB613は８３０円

未 09栃木 東武日光 ゆばちらし弁当 ゆばちらしべんとう 930 油源 東武商事 JTB613 販売元 2002 JTB613は８８０円
20171123 09栃木 東武日光 ＨＩＭＩＴＳＵぶた日光豚弁当 ひみつぶたにっこうぶたべんとう 950 油源 東武商事 販売元 2017
20101119 09栃木 東武日光 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 東武商事 JTB613 販売元 2013

未 09栃木 東武日光 味めぐり弁当 あじめぐりべんとう 1030 油源 東武商事 JTB612
20180415 09栃木 東武日光 おつまみ弁当 おつまみべんとう 1050 油源 東武商事 JTB612 販売元 土日曜販売、JTB612は１０３０円

未 09栃木 東武日光 日光七福いなり にっこうしちふくいなり 650 日光鱒鮨本舗 東武商事 販売元 2019 第３火曜日休業
20200215 09栃木 東武日光 ささむすび ささむすび 830 日光鱒鮨本舗 東武商事 JTB613 第３火曜日休業、値上げの可能性あり

未 09栃木 東武日光 鶏わっぱ とりわっぱ 950 日光鱒鮨本舗 東武商事 販売元 2007 第３火曜日休業
20180415 09栃木 東武日光 ゆば御膳 ゆばごぜん 1150 日光鱒鮨本舗 東武商事 JTB613 販売元 第３火曜日休業
20091120 09栃木 東武日光 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 1150 日光鱒鮨本舗 東武商事 JTB612 販売元 2007 第３火曜日休業

未 09栃木 東武日光 鶏わっぱ（加熱容器式） とりわっぱ 1300 日光鱒鮨本舗 東武商事 JTB612 販売元 第３火曜日休業
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20190729 09栃木 東武日光 日光鱒寿し にっこうますずし 1300 日光鱒鮨本舗 東武商事 JTB612 京王 1992 第３火曜日休業
20190315 09栃木 東武日光 ＳＬ大樹日光埋蔵金弁当 えすえるたいじゅにっこうまいぞうきんべんとう 1350 日光鱒鮨本舗 東武商事 JTB612 京王 販売元 2017 第３火曜日休業
20200215 09栃木 東武日光 日光高原牛弁当けっこうづくめ（加熱容器式） にっこうこうげんぎゅうべんとうけっこうづくめ 1500 日光鱒鮨本舗 東武商事 JTB612 販売元 第３火曜日休業
20130719 09栃木 東武日光 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 当館 2011 予約販売
20190113 09栃木 東武日光 ＳＬ大樹日光埋蔵金弁当ＰＲＥＭＩＵＭ えすえるたいじゅにっこうまいぞうきんべんとうぷれみあむ 1750 日光鱒鮨本舗 東武商事 JTB612 京王 販売元 2019 第３火曜日休業
20110115 09栃木 東武日光 日光埋蔵金弁当 にっこうまいぞうきんべんとう 180000 日光鱒鮨本舗 日光鱒鮨本舗 当館 予約販売
20180908 09栃木 鬼怒川温泉いなり寿司 いなりずし 486 BENTO CAFE KODAMA BENTO CAFE KODAMA 調製元
20180908 09栃木 鬼怒川温泉だし巻き卵のサンドイッチ だしまきたまごのさんどいっち 594 BENTO CAFE KODAMA BENTO CAFE KODAMA 調製元 2018
20171123 09栃木 鬼怒川温泉ミルフィーユかつサンド みるふぃーゆかつさんど 680 BENTO CAFE KODAMA BENTO CAFE KODAMA 調製元 2014
20190217 09栃木 鬼怒川温泉とちぎ鶏そぼろ弁当 とちぎとりそぼろべんとう 1188 BENTO CAFE KODAMA BENTO CAFE KODAMA 調製元 2018
20171123 09栃木 鬼怒川温泉日光高原牛すき焼き弁当 にっこうこうげんぎゅうすきやきべんとう 1296 BENTO CAFE KODAMA BENTO CAFE KODAMA 調製元 2015
20171123 09栃木 鬼怒川温泉日光高原牛焼肉弁当 にっこうこうげんぎゅうやきにくべんとう 1296 BENTO CAFE KODAMA BENTO CAFE KODAMA 調製元 2015
20171123 09栃木 鬼怒川温泉野岩鉄道とち福弁当 やがんてつどうとちふくべんとう 1296 BENTO CAFE KODAMA BENTO CAFE KODAMA 調製元 2012
20180908 09栃木 鬼怒川温泉うなぎ弁当 うなぎべんとう 1458 BENTO CAFE KODAMA BENTO CAFE KODAMA 調製元 2017
20171123 09栃木 鬼怒川温泉日光谺御膳 にっこうこだまごぜん 1458 BENTO CAFE KODAMA BENTO CAFE KODAMA 調製元 2016
20180908 09栃木 鬼怒川温泉鬼怒川温泉ＳＬ弁当 きぬがわおんせんえすえるべんとう 1512 BENTO CAFE KODAMA BENTO CAFE KODAMA 調製元 2017
20190217 09栃木 鬼怒川温泉鬼怒川温泉ＳＬ御膳 きぬがわおんせんえすえるごぜん 1728 BENTO CAFE KODAMA BENTO CAFE KODAMA 調製元 2017

未 10群馬 高崎 上州地鶏肉盛り弁当 じょうしゅうじどりにくもりべんとう 950 高崎弁当 ＪＲＥＦ 調製元 2020 前々日までの予約販売
20020324 10群馬 高崎 特製幕の内弁当 とくせいまくのうちべんとう 1000 高崎弁当 ＪＲＥＦ JTB090 調製元 1961
20171021 10群馬 高崎 鶏めし弁当 とりめしべんとう 1000 高崎弁当 ＪＲＥＦ JTB090 京王 調製元 1934
20160629 10群馬 高崎 だるま弁当 だるまべんとう 1100 高崎弁当 ＪＲＥＦ JTB090 京王 調製元 1960
20170721 10群馬 高崎 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 1100 高崎弁当 ＪＲＥＦ JTB090 調製元 2000
20190713 10群馬 高崎 川魚鮨 かわなずし 1100 高崎弁当 ＪＲＥＦ JTB090 調製元 2012
20021019 10群馬 高崎 岩魚鮨 いわなずし 1100 高崎弁当 ＪＲＥＦ JTB090 調製元 1990
20110715 10群馬 高崎 上州Ｄ５１弁当 じょうしゅうでごいちべんとう 1100 高崎弁当 ＪＲＥＦ 京王 2008 ＳＬ運転日のみ販売か
20110715 10群馬 高崎 ＳＬロクイチ物語 えすえるろくいちものがたり 1100 高崎弁当 ＪＲＥＦ 当館 2011 ＳＬ運転日のみ販売か、価格は推定

20120720 10群馬 高崎 上州舞茸弁当 じょうしゅうまいたけべんとう 1230 高崎弁当 ＪＲＥＦ JTB090 調製元 1984
20170721 10群馬 高崎 あったかチャーシュー弁当 あったかちゃーしゅーべんとう 1280 高崎弁当 ＪＲＥＦ JTB090 調製元 2015

未 10群馬 高崎 上州地鶏おもてなし弁当 じょうしゅうじどりおもてなしべんとう 1300 高崎弁当 ＪＲＥＦ 調製元 2020 前々日までの予約販売
20170721 10群馬 高崎 上州牛肉弁当 じょうしゅうぎゅうにくべんとう 1330 高崎弁当 ＪＲＥＦ JTB090 調製元 2013
20020324 10群馬 高崎 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 1380 高崎弁当 ＪＲＥＦ JTB090 2002

未 10群馬 高崎 川魚鮨 かわなずし 1500 高崎弁当 ＪＲＥＦ JTB090 2020
20170716 10群馬 高崎 復古だるま弁当 ふっこだるまべんとう 1680 高崎弁当 ＪＲＥＦ 調製元 2006 ２０１９年１０月から販売中止中

未 10群馬 高崎 夏の贅沢弁当 なつのぜいたくべんとう 1000 高崎弁当 ＪＲＥＦ 調製元 2019 ８～９月販売
未 10群馬 高崎 秋だより弁当 あきだよりべんとう 1100 高崎弁当 ＪＲＥＦ 調製元 2019 ９～１１月販売

20030803 10群馬 横川 玄米弁当 げんまいべんとう 650 荻野屋 荻野屋 JTB094 1974 JTB94は軽井沢駅弁
20030803 10群馬 横川 峠の鳥もも弁当 とうげのとりももべんとう 900 荻野屋 荻野屋 JTB094 JTB94は軽井沢駅弁
20190629 10群馬 横川 峠の釜めし とうげのかまめし 1100 荻野屋 荻野屋 当館 2014 紙容器
20190921 10群馬 横川 峠の釜めし とうげのかまめし 1100 荻野屋 荻野屋 JTB094 京王 1958 陶器
20191014 10群馬 横川 峠の松茸釜めし とうげのまつたけかまめし 5184 荻野屋 荻野屋 当館 2011 駅前弁当、秋季販売
20170715 10群馬 神戸 トロッコ弁当 とろっこべんとう 1000 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） JTB570 わたらせ渓谷鐵道
20170715 10群馬 神戸 やまと豚弁当 やまとぶたべんとう 1100 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） JTB570 わたらせ渓谷鐵道2009
20191026 11埼玉 大宮 大宮弁当 おおみやべんとう 1000 松廼家 ＪＲＥＦ JTB076 味の陣 当館 2005 2017年までＮＲＥが調製、味の陣は１２００円

20161016 11埼玉 西武秩父 わらじかつ弁当 わらじかつべんとう 680 あがつま 西武レクリエーション 当館
20170514 11埼玉 西武秩父 奥秩父名物岩魚すし おくちちぶめいぶついわなすし 980 みな寿し 西武レクリエーション 当館
20190209 12千葉 千葉 トンかつ弁当 とんかつべんとう 500 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） JTB240 味の陣 京王阪神 調製元 昭和４０年代発売
20180917 12千葉 千葉 ＪＵＭＢＯカツ弁当 じゃんぼかつべんとう 600 リエイ（万葉軒） リエイ（マンヨーケン） 当館
20150113 12千葉 千葉 菜の花弁当 なのはなべんとう 650 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） JTB240 調製元 1966
20121130 12千葉 千葉 県産豚カツサンド けんさんぶたかつさんど 700 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） 調製元 ３日前までの予約販売
20040409 12千葉 千葉 やき肉弁当 やきにくべんとう 700 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） JTB240 調製元
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20091030 12千葉 千葉 万葉弁当 まんようべんとう 720 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） JTB240 味の陣 調製元
20131013 12千葉 千葉 千葉寿司街道秋刀魚 ちばすしかいどうさんま 800 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） JTB240 京王阪神 調製元 2010
20190209 12千葉 千葉 トンかつ菜の花弁当 とんかつなのはなべんとう 850 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） 味の陣 京王 調製元 2019
20121130 12千葉 千葉 ひれかつ・しゅうまい弁当 ひれかつしゅうまいべんとう 880 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） 調製元 2012
20091023 12千葉 千葉 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 900 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） JTB240 調製元 2009
20151010 12千葉 千葉 千葉ご当地弁当 ちばごとうちべんとう 1000 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） 味の陣 調製元 2014

未 12千葉 千葉 千葉の春 ちばのはる 1000 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） 調製元 2020 ３～５月販売
未 12千葉 千葉 千葉の夏 ちばのなつ 1000 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） 調製元 2019 ６～８月販売

20191026 12千葉 千葉 千葉の秋 ちばのあき 1250 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） 調製元 2019 ９～１１月販売
未 12千葉 千葉 千葉の冬 ちばのふゆ 1000 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） 調製元 2019 １２～２月販売

20191108 12千葉 千葉 潮干狩り弁当 しおひがりべんとう 1050 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） JTB240 京王 調製元 ２０００年頃発売
20190209 12千葉 千葉 やきはま弁當 やきはまべんとう 1050 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） JTB240 調製元 1940
20090211 12千葉 千葉 漁り あさり 1200 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） JTB240 調製元
20170818 12千葉 千葉 大漁万祝 たいりょうまいわい 1600 リエイ（マンヨーケン） リエイ（マンヨーケン） 調製元 2002 ７日前まで２０個以上の予約販売

20120623 12千葉 木更津 バーベキュー弁当 ばーべきゅーべんとう 590 泉屋 泉屋 調製元 1962 駅前弁当
未 12千葉 木更津 バーベキュー弁当 ばーべきゅーべんとう 690 泉屋 泉屋 調製元 1962 駅前弁当

20171119 12千葉 木更津 特製バーベキュー弁当 とくせいばーべきゅーべんとう 820 泉屋 リテール 味の陣 調製元 1962
20160715 12千葉 木更津 吟米亭浜屋あさり飯 ぎんまいていはまやあさりめし 980 泉屋 リテール 調製元

未 12千葉 館山 くじら弁当竜田揚げ くじらべんとうたつたあげ 800 マリン マリン 当館 2019
20191109 12千葉 館山 くじら弁当 くじらべんとう 1000 マリン マリン 当館 2001
20140516 12千葉 安房鴨川 さんが焼きおにぎりサンド さんがやきおにぎりさんど 250 南総軒 リテール 調製元 2010
20140516 12千葉 安房鴨川 あさりめし あさりめし 800 南総軒 リテール JTB247 調製元 2009
20010818 12千葉 安房鴨川 わかしお弁当 わかしおべんとう 800 南総軒 リテール JTB247 調製元
20140516 12千葉 安房鴨川 さんが焼き弁当 さんがやきべんとう 1000 南総軒 リテール JTB247 味の陣 調製元 2006
20140927 12千葉 安房鴨川 うにとさざえめし うにとさざえめし 1050 南総軒 リテール 味の陣 調製元 2001 予約販売
20091023 12千葉 安房鴨川 あわびちらし あわびちらし 1150 南総軒 リテール 当館 1959
20160715 12千葉 安房鴨川 波の伊八弁当 なみのいはちべんとう 1800 南総軒 南総軒 調製元 2014 ４日前５個以上の予約販売
20191117 12千葉 銚子 銚子の鯖寿司＜鯖寿司＞ ちょうしのさばずし 1080 銚子プラザホテル リテール 味の陣 当館 2018
20191117 12千葉 銚子 銚子の鯖寿司＜焼鯖寿司＞ ちょうしのさばずし 1080 銚子プラザホテル リテール 当館 2018
20191117 12千葉 銚子 銚子の鯖寿司＜鯖寿司　ゆず風味＞ ちょうしのさばずし 1188 銚子プラザホテル リテール 当館 2018
20191117 12千葉 犬吠 鯖威張る弁当 さばいばるべんとう 648 笠井輝美 銚子電気鉄道 京王 2018
20040409 12千葉 五井 あさりめし あさりめし 300 やり田 やり田 当館 2009 第３日曜休業

未 12千葉 五井 太巻きスシ ふとまきすし 300 やり田 やり田 当館 第３日曜休業
20141116 12千葉 五井 かまとろ丼 かまとろどん 450 やり田 やり田 当館 第３日曜休業
20111216 12千葉 五井 あさり弁当 あさりべんとう 500 やり田 やり田 当館 第３日曜休業
20060514 12千葉 五井 房総ちらし ぼうそうちらし 500 やり田 やり田 当館 第３日曜休業

未 12千葉 里見 里山トロッコ弁当 さとやまとろっこべんとう 700 喜動房倶楽部 喜動房倶楽部 当館 2016 土日曜日販売
未 12千葉 大原（いすみ鉄道）チキン味噌カツ弁当 ちきんみそかつべんとう 750 傘屋商店 いすみ鉄道 いすみ鉄道2020 土休日販売
未 12千葉 大原（いすみ鉄道）いすみの豚丼 いすみのぶたどん 800 傘屋商店 いすみ鉄道 いすみ鉄道2020 土休日販売

20170219 12千葉 大原（いすみ鉄道）忠勝弁当 ただかつべんとう 1000 傘屋商店 いすみ鉄道 いすみ鉄道2011 土休日販売
20170107 12千葉 大原（いすみ鉄道）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2013 土休日販売
20170805 12千葉 大原（いすみ鉄道）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2012 土休日販売
20141116 12千葉 国吉 いすみのたこめし いすみのたこめし 800 松屋旅館 松屋旅館 当館 2014 土休日販売
20141116 12千葉 国吉 里山弁当 さとやまべんとう 1000 楽働会 楽働会 当館 2010 土休日販売、予約販売か

未 13東京 東京 チキン弁当恵方巻 ちきんべんとうえほうまき 500 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 当館 2019 ２月３日販売
20200320 13東京 東京 チキン弁当のからあげ ちきんべんとうのからあげ 500 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 当館 2014
20191117 13東京 東京 鮭のり弁 さけのりべん 580 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB071 2019
20180715 13東京 東京 ＳＡＮＤＷＩＣＨ さんどいっち 600 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ 当館 2018 商品名「１／３日分の緑黄色野菜ＢＯＸサンド」

未 13東京 東京 深川めし恵方巻 ふかがわめしえほうまき 650 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 当館 2019 ２月３日販売
20200409 13東京 東京 やわらかひれかつサンド やわらかひれかつサンド 750 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ 当館 2020
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20200415 13東京 東京 チキン弁当と深川めしのおにぎり弁当 ちきんべんとうとふかがわめしのおにぎりべんとう 800 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 当館 2020 ２０２０年４月販売
20130420 13東京 東京 鳥めし とりめし 900 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB071 調製元
20191019 13東京 東京 チキン弁当 ちきんべんとう 900 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB071 味の陣 京王 調製元 1964
20170521 13東京 東京 深川めし ふかがわめし 900 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB071 阪神 調製元 1987
20190920 13東京 東京 菜食弁当 さいしょくべんとう 950 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB071 味の陣 調製元 2017
20120316 13東京 東京 たけのこおこわ弁当 たけのこおこわべんとう 930 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 調製元 ３～５月販売
20110612 13東京 東京 あさりおこわ弁当 あさりおこわべんとう 930 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 当館 ６～８月販売
20111118 13東京 東京 栗おこわ弁当 くりおこわべんとう 930 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 当館 ９～１１月販売
20161218 13東京 東京 鮭といくらのおこわ弁当 さけといくらのおこわべんとう 930 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 2016 １２～２月販売
20120316 13東京 東京 たっぷり野菜弁当 たっぷりやさいべんとう 930 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 2005 ２０１９年から季節版なし
20090301 13東京 東京 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 950 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB071 調製元 2004
20160520 13東京 東京 五目わっぱめし ごもくわっぱめし 950 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB071 調製元 2010
20171031 13東京 東京 唐揚げざんまい弁当 からあげざんまいべんとう 980 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB071 調製元 2017
20190809 13東京 東京 小江戸旅弁当 こえどたびべんとう 1000 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB071 阪神 調製元 2019
20081223 13東京 東京 幕之内弁当 まくのうちべんとう 1080 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB071
20180615 13東京 東京 三元豚とんかつ弁当 さんげんとんとんかつべんとう 1080 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB071 調製元 2018

未 13東京 東京 東京野菜のいろどり寿司 とうきょうやさいのいろどりずし 1150 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB070 2020
20171117 13東京 東京 あったか牛たん弁当 あったかぎゅうたんべんとう 1150 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 当館 2017
20160827 13東京 東京 ポケモン弁当 ぽけもんべんとう 1150 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 当館 2005 土休日販売
20180729 13東京 東京 牛肉弁当 ぎゅうにくべんとう 1150 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB070 調製元 2005
20150718 13東京 東京 鮭はらこ弁当 さけはらこべんとう 1200 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB070 調製元 2014
20050813 13東京 東京 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 1250 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB070 調製元 2005
20180729 13東京 東京 牛すきと牛焼肉弁当 ぎゅうすきとぎゅうやきにくべんとう 1250 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 京王 調製元 2018
20181007 13東京 東京 かに・いくら・焼ホタテ弁当 かにいくらやきほたてべんとう 1280 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 京王 調製元 2016
20150131 13東京 東京 新幹線Ｅ７系弁当 しんかんせんいーななけいべんとう 1300 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB069 調製元 2014
20161009 13東京 東京 まぐろいくら弁当 まぐろいくらべんとう 1300 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 調製元 2016
20170617 13東京 東京 北海うまいもん弁当 ほっかいうまいもんべんとう 1350 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB069 調製元 2016
20130316 13東京 東京 吹き寄せ弁当春小町 ふきよせべんとうはるこまち 1350 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB069 調製元 2001 ３～５月販売
20050724 13東京 東京 吹き寄せ弁当なつ ふきよせべんとうなつ 1350 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 当館 2001 ６～８月販売、旧「ゆめ花火」
20041024 13東京 東京 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 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 当館 2000 ９～１１月販売
20160520 13東京 東京 ５０品目バラエティ弁当 ごじゅっひんもくばらえてぃべんとう 1380 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 調製元 2016
20191026 13東京 東京 東京弁当 とうきょうべんとう 1850 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB069 味の陣 調製元 2002
20191116 13東京 東京 日本のおもてなし弁当 にっぽんのおもてなしべんとう 1850 日本ばし大増 ＪＲＥＦ JTB069 味の陣 阪神 調製元 2016
20090822 13東京 東京 あったかうなぎ弁当 あったかうなぎべんとう 1800 日本ばし大増 ＪＲＥＦ 当館 2004

未 13東京 東京 おにぎり弁当 おにぎりべんとう 700 荻野屋 ＪＲＥＦ 当館 2020 ２０２０年４月販売
20190921 13東京 東京 品川弁当 しながわべんとう 1150 大船軒 ＪＲＥＦ JTB070 調製元 2010
20190413 13東京 東京 静岡美味いっぱい弁当 しずおかおいしいっぱいべんとう 1200 大船軒 ＪＲＥＦ 調製元 2019 ４～６月販売
20180420 13東京 東京 丸政のチキンカツ まるまさのちきんかつ 600 丸政 ＪＲＥＦ 当館 2017
20180117 13東京 東京 東京しゅうまい とうきょうしゅうまい 670 丸政 ＪＲＥＦ 当館 2017
20190210 13東京 東京 東京しゅうまい弁当 とうきょうしゅうまいべんとう 1100 丸政 ＪＲＥＦ 当館 2019
20170319 13東京 東京 駅弁屋のシュウマイ えきべんやのしゅうまい 680 東華軒 ＪＲＥＦ 当館
20151004 13東京 東京 シウマイ炒飯弁当 しうまいちゃーはんべんとう 1120 崎陽軒 ＪＲＥＦ 当館 2015
20160430 13東京 東京 中華弁当 ちゅうかべんとう 1200 崎陽軒 ＪＲＥＦ 当館
20180825 13東京 東京 リラックマ×山手線ごゆるりランチ りらっくまやまのてせんごゆるりらんち 1080 淡路屋 ＪＲＥＦ 京王阪神 2018
20150923 13東京 東京 こぼれイクラととろサーモンハラス焼き弁当 こぼれいくらととろさーもんはらすやきべんとう 1280 吉田屋 ＪＲＥＦ JTB069 2015
20101128 13東京 東京 鶏二段そぼろ弁当 とりにだんそぼろべんとう 1150 えび寿屋 リテール JTB070 2010
20151223 13東京 東京 まい泉ヒレカツサンド（６切れ） まいせんひれかつさんど 842 まい泉 リテール JTB071
20131220 13東京 東京 銀の鈴弁当 ぎんのすずべんとう 921 日乃出食品 リテール JTB071 2003
20190809 13東京 東京 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 当館 2006
20100820 13東京 東京 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 1080 マコト リテール 当館 2010
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20180421 13東京 東京 唐揚げ弁当 からあげべんとう 1080 マコト リテール 当館
20150328 13東京 東京 お魚づくし弁当 おさかなづくしべんとう 1080 マコト リテール 当館
20140718 13東京 東京 男飯 おとこめし 1188 マコト リテール 当館
20120708 13東京 東京 崎陽軒幕の内弁当 きようけんまくのうちべんとう 1150 崎陽軒 リテール 当館
20170311 13東京 東京 牛タン丼たれと塩のＷ弁当 ぎゅうたんどんたれとしおのだぶるべんとう 1296 利久 リテール 当館 2016
20180915 13東京 東京 江戸日本橋弁当 えどにほんばしべんとう 1200 日本ばし大増 リテール 当館 2018
20160319 13東京 東京 天のや（玉子サンドイッチ） あまのや 720 天のや　 リテール 当館 2015 発売年は駅での発売年
20200108 13東京 東京 特急列車ヘッドマーク弁当 とっきゅうれっしゃへっどまーくべんとう 2160 （各種） リテール 京王 当館 2017 調製元は新版発売の度に交代

20200509 13東京 東京 HANAGATAYA限定海苔弁当 はながたやげんていのりべんとう 940 雅 リテール 当館 2020
20200509 13東京 東京 HANAGATAYA限定焼肉弁当 はながたやげんていやきにくべんとう 940 雅 リテール 当館 2020
20200509 13東京 東京 HANAGATAYA限定幕の内弁当 はながたやげんていまくのうちべんとう 940 雅 リテール 当館 2020

未 13東京 東京 HANAGATAYA限定ハンバーグ弁当 はながたやげんていはんばーぐべんとう 940 雅 リテール 当館 2020
20181013 13東京 東京 東京駅グランスタ限定銀の鈴弁当 とうきょうえきぐらんすたげんていぎんのすずべんとう 1100 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2018 グランスタダイニングで販売
20140908 13東京 東京 丸の内駅舎三階建弁当 まるのうちえきしゃさんかいだてべんとう 972 井筒まい泉 井筒まい泉 当館 2012 グランスタダイニングで販売
20120217 13東京 東京 スペイン産ベジョータイベリコ豚重 すぺいんさんべじょーたいべりこぶたじゅう 1100 カネ美食品 カネ美食品 当館 2009 グランスタダイニングで販売
20101211 13東京 東京 朝のおむすび弁当 あさのおむすびべんとう 450 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB037 調製元 2010
20170717 13東京 東京 やさいたっぷり４００ｋｃａｌ台弁当 やさいたっぷりよんひゃくきろかろりーだいべんとう 780 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元 2012
20040229 13東京 東京 鶏照焼き重 とりてりやきじゅう 890 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB037 調製元 2003
20190502 13東京 東京 江戸甘からあげ弁当 えどあまからあげべんとう 900 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB036 京王 調製元 2019
20191021 13東京 東京 やきとり弁当 やきとりべんとう 920 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 調製元 2011 旧「炭火焼き風焼きとり重」
20200201 13東京 東京 チキン南蛮弁当 ちきんなんばんべんとう 930 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB036 調製元 2019
20080810 13東京 東京 焼売炒飯弁當 しゅうまいちゃーはんべんとう 940 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB036 調製元 2004

未 13東京 東京 鶏三昧弁当 とりざんまいべんとう 950 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB036 調製元 2019
20080817 13東京 東京 深川めし ふかがわめし 1000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB036 京王 調製元 1987
20050612 13東京 東京 品川貝づくし しながわかいづくし 1000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB036 京王 調製元 2003
20200108 13東京 東京 東海道新幹線弁当 とうかいどうしんかんせんべんとう 1000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 京王 調製元 2014
20141024 13東京 東京 厚切りロースとんかつ弁当 あつぎりろーすとんかつべんとう 1000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB036 調製元 2008 旧「美味とんかつお弁当」
20190404 13東京 東京 中華弁当七つの御菜と二つの御飯 ちゅうかべんとうななつのおかずとふたつのごはん 1000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB036 調製元 2019
20191021 13東京 東京 すきやき弁当 すきやきべんとう 1100 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ 当館 2015
20200424 13東京 東京 ドン！！っと肉 どんっとにく 1150 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB036 調製元 2019
20200425 13東京 東京 和の彩り御膳 わのいろどりごぜん 1200 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB036 調製元 2019
20191021 13東京 東京 日本橋幕之内 にほんばしまくのうち 1200 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB036 調製元 2019
20160102 13東京 東京 牛たん弁当 ぎゅうたんべんとう 1260 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB036 調製元 2014
20200217 13東京 東京 Ｗ牛肉弁当 だぶるぎゅうにくべんとう 1300 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB036 調製元 2019

未 13東京 東京 特撰肉づくし とくせんにくづくし 1350 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB036 調製元 2019
20160102 13東京 東京 特製幕之内御膳 とくせいまくのうちごぜん 1380 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB036 調製元 2007
20030906 13東京 東京 ハンバーグサンド はんばーぐさんど 700 万世 ＪＲＣＰ 調製元
20180504 13東京 東京 ボリュームヒレかつサンド ぼりゅーむひれかつさんど 900 万世 ＪＲＣＰ 調製元 2015
20150307 13東京 東京 弐万かつサンド にまんかつさんど 1080 万世 ＪＲＣＰ 調製元 2011
20180825 13東京 新宿 内藤とうがらし新宿焼肉弁当 ないとうとうがらししんじゅくやきにくべんとう 1100 丸政 ＪＲＥＦ 当館 2018
20180117 13東京 新宿 新宿弁当 しんじゅくべんとう 1200 丸政 ＪＲＥＦ 当館 2017

未 13東京 新宿 新宿弁当（新宿駅開業１３５周年記念） しんじゅくべんとう 1350 丸政 ＪＲＥＦ 当館 2020
20171020 13東京 新宿 賛否両論弁当 さんぴりょうろんべんとう 1600 ＪＲＥＦ ＪＲＥＦ 当館 2010
20150110 13東京 新宿（京王）京王電鉄９０００系弁当 けいおうでんてつきゅうせんけいべんとう 1080 東華軒 京王ストア 京王 2015 １月販売
20180112 13東京 新宿（京王）京王電鉄５０００系弁当 けいおうでんてつごせんけいべんとう 1300 東華軒 京王ストア 京王 2018 １月販売
20170716 13東京 上野 上野弁当 うえのべんとう 1050 しまだフーズ ＪＲＥＦ JTB073 調製元 2002 ２０１７年までＮＲＥが調製
20191220 13東京 浅草 渡月 とげつ 2200 日本ばし大増 東武商事 販売元 予約販売
20191026 13東京 浅草 浅草鶏シュウマイ弁当 あさくさとりしゅうまいべんとう 950 鮒忠 東武商事 販売元

未 13東京 浅草 ＰＡＮＤＡ（上野シャンシャン親子弁当） ぱんだ 950 鮒忠 東武商事 販売元
未 13東京 浅草 浅草観音裏鶏釜めし あさくさかんのんうらとりかまめし 1000 鮒忠 東武商事 販売元
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20191019 13東京 浅草 深川めし ふかがわめし 1080 鮒忠 東武商事 販売元

未 13東京 浅草 えんむすび弁当 えんむすびべんとう 1500 鮒忠 東武商事 販売元
20170304 13東京 浅草 人形町今半すき焼重 にんぎょうちょういまはんすきやきじゅう 1674 人形町今半 東武商事 販売元

未 13東京 浅草 筍煮と焼鶏 たけのこにとやきとり 580 日本エアポートデリカ 東武商事 販売元 羽田空港の空弁
未 13東京 浅草 つきじ丸武玉子焼サンド つきじまるたけたまごやきさんど 680 日本エアポートデリカ 東武商事 販売元 羽田空港の空弁

20121028 13東京 浅草 浅草ヨシカミロースカツサンド あさくさよしかみろーすかつさんど 700 日本エアポートデリカ 東武商事 販売元 羽田空港の空弁
未 13東京 浅草 東京焼肉巻き とうきょうやきにくまき 750 日本エアポートデリカ 東武商事 販売元 予約販売、羽田空港の空弁

20121028 13東京 浅草 ヨネスケのこだわり天むす よねすけのこだわりてんむす 750 日本エアポートデリカ 東武商事 販売元 羽田空港の空弁
未 13東京 浅草 かに助六ずし かにすけろくずし 750 日本エアポートデリカ 東武商事 販売元 羽田空港の空弁
未 13東京 浅草 とり唐小結び とりからこむすび 780 日本エアポートデリカ 東武商事 販売元 羽田空港の空弁
未 13東京 浅草 きよ仲松花堂弁当 きよなかしょうかどうべんとう 1000 日本エアポートデリカ 東武商事 販売元 羽田空港の空弁
未 13東京 浅草 こだわりののり弁 こだわりののりべん 1080 日本エアポートデリカ 東武商事 販売元 羽田空港の空弁
未 13東京 浅草 籠かつを飯 かごかつおめし 1100 日本エアポートデリカ 東武商事 販売元 羽田空港の空弁
未 13東京 浅草 銀座福ひろ炭火焼鯖寿司 ぎんざふくひろすみびやきさばずし 1400 日本エアポートデリカ 東武商事 販売元 羽田空港の空弁
未 13東京 浅草 ぶりの照り焼き重 ぶりのてりやきじゅう 1400 日本エアポートデリカ 東武商事 販売元 予約販売、羽田空港の空弁

20140721 14神奈川 横浜 昔ながらのシウマイ６個入 むかしながらのしうまい 300 崎陽軒 崎陽軒 調製元 1928
未 14神奈川 横浜 昔ながらのシウマイ１２個入 むかしながらのしうまい 550 崎陽軒 崎陽軒 当館 1928

20150122 14神奈川 横浜 昔ながらのシウマイ１５個入 むかしながらのしうまい 620 崎陽軒 崎陽軒 JTB071 調製元 1928
20190525 14神奈川 横浜 昔ながらのシウマイ３０個入 むかしながらのしうまい 1230 崎陽軒 崎陽軒 調製元 1928
20190525 14神奈川 横浜 特製シウマイ６個入 とくせいしうまい 740 崎陽軒 崎陽軒 調製元 1981
20190525 14神奈川 横浜 特製シウマイ１２個入 とくせいしうまい 1420 崎陽軒 崎陽軒 阪神 調製元 1981
20191203 14神奈川 横浜 特製シウマイ２２個入 とくせいしうまい 2360 崎陽軒 崎陽軒 調製元 1981
20031101 14神奈川 横浜 真空パックシウマイ１５個入 しんくうぱっくしうまい 620 崎陽軒 崎陽軒 阪神鶴屋 調製元 1967
20191201 14神奈川 横浜 真空パックシウマイ１５個入×２ しんくうぱっくしうまい 1230 崎陽軒 崎陽軒 調製元 1967
20191011 14神奈川 横浜 真空パックシウマイ１５個入×４ しんくうぱっくしうまい 2440 崎陽軒 崎陽軒 調製元 1967
20191011 14神奈川 横浜 真空パックシウマイ１５個入×６ しんくうぱっくしうまい 3660 崎陽軒 崎陽軒 調製元 1967
20170211 14神奈川 横浜 桜えびシウマイ さくらえびしうまい 670 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2007 ２～４月販売
20180416 14神奈川 横浜 あさりシウマイ とうふしうまい 650 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2016 ４～６月販売
20190707 14神奈川 横浜 いかシウマイ いかしうまい 670 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2003 ６～８月販売
20191011 14神奈川 横浜 きのこシウマイ（常温タイプ） きのこしうまい 670 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2003 ９～１１月販売
20191011 14神奈川 横浜 きのこシウマイ（冷蔵タイプ） きのこしうまい 670 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2003 ９～１１月販売
20191201 14神奈川 横浜 金目鯛シウマイ きんめだいしうまい 750 崎陽軒 崎陽軒 阪神 調製元 2015 １２～１月販売
20151003 14神奈川 横浜 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 530 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2013
20140721 14神奈川 横浜 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 1030 崎陽軒 崎陽軒 阪神鶴屋 調製元 2012
20140721 14神奈川 横浜 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 1370 崎陽軒 崎陽軒 阪神鶴屋 調製元 2012
20181019 14神奈川 横浜 おいしさ長もち１１種の野菜シウマイ おいしさながもちじゅういっしゅのやさいしうまい 530 崎陽軒 崎陽軒 阪神 調製元 2018
20150103 14神奈川 横浜 おいしさ長もち黒豚シウマイ おいしさながもちくろぶたしうまい 670 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2014
20121027 14神奈川 横浜 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 740 崎陽軒 崎陽軒 阪神 調製元 2012
20121027 14神奈川 横浜 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 760 崎陽軒 崎陽軒 阪神 調製元 2012
20190227 14神奈川 横浜 焼焼売 やきしうまい 620 崎陽軒 崎陽軒 阪神鶴屋 調製元 2019
20160203 14神奈川 横浜 シウマイ恵方まん しうまいえほうまん 350 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2014 ２月１～３日販売
20170923 14神奈川 横浜 ひとくちおはぎ ひとくちおはぎ 450 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2015 鉄道銘菓、３月と９月に販売
20140426 14神奈川 横浜 シウマイまん しうまいまん 510 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2002
20200320 14神奈川 横浜 シウマイまん＆さくらまん しうまいまんあんどさくらまん 550 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2020 ３～４月販売
20191018 14神奈川 横浜 ハロウィン限定黒シウマイまん＆かぼちゃまん はろうぃんげんていくろしうまいまんあんどかぼちゃまん 550 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2018 １０月販売
20140406 14神奈川 横浜 いなり寿司 いなりずし 520 崎陽軒 崎陽軒 JTB038 調製元 昭和時代かそれ以前から販売
20170217 14神奈川 横浜 ハマの朝ごはん弁当 はまのあさごはんべんとう 640 崎陽軒 崎陽軒 JTB038 調製元 2012 平日ＡＭ販売
20191018 14神奈川 横浜 横濱チャーハン よこはまちゃーはん 660 崎陽軒 崎陽軒 JTB038 調製元 旧名「やきめし」昭和時代から販売

20141123 14神奈川 横浜 横濱ピラフ よこはまぴらふ 660 崎陽軒 崎陽軒 JTB038 調製元 2014
20161207 14神奈川 横浜 五目野菜あんかけ丼 ごもくやさいあんかけどん 650 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2016
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20161207 14神奈川 横浜 帆立と蟹のあんかけチャーハン ほたてとかにのあんかけちゃーはん 700 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2016
20170213 14神奈川 横浜 おべんとう春 おべんとうはる 730 崎陽軒 崎陽軒 JTB038 調製元 1998 ２～４月販売
20170425 14神奈川 横浜 おべんとう初夏 おべんとうしょか 730 崎陽軒 崎陽軒 JTB038 調製元 2012 ４～５月販売
20190707 14神奈川 横浜 おべんとう夏 おべんとうなつ 730 崎陽軒 崎陽軒 JTB038 調製元 ６～８月販売
20191018 14神奈川 横浜 おべんとう秋 おべんとうあき 730 崎陽軒 崎陽軒 JTB038 調製元 1998 ９～１１月販売
20191201 14神奈川 横浜 おべんとう冬 おべんとうふゆ 730 崎陽軒 崎陽軒 JTB038 調製元 2003 １２～１月販売
20200203 14神奈川 横浜 口福恵方巻き こうふくえほうまき 730 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2011 ２月１～３日販売
20110213 14神奈川 横浜 鯛めし弁当 たいめしべんとう 740 崎陽軒 崎陽軒 JTB038 調製元 昭和時代かそれ以前から販売
20130520 14神奈川 横浜 しょうが焼弁当 しょうがやきべんとう 780 崎陽軒 崎陽軒 JTB038 調製元 1983
20190603 14神奈川 横浜 シウマイ御弁當 しうまいおべんとう 860 崎陽軒 崎陽軒 JTB038 味の陣 調製元 1954
20150109 14神奈川 横浜 彩りちらし弁当 いろどりちらしべんとう 880 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2013 １～４月販売
20150425 14神奈川 横浜 炒飯弁当 ちゃーはんべんとう 890 崎陽軒 崎陽軒 JTB038 調製元 2010
20191021 14神奈川 横浜 ハロウィン限定黒炒飯弁当 はろうぃんげんていくろちゃーはんべんとう 930 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2017 １０月下旬販売

未 14神奈川 横浜 おにぎりシウマイ御弁當 おにぎりしうまいおべんとう 960 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2020 販売延期
20190503 14神奈川 横浜 お赤飯シウマイ御弁當 おせきはんしうまいおべんとう 960 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2019 ５個以上の予約販売
20150220 14神奈川 横浜 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 960 崎陽軒 崎陽軒 JTB037 調製元 2014 ２～４月販売
20170425 14神奈川 横浜 初夏の神奈川あじわい弁当 しょかのかながわあじわいべんとう 960 崎陽軒 崎陽軒 JTB037 調製元 2016 ４～６月販売
20190707 14神奈川 横浜 夏の神奈川あじわい弁当 なつのかながわあじわいべんとう 960 崎陽軒 崎陽軒 JTB037 調製元 2015 ７～８月販売
20191018 14神奈川 横浜 秋の神奈川あじわい弁当 あきのかながわあじわいべんとう 960 崎陽軒 崎陽軒 JTB037 調製元 2008 ９～１１月販売
20191201 14神奈川 横浜 冬の神奈川あじわい弁当 ふゆのかながわあじわいべんとう 960 崎陽軒 崎陽軒 JTB037 調製元 2015 １２～１月販売
20150220 14神奈川 横浜 お赤飯弁当 おせきはんべんとう 980 崎陽軒 崎陽軒 JTB037 調製元 1993
20080921 14神奈川 横浜 幕の内弁当 まくのうちべんとう 1080 崎陽軒 崎陽軒 JTB037 調製元
20190803 14神奈川 横浜 横濱中華弁当 よこはまちゅうかべんとう 1080 崎陽軒 崎陽軒 JTB037 調製元 2000
20191203 14神奈川 横浜 野菜で作ったお弁当 やさいでつくったおべんとう 1200 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2019 ３個以上の予約販売
20180418 14神奈川 横浜 松花堂弁当～あさりごはん～ しょうかどうべんとうあさりごはん 1250 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2018 ２～６月販売
20190803 14神奈川 横浜 松花堂弁当～夏～ しょうかどうべんとうなつ 1250 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2018 ６～８月販売
20181019 14神奈川 横浜 松花堂弁当～秋～ しょうかどうべんとうあき 1250 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2017 ９～１１月販売
20191201 14神奈川 横浜 松花堂弁当～冬～ しょうかどうべんとうふゆ 1250 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2017 １２～１月販売
20160303 14神奈川 横浜 ひなまつり弁当 ひなまつりべんとう 1250 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2015 ３月１～３日販売
20160507 14神奈川 横浜 母の日弁当 ははのひべんとう 1250 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2010 母の日と前日と前々日の販売

未 14神奈川 横浜 おじいちゃんおばあちゃんありがとう弁当 おじいちゃんおばあちゃんありがとうべんとう 1300 崎陽軒 崎陽軒 調製元 2016 敬老の日と前日と前々日の販売。旧「祝敬老の日いつもありがとう」

20140614 14神奈川 横浜 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
20200415 14神奈川 大船 ミートボールスパイシーディップ みーとぼーるすぱいしーでぃっぷ 450 大船軒 ＪＲＥＦ JTB040 2019
20140615 14神奈川 大船 大船軒ハムサンドウヰッチ おおふなけんはむさんどうぃっち 530 大船軒 ＪＲＥＦ JTB040 味の陣 京王 調製元 1899
20160520 14神奈川 大船 小腹だから… こばらだから 600 大船軒 ＪＲＥＦ JTB040 調製元 2015

未 14神奈川 大船 大船軒のすけろく おおふなけんのすけろく 600 大船軒 ＪＲＥＦ 調製元
未 14神奈川 大船 大船軒の節分恵方巻 おおふなけんのせつぶんえほうまき 750 大船軒 ＪＲＥＦ 当館 2013 ２月３日販売

20190817 14神奈川 大船 小鯛押寿し こだいおしずし 750 大船軒 ＪＲＥＦ 調製元
20170416 14神奈川 大船 鱒押寿し ますおしずし 750 大船軒 ＪＲＥＦ 調製元 2013
20170419 14神奈川 大船 鯖押寿し さばおしずし 750 大船軒 ＪＲＥＦ 調製元 2013
20170419 14神奈川 大船 穴子押寿し あなごおしずし 750 大船軒 ＪＲＥＦ 調製元 2013
20170917 14神奈川 大船 台湾風ルーロー飯弁当 たいわんふうるーろーはんべんとう 950 大船軒 ＪＲＥＦ JTB040 調製元 2017
20200102 14神奈川 大船 鯵の押寿し あじのおしずし 980 大船軒 ＪＲＥＦ JTB040 京王阪神 調製元 1913
20170416 14神奈川 大船 押寿し食べくらべ おしずしたべくらべ 980 大船軒 ＪＲＥＦ 阪神 調製元
20190210 14神奈川 大船 鯵とハムの押寿し あじとはむのおしずし 980 大船軒 ＪＲＥＦ 京王 2019
20190210 14神奈川 大船 ハムの押寿し はむのおしずし 1000 大船軒 ＪＲＥＦ 京王 2019
20120719 14神奈川 大船 しらす弁当 しらすべんとう 1080 大船軒 ＪＲＥＦ JTB039 調製元 2006
20120719 14神奈川 大船 鯵と小鯛の押寿し あじとこだいのおしずし 1080 大船軒 ＪＲＥＦ 阪神 調製元
20131123 14神奈川 大船 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 1100 大船軒 ＪＲＥＦ JTB039 調製元 2014
20190505 14神奈川 大船 驛辨幕の内 えきべんまくのうち 1100 大船軒 ＪＲＥＦ 調製元 2019
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20180124 14神奈川 大船 鎌倉散策弁当早春だより かまくらさんさくべんとうそうしゅんだより 1100 大船軒 ＪＲＥＦ 調製元 2018 １２～２月販売
20180512 14神奈川 大船 鎌倉散策弁当春ごよみ かまくらさんさくべんとうはるごよみ 1100 大船軒 ＪＲＥＦ 調製元 2018 ３～５月販売
20120826 14神奈川 大船 鎌倉散策弁当夏越し かまくらさんさくべんとうなごし 1100 大船軒 ＪＲＥＦ 調製元 ６～８月販売
20101011 14神奈川 大船 鎌倉散策弁当紅葉ごよみ かまくらさんさくべんとうもみじごよみ 1100 大船軒 ＪＲＥＦ 調製元 ９～１１月販売
20160304 14神奈川 大船 神奈川牛肉弁当 かながわぎゅうにくべんとう 1100 大船軒 ＪＲＥＦ JTB040 2015
20200422 14神奈川 大船 やまゆり牛しぐれ煮弁当 やまゆりぎゅうしぐれにべんとう 1150 大船軒 ＪＲＥＦ JTB039 調製元 2020
20130407 14神奈川 大船 伝承鯵の押寿し でんしょうあじのおしずし 1280 大船軒 ＪＲＥＦ JTB040 味の陣 調製元 1913
20150718 14神奈川 大船 黒毛和牛三昧 くろげわぎゅうざんまい 1300 大船軒 ＪＲＥＦ JTB039 調製元 2014
20130315 14神奈川 小田原 とりそぼろ とりそぼろ 250 東華軒 ＪＲＥＦ 調製元
20181111 14神奈川 小田原 駅弁屋のおにぎり えきべんやのおにぎり 550 東華軒 ＪＲＥＦ 調製元 2018
20150505 14神奈川 小田原 鯛めし たいめし 830 東華軒 ＪＲＥＦ JTB040 京王阪神 調製元 1907
20161021 14神奈川 小田原 こゆるぎ茶めし こゆるぎちゃめし 830 東華軒 ＪＲＥＦ JTB040 調製元 1971
20190827 14神奈川 小田原 東華軒ののり弁 とうかけんののりべん 850 東華軒 ＪＲＥＦ JTB040 京王阪神 調製元 2019
20191214 14神奈川 小田原 釜揚げしらすとじゃこのお楽しみ弁当 かまあげしらすとじゃこのおたのしみべんとう 850 東華軒 ＪＲＥＦ 味の陣 調製元 2019
20180512 14神奈川 小田原 おたのしみ弁当 おたのしみべんとう 880 東華軒 ＪＲＥＦ JTB040 調製元 昭和時代から販売
20171217 14神奈川 小田原 小田原その名も鶏めし おだわらそのなもとりめし 890 東華軒 ＪＲＥＦ JTB040 調製元 2017
20070729 14神奈川 小田原 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 ＪＲＥＦ JTB151 2007

未 14神奈川 小田原 シュウマイ弁当 しゅうまいべんとう 950 東華軒 ＪＲＥＦ 当館 主に小田急新宿駅で販売
20151010 14神奈川 小田原 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 ＪＲＥＦ JTB040 調製元 1984
20161021 14神奈川 小田原 金目鯛西京焼弁当 きんめだいさいきょうやきべんとう 950 東華軒 ＪＲＥＦ JTB039 阪神 調製元 2014

未 14神奈川 小田原 箱根山麓豚弁当カルビ＆ロース はこねさんろくぶたべんとうかるびあんどろーす 980 東華軒 ＪＲＥＦ JTB039 2017
未 14神奈川 小田原 天城峠の釜飯 あまぎとうげのかまめし 980 東華軒 ＪＲＥＦ 調製元 2009

20191214 14神奈川 小田原 だし香る鯛めし だしかおるたいめし 990 東華軒 ＪＲＥＦ JTB039 調製元 2019
20190817 14神奈川 小田原 小鯵押寿司 こあじおしずし 1030 東華軒 ＪＲＥＦ JTB039 調製元 1903
20040711 14神奈川 小田原 会席膳ゆのか かいせきぜんゆのか 1030 東華軒 ＪＲＥＦ 当館
20190505 14神奈川 小田原 小田原北條五代祭り ほうじょうおだわらごだいまつり 1030 東華軒 ＪＲＥＦ 当館 ＧＷ頃販売、中身は「会席膳ゆのか」

20150923 14神奈川 小田原 箱根山麓豚弁当カルビ＆ロース はこねさんろくとんべんとうかるびあんどろーす 1080 東華軒 ＪＲＥＦ 調製元 2015 ２０１７年リニューアル
20190921 14神奈川 小田原 金メダル弁当 きんめだるべんとう 1080 東華軒 ＪＲＥＦ 調製元 2019
20170909 14神奈川 小田原 海のお祭り騒ぎ うみのおまつりさわぎ 1080 東華軒 ＪＲＥＦ JTB039 京王 調製元 2017

未 14神奈川 小田原 紫陽花弁当 あじさいべんとう 1080 東華軒 ＪＲＥＦ 当館 2018 ５～７月販売
未 14神奈川 小田原 桜満開花見べんとう さくらまんかいはなみべんとう 1100 東華軒 ＪＲＥＦ 調製元 2015 ２月～ＧＷ販売

20160417 14神奈川 小田原 うなぎ、金目鯛と銀鮭のあいのせ御膳 うなぎきんめだいとぎんざけのあいのせごぜん 1100 東華軒 ＪＲＥＦ JTB039 調製元 2016
20180819 14神奈川 小田原 牛豚鶏の味くらべ ぎゅうぶたとりのあじくらべ 1100 東華軒 ＪＲＥＦ JTB039 調製元 2018

未 14神奈川 小田原 金目鯛の味くらべ膳 きんめだいのあじくらべぜん 1100 東華軒 ＪＲＥＦ 京王阪神 調製元 2017 京王では熱海駅弁
20200308 14神奈川 小田原 ひらひら桜すし ひらひらさくらすし 1180 東華軒 ＪＲＥＦ 調製元 2013
20060115 14神奈川 小田原 金目鯛炙り寿司 きんめだいあぶりずし 1250 東華軒 ＪＲＥＦ 京王阪神 調製元 2005 京王では熱海駅弁
20190713 14神奈川 小田原 あぶらぼうず伝説 あぶらぼうずでんせつ 1300 東華軒 ＪＲＥＦ 味の陣 調製元 2019
20111216 14神奈川 小田原 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 ＪＲＥＦ JTB039 阪神鶴屋 調製元 2006

未 14神奈川 小田原 うなぎ蒲焼弁当 うなぎかばやきべんとう 2400 東華軒 ＪＲＥＦ 調製元 2018
未 14神奈川 小田原 冷凍みかん れいとうみかん 120 いしい 東海キヨスク 当館 1955 鉄道銘菓、調製元や価格は各種

20040705 14神奈川 箱根湯本 鯛めし たいめし 650 後藤商事 箱根登山鉄道 当館 価格は推定
20040710 14神奈川 箱根湯本 おにぎり弁当 おにぎりべんとう 700 後藤商事 箱根登山鉄道 当館 価格は推定
20200308 14神奈川 箱根湯本 たつ田弁当 たつたべんとう 720 後藤商事 箱根登山鉄道 当館
20200308 14神奈川 箱根湯本 鳥めし とりめし 770 後藤商事 箱根登山鉄道 当館
20040705 14神奈川 箱根湯本 小鯵寿司 こあじずし 850 後藤商事 箱根登山鉄道 当館 価格は推定
20150505 14神奈川 箱根湯本 はこね幕の内弁当（赤飯） はこねまくのうちべんとう 900 後藤商事 箱根登山鉄道 当館 価格は推定
20150505 14神奈川 箱根湯本 箱根山海弁当 はこねやまうみべんとう 1000 後藤商事 箱根登山鉄道 当館 価格は推定

未 14神奈川 箱根湯本 山菜栗おこわ さんさいくりおこわ 1000 後藤商事 箱根登山鉄道 当館
20170504 14神奈川 箱根湯本 箱根大名弁当 はこねだいみょうべんとう 1100 後藤商事 箱根登山鉄道 当館 価格は推定
20171031 15新潟 越後湯沢 くるみ山菜すし くるみさんさいすし 800 川岳軒 川岳軒 JTB091
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20050811 15新潟 越後湯沢 雪国弁当 ゆきぐにべんとう 840 川岳軒 川岳軒 JTB091
20050811 15新潟 越後湯沢 ほくほく弁当 ほくほくべんとう 900 川岳軒 川岳軒 JTB091
20140927 15新潟 越後湯沢 特製かにずし とくせいかにずし 950 川岳軒 川岳軒 JTB091
20070811 15新潟 越後湯沢 駒子弁当 こまこべんとう 950 川岳軒 川岳軒 JTB090
20070728 15新潟 越後湯沢 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 JTB090 2007
20050811 15新潟 越後湯沢 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 JTB090 2004
20030316 15新潟 越後湯沢 いくらたらこめし いくらたらこめし 1100 川岳軒 川岳軒 JTB090 味の陣 1998
20140927 15新潟 越後湯沢 牛～っとコシヒカリ ぎゅ～っとこしひかり 1100 川岳軒 川岳軒 JTB090 2009
20140928 15新潟 長岡 とりそぼろ弁当 とりそぼろべんとう 890 池田屋 池田屋 JTB091 調製元 2004 JTB91は７９０円
20100724 15新潟 長岡 火焔釜めし かえんかまめし 950 池田屋 池田屋 JTB091 調製元 JTB91は８５０円
20041214 15新潟 長岡 牛めし ぎゅうめし 990 池田屋 池田屋 JTB091 調製元 JTB91は８９０円

未 15新潟 長岡 越路弁当 こしじべんとう 990 池田屋 池田屋 JTB091 調製元 JTB91は８９０円
20080405 15新潟 長岡 越後長岡喜作辨當 えちごながおかきさくべんとう 1150 池田屋 池田屋 JTB091 味の陣 調製元 2007 JTB91と味の陣は１０５０円
20161008 15新潟 長岡 きつねいなりと鮭菊ずし きつねいなりとさけきくずし 1150 池田屋 池田屋 JTB091 調製元 2015 JTB91は１０５０円
20171130 15新潟 長岡 魚沼産コシヒカリ弁当 うおぬまさんこしひかりべんとう 1180 池田屋 池田屋 JTB091 調製元 2017
20171117 15新潟 長岡 越後長岡海鮮花火弁当 えちごながおかかいせんはなびべんとう 1180 池田屋 池田屋 JTB091 調製元 2017 調製元「越後長岡花火弁当」
20011124 15新潟 長岡 にしんかずのこさけいくら にしんかずのこさけいくら 1200 池田屋 池田屋 JTB091 調製元 JTB91は１１００円
20110612 15新潟 新津 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

未 15新潟 新潟 お寿司 おすし 650 神尾商事 ＪＲＥＦ 当館 現況不詳
未 15新潟 新潟 越後五目弁当 えちごごもくべんとう 880 神尾商事 ＪＲＥＦ 調製元 団体予約販売

20100416 15新潟 新潟 新潟彩ちらし にいがたいろどりちらし 930 神尾商事 ＪＲＥＦ JTB093 京王 調製元 2009
20021019 15新潟 新潟 越後五目ずし えちごごもくずし 930 神尾商事 ＪＲＥＦ 調製元

未 15新潟 新潟 越後笹巻おこわ えちごささまきおこわ 950 神尾商事 ＪＲＥＦ 調製元
未 15新潟 新潟 さけずし さけずし 980 神尾商事 ＪＲＥＦ 調製元
未 15新潟 新潟 山家おこわ やまがおこわ 980 神尾商事 ＪＲＥＦ 調製元 ５日前８個以上の予約販売
未 15新潟 新潟 田舎茶飯 いなかちゃめし 980 神尾商事 ＪＲＥＦ 調製元

20060113 15新潟 新潟 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 ＪＲＥＦ 鶴屋 調製元 2004
20140208 15新潟 新潟 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 1000 神尾商事 ＪＲＥＦ JTB093 調製元 2013
20011124 15新潟 新潟 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 ＪＲＥＦ JTB093 調製元 1999
20030301 15新潟 新潟 雪の舞 ゆきのまい 1030 神尾商事 ＪＲＥＦ JTB093 調製元

未 15新潟 新潟 海の彩 うみのいろどり 1030 神尾商事 ＪＲＥＦ 調製元
未 15新潟 新潟 お花びより おはなびより 1030 神尾商事 ＪＲＥＦ 調製元

20020127 15新潟 新潟 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 ＪＲＥＦ 調製元
20110113 15新潟 新潟 越後釜めし海の幸 えちごかまめしうみのさち 1080 神尾商事 ＪＲＥＦ 調製元 2004
20050129 15新潟 新潟 数の子ずし かずのこずし 1080 神尾商事 ＪＲＥＦ 調製元
20191026 15新潟 新潟 小町ちらし こまちちらし 1080 神尾商事 ＪＲＥＦ JTB093 味の陣 調製元 2018
20091025 15新潟 新潟 一年かきめし いちねんかきめし 1080 神尾商事 ＪＲＥＦ 調製元 2009 販売を休止することがある
20071104 15新潟 新潟 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 ＪＲＥＦ JTB093 調製元 2007
20021019 15新潟 新潟 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 ＪＲＥＦ 調製元
20151004 15新潟 新潟 越の豚鶏弁当 こしのとんとりべんとう 1100 神尾商事 ＪＲＥＦ JTB093 調製元 2015 「越後豚鶏弁当」「越後の豚鶏弁当」「越後の肉弁もち豚越の鶏」とも

20180928 15新潟 新潟 新潟海老づくし にいがたえびづくし 1180 神尾商事 ＪＲＥＦ JTB092 調製元 2018 土休日販売
20200112 15新潟 新潟 紅白押し寿司さけえんがわ こうはくおしずしさけえんがわ 1200 神尾商事 ＪＲＥＦ JTB092 京王 調製元 2020
20170519 15新潟 新潟 あがの姫牛と焼き鮭弁当 あがのひめうしとやきさけべんとう 1200 神尾商事 ＪＲＥＦ JTB092 調製元 2017
20200112 15新潟 新潟 のどぐろとにしんかずのこさけいくら のどぐろとにしんかずのこさけいくら 1200 神尾商事 ＪＲＥＦ 京王 調製元 2015
20171020 15新潟 新潟 えんがわ押し寿司 えんがわおしずし 1200 神尾商事 ＪＲＥＦ JTB092 京王阪神鶴屋 調製元 2010

未 15新潟 新潟 越の旬彩掛紙復刻版 こしのしゅんさいかけがみふっこくばん 1250 神尾商事 ＪＲＥＦ 京王 2019
未 15新潟 新潟 あがの姫牛ＶＳ越後もち豚 あがのひめうしばーさすえちごもちぶた 1250 神尾商事 ＪＲＥＦ JTB092 鶴屋 調製元 2018

20050508 15新潟 新津 特製さけずし とくせいさけずし 1250 神尾商事 ＪＲＥＦ 調製元
未 15新潟 新津 越の旬菜 こしのしゅんさい 1300 神尾商事 ＪＲＥＦ 調製元 ２日前１０個以上の予約販売か

20190117 15新潟 新潟 のどぐろと天麩羅と海老づくし弁当 のどぐろとてんぷらとえびづくしべんとう 1380 神尾商事 ＪＲＥＦ JTB092 京王阪神 調製元 2019



775 ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点） 全 2259225922592259 種のうち 1484148414841484 種を食べ、残り 775775775775 種
当館収集 都道府県主な販売駅 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
20140116 15新潟 新潟 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 1530 神尾商事 ＪＲＥＦ JTB091 京王阪神 調製元 2013
20161015 15新潟 新潟 箱入りむすび はこいりむすび 820 三新軒 ＪＲＥＦ 当館 2016
20090515 15新潟 新潟 たれカツ重 たれかつじゅう 900 三新軒 ＪＲＥＦ JTB093 2009
20140928 15新潟 新潟 雪だるま弁当 ゆきだるまべんとう 1080 三新軒 ＪＲＥＦ JTB093 1987 輸送販売は「雪だるま弁当ちらし」

20110612 15新潟 新潟 鮭の焼漬弁当 さけのやきつけべんとう 1100 三新軒 ＪＲＥＦ JTB093 1950
20120421 15新潟 新潟 新潟牛トン弁当 にいがたぎゅうとんべんとう 1100 三新軒 ＪＲＥＦ JTB093 2011
20101114 15新潟 新潟 新潟和牛弁当 にいがたわぎゅうべんとう 1130 三新軒 ＪＲＥＦ JTB093 2009
20120121 15新潟 新潟 焼漬鮭ほぐし弁当 やきつけさけほぐしべんとう 1130 三新軒 ＪＲＥＦ JTB093 2011
20180728 15新潟 新潟 新潟和牛おこわ にいがたわぎゅうおこわ 1000 新発田三新軒 ＪＲＥＦ JTB093 2015

未 15新潟 新潟 紅白味付け豚合戦 こうはくあじつけぶたがっせん 1100 新発田三新軒 ＪＲＥＦ 当館 2020
20040410 15新潟 新潟 佐渡朱鷺めき弁当 さどときめきべんとう 1100 新発田三新軒 ＪＲＥＦ JTB093 調製元 2003
20191006 15新潟 新潟 塩〆鯖と鮭の焼漬押し競寿司 しおじめさばとさけのやきつけおしくらべんとう 1100 新発田三新軒 ＪＲＥＦ 味の陣 2018
20181103 15新潟 新潟 まさかいくらなんでも寿司 まさかいくらなんでもずし 1150 新発田三新軒 ＪＲＥＦ JTB092 京王阪神鶴屋 2000
20071104 15新潟 新潟 車海老と秋刀魚の寿しあわせ くるまえびとさんまのすしあわせ 1150 新発田三新軒 ＪＲＥＦ JTB092 京王阪神 2007
20150131 15新潟 新潟 湊街にいがた華やぎ弁当 みなとまちにいがたはなやぎべんとう 1180 新発田三新軒 ＪＲＥＦ JTB092 2014
20140309 15新潟 新潟 柳がれい寿司 やなぎがれいずし 1250 新発田三新軒 ＪＲＥＦ JTB092 味の陣 2013
20151103 15新潟 新潟 えび千両ちらし えびせんりょうちらし 1380 新発田三新軒 ＪＲＥＦ JTB092 京王阪神鶴屋 2002
20180729 15新潟 新潟 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 ＪＲＥＦ 調製元
20020324 15新潟 新潟 小鯛寿司 こだいずし 1050 新潟三新軒 ＪＲＥＦ JTB093 調製元 1951
20050508 15新潟 新潟 鮭はらこ弁当 さけはらこべんとう 1100 新潟三新軒 ＪＲＥＦ JTB093 京王阪神 調製元
20180728 15新潟 新潟 鮭の押寿司 さけのおしずし 1100 新潟三新軒 ＪＲＥＦ JTB093 調製元
20150523 15新潟 新潟 きざみわさびで食べる新潟和牛焼肉弁当 きざみわさびでたべるにいがたわぎゅうやきにくべんとう 1150 新潟三新軒 ＪＲＥＦ 調製元 2015
20191216 15新潟 新潟 鮭はらこうにのせ弁当 さけはらこうにのせべんとう 1200 新潟三新軒 ＪＲＥＦ 調製元 2019 東京駅で発売
20080806 15新潟 新潟 村上牛しぐれ むらかみぎゅうしぐれ 1200 新潟三新軒 ＪＲＥＦ JTB092 阪神 調製元 2008
20190629 15新潟 新潟 新潟産コシヒカリと海鮮のうまいもん寿司 にいがたさんこしひかりとかいせんうまいもんずし 1280 新潟三新軒 ＪＲＥＦ 味の陣 京王阪神 調製元 2019
20161118 15新潟 新潟 お母ちゃんの愛情弁当新潟米膳 おかあちゃんのあいじょうべんとうにいがたまいぜん 1350 新潟三新軒 ＪＲＥＦ 調製元 2016

未 15新潟 新潟 柳都御膳 りゅうとごぜん 1500 新潟三新軒 ＪＲＥＦ JTB091 調製元 2002 調製元は販売休止
20161119 15新潟 上越妙高 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 JTB095 調製元
20161119 15新潟 上越妙高 とりめし とりめし 1000 ホテルハイマート ホテルハイマート JTB095 調製元
20141007 15新潟 上越妙高 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
20070127 15新潟 上越妙高 かにずし かにずし 1100 ホテルハイマート ホテルハイマート JTB095 調製元

未 15新潟 上越妙高 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 調製元 予約販売
20161119 15新潟 上越妙高 海の幸弁 うみのさちべん 1100 ホテルハイマート ホテルハイマート JTB095 調製元
20151024 15新潟 上越妙高 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 JTB095 調製元 2014
20161119 15新潟 上越妙高 ほたてごはん ほたてごはん 1100 ホテルハイマート ホテルハイマート JTB095 調製元 2007
20200102 15新潟 上越妙高 鱈めし たらめし 1200 ホテルハイマート ホテルハイマート JTB095 調製元 1992
20200102 15新潟 上越妙高 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 JTB095 味の陣 調製元 1991
20181111 15新潟 上越妙高 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 JTB095 調製元 1989

未 15新潟 上越妙高 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 予約販売
未 15新潟 上越妙高 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 予約販売
未 15新潟 上越妙高 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 予約販売

20150314 16富山 黒部宇奈月温泉海の幸たっぷりうま煮弁当 うみのさちたっぷりうまにべんとう 1200 黒部フーズサプライ ジェック経営コンサルタント 当館 2015 駅前弁当
未 16富山 黒部宇奈月温泉バイ貝ぎっしり炊き込み弁当 ばいがいぎっしりたきこみべんとう 1200 黒部フーズサプライ ジェック経営コンサルタント 当館 2015 駅前弁当

20200322 16富山 富山 健康黒とろろ昆布弁当 けんこうくろとろろこんぶべんとう 700 源 源 当館 2019
20050807 16富山 富山 三色ちらし弁当 さんしょくちらしべんとう 800 源 源 JTB096 駅弁図鑑 駅弁図鑑は７００円
20031011 16富山 富山 栗おこわ くりおこわ 820 源 源 調製元 秋季販売

未 16富山 富山 花見ちらし舞 はなみちらしまい 850 源 源 調製元 春季販売
20020324 16富山 富山 ますのすし小箱 ますのすしこばこ 900 源 源 JTB096 駅弁図鑑 調製元 駅弁図鑑は８００円
20180527 16富山 富山 源の能登豚弁當 みなもとののとぶたべんとう 900 源 源 当館 2017
20180527 16富山 富山 源の旅めし白えび天ぷら みなもとのたびめししろえびてんぷら 900 源 源 当館 2017 価格は推定
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20141019 16富山 富山 つるぎ つるぎ 900 源 源 JTB096 調製元 2014
20170414 16富山 富山 ますとぶり小箱 ますとぶりこばこ 950 源 源 JTB096 調製元
20031011 16富山 富山 ぶりのすし小箱 ぶりのすしこばこ 950 源 源 JTB096 駅弁図鑑 駅弁図鑑は８５０円
20170414 16富山 富山 ますとたい小箱 ますとたいこばこ 950 源 源 調製元
20170414 16富山 富山 たいのすし小箱 たいのすしこばこ 950 源 源 当館 価格は推定

未 16富山 富山 富山湾蛍いかの釜めし とやまわんほたるいかのかまめし 1000 源 源 調製元 春季販売
20091017 16富山 富山 ますのすし小丸 ますのすしこまる 1000 源 源 JTB096 調製元 2009
20050807 16富山 富山 富山湾弁当 とやまわんべんとう 1100 源 源 JTB096 調製元 2003
20050116 16富山 富山 ぶりかまめし ぶりかまめし 1200 源 源 京王阪神 調製元 2004 １１～３月販売
20190826 16富山 富山 のどぐろ のどぐろ 1200 源 源 当館 2019
20160827 16富山 富山 海鮮美食 かいせんびしょく 1200 源 源 調製元
20141019 16富山 富山 松茸弁当 まつたけべんとう 1250 源 源 調製元 秋季販売
20200117 16富山 富山 源令和のかがやき みなもとれいわのかがやき 1300 源 源 京王 2020
20171119 16富山 富山 源の旅めしぶりかま紅ずわい蟹白えび みなもとのたびめしぶりかまべにずわいがにしろえび 1300 源 源 当館 2017 価格は推定
20160118 16富山 富山 ぶりかまめし吹雪 ぶりかまめしふぶき 1300 源 源 調製元 2016 冬季販売
20141019 16富山 富山 富山味づくし とやまあじづくし 1300 源 源 JTB096 駅弁図鑑 調製元 駅弁図鑑は１２００円
20140120 16富山 富山 特選ますのすし小丸 とくせんますのすしこまる 1300 源 源 調製元 2013
20110206 16富山 富山 ますのいぶしすし ますのいぶしすし 1350 源 源 鶴屋 調製元

未 16富山 富山 焼鯖すし～塩糀仕立て～ やきさばすししおこうじじたて 1400 源 源 調製元
20131123 16富山 富山 ますのすし（一重） ますのすし 1500 源 源 JTB096 駅弁図鑑 京王阪神鶴屋 調製元 1912 駅弁図鑑は１４００円
20040521 16富山 富山 ぶりのすし ぶりのすし 1600 源 源 JTB096 駅弁図鑑 京王阪神 調製元 1957 駅弁図鑑は１５００円

未 16富山 富山 たいのすし たいのすし 1600 源 源 当館 価格は推定
未 16富山 富山 花見御膳うららか はなみごぜんうららか 1800 源 源 調製元 春季販売

20040731 16富山 富山 特選ますのすし とくせんますのすし 1900 源 源 JTB096 駅弁図鑑 京王阪神鶴屋 調製元 1989 駅弁図鑑は１８００円
20050807 16富山 富山 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
20030121 16富山 富山 ますのすし（二重） ますのすし 2900 源 源 JTB096 駅弁図鑑 京王 調製元 駅弁図鑑は２７００円
20040731 16富山 富山 ますぶりすし重ね ますぶりすしかさね 3000 源 源 JTB096 駅弁図鑑 調製元 駅弁図鑑は２８００円
20180527 16富山 富山 竹ずし たけずし 3700 源 源 調製元

未 17石川 金沢 おまつ御膳 おまつごぜん 1100 大友楼 ＪＲＳＮ JTB099 駅弁図鑑 調製元 駅弁図鑑は１０００円
未 17石川 金沢 特撰日本海かにめしと能登牛しぐれ丼 とくせんにほんかいかにめしとのとぎゅうしぐれどん 1150 大友楼 ＪＲＳＮ 調製元 2019

20040726 17石川 金沢 利家御膳 としいえごぜん 1200 大友楼 ＪＲＳＮ JTB099 駅弁図鑑 調製元 2001 駅弁図鑑は１０５０円
20091017 17石川 金沢 加賀の四季 かがのしき 1200 大友楼 ＪＲＳＮ JTB099 駅弁図鑑 調製元 駅弁図鑑は１０５０円
20071008 17石川 金沢 百万石弁当 ひゃくまんごくべんとう 1250 大友楼 ＪＲＳＮ JTB099 調製元

未 17石川 金沢 ふみばこ弁当 ふみばこべんとう 1290 大友楼 ＪＲＳＮ 調製元
20050807 17石川 金沢 特製牛肉弁当 とくせいぎゅうにくべんとう 1350 大友楼 ＪＲＳＮ JTB098 駅弁図鑑 調製元 駅弁図鑑は１１５０円
20091017 17石川 金沢 幕の内弁当 まくのうちべんとう 700 高野商店 ＪＲＳＮ 駅弁図鑑

未 17石川 金沢 金沢白麹焼き鶏めし かなざわしろこうじやきとりめし 700 高野商店 ＪＲＳＮ JTB099 調製元 2019
20180527 17石川 金沢 加賀彩々 かがさいさい 780 高野商店 ＪＲＳＮ JTB099 駅弁図鑑 調製元 駅弁図鑑は８３０円
20021124 17石川 金沢 柿の葉ずし かきのはずし 980 高野商店 ＪＲＳＮ 駅弁図鑑 調製元
20180527 17石川 金沢 金沢牛おこわ かなざわぎゅうおこわ 1000 高野商店 ＪＲＳＮ JTB099 調製元 2013

未 17石川 金沢 どじょうの蒲焼弁当 どじょうのかばやきべんとう 1000 高野商店 ＪＲＳＮ 調製元 2018
20170121 17石川 金沢 輪島朝市弁当 わじまあさいちべんとう 1050 高野商店 ＪＲＳＮ JTB099 駅弁図鑑 京王阪神 調製元 2015

未 17石川 金沢 友禅 ゆうぜん 1080 高野商店 ＪＲＳＮ 調製元
未 17石川 金沢 麗 うるわし 1100 高野商店 ＪＲＳＮ 調製元
未 17石川 金沢 金沢さくら寿し かなざわさくらずし 1100 高野商店 ＪＲＳＮ 調製元 １月～４月販売

20180527 17石川 金沢 金沢日和 かなざわびより 1100 高野商店 ＪＲＳＮ 調製元 2017
20050103 17石川 金沢 焼きさば寿し やきさばずし 1100 高野商店 ＪＲＳＮ 駅弁図鑑 京王 調製元
20030215 17石川 金沢 日本海名産かにすし にほんかいめいさんかにすし 1150 高野商店 ＪＲＳＮ 駅弁図鑑 京王阪神 調製元 1970 １０～６月販売、駅弁図鑑は１１００円

20200121 17石川 金沢 昆布〆と蟹めし弁当 こぶじめとかにめしべんとう 1150 高野商店 ＪＲＳＮ 当館 2020
未 17石川 金沢 のどぐろだし巻き玉子弁当 のどぐろだしまきたまごべんとう 1180 高野商店 ＪＲＳＮ 調製元 2017
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20150125 17石川 金沢 金沢三昧 かなざわざんまい 1200 高野商店 ＪＲＳＮ JTB098 調製元 2015 JTB98は１３５０円
20190113 17石川 金沢 蟹のドリア かにのどりあ 1200 高野商店 ＪＲＳＮ 駅弁図鑑 調製元 2019

未 17石川 金沢 だし香る甘エビ寿し だしかおるあまえびずし 1200 高野商店 ＪＲＳＮ 阪神 調製元 2020
未 17石川 金沢 甘えび寿し あまえびずし 1200 高野商店 ＪＲＳＮ 京王 2020
未 17石川 金沢 のどぐろ釜飯 のどぐろかまめし 1250 高野商店 ＪＲＳＮ JTB099 京王阪神 調製元 2019

20140119 17石川 金沢 加賀のかにすし かがのかにすし 1250 高野商店 ＪＲＳＮ 京王阪神鶴屋 調製元 2014
20150110 17石川 金沢 新幹線Ｗ７系かがやき弁当 しんかんせんだぶるななけいかがやきべんとう 1300 高野商店 ＪＲＳＮ 調製元 2015

未 17石川 金沢 五代目たかの金澤贅沢海鮮重 ごだいめたかのかなざわぜいたくかいせんじゅう 1300 高野商店 ＪＲＳＮ 調製元 2017
未 17石川 金沢 魯山人の旅弁当 ろざんじんのたびべんとう 1300 高野商店 ＪＲＳＮ 調製元 2020

20190126 17石川 金沢 蟹百万石 かにひゃくまんごく 1350 高野商店 ＪＲＳＮ JTB098 阪神鶴屋 調製元 2019
未 17石川 金沢 のどぐろめし のどぐろめし 1450 高野商店 ＪＲＳＮ 阪神鶴屋 調製元 2016

20200125 17石川 金沢 のどぐろと香箱蟹と甘えびの三昧弁当 のどぐろとこうばこがにとあまえびのざんまいべんとう 1480 高野商店 ＪＲＳＮ 京王阪神鶴屋 調製元 2020
20160110 17石川 金沢 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 1480 高野商店 ＪＲＳＮ 調製元 2014

未 17石川 金沢 炙りのどぐろ棒寿し あぶりのどぐろぼうずし 1600 高野商店 ＪＲＳＮ JTB098 駅弁図鑑 調製元 2016
未 17石川 金沢 加賀白山おったから弁当 かがはくさんおったからべんとう 1600 高野商店 ＪＲＳＮ 駅弁図鑑 調製元 2006 予約販売
未 17石川 金沢 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

20180111 17石川 松任 圓八のあんころ えんぱちのあんころ 420 圓八 ＪＲＳＮ 当館 1898 鉄道銘菓
20120129 18福井 福井 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 JTB481 調製元 2012

未 18福井 福井 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 900 番匠本店 番匠本店 JTB481 駅弁図鑑 調製元 2013 ９～１０月販売、JTB481は８４０円

20030114 18福井 福井 越前笹すし えちぜんささすし 1050 番匠本店 番匠本店 JTB481 駅弁図鑑 調製元
20180526 18福井 福井 北国鯖棒寿し ほっこくさばぼうずし 1080 番匠本店 番匠本店 JTB481 駅弁図鑑 調製元 2015
20050103 18福井 福井 ままごっつお ままごっつお 1080 番匠本店 番匠本店 JTB481 調製元 2004
20200116 18福井 福井 北前廻船丼かに・いくら きたまえかいせんどんかにいくら 1100 番匠本店 番匠本店 JTB481 調製元 2019

未 18福井 福井 北前廻船丼かに・サーモン きたまえかいせんどんかにさーもん 1100 番匠本店 番匠本店 JTB481 調製元 2019
20190113 18福井 福井 永平寺味噌焼き鯖寿し山椒風味 えいへいじみそやきさばずしさんしょうふうみ 1100 番匠本店 番匠本店 京王阪神 調製元 2017
20120129 18福井 福井 おとなの焼き鯖寿し おとなのやきさばずし 1100 番匠本店 番匠本店 JTB481 駅弁図鑑 京王阪神 調製元 2010
20090117 18福井 福井 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 1100 番匠本店 番匠本店 JTB481 調製元 2008
20180526 18福井 福井 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 1100 番匠本店 番匠本店 JTB481 駅弁図鑑 調製元 2007
20130706 18福井 福井 越前かに棒すし えちぜんかにぼうすし 1200 番匠本店 番匠本店 JTB480 駅弁図鑑 調製元

未 18福井 福井 炙りかに棒すし あぶりかにぼうすし 1200 番匠本店 番匠本店 駅弁図鑑 京王阪神 調製元 2014
20130217 18福井 福井 越前波の華かにちらし えちぜんなみのはなかにちらし 1230 番匠本店 番匠本店 JTB480 駅弁図鑑 調製元 2012

未 18福井 福井 北前廻船丼かに・いくら・うに きたまえかいせんどんかにいくらうに 1280 番匠本店 番匠本店 JTB480 阪神 調製元 2019
20180526 18福井 福井 越前朝倉物語 えちぜんあさくらものがたり 1280 番匠本店 番匠本店 JTB098 調製元 2017

未 18福井 福井 北国鯛寿し ほっこくたいずし 1280 番匠本店 番匠本店 JTB480 駅弁図鑑 調製元 2014
20170526 18福井 福井 越前かにめし えちぜんかにめし 1300 番匠本店 番匠本店 JTB480 駅弁図鑑 京王阪神 調製元 1961
20200112 18福井 福井 がんばれ！かにめし がんばれかにめし 1380 番匠本店 番匠本店 京王 2020
20190117 18福井 福井 越前甘えび×かに合戦 えちぜんあまえびたいかにかっせん 1380 番匠本店 番匠本店 京王阪神鶴屋 調製元 2019
20170119 18福井 福井 黄金のウニ・かに合戦 おうごんのうにかにかっせん 1400 番匠本店 番匠本店 京王阪神 調製元 2017
20170108 18福井 福井 金の越前かに寿し きんのえちぜんかにずし 1500 番匠本店 番匠本店 京王 調製元 2016
20050310 18福井 福井 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 越前うにめし えちぜんうにめし 1500 番匠本店 番匠本店 JTB480 ６～８月販売
20041230 18福井 福井 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 1880 番匠本店 番匠本店 JTB480 駅弁図鑑 調製元 2004 １１～３月販売
20200202 18福井 福井 越前かにすしセイコガニ盛り えちぜんかにすしせいこがにもり 2850 番匠本店 番匠本店 鶴屋 2020

未 18福井 福井 鶏の肉みそ味と漬けたれ弁当 とりのにくみそあじとつけたれべんとう 918 一乃松 （不明） 京王 2020
未 18福井 福井 あなご・アナゴ・穴子寿し あなごあなごあなごずし 1138 一乃松 （不明） 京王 2020
未 18福井 福井 えんがわ寿し えんがわずし 1200 一乃松 （不明） 京王 2015
未 18福井 福井 うなぎと海鮮の彩り弁当 うなぎとかいせんのいろどりべんとう 1280 一乃松 （不明） 京王 2020
未 18福井 福井 越前若狭鯖寿し えちぜんわかささばずし 1620 一乃松 （不明） 京王 2020
未 18福井 福井 柿の葉寿し北陸三昧 かきのはずしほくりくざんまい 1080 若廣 （不明） 阪神 ＪＲＳＮ
未 18福井 福井 焼き鯖すし やきさばすし 1188 若廣 （不明） 阪神 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮは１１９０円
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未 18福井 福井 醤油かおる焼き鯖ずし しょうゆかおるやきさばずし 1250 若廣 （不明） 阪神 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮは１３００円
未 18福井 福井 炙りサーモンハラスと贅沢いくらのすし弁 あぶりさーもんはらすとぜいたくいくらのすしべん 1280 若廣 （不明） 阪神
未 18福井 福井 めんたい焼き鯖すし めんたいやきさばすし 1300 若廣 （不明） ＪＲＳＮ ＪＲＳＮは博多駅弁
未 18福井 福井 鯖寿し さばずし 1300 若廣 （不明） ＪＲＳＮ
未 18福井 福井 鯖寿し匠 さばずしたくみ 1512 若廣 （不明） 阪神
未 18福井 福井 蒲焼あなご鮨 かばやきあなごずし 1512 若廣 （不明） 阪神 ＪＲＳＮ ＪＲＳＮは１５２０円
未 18福井 福井 鱒の寿し ますのすし 1520 若廣 （不明） ＪＲＳＮ
未 18福井 福井 国産焼き鯖すし こくさんやきさばすし 2160 若廣 （不明） 阪神

20140518 18福井 敦賀 華ちらし はなちらし 700 塩荘 塩荘 JTB479 調製元
20140518 18福井 敦賀 幕の内弁当 まくのうちべんとう 720 塩荘 塩荘 当館

未 18福井 敦賀 ソースカツ丼 そーすかつどん 750 塩荘 塩荘 当館 2014
20020302 18福井 敦賀 越前いかめし えちぜんいかめし 770 塩荘 塩荘 当館
20030322 18福井 敦賀 角鹿弁当 つぬがべんとう 930 塩荘 塩荘 JTB479 調製元
20200123 18福井 敦賀 焼松茸弁当 やきまつたけべんとう 1000 塩荘 塩荘 当館 2016

未 18福井 敦賀 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 元祖鯛鮨 がんそたいずし 1030 塩荘 塩荘 JTB479 駅弁図鑑 調製元 大正時代に発売
20140111 18福井 敦賀 掛紙復刻鯛鮓 かけがみふっこくたいずし 1030 塩荘 塩荘 阪神 2015

未 18福井 敦賀 笹すし ささすし 1080 塩荘 塩荘 JTB479 調製元
20110122 18福井 敦賀 焼きさばずし やきさばずし 1080 塩荘 塩荘 JTB479 調製元 2003

未 18福井 敦賀 天然真鯛二色釜飯 てんねんまだいにしょくかまめし 1080 塩荘 塩荘 京王 2018
未 18福井 敦賀 つるがあなごずし つるがあなごずし 1100 塩荘 塩荘 JTB479 調製元
未 18福井 敦賀 越前ごのみ えちぜんごのみ 1100 塩荘 塩荘 JTB479 調製元

20140518 18福井 敦賀 炙ります寿司と元祖鯛鮨 あぶりますずしとがんそたいずし 1180 塩荘 塩荘 京王阪神 調製元 2013
未 18福井 敦賀 炙りのどぐろと炙りますの北陸御膳 あぶりのどぐろとあぶりますのほくりくごぜん 1180 塩荘 塩荘 京王 2018

20170401 18福井 敦賀 北陸極上美味たいづくし ほくりくごくじょうびみたいづくし 1100 塩荘 塩荘 当館 2016 高速道路ＳＡ向けか
未 18福井 敦賀 北陸極上美味ますづくし ほくりくごくじょうびみますづくし 1100 塩荘 塩荘 当館 2016 高速道路ＳＡ向けか
未 18福井 敦賀 ます寿司 ますずし 1200 塩荘 塩荘 調製元

20190112 18福井 敦賀 ザ・さばかいどう ざさばかいどう 1200 塩荘 塩荘 当館 2015
未 18福井 敦賀 炙ります寿司 あぶりますずし 1280 塩荘 塩荘 調製元

20060122 18福井 敦賀 かにすし かにすし 1300 塩荘 塩荘 JTB479 駅弁図鑑 調製元 １０～５月販売、駅弁図鑑は１１５０円

未 18福井 敦賀 鯛の舞（食べきりの逸品） たいのまい 1480 塩荘 塩荘 阪神 2015 催事向け商品か
未 18福井 敦賀 かにの宴（食べきりの逸品） かにのうたげ 1480 塩荘 塩荘 阪神 2020 催事向け商品か
未 18福井 敦賀 炙りのどぐろ寿司とレアサーモン寿司 あぶりのどぐろずしとれあさーもんずし 1500 塩荘 塩荘 京王阪神 2018

20060122 18福井 敦賀 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
20130519 18福井 敦賀 鯛の舞（１２切れ） たいのまい 1600 塩荘 塩荘 JTB479 駅弁図鑑 調製元 駅弁図鑑は１３９０円
20030215 18福井 敦賀 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 1700 塩荘 塩荘 駅弁図鑑 駅弁図鑑は１５５０円
20041107 18福井 敦賀 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 1700 塩荘 塩荘 駅弁図鑑 調製元 駅弁図鑑は１５５０円
20021124 18福井 敦賀 鯖街道さばずし さばかいどうさばずし 1700 塩荘 塩荘 JTB479 調製元

未 18福井 敦賀 極上炙りますずし ごくじょうあぶりますずし 1700 塩荘 塩荘 調製元
20041107 18福井 敦賀 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 1900 塩荘 塩荘 駅弁図鑑 １０～５月販売、駅弁図鑑は１５５０円

未 18福井 敦賀 極上焼きさば寿し ごくじょうやきさばずし 2000 塩荘 塩荘 調製元
20040726 18福井 敦賀 極上さばずし ごくじょうさばずし 2500 塩荘 塩荘 JTB479 駅弁図鑑 調製元 2004 駅弁図鑑は２１００円
20041230 18福井 敦賀 極上かにずし ごくじょうかにずし 2600 塩荘 塩荘 JTB479 駅弁図鑑 2004 １０～５月販売、駅弁図鑑は２１００円

20041230 18福井 敦賀 若狭御膳 わかさごぜん 3900 塩荘 塩荘 駅弁図鑑 調製元 2004 予約販売、駅弁図鑑は３１００円

20190720 19山梨 笹子 笹子餅（５個入り） ささごもち 450 みどりや みどりや 当館 1905 駅前販売の鉄道銘菓
20150405 19山梨 笹子 笹子餅（１０個入り） ささごもち 900 みどりや みどりや 当館 1905 駅前販売の鉄道銘菓
20170520 19山梨 大月 桃太郎もち ももたろうもち 648 海老屋 大月市観光協会 当館 2017 復刻鉄道銘菓
20140718 19山梨 河口湖 豚味噌焼き弁当 ぶたみそやきべんとう 830 ピカ ピカ 富士急行 2010
20090124 19山梨 小淵沢 甲州かつサンド（とり） こうしゅうかつさんどとり 700 丸政 丸政 京王阪神鶴屋 2009 注文販売
20170918 19山梨 小淵沢 八ヶ岳高原たまごサンド やつがたけこうげんたまごさんど 720 丸政 丸政 調製元 2016
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20131228 19山梨 小淵沢 清里高原かつサンド きよさとこうげんかつさんど 720 丸政 丸政 調製元 2011
20060127 19山梨 小淵沢 甲州かつサンド（ぶた） こうしゅうかつさんどぶた 750 丸政 丸政 京王阪神鶴屋 2005 注文販売
20140809 19山梨 小淵沢 そば屋の天むす そばやのてんむす 750 丸政 丸政 味の陣 阪神 調製元 2014 阪神では東京駅弁
20200201 19山梨 小淵沢 ＢＩＧ野沢菜入りかつサンド びっぐのざわないりかつさんど 980 丸政 丸政 鶴屋 2020

未 19山梨 小淵沢 山賊焼弁当 さんぞくやきべんとう 980 丸政 丸政 阪神 2019
20190921 19山梨 小淵沢 八ヶ岳高原の鶏めし やつがたけこうげんのとりめし 980 丸政 丸政 京王 調製元 2019

未 19山梨 小淵沢 まるごと甲州かつサンド２０２０ まるごとこうしゅうかつさんどにーぜろにーぜろ 1000 丸政 丸政 阪神 2020
20180110 19山梨 小淵沢 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 1000 丸政 丸政 JTB537 京王 調製元 1970
20061007 19山梨 小淵沢 山菜とり釜めし さんさいとりかまめし 1050 丸政 丸政 阪神 2003
20161112 19山梨 小淵沢 やまのごはん やまのごはん 1080 丸政 丸政 当館 2000

未 19山梨 小淵沢 高原野菜とからあげの弁当 こうげんやさいとからあげのべんとう 1100 丸政 丸政 調製元 2020
20170109 19山梨 小淵沢 八ヶ岳高原玉子と炭火焼肉弁当 やつがたけこうげんたまごとすみびやきにくべんとう 1100 丸政 丸政 京王 調製元 2017
20200109 19山梨 小淵沢 甲州Ｗワイン弁当！！（しあわせ甲斐） こうしゅうだぶるわいんべんとうしあわせかい 1100 丸政 丸政 京王 2018

未 19山梨 小淵沢 甲州かつサンドプレミアム こうしゅうかつさんどぷれみあむ 1200 丸政 丸政 鶴屋 2020
20180127 19山梨 小淵沢 八ヶ岳高原たまごサンドプレミアム やつがたけこうげんたまごさんどぷれみあむ 1200 丸政 丸政 当館 2018 催事向け商品か
20200114 19山梨 小淵沢 八ヶ岳高原たまごサンドプレミアム２０２０ やつがたけこうげんたまごさんどぷれみあむにせんにじゅう 1380 丸政 丸政 京王 2020
20180801 19山梨 小淵沢 信州味噌の西京焼き しんしゅうみそのさいきょうやき 1380 丸政 丸政 当館 2018
20170820 19山梨 小淵沢 元気甲斐 げんきかい 1600 丸政 丸政 JTB537 京王阪神 調製元 1985

未 19山梨 小淵沢 信州牛の炭火焼肉弁当 しんしゅうぎゅうのすみびやきにくべんとう 1800 丸政 丸政 当館 2018
20140802 19山梨 小淵沢 小淵沢丸政の信州牛御辨當 こぶちざわまるまさのしんしゅうぎゅうおべんとう 1980 丸政 丸政 JTB537 調製元 2014
20171015 20長野 茅野 野沢菜入りかつサンド のざわないりかつさんど 720 丸政 丸政 JTB537 阪神 調製元 2007

未 20長野 茅野 信州名物山賊焼弁当 しんしゅうめいぶつさんぞくやきべんとう 980 丸政 丸政 京王鶴屋 2019
20200109 20長野 茅野 男の特盛牛めし おとこのとくもりぎゅうめし 1180 丸政 丸政 京王 2020

未 20長野 茅野 信州産和牛と山菜ごはん しんしゅうさんわぎゅうとさんさいごはん 1200 丸政 丸政 当館 2018
未 20長野 茅野 信州牛と筍ごはん しんしゅうぎゅうとたけのこごはん 1200 丸政 丸政 当館 2015 春季販売

20050409 20長野 塩尻 とりめし とりめし 650 カワカミ カワカミ JTB521 1953
20110619 20長野 塩尻 小さな信濃路 ちいさなしなのじ 680 カワカミ カワカミ JTB521

未 20長野 塩尻 山里おつまみ弁当 やまざとおつまみべんとう 850 カワカミ カワカミ JTB521 味の陣
20140809 20長野 塩尻 とり釜めし とりかまめし 860 カワカミ カワカミ JTB521
20030215 20長野 塩尻 山菜釜めし さんさいかまめし 860 カワカミ カワカミ JTB521

未 20長野 松本 山菜ちらし寿司 さんさいちらしべんとう 880 カワカミ カワカミ JTB521
20171015 20長野 松本 信濃の四季 しなののしき 880 カワカミ カワカミ 当館

未 20長野 塩尻 山のおにぎり弁当 やまのおにぎりべんとう 880 カワカミ カワカミ 当館 2011
20080406 20長野 塩尻 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 900 カワカミ カワカミ JTB521 2006
20080101 20長野 塩尻 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 980 カワカミ カワカミ JTB521

未 20長野 松本 ワインランチ わいんらんち 1000 カワカミ カワカミ 当館 1982 ３日前３個以上の予約販売
20080101 20長野 塩尻 アルプスの四季 あるぷすのしき 1080 カワカミ カワカミ JTB521
20171015 20長野 塩尻 とりめし梓 とりめしあずさ 1200 カワカミ カワカミ 当館 2017
20140809 20長野 塩尻 信州黄金シャモめし しんしゅうおうごんしゃもめし 1300 カワカミ カワカミ 当館 2010
20151122 20長野 松本 山賊焼 さんぞくやき 800 イイダヤ軒 ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB522 調製元 2010
20080101 20長野 松本 安曇野ちらし あずみのちらし 900 イイダヤ軒 ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB522 調製元
20021124 20長野 松本 安曇野釜めし あずみのかまめし 900 イイダヤ軒 ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB522 調製元
20080406 20長野 松本 月見五味めし つきみごもくめし 900 イイダヤ軒 ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB522 調製元 1960
20130930 20長野 松本 地鶏めし じどりめし 900 イイダヤ軒 ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB522 調製元

未 20長野 松本 あずみ野四季彩 あずみのしきさい 1000 イイダヤ軒 ステーションビルＭＩＤＯＲＩ 調製元 2006
20130930 20長野 松本 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 ステーションビルＭＩＤＯＲＩ 調製元
20171015 20長野 松本 信州山ごはん米豚のめし しんしゅうやまごはんこめぶたのめし 1100 イイダヤ軒 ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB522 味の陣 調製元 2017 味の陣は１０００円
20050522 20長野 松本 櫓膳 やぐらぜん 1100 イイダヤ軒 ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB522 調製元 2006

未 20長野 松本 大糸線の旅 おおいとせんのたび 1200 イイダヤ軒 ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB522 調製元 2015
20140809 20長野 松本 城下町のおごっつぉ じょうかまちのおごっつぉ 1300 イイダヤ軒 ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB522 調製元 2013 予約販売
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未 20長野 松本 信州アルプス牛牛すき重 しんしゅうあるぷすぎゅうぎゅうすきじゅう 1300 イイダヤ軒 ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB522 調製元 2019
20191014 20長野 長野 ソースかつサンド そーすかつさんど 648 明治亭 ステーションビルＭＩＤＯＲＩ 当館
20191014 20長野 長野 明治亭ソースかつ丼 めいじていそーすかつどん 1490 明治亭 ステーションビルＭＩＤＯＲＩ 当館

未 20長野 長野 信州プレミアムサンドＢＯＸ しんしゅうぷれみあむさんどぼっくす 700 デリクックちくま ステーションビルＭＩＤＯＲＩ 味の陣 2019
未 20長野 長野 味噌かつ弁当 みそかつべんとう 1000 デリクックちくま ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB094

20170918 20長野 長野 あぶり豚の蕎麦みそ弁当 あぶりぶたのそばみそべんとう 1000 デリクックちくま ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB094 2017
20191014 20長野 長野 信州寺町弁当 しんしゅうてらまちべんとう 1100 デリクックちくま ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB094 2008
20110619 20長野 長野 信濃路幕の内 しなのじまくのうち 1100 デリクックちくま ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB094 2007
20191014 20長野 長野 信州美彩膳 しんしゅうびさいぜん 1100 デリクックちくま ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB094 2012
20170918 20長野 長野 八彩弁当 はっさいべんとう 1300 デリクックちくま ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB094 2017

未 20長野 長野 北回廊弁当一重 きたかいろうべんとういちじゅう 1050 おおたき長野本店 ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB094 2013
未 20長野 長野 北回廊弁当二重 きたかいろうべんとうにじゅう 1450 おおたき長野本店 ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB094 2013

20170918 20長野 長野 ソースとんかつ弁当 そーすとんかつべんとう 1050 アン・アドヴァンスコーポレーション ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB094 2013
20151122 20長野 長野 和牛めし わぎゅうめし 1350 アン・アドヴァンスコーポレーション ステーションビルＭＩＤＯＲＩ JTB094 味の陣 2013 JTB94は１６００円
20161119 20長野 飯山 信州いいやま謙信笹ずし しんしゅういいやまけんしんささずし 1000 信州いいやま観光局 リテール 当館 2016 現況不詳

未 20長野 飯山 木島平の太鼓判弁当 きじまだいらのたいこばんべんとう 1300 農村木島平 リテール 当館 2017
未 21岐阜 高山 カツサンド かつさんど 650 金亀館 金亀館 JTB513

20170414 21岐阜 高山 飛騨路わっぱ ひだじわっぱ 900 金亀館 金亀館 JTB513 調製元 JTB513は８８０円
20081009 21岐阜 高山 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 900 金亀館 金亀館 調製元 2006

未 21岐阜 高山 田舎べんとう いなかべんとう 1000 金亀館 金亀館 JTB513 予約販売
20061101 21岐阜 高山 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 JTB513 2006
20031010 21岐阜 高山 味ごのみ あじごのみ 1100 金亀館 金亀館 JTB512 調製元

未 21岐阜 高山 鶏のくわ焼き弁当 とりのくわやきべんとう 1100 金亀館 金亀館 調製元
未 21岐阜 高山 くわ焼き弁当 くわやきべんとう 1100 金亀館 金亀館 当館 2017

20170414 21岐阜 高山 牛すき焼き姫重 ぎゅうすきやきひめじゅう 1100 金亀館 金亀館 調製元 2016
未 21岐阜 高山 さるぼぼちゃんのおべんとう さるぼぼちゃんのおべんとう 1100 金亀館 金亀館 調製元 2009

20081009 21岐阜 高山 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 1100 金亀館 金亀館 JTB513 調製元 2008 JTB513は１０３０円
20031010 21岐阜 高山 小京都さくら しょうきょうとさくら 1100 金亀館 金亀館 調製元 2002 ３～５月販売

未 21岐阜 高山 上高地べんとう かみこうちべんとう 1100 金亀館 金亀館 JTB513 調製元 ６～８月販売
20081009 21岐阜 高山 小京都もみじ しょうきょうともみじ 1100 金亀館 金亀館 調製元 2005 ９～１１月販売

未 21岐阜 高山 冬いろの町 ふゆいろのまち 1100 金亀館 金亀館 調製元 2013 １２～２月販売
未 21岐阜 高山 鶏の照り焼入りほう葉みそ弁当 とりのてりやきいりほうばみそべんとう 1200 金亀館 金亀館 JTB512 2018

20180116 21岐阜 高山 飛騨牛入手ごねハンバーグ弁当 ひだぎゅういりてごねはんばーぐべんとう 1200 金亀館 金亀館 JTB512 調製元 2017
20170116 21岐阜 高山 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 1200 金亀館 金亀館 JTB512 2009
20180116 21岐阜 高山 牛焼肉めし ぎゅうやきにくめし 1300 金亀館 金亀館 京王 調製元 2018
20170414 21岐阜 高山 三色ほうば寿司 さんしょくほうばずし 1300 金亀館 金亀館 JTB512 調製元
20041103 21岐阜 高山 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 1500 金亀館 金亀館 JTB512 京王鶴屋 調製元 JTB512は１４００円
20081009 21岐阜 高山 飛騨高山牛しぐれ寿司 ひだたかやまぎゅうしぐれずし 1500 金亀館 金亀館 JTB512 京王阪神鶴屋 調製元 1994 「飛騨牛ローストビーフ寿司」とも

20020108 21岐阜 高山 ほう葉巻鯖寿司 ほうばまきさばずし 1850 金亀館 金亀館 JTB512 調製元 予約販売
20170414 21岐阜 高山 まつりべんとう まつりべんとう 2000 金亀館 金亀館 調製元 1967 ４月１４，１５日，１０月９，１０日販売

20150113 21岐阜 高山 飛騨牛入りひつまぶし ひだぎゅういりひつまぶし 2200 金亀館 金亀館 調製元 2014
20180116 21岐阜 高山 飛騨牛ステーキ＆カルビ弁当 ひだぎゅうすてーきあんどかるびべんとう 2300 金亀館 金亀館 京王 調製元 2018 駅弁催事向け商品か、価格は各種

20200112 21岐阜 高山 飛騨牛蒲焼き重 ひだぎゅうかばやきじゅう 2500 金亀館 金亀館 京王鶴屋 2020
20171007 22静岡 熱海 富士山あしたか牛すき焼き御膳 ふじさんあしたかぎゅうすきやきごぜん 1080 桃中軒 ＪＲＥＦ 当館 2016
20170108 22静岡 熱海 港あじ鮨弁当 みなとあじずしべんとう 1180 桃中軒 ＪＲＥＦ 当館 2016
20190616 22静岡 伊東 ぎおんのからあげ（２ケ入） ぎおんのからあげ 370 祇園 祇園 調製元 2019 販売年は駅での販売年
20170610 22静岡 伊東 いなり寿し（３個入り） いなりずし 350 祇園 祇園 調製元 2017
20141228 22静岡 伊東 ぎおんのからあげ（３ケ入） ぎおんのからあげ 560 祇園 祇園 調製元 2012
20141228 22静岡 伊東 おにぎりランチボックス おにぎりらんちぼっくす 560 祇園 祇園 JTB258 調製元 2014
20170610 22静岡 伊東 いなり寿し（６個入り） いなりずし 650 祇園 祇園 JTB258 調製元 1959
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20140302 22静岡 伊東 いなりのり巻き詰合せ いなりのりまきつめあわせ 690 祇園 祇園 JTB258 調製元
20020421 22静岡 伊東 おにぎり弁当 おにぎりべんとう 720 祇園 祇園 JTB258 調製元
20190616 22静岡 伊東 赤飯おにぎり弁当 せきはんおにぎりべんとう 720 祇園 祇園 JTB258 調製元
20170610 22静岡 伊東 ぎおんのからあげ（４ケ入） ぎおんのからあげ 740 祇園 祇園 調製元 2012
20140907 22静岡 伊東 五目ちらし寿し ごもくちらしずし 810 祇園 祇園 JTB258 調製元
20120207 22静岡 伊東 とりめし とりめし 810 祇園 祇園 JTB258 調製元
20190616 22静岡 伊東 幕の内弁当 まくのうちべんとう 840 祇園 祇園 JTB258 調製元 1967
20120207 22静岡 伊東 鯛どんたく たいどんたく 880 祇園 祇園 JTB258 調製元 1989
20020421 22静岡 伊東 特製幕の内弁当 とくせいまくのうちべんとう 1080 祇園 祇園 JTB258 調製元 予約販売
20170610 22静岡 伊東 ぼんかま ぼんかま 1100 祇園 祇園 JTB258 調製元

未 22静岡 伊東 赤飯幕の内弁当 せきはんまくのうちべんとう 1350 祇園 祇園 調製元 予約販売
未 22静岡 伊東 おこのみ幕の内弁当 おこのみまくのうちべんとう 1350 祇園 祇園 調製元 予約販売

20130621 22静岡 伊豆急下田あぶりさんまの棒寿司 あぶりさんまのぼうずし 700 クックランド 伊豆急物産 JTB259
20190608 22静岡 伊豆急下田金目鯛押ずし きんめだいおしずし 1000 クックランド 伊豆急物産 JTB259
20190608 22静岡 伊豆急下田伊豆の贅沢釜飯 いずのぜいたくかまめし 1030 クックランド 伊豆急物産 JTB259 2013 旧「下田の贅沢釜飯」
20190608 22静岡 伊豆急下田金目鯛の塩焼き弁当 きんめだいのしおやきべんとう 1130 クックランド 伊豆急物産 JTB259
20030901 22静岡 伊豆急下田あじずし あじずし 1130 クックランド 伊豆急物産 JTB259
20190608 22静岡 伊豆急下田金目鯛押寿司「匠の三種」 きんめだいおしずしたくみのさんしゅ 1300 クックランド 伊豆急物産 JTB259 2016
20190615 22静岡 伊豆急下田からあげ弁当 からあげべんとう 700 クックランド 伊豆急物産 当館 2017
20160521 22静岡 伊豆急下田ひれかつ弁当 ひれかつべんとう 930 クックランド 伊豆急物産 当館

未 22静岡 伊豆急下田幕の内弁当 まくのうちべんとう 1000 クックランド 伊豆急物産 当館 現況不詳
20111118 22静岡 御殿場 鱒の姿ずし ますのすがたずし 1350 妙見本店 東海キヨスク 当館
20060730 22静岡 御殿場 鮎の姿ずし あゆのすがたずし 1750 妙見本店 東海キヨスク 当館 ６～９月販売、駅では土日曜販売

20170512 22静岡 三島 みしまコロッケ みしまころっけ 140 桃中軒 桃中軒 当館 ７～１１月販売
20121221 22静岡 三島 甘藷みしまコロッケ かんしょみしまころっけ 140 桃中軒 桃中軒 当館 １２～６月販売
20041009 22静岡 三島 助六寿司 すけろくずし 570 桃中軒 桃中軒 JTB041 調製元
20170421 22静岡 三島 サンドウイッチ さんどういっち 620 桃中軒 桃中軒 当館 価格は推定
20080809 22静岡 三島 とり重 とりじゅう 760 桃中軒 桃中軒 JTB041 調製元 2008
20161008 22静岡 三島 鯛めし たいめし 800 桃中軒 桃中軒 JTB041 調製元 明治時代から販売
20180518 22静岡 三島 奥駿河の磯ちらし おくするがのいそちらし 820 桃中軒 桃中軒 JTB041 調製元 2017
20181222 22静岡 三島 御弁当 おべんとう 840 桃中軒 桃中軒 JTB041 調製元
20060520 22静岡 三島 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 JTB041 調製元 2005
20180217 22静岡 三島 三島宿箱根山麓豚炙り焼き弁当 みしましゅくはこねさんろくとんあぶりやきべんとう 900 桃中軒 桃中軒 JTB041 調製元 2017
20060730 22静岡 三島 港あじ鮨 みなとあじずし 1000 桃中軒 桃中軒 JTB041 調製元 2003 ５～２月販売
20170421 22静岡 三島 港あじ鮨（春限定） みなとあじずし 1000 桃中軒 桃中軒 調製元 2007 ３～４月販売
20170401 22静岡 三島 静岡風便り春めぐり しずおかかぜだよりはるめぐり 1000 桃中軒 桃中軒 調製元 ３～５月販売
20180901 22静岡 三島 富士宮涼風便り　富士山、夏景色 ふじのみやすずかぜだよりふじさんなつげしき 1000 桃中軒 桃中軒 当館 2016 ６～８月販売
20180518 22静岡 三島 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 ９～１１月販売
20081214 22静岡 三島 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 １２～２月販売
20110108 22静岡 三島 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 1080 桃中軒 桃中軒 JTB041 調製元 2009
20121221 22静岡 三島 沼津香まだい寿司 ぬまづかおりまだいずし 1100 桃中軒 桃中軒 JTB156 調製元 2012 １０～５月販売
20180217 22静岡 三島 こだわりの焼き魚弁当（白めしタイプ） こだわりのやきざかなべんとう 1080 桃中軒 桃中軒 JTB041 調製元 2018
20180901 22静岡 三島 こだわりの焼き魚弁当（桜えびめしタイプ） こだわりのやきざかなべんとう 1180 桃中軒 桃中軒 JTB041 調製元 2018

未 22静岡 三島 伊豆半島ジオパーク弁当 いずはんとうじおぱーくべんとう 1200 桃中軒 桃中軒 JTB041 調製元 2019
20170421 22静岡 三島 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 JTB041 京王 調製元 2014
20060520 22静岡 三島 清流うなぎ弁当 せいりゅううなぎべんとう 3000 桃中軒 桃中軒 JTB041 調製元 2006
20141109 22静岡 修善寺 武士の助六弁当 たけしのすけろくべんとう 648 舞寿し 舞寿し JTB109
20141109 22静岡 修善寺 武士のわさびいなり たけしのわさびいなり 702 舞寿し 舞寿し JTB109
20141109 22静岡 修善寺 武士の椎茸弁当 たけしのしいたけべんとう 972 舞寿し 舞寿し JTB109
20141109 22静岡 修善寺 武士のちらし寿司 たけしのちらしずし 1188 舞寿し 舞寿し JTB109



775 ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点） 全 2259225922592259 種のうち 1484148414841484 種を食べ、残り 775775775775 種
当館収集 都道府県主な販売駅 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
20080809 22静岡 修善寺 武士のい寿司 たけしのいずし 1188 舞寿し 舞寿し JTB109 2004
20120921 22静岡 修善寺 武士のあじ寿司 たけしのあじずし 1296 舞寿し 舞寿し JTB109 1999
20120921 22静岡 修善寺 武士のあじ巻寿司 たけしのあじまきずし 1296 舞寿し 舞寿し JTB109
20141109 22静岡 修善寺 武士のわさびシャモ飯 たけしのわさびしゃもめし 1512 舞寿し 舞寿し JTB109 土日曜販売
20191221 22静岡 吉原(岳南電車)田子の浦いわしらす重 たごのうらいわしらすじゅう 850 しらすの八幡 岳南電車 JTB802 2019 前日１０時までの予約販売、土曜１１時から販売

20090412 22静岡 新富士 いなりずし いなりずし 460 富陽軒 富陽軒 調製元 1921
20020309 22静岡 新富士 助六ずし すけろくずし 580 富陽軒 富陽軒 調製元

未 22静岡 新富士 モーニングむすび もーにんぐむすび 600 富陽軒 富陽軒 JTB042 調製元
20170511 22静岡 新富士 鱒ずし３個入 ますずし 650 富陽軒 富陽軒 調製元
20190512 22静岡 新富士 いろどりいなり いろどりいなり 650 富陽軒 富陽軒 JTB042 調製元 2018 平日販売
20150809 22静岡 新富士 駿河ちらし するがちらし 750 富陽軒 富陽軒 JTB042 調製元
20150809 22静岡 新富士 特製幕の内弁当 とくせいまくのうちべんとう 880 富陽軒 富陽軒 JTB042 調製元
20100429 22静岡 新富士 牛すき弁当 ぎゅうすきべんとう 1080 富陽軒 富陽軒 JTB042 調製元 2009
20070128 22静岡 新富士 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 1100 富陽軒 富陽軒 JTB042 京王 調製元 2005
20100429 22静岡 新富士 天晴れ！！富士山弁当 あっぱれふじさんべんとう 1100 富陽軒 富陽軒 調製元 2008
20011122 22静岡 新富士 竹取物語 たけとりものがたり 1150 富陽軒 富陽軒 JTB042 京王 調製元 1987
20130118 22静岡 新富士 富士山溶岩焼弁当 ふじさんようがんやきべんとう 1200 富陽軒 富陽軒 JTB042 調製元 2012
20130118 22静岡 新富士 巻狩べんとう まきかりべんとう 1200 富陽軒 富陽軒 JTB042 調製元 1988
20060723 22静岡 清水 いなり玉子 いなりたまご 453 末廣鮨 東海キヨスク 当館 駅弁販売は水曜定休
20060723 22静岡 清水 いなり いなり 486 末廣鮨 東海キヨスク 当館 駅弁販売は水曜定休
20190316 22静岡 清水 詰合せ つめあわせ 540 末廣鮨 東海キヨスク 当館 駅弁販売は水曜定休
20190304 22静岡 清水 ちらし ちらし 562 末廣鮨 東海キヨスク 当館 駅弁販売は水曜定休
20190316 22静岡 清水 桜えび さくらえび 648 末廣鮨 東海キヨスク 当館 駅弁販売は水曜定休
20180901 22静岡 静岡 サンドイッチ さんどいっち 360 東海軒 東海軒 当館
20190809 22静岡 静岡 助六寿司 すけろくずし 580 東海軒 東海軒 JTB043
20150905 22静岡 静岡 カツサンドイッチ かつさんどいっち 670 東海軒 東海軒 当館 2012
20120908 22静岡 静岡 元祖鯛めし がんそたいめし 750 東海軒 東海軒 JTB043 1897
20110417 22静岡 静岡 親子めし おやこめし 780 東海軒 東海軒 当館
20060723 22静岡 静岡 大御所弁当 おおごしょべんとう 850 東海軒 東海軒 JTB042 1983
20190713 22静岡 静岡 幕の内弁当 まくのうちべんとう 880 東海軒 東海軒 JTB042 味の陣 明治時代に発売
20080726 22静岡 静岡 ますの押し寿司 ますのおしずし 880 東海軒 東海軒 当館
20191116 22静岡 静岡 やきとり弁当 やきとりべんとう 950 東海軒 東海軒 当館 2019
20080726 22静岡 静岡 特製鯛めし とくせいたいめし 950 東海軒 東海軒 JTB042
20180901 22静岡 静岡 ブラックアンガス牛カルビ重 ぶらっくあんがすぎゅうかるびじゅう 980 東海軒 東海軒 当館 2018
20200102 22静岡 静岡 ちびまる子ちゃん弁当 ちびまるこちゃんべんとう 1000 東海軒 東海軒 当館 2019
20100822 22静岡 静岡 茶めし弁当 ちゃめしべんとう 1100 東海軒 東海軒 JTB042
20100822 22静岡 静岡 富士の味覚 ふじのみかく 1200 東海軒 東海軒 JTB042 2008

未 22静岡 静岡 千扇弁当・春 ちせんべんとうはる 1200 東海軒 東海軒 JTB042 ３～５月販売
未 22静岡 静岡 千扇弁当・夏 ちせんべんとうはる 1200 東海軒 東海軒 JTB042 ６～８月販売

20180901 22静岡 静岡 千扇弁当・秋 ちせんべんとうはる 1200 東海軒 東海軒 JTB042 ９～１１月販売
未 22静岡 静岡 千扇弁当・冬 ちせんべんとうはる 1200 東海軒 東海軒 JTB042 １２～２月販売

20180901 22静岡 静岡 うなぎ飯 うなぎめし 1700 東海軒 東海軒 当館
20170910 22静岡 新金谷 川根いなり かわねいなり 600 東海軒 東海軒 当館

未 22静岡 新金谷 お子様弁当 おこさまべんとう 680 東海軒 東海軒 大井川鐵道
20170910 22静岡 新金谷 日高つぶめし ひだかつぶめし 980 東海軒 東海軒 大井川鐵道2016 土休日販売
20170910 22静岡 新金谷 きかんしゃトーマス弁当 きかんしゃとーますべんとう 1000 東海軒 東海軒 大井川鐵道2015
20170910 22静岡 新金谷 大井川ふるさと弁当 おおいがわふるさとべんとう 1150 東海軒 東海軒 大井川鐵道2004
20170910 22静岡 新金谷 ＳＬの里茶飯弁当 えすえるのさとちゃめしべんとう 1150 東海軒 東海軒 大井川鐵道2005
20170910 22静岡 新金谷 特選幕の内弁当 とくせんまくのうちべんとう 1200 東海軒 東海軒 大井川鐵道2016
20170910 22静岡 新金谷 川根路三色弁当 かわねじさんしょくべんとう 1250 東海軒 東海軒 大井川鐵道2012
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20170910 22静岡 新金谷 味くらべ あじくらべ 1490 東海軒 東海軒 大井川鐵道
20120908 22静岡 天竜二俣 まいたけ弁当 まいたけべんとう 1000 きよみ 天竜浜名湖鉄道 JTB262 天竜浜名湖鉄道2009 平日は３個以上の予約販売

未 22静岡 天竜二俣 鰻どんこ弁当 うなぎどんこべんとう 1200 天竜膳三好 天竜浜名湖鉄道 JTB262 天竜浜名湖鉄道2017 平日は３個以上の予約販売
未 22静岡 天竜二俣 紅の助六弁当 くれないのすけろくべんとう 670 スシトヨ 天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖鉄道2017 平日は３個以上の予約販売
未 22静岡 浜松 まくのうち弁当 まくのうちべんとう 760 自笑亭 自笑亭 調製元

20190512 22静岡 浜松 納得のいく幕の内 なっとくのいくまくのうち 850 自笑亭 自笑亭 調製元
20041204 22静岡 浜松 赤飯弁当 せきはんべんとう 860 自笑亭 自笑亭 JTB043 調製元
20040904 22静岡 浜松 浜の釜めし はまのかまめし 990 自笑亭 自笑亭 JTB043 調製元
20031222 22静岡 浜松 しらす弁当 しらすべんとう 1050 自笑亭 自笑亭 JTB043 調製元
20140119 22静岡 浜松 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 1050 自笑亭 自笑亭 JTB043 阪神 調製元 2012
20031220 22静岡 浜松 喧嘩凧 けんかだこ 1050 自笑亭 自笑亭 JTB043 調製元 1987
20120917 22静岡 浜松 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 1070 自笑亭 自笑亭 JTB043 調製元 2012
20190512 22静岡 浜松 三ケ日牛ごぼうしぐれ＆プチうなぎ弁当 みっかびぎゅうごぼうしぐれあんどぷちうなぎべんとう 1260 自笑亭 自笑亭 JTB043 阪神 調製元 2018
20140109 22静岡 浜松 浜松三ケ日牛弁当 はままつみっかびぎゅうべんとう 1260 自笑亭 自笑亭 JTB043 調製元 2012
20190512 22静岡 浜松 うなぎまぶし うなぎまぶし 1480 自笑亭 自笑亭 JTB043 阪神 調製元 2018
20140406 22静岡 浜松 うなぎ飯 うなぎめし 1820 自笑亭 自笑亭 調製元
20120917 22静岡 浜松 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 2700 自笑亭 自笑亭 JTB043 調製元 2000
20170512 22静岡 新所原 うなぎ弁当 うなぎべんとう 1600 やまよし やまよし 当館 注文販売
20110417 22静岡 新所原 うなぎ弁当 うなぎべんとう 2100 やまよし やまよし 当館 注文販売
20170512 22静岡 新所原 うなぎ弁当 うなぎべんとう 2800 やまよし やまよし 当館 注文販売
20190526 23愛知 豊橋 助六寿司 すけろくずし 520 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB044 値上げの可能性あり
20181222 23愛知 豊橋 稲荷寿し いなりずし 580 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB044 阪神鶴屋 JTB44は５２０円

未 23愛知 豊橋 酒味串づくし しゅみくしづくし 570 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB044 値上げの可能性あり
20141012 23愛知 豊橋 稲荷詣で いなりもうで 570 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB044 値上げの可能性あり
20170225 23愛知 豊橋 三色稲荷 さんしょくいなり 650 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB044 阪神鶴屋 2001 JTB44は５９０円
20170225 23愛知 豊橋 ちくわ稲荷寿し ちくわいなりずし 710 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB044 阪神 2010 JTB44は６５０円
20190430 23愛知 豊橋 春のお好み稲荷 はるのおこのみいなり 670 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB044 2004 値上げの可能性あり

未 23愛知 豊橋 夏のお好み稲荷 なつのおこのみいなり 730 壷屋弁当部 壷屋弁当部 当館 2004
未 23愛知 豊橋 秋のお好み稲荷 あきのおこのみいなり 730 壷屋弁当部 壷屋弁当部 当館 2004

20170129 23愛知 豊橋 冬のお好み稲荷 ふゆのおこのみいなり 730 壷屋弁当部 壷屋弁当部 阪神 2004
20200425 23愛知 豊橋 幕の内弁当 まくのうちべんとう 870 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB044 当館 JTB44は７８０円
20190526 23愛知 豊橋 壺屋浪漫 つぼやろまん 830 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB044 2009 値上げの可能性あり
20030726 23愛知 豊橋 駅弁の日弁当 えきべんのひべんとう 880 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB044 値上げの可能性あり
20190526 23愛知 豊橋 ヒレカツ弁当 ひれかつべんとう 980 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB044 1986 値上げの可能性あり
20080320 23愛知 豊橋 中華風幕の内 ちゅうかふうまくのうち 980 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB044 値上げの可能性あり
20190526 23愛知 豊橋 吉田伝説 よしだでんせつ 1030 壷屋弁当部 壷屋弁当部 当館 2018
20141012 23愛知 豊橋 飯田線秘境駅オリジナル弁当 いいだせんひきょうえきおりじなるべんとう 1030 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB044 阪神 2010 値上げの可能性あり
20190430 23愛知 豊橋 手筒花火 てづつはなび 1130 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB044 1987 値上げの可能性あり

未 23愛知 豊橋 稲荷三種盛 いなりさんしゅもり 1134 壷屋弁当部 壷屋弁当部 阪神 2020 催事向け商品か
20150118 23愛知 豊橋 うなぎ飯 うなぎめし 2160 壷屋弁当部 壷屋弁当部 JTB044 阪神鶴屋 1907 JTB44は１６２０円

未 23愛知 名古屋 地雷也天むす じらいやてんむす 750 地雷也 地雷也 鶴屋
20200126 23愛知 名古屋 ひっぱりだこ飯名古屋版 ひっぱりだこめしなごやばん 1100 淡路屋 ＪＲＣＰ 阪神 2020
20200425 23愛知 名古屋 名古屋コーチンのっけお稲荷さん弁当 なごやこーちんのっけおいなりさんべんとう 750 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB046 2019

未 23愛知 名古屋 こだわりのみそ唐揚げ弁当 こだわりのみそからあげべんとう 900 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB046 駅弁なび 調製元 2017 旧「こだわりの唐揚げ弁当」
20031231 23愛知 名古屋 みそかつ弁当 みそかつべんとう 930 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB046

未 23愛知 名古屋 ひれ味噌かつ重 ひれみそかつじゅう 950 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB046 駅弁なび 調製元 2016
20170225 23愛知 名古屋 みそかつ＆大えびフライ弁当 みそかつあんどおおえびふらいべんとう 990 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB046 旧「みそかつ＆えびふりゃ～」「みそかつえびフライ弁当」

20151017 23愛知 名古屋 なごや満載 なごやまんさい 1080 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB045 2002 旧「特撰名古屋」
未 23愛知 名古屋 あいち牛牛めし あいちぎゅうぎゅうめし 1100 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB045 2017

20200116 23愛知 名古屋 えび天むすび えびてんむすび 648 だるま だるま 当館 ２０１２年以前に発売か
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未 23愛知 名古屋 だるまの海老めし天むす だるまのえびめしてんむす 700 だるま だるま 当館 2015
20120917 23愛知 名古屋 幕の内昭和 まくのうちしょうわ 700 だるま だるま 当館 2008
20120917 23愛知 名古屋 豊川名物いなり弁当 とよかわめいぶついなりべんとう 780 だるま だるま 当館 2011 価格は推定
20130101 23愛知 名古屋 幕の内紅白 まくのうちこうはく 864 だるま だるま 当館 2008 価格は推定、予約販売か
20200425 23愛知 名古屋 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 930 だるま だるま 当館 2019
20110129 23愛知 名古屋 大えびふらい弁当＆みそカツ おおえびふらいべんとうあんどみそかつ 980 だるま だるま 当館 2011

未 23愛知 名古屋 みそかつ入り幕の内 みそかついりまくのうち 1000 だるま だるま 当館
20041030 23愛知 名古屋 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 1000 だるま だるま 阪神鶴屋

20031222 23愛知 名古屋 だるまのみそかつヒレ重 だるまのみそかつひれじゅう 1000 だるま だるま 京王 2002
未 23愛知 名古屋 ひつまぶし巻き ひつまぶしまき 1000 だるま だるま 阪神

20102111 23愛知 名古屋 びっくりみそかつ びっくりみそかつ 1100 だるま だるま 当館 1999
20130126 23愛知 名古屋 どてみそかつ丼 どてみそかつどん 1100 だるま だるま 阪神 2013
20110120 23愛知 名古屋 大えびふらい弁当 おおえびふらいべんとう 1130 だるま だるま 当館 2011 価格は推定
20200121 23愛知 名古屋 柳橋右大臣の玉子焼き＆松阪牛１００％使用コロッケ弁当 やなぎばしうだいじんのたまごやきあんどまつさかうしひゃくぱーせんとしようころっけべんとう 1200 だるま だるま 当館 2019
20140113 23愛知 名古屋 尾張牛牛めし重 おわりぎゅうぎゅうめしじゅう 1200 だるま だるま 当館 2013 価格は推定、催事向け商品か

未 23愛知 名古屋 飛騨牛めし ひだぎゅうめし 1280 だるま だるま 当館 2017 価格は推定
20170119 23愛知 名古屋 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 1500 だるま だるま 当館 2000 値段は不詳
20101211 23愛知 名古屋 復刻弁当 ふっこくべんとう 770 松浦商店 松浦商店 JTB046 調製元 2007
20200108 23愛知 名古屋 こだま こだま 780 松浦商店 松浦商店 JTB046 京王阪神 調製元 1979

未 23愛知 名古屋 でっきゃあからあげ弁当 でっきゃあからあげべんとう 880 松浦商店 松浦商店 JTB046 調製元 旧「でかから弁当」
20170128 23愛知 名古屋 名古屋コーチンサンド なごやこーちんさんど 850 松浦商店 松浦商店 阪神 2016
20031220 23愛知 名古屋 コーチンわっぱめし こーちんわっぱめし 930 松浦商店 松浦商店 JTB046 調製元 2003

未 23愛知 名古屋 名古屋コーチンとり天むす なごやこーちんとりてんむす 930 松浦商店 松浦商店 当館 2016
未 23愛知 名古屋 鶏めし とりめし 950 松浦商店 松浦商店 調製元

20191109 23愛知 名古屋 松浦の味噌ヒレカツ重 まつうらのみそひれかつじゅう 980 松浦商店 松浦商店 JTB046 京王阪神 調製元 2019
20191026 23愛知 名古屋 親子めし おやこめし 1000 松浦商店 松浦商店 味の陣 2015

未 23愛知 名古屋 松浦のみそカツ まつうらのみそかつ 1000 松浦商店 松浦商店 JTB045 調製元
20120916 23愛知 名古屋 なごや なごや 1050 松浦商店 松浦商店 JTB045 調製元
20200119 23愛知 名古屋 松阪牛の黄金巻き まつさかうしのおうごんまき 1080 松浦商店 松浦商店 JTB045 阪神 調製元 2018
20200114 23愛知 名古屋 復刻版とり御飯 ふっこくばんとりごはん 1080 松浦商店 松浦商店 京王 2020
20170225 23愛知 名古屋 天下とり御飯 てんかとりごはん 1100 松浦商店 松浦商店 JTB045 調製元 1955 旧「特製とり御飯」

未 23愛知 名古屋 大えび天むす弁当 おおえびてんむすべんとう 1200 松浦商店 松浦商店 当館 2020 ２０２０年４月販売
20200126 23愛知 名古屋 松茸の釜飯 まつたけのかまめし 1200 松浦商店 松浦商店 阪神 2020 美濃太田駅弁の復刻

未 23愛知 名古屋 でらなごや でらなごや 1200 松浦商店 松浦商店 調製元 2019
20150124 23愛知 名古屋 松阪牛めし まつさかぎゅうめし 1280 松浦商店 松浦商店 JTB045 調製元 2012

未 23愛知 名古屋 松浦の松阪牛焼肉弁当 まつうらのまつさかうしやきにくべんとう 1340 松浦商店 松浦商店 JTB045 調製元 2016
20190420 23愛知 名古屋 松阪牛食べくらべ弁当 まつさかうしたべくらべべんとう 1350 松浦商店 松浦商店 JTB045 京王 調製元 2018
20151017 23愛知 名古屋 海女の玉手箱 あまのたまてばこ 1350 松浦商店 松浦商店 JTB045 2014

未 23愛知 名古屋 名古屋名物ひつまぶし弁当 なごやめいぶつひつまぶしべんとう 1500 松浦商店 松浦商店 京王
20080810 23愛知 名古屋 ひつまぶし弁当 ひつまぶしべんとう 1600 松浦商店 松浦商店 JTB045 阪神鶴屋 調製元
20190121 23愛知 名古屋 松阪牛よくばり弁当 まつさかうしよくばりべんとう 1890 松浦商店 松浦商店 当館 2019 催事向け商品

未 23愛知 名古屋 松阪牛焼肉と国産うなぎ弁当 まつさかうしやきにくとこくさんうなぎべんとう 1980 松浦商店 松浦商店 鶴屋 2020
20170225 24三重 関 鈴鹿亭の巻寿司 すずかていのまきずし 450 鈴鹿亭 関宿ふるさと会館 当館 現況不詳
20030726 24三重 松阪 松阪名物霜ふり寿司 まつさかめいぶつしもふりずし 1000 新竹商店 新竹商店 調製元 1965 予約販売
20040110 24三重 松阪 松阪名物黒毛和牛モー太郎寿司 まつさかめいぶつくろげわぎゅうもーたろうずし 1000 新竹商店 新竹商店 JTB274 京王 調製元 2003
20020106 24三重 松阪 本居宣長辨當 もとおりのりながべんとう 1100 新竹商店 新竹商店 JTB274 調製元 2001

未 24三重 松阪 幕の内弁当 まくのうちべんとう 1100 新竹商店 新竹商店 JTB274 調製元 予約販売
20030726 24三重 松阪 牛肉しぐれ弁当 ぎゅうにくしぐれべんとう 1100 新竹商店 新竹商店 調製元 1963 予約販売
20030726 24三重 松阪 すき焼き弁当 すきやきべんとう 1100 新竹商店 新竹商店 調製元 予約販売
20090118 24三重 松阪 五街道彩弁当 ごかいどういろどりべんとう 1100 新竹商店 新竹商店 JTB274 調製元 2008 JTB274は１２００円
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20051103 24三重 松阪 松阪名物黒毛和牛うまーいどん丼 まつさかめいぶつくろげわぎゅううまーいどんどん 1500 新竹商店 新竹商店 JTB274 調製元 2001
20200109 24三重 松阪 元祖特撰牛肉弁当 がんそとくせんぎゅうにくべんとう 1500 新竹商店 新竹商店 JTB274 京王阪神 調製元 1959
20130101 24三重 松阪 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 1500 新竹商店 新竹商店 JTB274 京王阪神鶴屋 調製元 2002
20110110 24三重 松阪 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 1500 新竹商店 新竹商店 JTB274 調製元 2010
20100109 24三重 松阪 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 1500 新竹商店 新竹商店 JTB274 2009
20170121 24三重 松阪 掛紙復刻黒毛和牛牛めし かけがみふっこくくろげわぎゅうぎゅうめし 1500 新竹商店 新竹商店 京王阪神 調製元 2017
20090124 24三重 松阪 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 1500 新竹商店 新竹商店 調製元
20080119 24三重 松阪 特上牛肉弁当 とくじょうぎゅうにくべんとう 2500 新竹商店 新竹商店 JTB274 調製元
20160116 24三重 松阪 松阪牛と本居宣長さんと松阪もめん まつさかうしともとおりのりながさんとまつさかもめん 3100 新竹商店 新竹商店 JTB274 調製元 2015
20080113 24三重 松阪 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 3800 新竹商店 新竹商店 JTB274 調製元 2007

未 24三重 松阪 牛肉弁当御膳（黒毛和牛ロース肉） ぎゅうにくべんとうごぜん 4000 新竹商店 新竹商店 JTB274 調製元 予約販売
未 24三重 松阪 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 5000 新竹商店 新竹商店 調製元 2007
未 24三重 松阪 牛肉弁当御膳（黒毛和牛ヒレ肉） ぎゅうにくべんとうごぜん 6000 新竹商店 新竹商店 JTB274 調製元 予約販売
未 25滋賀 米原 復刻いなりずし ふっこくいなりずし 350 井筒屋 井筒屋 調製元

20130101 25滋賀 米原 元祖鱒寿し（５個入） がんそますずし 650 井筒屋 井筒屋 JTB047 調製元 1937
未 25滋賀 米原 井筒屋の鶏めし いづつやのとりめし 900 井筒屋 井筒屋 JTB047 調製元 2015
未 25滋賀 米原 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 1000 井筒屋 井筒屋 JTB047 調製元 2012 １２～２月頃と６～８月頃販売

20040725 25滋賀 米原 おかかごはん おかかごはん 900 井筒屋 井筒屋 JTB047 調製元
20030125 25滋賀 米原 牛肉弁当 ぎゅうにくべんとう 1000 井筒屋 井筒屋 JTB047 駅弁図鑑 調製元

未 25滋賀 米原 おこのみめし おこのみめし 1000 井筒屋 井筒屋 JTB047 駅弁図鑑 調製元
20030829 25滋賀 米原 幕の内（四季） まくのうち 1050 井筒屋 井筒屋 JTB047 調製元
20100124 25滋賀 米原 元祖面構え鱒寿し がんそつらがまえますずし 1200 井筒屋 井筒屋 調製元 1937

未 25滋賀 米原 松茸めし まつたけめし 1100 井筒屋 井筒屋 調製元 ９～１０月頃販売
未 25滋賀 米原 ちらし寿し ちらしずし 1100 井筒屋 井筒屋 調製元 団体向け販売
未 25滋賀 米原 近江牛しょいめし おうみぎゅうしょいめし 1150 井筒屋 井筒屋 JTB047 駅弁図鑑 調製元 2019

20070129 25滋賀 米原 近江牛大入飯 おうみぎゅうおおいりめし 1150 井筒屋 井筒屋 JTB047 駅弁図鑑 京王阪神 調製元 2006
20150116 25滋賀 米原 湖北のおはなし こほくのおはなし 1200 井筒屋 井筒屋 JTB047 駅弁図鑑 京王阪神 調製元 1987 JTB47は1150円
20020316 25滋賀 米原 元祖鱒寿し がんそますずし 1200 井筒屋 井筒屋 JTB047 駅弁図鑑 京王 調製元 1937

未 25滋賀 米原 鯛寿し たいずし 1200 井筒屋 井筒屋 調製元 団体向け販売
20070812 25滋賀 米原 てき重（加熱式） てきじゅうかねつしき 1300 井筒屋 井筒屋 JTB047 駅弁図鑑 調製元
20030323 25滋賀 米原 ステーキ弁当 すてーきべんとう 1300 井筒屋 井筒屋 JTB047 駅弁図鑑 調製元 1975
20151017 25滋賀 米原 近江牛ステーキ重 おうみぎゅうすてーきじゅう 1600 井筒屋 井筒屋 当館 2013

未 25滋賀 草津 うばがもち（６粒入） うばがもち 300 南洋軒 南洋軒 当館 鉄道銘菓
20080810 25滋賀 草津 うばがもち（１２粒入） うばがもち 600 南洋軒 南洋軒 当館 鉄道銘菓

未 25滋賀 草津 うばがもち（１８粒入） うばがもち 900 南洋軒 南洋軒 当館 鉄道銘菓
20030323 25滋賀 草津 ひとくちいなり寿し ひとくちいなりずし 490 南洋軒 南洋軒 当館
20080810 25滋賀 草津 寿し すし 530 南洋軒 南洋軒 当館
20170225 25滋賀 草津 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 580 南洋軒 南洋軒 駅弁図鑑 2013
20170225 25滋賀 草津 忍者弁当 にんじゃべんとう 950 南洋軒 南洋軒 駅弁図鑑 京王 調製元 2017

未 25滋賀 草津 忍者牛めし にんじゃぎゅうめし 980 南洋軒 南洋軒 調製元 2019
20011112 25滋賀 草津 お鉢弁当 おはちべんとう 1000 南洋軒 南洋軒 駅弁図鑑 1990
20160124 25滋賀 草津 近江三方よし春 おうみさんぽうよしはる 1080 南洋軒 南洋軒 調製元 2016 ２～４月販売

未 25滋賀 草津 近江三方よし秋 おうみさんぽうよしあき 1080 南洋軒 南洋軒 調製元 2016 ９～１１月販売
20180120 25滋賀 草津 近江の鴨めし重 おうみのかもめしじゅう 1100 南洋軒 南洋軒 京王 調製元 2016
20190120 25滋賀 草津 四季の近江八景 しきのおうみはっけい 1150 南洋軒 南洋軒 京王 2019
20200118 25滋賀 草津 琵琶湖のあゆ姿煮弁当 びわこのあゆすがたにべんとう 1180 南洋軒 南洋軒 当館 2019

未 25滋賀 草津 近江牛和風すき焼き重 おうみぎゅうわふうすきやきじゅう 1180 南洋軒 南洋軒 京王 2017
未 25滋賀 草津 近江牛焼肉弁当 おうみぎゅうやきにくべんとう 1200 南洋軒 南洋軒 阪神 2019

20200121 25滋賀 草津 忍者すき焼き弁当 にんじゃすきやきべんとう 1250 南洋軒 南洋軒 京王 2020
20180120 25滋賀 草津 近江牛焼肉＆塩鶏チキンステーキ弁当（加熱式） おうみぎゅうやきにくあんどしおどりちきんすてーきべんとう 1280 南洋軒 南洋軒 調製元 2016



775 ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点） 全 2259225922592259 種のうち 1484148414841484 種を食べ、残り 775775775775 種
当館収集 都道府県主な販売駅 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

未 25滋賀 草津 近江牛の牛すじ弁当 おうみぎゅうのぎゅうすじべんとう 1280 南洋軒 南洋軒 当館 2018
20110114 25滋賀 草津 近江牛めし おうみぎゅうめし 1280 南洋軒 南洋軒 当館
20180123 25滋賀 草津 近江牛焼肉＆ハンバーグ弁当 おうみぎゅうやきにくはんばーぐべんとう 1300 南洋軒 南洋軒 阪神 調製元 2014
20090112 25滋賀 草津 近江牛すき焼き弁当 おうみぎゅうすきやきべんとう 1350 南洋軒 南洋軒 JTB185 駅弁図鑑 阪神鶴屋 調製元 2008 鶴屋は1200円

未 25滋賀 草津 近江牛にぎり寿司 おうみぎゅうにぎりずし 1400 南洋軒 南洋軒 鶴屋 2020
20200121 25滋賀 草津 忍者すき焼き＆ステーキ弁当 にんじゃすきやきあんどすてーきべんとう 1450 南洋軒 南洋軒 京王 2020

未 25滋賀 草津 松阪牛すき焼きと近江牛味噌仕立て まつさかうしすきやきとおうみぎゅうみそじだて 1450 南洋軒 南洋軒 京王 2018
未 25滋賀 草津 黒毛和牛ステーキ＆ハンバーグ弁当（加熱） くろげわぎゅうすてーきあんどはんばーぐべんとう 1580 南洋軒 南洋軒 調製元 2018

20160109 25滋賀 草津 近江牛すき焼き＆焼肉弁当 おうみぎゅうすきやきやきにくべんとう 1580 南洋軒 南洋軒 調製元 2015
未 25滋賀 草津 近江牛ステーキ＆しぐれ煮弁当 おうみぎゅうすてーきあんどしぐれにべんとう 2000 南洋軒 南洋軒 鶴屋 2020
未 26京都 京都 あなごちらしごはん あなごちらしごはん 950 なかがわ ＪＲＣＰ 調製元 2018
未 26京都 京都 ちりめん山椒ごはん ちりめんさんしょうごはん 980 なかがわ ＪＲＣＰ 調製元 2010
未 26京都 京都 たけのこごはんと京のおばんざい たけのこごはんときょうのおばんざい 1150 なかがわ ＪＲＣＰ 調製元 2013 ３～５月販売
未 26京都 京都 はもちらしごはんと京のおばんざい はもちらしごはんときょうのおばんざい 1190 なかがわ ＪＲＣＰ 調製元 2013 ６～８月販売
未 26京都 京都 松茸ごはんと京のおばんざい まつたけごはんときょうのおばんざい 1080 なかがわ ＪＲＣＰ 調製元 2012 ９～１１月販売
未 26京都 京都 かにちらし寿司と京のおばんざい かにちらしずしときょうのおばんざい 1390 なかがわ ＪＲＣＰ 調製元 2012 １２～２月販売

20180503 26京都 京都 鰆の西京焼と京のおばんざい さわらのさいきょうやきときょうのおばんざい 1190 なかがわ ＪＲＣＰ 調製元 2016
未 26京都 京都 手づくりおばんざい てづくりおばんざい 1190 なかがわ ＪＲＣＰ 調製元 2018

20160112 26京都 京都 うなぎちらしごはん うなぎちらしごはん 1690 なかがわ ＪＲＣＰ 調製元 2010
20200118 26京都 京都 うなぎとあなごのごはん うなぎとあなごのごはん 1800 なかがわ ＪＲＣＰ 京王 2020

未 26京都 京都 京ばら寿司 きょうばらずし 870 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB050 2018
未 26京都 園部 幕の内弁当 まくのうちべんとう 860 淡路屋（園部） 淡路屋（園部） 当館 駅前弁当

20180113 26京都 園部 栗めし くりめし 1100 淡路屋（園部） 淡路屋（園部） 京王 駅前弁当、秋季販売、要問合せ

20180113 26京都 園部 鮎寿し あゆずし 1300 淡路屋（園部） 淡路屋（園部） 京王 駅前弁当、秋季販売、要問合せ

20200125 26京都 福知山 大丹波光秀栗めし だいたんばみつひでくりめし 1200 淡路屋 （不明） 当館 2019
未 27大阪 新大阪 ええ肉重 ええにくじゅう 2430 一富士ケータリング 東海キヨスク 鶴屋
未 27大阪 新大阪 炭火焼肉たむらの焼肉重 すみびやきにくたむらのやきにくじゅう 1296 一富士ケータリング 東海キヨスク 鶴屋 2019 調製元は推定
未 27大阪 新大阪 京　俵むすび弁当 きょうたわらむすびべんとう 870 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB050 2017
未 27大阪 新大阪 ひと手間かけたからあげ弁当 ひとてまかけたからあげべんとう 900 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB048 2018
未 27大阪 新大阪 牛カルビ焼肉重 ぎゅうかるびやきにくじゅう 920 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB048 2016

20180711 27大阪 新大阪 シュウマイ弁當 しゅうまいべんとう 940 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB048 2004 かつて東京エリアで販売
20100124 27大阪 新大阪 近畿味めぐり弁当 きんきあじめぐりべんとう 1000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB048 2009

未 27大阪 新大阪 なにわちらし寿司 なにわちらしずし 1000 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB050 2018
20130506 27大阪 新大阪 京のおばんざい きょうのおばんざい 1080 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB048

未 27大阪 新大阪 近江牛焼肉とそぼろ重 おうみぎゅうやきにくとそぼろじゅう 1320 ＪＲＣＰ ＪＲＣＰ JTB048 2016
20120129 27大阪 新大阪 八角弁当 はちかくべんとう 1131 水了軒 ＪＲＣＰ JTB050 1975
20150125 27大阪 大阪難波 ビリケン弁当 びりけんべんとう 1029 一冨士ケータリング 近鉄リテーリング 当館 2010

未 28兵庫 新神戸 日本のおにぎり弁当神戸編 にっぽんのおにぎりべんとうこうべへん 360 淡路屋 淡路屋 当館 2018
未 28兵庫 新神戸 日本のおにぎり弁当明石編 にっぽんのおにぎりべんとうあかしへん 360 淡路屋 淡路屋 当館 2018
未 28兵庫 新神戸 日本のおにぎり弁当阪神編 にっぽんのおにぎりべんとうはんしんへん 360 淡路屋 淡路屋 当館 2018
未 28兵庫 新神戸 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 淡路屋 JTB052 駅弁図鑑 調製元 2012
未 28兵庫 新神戸 焼き鳥めし やきとりめし 680 淡路屋 淡路屋 当館 2019 芦屋駅で発売
未 28兵庫 新神戸 六甲山縦走弁当 ろっこうさんじゅうそうべんとう 680 淡路屋 淡路屋 JTB052 調製元 ２００４年以前から販売

20200415 28兵庫 新神戸 明石のおにぎり弁当 あかしのおにぎりべんとう 720 淡路屋 淡路屋 駅弁図鑑 調製元 2020 ２０２０年４月販売
未 28兵庫 新神戸 天むす てんむす 780 淡路屋 淡路屋 調製元 2019

20190919 28兵庫 新神戸 二種のお揚げのきつね寿し にしゅのおあげのきつねずし 800 淡路屋 淡路屋 JTB052 京王 調製元 2019 京王は京都駅弁
20170512 28兵庫 新神戸 きつねの鶏めし きつねのとりめし 850 淡路屋 淡路屋 京王 調製元 2016 京王は京都駅弁
20020714 28兵庫 新神戸 地鶏弁当 じどりべんとう 880 淡路屋 淡路屋 JTB052 駅弁図鑑

未 28兵庫 新神戸 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 淡路屋 駅弁図鑑 2013
20130223 28兵庫 新神戸 関西味めぐり かんさいあじめぐり 880 淡路屋 淡路屋 当館
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未 28兵庫 新神戸 春の味わい はるのあじわい 900 淡路屋 淡路屋 調製元 2020 春季販売
20100502 28兵庫 新神戸 神戸デリカ こうべでりか 920 淡路屋 淡路屋 当館 2005

未 28兵庫 新神戸 麓の牛めし ふもとのぎゅうめし 950 淡路屋 淡路屋 駅弁図鑑 2019
未 28兵庫 新神戸 神戸名物すきやき弁当 こうべめいぶつすきやきべんとう 950 淡路屋 淡路屋 駅弁図鑑 調製元 2018
未 28兵庫 新神戸 大阪名物焼肉弁当 おおさかめいぶつやきにくべんとう 980 淡路屋 淡路屋 ＪＲＳＮ 2019

20190920 28兵庫 新神戸 神戸麻婆すきやき弁当 こうべまーぼーすきやきべんとう 1000 淡路屋 淡路屋 京王 2019
未 28兵庫 新神戸 春旬たけのこ御飯 しゅんしゅんたけのこごはん 1000 淡路屋 淡路屋 駅弁図鑑 調製元 ３～５月販売

20110110 28兵庫 新神戸 京都牛膳 きょうとぎゅうぜん 1000 淡路屋 淡路屋 京王 2008 京王は京都駅弁
20180928 28兵庫 新神戸 大阪名物たこやき御飯 おおさかめいぶつたこやきごはん 1000 淡路屋 淡路屋 京王 2018
20171021 28兵庫 新神戸 西日本味めぐり にしにほんあじめぐり 1000 淡路屋 淡路屋 当館 2017
20131103 28兵庫 新神戸 肉めし にくめし 1030 淡路屋 淡路屋 JTB052 駅弁図鑑 1965

未 28兵庫 新神戸 春の小窓 はるのこまど 1050 淡路屋 淡路屋 ＪＲＳＮ
未 28兵庫 新神戸 あっちっち春のすきやき弁当 あっちっちはるのすきやきべんとう 1100 淡路屋 淡路屋 調製元 2013 春季販売
未 28兵庫 新神戸 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 1100 淡路屋 淡路屋 当館 2013 秋季販売

20180120 28兵庫 新神戸 リラックマはちみつチキンランチ りらっくまはちみつちきんらんち 1080 淡路屋 淡路屋 JTB052 京王阪神 2017
未 28兵庫 新神戸 春の彩り弁当 はるのいろどりべんとう 1100 淡路屋 淡路屋 調製元 2020 春季販売
未 28兵庫 新神戸 あっちっち春野菜のすきやき弁当 あっちっちはるやさいのすきやきべんとう 1100 淡路屋 淡路屋 調製元 2020 春季販売

20200121 28兵庫 新神戸 あっちっち冬野菜のすきやき弁当 あっちっちふゆやさいのすきやきべんとう 1100 淡路屋 淡路屋 当館 2019 冬季販売
20200119 28兵庫 新神戸 令和牛肉三種の神器弁当 れいわぎゅうにくさんしゅのじんぎべんとう 1100 淡路屋 淡路屋 京王 2019
20191026 28兵庫 新神戸 米田茶店かに寿し よねだちゃてんかにずし 1100 淡路屋 淡路屋 JTB052 京王阪神 調製元 2019 浜坂駅弁の復刻、阪神は城崎温泉駅弁

未 28兵庫 新神戸 京都おでかけ牛めし きょうとおでかけぎゅうめし 1100 淡路屋 淡路屋 JTB050 2020
20171230 28兵庫 新神戸 神戸のビフカツ弁当 こうべのびふかつべんとう 1100 淡路屋 淡路屋 JTB052 2017

未 28兵庫 新神戸 京都牛膳とだし巻き弁当 きょうとぎゅうぜんとだしまきべんとう 1100 淡路屋 淡路屋 駅弁図鑑 阪神鶴屋 2019 阪神と鶴屋は京都駅弁
20050801 28兵庫 新神戸 神戸食館 こうべしょっかん 1130 淡路屋 淡路屋 JTB051 駅弁図鑑

未 28兵庫 新神戸 春の吹き寄せごはん はるのふきよせごはん 1150 淡路屋 淡路屋 調製元 2020 春季販売
未 28兵庫 新神戸 春の旅路 はるのたびじ 1200 淡路屋 淡路屋 ＪＲＳＮ
未 28兵庫 新神戸 ことりっぷ旅するお弁当 ことりっぷたびするおべんとう 1200 淡路屋 淡路屋 ＪＲＳＮ 2017

20171221 28兵庫 新神戸 神戸のすきやきとステーキ弁当 こうべのすきやきとすてーきべんとう 1200 淡路屋 淡路屋 JTB051 駅弁図鑑 調製元 2015
20140924 28兵庫 新神戸 ５００系新幹線弁当 ごひゃくけいしんかんせんべんとう 1200 淡路屋 淡路屋 駅弁図鑑 京王阪神 2014
20161002 28兵庫 新神戸 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 1200 淡路屋 淡路屋 JTB051 京王阪神 2011

未 28兵庫 新神戸 淡路牛々詰め弁当. あわじぎゅうぎゅうづめべんとう 1200 淡路屋 淡路屋 JTB051 2020
20061028 28兵庫 新神戸 神戸のステーキ弁当 こうべのすてーきべんとう 1250 淡路屋 淡路屋 JTB051 調製元 2006

未 28兵庫 新神戸 但馬牛めし たじまぎゅうめし 1250 淡路屋 淡路屋 JTB051 駅弁図鑑
未 28兵庫 新神戸 春のあっちっちあなご三本仕立て はるのあっちっちあなごさんぼんじたて 1250 淡路屋 淡路屋 駅弁図鑑 京王阪神 2019 京王と阪神は大阪駅弁

20130118 28兵庫 新神戸 ＫＯＢＥワインステーキ弁当 こうべわいんすてーきべんとう 1250 淡路屋 淡路屋 当館
20160710 28兵庫 新神戸 夢の超特急０系新幹線弁当 ゆめのちょうとっきゅうぜろけいしんかんせんべんとう 1300 淡路屋 淡路屋 JTB051 京王 2016
20120818 28兵庫 新神戸 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 1350 淡路屋 淡路屋 JTB052 駅弁図鑑 調製元 2012

未 28兵庫 新神戸 あっちっち神戸のすきやきとステーキ弁当 あっちっちこうべのすきやきとすてーきべんとう 1380 淡路屋 淡路屋 駅弁図鑑 京王 調製元
20160109 28兵庫 新神戸 トワイライトエクスプレス弁当 とわいらいとえくすぷれすべんとう 1400 淡路屋 淡路屋 京王阪神 2015

未 28兵庫 新神戸 あっちっち但馬牛すきやき弁当 あっちっちたじまぎゅうすきやきべんとう 1400 淡路屋 淡路屋 JTB051 駅弁図鑑 2016
未 28兵庫 新神戸 しゃぶしゃぶ弁当松風 しゃぶしゃぶべんとうまつかぜ 1400 淡路屋 淡路屋 当館 1974

20190127 28兵庫 新神戸 ハローキティ新幹線弁当 はろーきてぃしんかんせんべんとう 1500 淡路屋 淡路屋 JTB051 阪神 調製元 2018
未 28兵庫 新神戸 村雨 むらさめ 2050 淡路屋 淡路屋 当館 予約販売

20171009 28兵庫 西明石 ひっぱりだこ飯 ひっぱりだこめし 1080 淡路屋 淡路屋 JTB052 駅弁図鑑 京王阪神鶴屋 調製元 1998
20200126 28兵庫 西明石 伊右衛門版ひっぱりだこ飯 いえもんばんひっぱりだこめし 1200 淡路屋 淡路屋 JTB051 阪神 調製元 2019
20190629 28兵庫 西明石 ゴジラ対ひっぱりだこ飯 ごじらたいひっぱりだこめし 1300 淡路屋 淡路屋 JTB051味の陣駅弁図鑑阪神 調製元 2019
20170117 28兵庫 西明石 金色のひっぱりだこ飯 きんいろのひっぱりだこめし 1350 淡路屋 淡路屋 阪神 調製元 2017
20200109 28兵庫 西明石 黄金のひっぱりだこ飯 おうごんのひっぱりだこめし 1380 淡路屋 淡路屋 京王 2020
20200109 28兵庫 西明石 銀色のひっぱりだこ飯 ぎんいろのひっぱりだこめし 1380 淡路屋 淡路屋 JTB051 京王阪神 調製元 2020
20200108 28兵庫 姫路 ハローキティ版ひっぱりだこ飯 はろーきてぃばんひっぱりだこめし 1400 淡路屋 淡路屋 JTB051 駅弁図鑑 京王阪神鶴屋 調製元 2020
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未 28兵庫 姫路 大名巻 だいみょうまき 750 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑 調製元
20030322 28兵庫 姫路 栗おこわ弁当 くりおこわべんとう 880 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑 調製元
20011230 28兵庫 姫路 おかめ弁当 おかめべんとう 920 まねき食品 まねき食品 JTB052 駅弁図鑑 調製元 1974

未 28兵庫 姫路 但馬牛恵方巻 たじまぎゅうえほうまき 950 まねき食品 まねき食品 当館 2017 ２月３日販売
未 28兵庫 姫路 あなご恵方巻 あなごえほうまき 980 まねき食品 まねき食品 当館 2020 ２月３日販売

20190113 28兵庫 姫路 台湾日本鶏めし味くらべ たいわんにほんとりめしあじくらべ 980 まねき食品 まねき食品 調製元 2018
未 28兵庫 姫路 但馬牛と十品目の野菜弁当 たじまぎゅうとじゅっひんもくのやさいべんとう 1000 まねき食品 まねき食品 阪神 2014

20011230 28兵庫 姫路 あなごめし あなごめし 1000 まねき食品 まねき食品 JTB052 駅弁図鑑 調製元 1974
未 28兵庫 姫路 春膳 はるぜん 1000 まねき食品 まねき食品 調製元 春季販売
未 28兵庫 姫路 夏膳 なつぜん 1000 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑 調製元 夏季販売
未 28兵庫 姫路 松茸秋膳 まつたけあきぜん 1080 まねき食品 まねき食品 調製元 秋季販売
未 28兵庫 姫路 かにちらし冬膳 かにちらしふゆぜん 1150 まねき食品 まねき食品 調製元 冬季販売

20200126 28兵庫 姫路 姫路駅豚かつめし ひめじえきぶたかつめし 1080 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑 調製元 2016
20040725 28兵庫 姫路 味づくし あじづくし 1080 まねき食品 まねき食品 JTB052 駅弁図鑑 調製元 2004
20140126 28兵庫 姫路 まねきのえきそば（乾麺） まねきのえきそば 1080 まねき食品 まねき食品 阪神 2013 土産用

未 28兵庫 姫路 旨い！たこめし うまいたこめし 1100 まねき食品 まねき食品 調製元 2013
20130413 28兵庫 姫路 鯛ずし（７貫） たいずし 1100 まねき食品 まねき食品 調製元 2010
20200202 28兵庫 姫路 姫路上寿司詰合せ ひめじじょうずしつめあわせ 1150 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑 調製元

未 28兵庫 姫路 コクみそ但馬牛牛めし弁当 こくみそたじまぎゅうぎゅうめしべんとう 1180 まねき食品 まねき食品 京王 2014
20120818 28兵庫 姫路 炭焼風あなご重 すみやきふうあなごじゅう 1180 まねき食品 まねき食品 京王 2012
20110122 28兵庫 姫路 但馬牛牛めし たじまぎゅうぎゅうめし 1180 まねき食品 まねき食品 JTB052 駅弁図鑑 京王阪神鶴屋 調製元 2010
20200116 28兵庫 姫路 但馬牛幕の内二段弁当 たじまぎゅうまくのうちにだんべんとう 1190 まねき食品 まねき食品 当館 2019

未 28兵庫 姫路 但馬牛と焼き穴子のあいのせ重 たじまぎゅうとやきあなごのあいのせじゅう 1200 まねき食品 まねき食品 京王阪神 2019
20180114 28兵庫 姫路 陣太鼓牡蠣御飯弁当 じんだいこかきごはんべんとう 1250 まねき食品 まねき食品 調製元 2014

未 28兵庫 姫路 牛かさね重 ぎゅうかさねじゅう 1250 まねき食品 まねき食品 阪神 2015
未 28兵庫 姫路 牛たん柚子味噌風味と但馬牛弁当 ぎゅうたんゆずみそふうみとたじまぎゅうべんとう 1280 まねき食品 まねき食品 阪神 2018

20200126 28兵庫 姫路 柚子味噌牛たん明太子弁当 ゆずみそぎゅうたんめんたいこべんとう 1300 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑 調製元 2020
未 28兵庫 姫路 炙り煮穴子と焼き穴子のあいのせ重 あぶりにあなごとやきあなごのあいのせじゅう 1300 まねき食品 まねき食品 京王阪神 2018

20200202 28兵庫 姫路 名代松前寿司 なだいまつまえずし 1350 まねき食品 まねき食品 駅弁図鑑 調製元
20200118 28兵庫 姫路 五色穴子の輝弁当 ごしきあなごのかがやきべんとう 1350 まねき食品 まねき食品 京王鶴屋 2020
20190116 28兵庫 姫路 四味穴子重 よんあじあなごじゅう 1350 まねき食品 まねき食品 当館 2019
20180114 28兵庫 姫路 牡蠣まつり丼 かきまつりどん 1380 まねき食品 まねき食品 京王阪神 2018
20160118 28兵庫 姫路 但馬牛かさね重 たじまぎゅうかさねじゅう 1390 まねき食品 まねき食品 阪神 2015
20190921 28兵庫 姫路 四味但馬牛重 よんあじたじまぎゅうじゅう 1580 まねき食品 まねき食品 当館 2019 東京駅で発売か
20170117 28兵庫 姫路 名代あなご寿司 なだいあなごずし 1800 まねき食品 まねき食品 JTB052 駅弁図鑑 調製元 1959

未 28兵庫 姫路 但馬牛贅沢三昧 たじまぎゅうぜいたくざんまい 1980 まねき食品 まねき食品 阪神鶴屋 2020 催事向け商品か
20080126 28兵庫 姫路 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 当館 1888 イベント向け商品、価格は様々
20200125 28兵庫 柏原 豚めし ぶためし 1080 レストラン山の駅 レストラン山の駅 当館 2017
20180127 28兵庫 和田山 但馬の里和牛弁当 たじまのさとわぎゅうべんとう 1080 福廼家総合食品 福廼家総合食品 JTB364 駅前弁当
20041107 28兵庫 和田山 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 1080 福廼家総合食品 福廼家総合食品 JTB364 2003 駅前弁当

未 28兵庫 和田山 こだわり釜めし こだわりかまめし 1080 福廼家総合食品 福廼家総合食品 駅前弁当、予約販売
未 28兵庫 和田山 和田山の福来釜めし わだやまのふっきかまめし 1100 福廼家総合食品 福廼家総合食品 阪神 2016 催事向け商品か

20190112 28兵庫 和田山 モ～牛牛づめ弁当 もーぎゅうぎゅうづめべんとう 1580 まねき食品 （不明） 京王阪神 2019 1995～2000年販売、デパートで復刻販売、阪神は姫路駅弁で1480円

20180119 28兵庫 城崎温泉 あっちっちかにめしとすきやき弁当 あっちっちかにめしとすきやきべんとう 1200 淡路屋 ＪＲＳＮ JTB364 2016
20200125 28兵庫 城崎温泉 香住漁港水揚げかに寿し かすみぎょこうみずあげかにずし 1280 アベ鳥取堂 ＪＲＳＮ 当館 2018 中身は鳥取駅弁「元祖かに寿し」

20200125 28兵庫 城崎温泉 城崎温泉お好みかに寿し湯めぐり三種盛り 1600 アベ鳥取堂 ＪＲＳＮ 当館 2018 中身は鳥取駅弁「お好みかに寿し」

未 29奈良 奈良 柿の葉寿司８個入（さば） かきのはずし 870 （不明） （不明） 京王
未 29奈良 奈良 柿の葉寿司５種１０個入 かきのはずし 1260 （不明） （不明） 京王

20031231 29奈良 吉野口 きぬ巻時雨寿司 きぬまきしぐれずし 480 柳屋 柳屋 当館 駅前弁当
20031231 29奈良 吉野口 鮎ずし あゆずし 820 柳屋 柳屋 当館 1911 駅前弁当
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20041211 29奈良 吉野口 柿の葉寿し かきのはずし 1080 柳屋 柳屋 当館 駅前弁当
20171117 29奈良 吉野口 柿の葉寿しミックス かきのはずしみっくす 1100 柳屋 柳屋 当館 駅前弁当
20011215 29奈良 五条 たなかの柿の葉すし たなかのかきのはすし 982 柿の葉すし本舗たなか 柿の葉すし本舗たなか 鶴屋ＪＲＳＮ 駅では１９８９年発売、各地で販売、ＪＲＳＮは９９０円

未 29奈良 五条 柿の葉すし鯖／鮭 かきのはすしさばさけ 1047 柿の葉すし本舗たなか 柿の葉すし本舗たなか 鶴屋
未 29奈良 五条 柿の葉すしさけ７個入 かきのはすしさけ 1140 柿の葉すし本舗たなか 柿の葉すし本舗たなか ＪＲＳＮ
未 29奈良 五条 柿の葉すし（さば／さけ／たい）７個入 かきのはすしさばさけたい 1180 柿の葉すし本舗たなか 柿の葉すし本舗たなか ＪＲＳＮ
未 29奈良 五条 柿の葉すしたい７個入 かきのはすしたい 1520 柿の葉すし本舗たなか 柿の葉すし本舗たなか ＪＲＳＮ
未 29奈良 五条 柿の葉すし（さば／さけ／たい）１４個入 かきのはすしさばさけたい 2360 柿の葉すし本舗たなか 柿の葉すし本舗たなか ＪＲＳＮ
未 29奈良 五条 柿の葉ずし味七色 かきのはずしあじなないろ 1050 柿の葉ずしヤマト （不明） ＪＲＳＮ
未 30和歌山 和歌山 小鯛雀寿し（３ヶ入） こだいすずめずし 540 和歌山水了軒 和歌山水了軒 当館

20190406 30和歌山 和歌山 鯛ちらし たいちらし 460 和歌山水了軒 和歌山水了軒 当館
20141018 30和歌山 和歌山 紀州うめどりてり焼弁当 きしゅううめどりてりやきべんとう 580 和歌山水了軒 和歌山水了軒 当館
20190113 30和歌山 和歌山 高菜めはり寿し たかなめはりずし 600 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JTB300 京王阪神

20040904 30和歌山 和歌山 熊野牛の巻寿し くまのぎゅうのまきずし 600 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JTB300 2004
未 30和歌山 和歌山 熊野牛ちらし くまのぎゅうちらし 630 和歌山水了軒 和歌山水了軒 当館
未 30和歌山 和歌山 さんま寿司 さんまずし 780 和歌山水了軒 和歌山水了軒 当館
未 30和歌山 和歌山 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 駅弁図鑑 2013
未 30和歌山 和歌山 柿の葉寿司 かきのはずし 880 和歌山水了軒 和歌山水了軒 JTB300
未 30和歌山 和歌山 さくら弁当 さくらべんとう 950 和歌山水了軒 和歌山水了軒 当館
未 30和歌山 和歌山 本わさび寿司 ほんわさびずし 950 和歌山水了軒 和歌山水了軒 当館
未 30和歌山 和歌山 さば寿司 さばずし 950 和歌山水了軒 和歌山水了軒 当館
未 30和歌山 和歌山 紀州葵弁当 きしゅうあおいべんとう 1000 和歌山水了軒 和歌山水了軒 当館

20181223 30和歌山 和歌山 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 JTB300 駅弁図鑑 京王阪神

未 30和歌山 和歌山 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 駅弁図鑑 2013
未 30和歌山 和歌山 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 当館 予約販売
未 30和歌山 和歌山 熊野牛弁当 くまのぎゅうべんとう 1300 和歌山水了軒 和歌山水了軒 当館 予約販売
未 30和歌山 和歌山 紀州銀の玉手箱 きしゅうぎんのたまてばこ 1500 和歌山水了軒 和歌山水了軒 駅弁図鑑 2011
未 30和歌山 和歌山 紀州金の玉手箱 きしゅうきんのたまてばこ 2000 和歌山水了軒 和歌山水了軒 駅弁図鑑 2011
未 30和歌山 和歌山 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 当館 予約販売

20040904 30和歌山 和歌山 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 JTB300 駅弁図鑑 1899
未 30和歌山 和歌山 小鯛寿し（６個入り） こだいずし 2700 和歌山水了軒 和歌山水了軒 当館

20181223 30和歌山 和歌山 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 当館 予約販売
20080506 30和歌山 白浜 弁鶏 べんけい 880 矢野 ＪＲＳＮ 当館 2008 価格は推定
20170128 30和歌山 白浜 紀州てまり弁当 きしゅうてまりべんとう 880 矢野 ＪＲＳＮ 当館 1983 価格は推定
20170128 30和歌山 白浜 パンダ弁当 ぱんだべんとう 880 矢野 ＪＲＳＮ 当館 2010 価格は推定

未 30和歌山 白浜 花暦 はなごよみ 1030 矢野 ＪＲＳＮ 当館 価格は推定、現況不詳
20040724 30和歌山 紀伊勝浦 さんま姿寿司 さんますがたずし 650 川柳 川柳 JTB302

未 30和歌山 紀伊勝浦 紀の国弁当 きのくにべんとう 750 川柳 川柳 JTB302
20040724 30和歌山 紀伊勝浦 鮪素停育 まぐろすてーき 1080 川柳 川柳 JTB302 よみがなは「まぐろすていく」とも

20100801 31鳥取 鳥取 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 JTB373
20200415 31鳥取 鳥取 鳥取おにぎり弁当 とっとりおにぎりべんとう 850 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 当館 2020 ２０２０年４月販売
20100801 31鳥取 鳥取 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 JTB373 1966
20040207 31鳥取 鳥取 あご寿し あごずし 880 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB373 駅弁図鑑 1965
20041230 31鳥取 鳥取 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 JTB372 駅弁図鑑
20200116 31鳥取 鳥取 お好み牛寿し おこのみぎゅうずし 1080 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 当館 ２０１５年以前に発売か
20170108 31鳥取 鳥取 鳥取大山豚のステーキ弁当 とっとりだいせんぶたのすてーきべんとう 1080 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB373 駅弁図鑑 京王 2016
20041230 31鳥取 鳥取 松茸わっぱ まつたけわっぱ 1100 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 阪神 2018
20080113 31鳥取 鳥取 鳥取三十二万石 とっとりさんじゅうにまんごく 1100 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 駅弁図鑑 2000
20051106 31鳥取 鳥取 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 JTB372 駅弁図鑑 阪神 2005
20041114 31鳥取 鳥取 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 1200 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB372 駅弁図鑑 2004
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20041230 31鳥取 鳥取 元祖かに寿し がんそかにずし 1280 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB372 駅弁図鑑 京王阪神 1952

未 31鳥取 鳥取 鳥取の恵方巻 とっとりのえほうまき 1300 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 当館 2018 ２月３日販売
20150110 31鳥取 鳥取 ゲゲゲの鬼太郎丼 げげげのきたろうどん 1350 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 駅弁図鑑 京王阪神 2014
20020111 31鳥取 鳥取 山陰鳥取かにめし さんいんとっとりかにめし 1350 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB372 駅弁図鑑 京王阪神 1999

未 31鳥取 鳥取 かにづくし弁当 かにづくしべんとう 1400 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB372 駅弁図鑑 京王阪神 2015
20090108 31鳥取 鳥取 いかすみ弁当黒めし いかすみべんとうくろめし 1400 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB372 駅弁図鑑 2004

未 31鳥取 鳥取 とっとりの居酒屋 とっとりのいざかや 1500 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB372 駅弁図鑑
20030208 31鳥取 鳥取 お好みかに寿し おこのみかにずし 1600 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB372 駅弁図鑑 1968

未 31鳥取 鳥取 かに幕の内 かにまくのうち 1600 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB372 駅弁図鑑
未 31鳥取 鳥取 焼きガニ弁当鳥取のかに小屋 やきがにべんとうとっとりのかにごや 1800 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 阪神 2017

20141025 31鳥取 鳥取 山陰鳥取の味さば寿し さんいんとっとりのあじさばずし 1850 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 JTB372 2001
未 31鳥取 鳥取 焼きガニあったか弁当鳥取のかに小屋 やきがにあったかべんとうとっとりのかにごや 2480 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 駅弁図鑑 2016 １１～３月販売

20100124 31鳥取 鳥取 特選笹かに寿し とくせんささかにずし 3000 アベ鳥取堂 アベ鳥取堂 駅弁図鑑 予約販売
20111003 31鳥取 米子 伯耆物語 ほうきものがたり 970 米吾 米吾 JTB375 駅弁図鑑
20141101 31鳥取 米子 大山おこわ弁当 だいせんおこわべんとう 1050 米吾 米吾 JTB375
20200505 31鳥取 米子 鳥取牛めし弁当 とっとりぎゅうめしべんとう 1100 米吾 米吾 当館 2014

未 31鳥取 米子 吾左衛門鮓蟹４貫 ござえもんずしかによんかん 1100 米吾 米吾 阪神
20011109 31鳥取 米子 かに寿司 かにずし 1200 米吾 米吾 JTB374
20130113 31鳥取 米子 吾左衛門寿し本舗海の宝箱 ござえもんずしほんぽうみのたからばこ 1200 米吾 米吾 JTB375 2008

未 31鳥取 米子 吾左衛門鮓鯖５貫（笹塩） ござえもんずしさばごかん 1200 米吾 米吾 調製元
未 31鳥取 米子 吾左衛門鮓鯖５貫（醤油） ござえもんずしさばごかん 1200 米吾 米吾 JTB375 阪神 調製元
未 31鳥取 米子 吾左衛門鮓５切セット ござえもんずしごきれせっと 1200 米吾 米吾 JTB375 鶴屋

20150117 31鳥取 米子 吾左衛門本舗蟹 ござえもんほんぽかに 1200 米吾 米吾 鶴屋 2015
20200505 31鳥取 米子 吾左衛門本舗穴子 ござえもんほんぽあなご 1200 米吾 米吾 鶴屋 2020

未 31鳥取 米子 大山どりの鶏三昧弁当 おおやまどりのとりざんまいべんとう 1250 米吾 米吾 JTB375 2017
未 31鳥取 米子 吾左衛門鮓（燻し鯖５貫） ござえもんずしいぶしさばごかん 1300 米吾 米吾 JTB375 調製元
未 31鳥取 米子 吾左衛門黒昆布巻き押し鮨鯖５貫入り ござえもんくろこんぶまきおしずしさばごかんいり 1300 米吾 米吾 鶴屋 2020
未 31鳥取 米子 吾左衛門鮓燻し鯖五貫入 ござえもんずしいぶしさばごかんいり 1300 米吾 米吾 阪神

20200505 31鳥取 米子 吾左衛門弁当 ござえもんべんとう 1400 米吾 米吾 JTB375 駅弁図鑑
20170526 31鳥取 米子 吾左衛門本舗（鯖） ござえもんほんぽさば 1450 米吾 米吾 JTB374
20170526 31鳥取 米子 吾左衛門本舗（蟹） ござえもんほんぽかに 1600 米吾 米吾 JTB374 鶴屋 鶴屋は１２００円
20080120 31鳥取 米子 吾左衛門鮓（漬け鯵） ござえもんずしづけあじ 1900 米吾 米吾 JTB374 駅弁図鑑 調製元 2007
20101114 31鳥取 米子 吾左衛門鮓（鯖） ござえもんずしさば 2000 米吾 米吾 JTB374 駅弁図鑑 阪神鶴屋 調製元 1978
20111003 31鳥取 米子 黒昆布巻き押し鮨鯖 くろこんぶまきおしずしさば 2100 米吾 米吾 調製元
20200505 31鳥取 米子 吾左衛門鮓（穴子） ござえもんずしあなご 2100 米吾 米吾 調製元

未 31鳥取 米子 吾左衛門鮓境港銀鮭 ござえもんずしさかいみなとぎんざけ 2100 米吾 米吾 調製元 2016
20200505 31鳥取 米子 吾左衛門鮓（燻し鯖） ござえもんずしいぶしさば 2100 米吾 米吾 JTB374 駅弁図鑑 調製元 2005
20030215 31鳥取 米子 吾左衛門鮓（蟹） ござえもんずしかに 2200 米吾 米吾 JTB374 駅弁図鑑 阪神 調製元
20200505 31鳥取 米子 吾左衛門鮓境港スモークサーモン ござえもんずしさかいみなとすもーくさーもん 2400 米吾 米吾 JTB374 調製元 2018

未 31鳥取 米子 吾左衛門鮓（鱒） ござえもんずします 2600 米吾 米吾 JTB374 駅弁図鑑 調製元
20040113 31鳥取 米子 吾左衛門鮓（鯛） ござえもんずしたい 2800 米吾 米吾 JTB374 駅弁図鑑 調製元 冬季販売
20190117 31鳥取 米子 吾左衛門鮓極上鯖 ござえもんずしごくじょうさば 2900 米吾 米吾 調製元

未 31鳥取 米子 吾左衛門鮓極上の蟹 ござえもんずしごくじょうのかに 3100 米吾 米吾 調製元
未 31鳥取 米子 吾左衛門鮓極上穴子 ござえもんずしごくじょうあなご 3100 米吾 米吾 調製元 2016
未 32島根 松江 おべんとう「勾玉」 おべんとうまがたま 980 一文字家 一文字家 JTB377

20061101 32島根 松江 赤貝めし弁当 あかがいめしべんとう 980 一文字家 一文字家 JTB377 駅弁図鑑 １０～３月販売
20130127 32島根 松江 出雲大社おそなえ三福かにさばしじみのもぐり寿司 いずもおおやしろおそなえさんふくかにさばしじみのもぐりずし 1100 一文字家 一文字家 当館 2013
20100214 32島根 松江 島根牛みそ玉丼 しまねぎゅうみそたまどん 1100 一文字家 一文字家 JTB377 駅弁図鑑 京王阪神鶴屋 2010
20170117 32島根 松江 島根牛すき焼き煮切り丼 しまねぎゅうすきやきにきりどん 1230 一文字家 一文字家 京王阪神鶴屋 2017
20120122 32島根 松江 出雲招福ちらし いずもしょうふくちらし 1240 一文字家 一文字家 JTB377 駅弁図鑑 京王 2010 京王は1270円
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20190116 32島根 松江 島根牛すき焼きもろみ丼 しまねぎゅうすきやきもろみどん 1250 一文字家 一文字家 京王阪神 2019 阪神は1200円

未 32島根 松江 蕎麦屋のだしめし そばやのだしめし 1280 一文字家 一文字家 当館 2017
20030114 32島根 松江 境港水揚げかに寿し さかいみなとみずあげかにずし 1320 一文字家 一文字家 JTB376
20110122 32島根 松江 蟹としじみのもぐり寿し かにとしじみのもぐりずし 1330 一文字家 一文字家 JTB376
20041230 32島根 松江 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 1370 一文字家 一文字家 JTB376 駅弁図鑑 2001 予約販売、１０～３月販売
20041114 32島根 松江 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 1400 一文字家 一文字家 JTB376 駅弁図鑑 2004
20080114 32島根 松江 境港水揚げかにめし さかいみなとみずあげかにめし 1420 一文字家 一文字家 JTB376 駅弁図鑑 2007 予約販売、１０～３月販売
20021110 32島根 松江 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 一文字家 一文字家 JTB376 駅弁図鑑 2000
20170128 32島根 松江 のどぐろ寿司 のどぐろずし 1450 一文字家 一文字家 当館 2017
20090112 32島根 松江 ごきげんべんとう ごきげんべんとう 1580 一文字家 一文字家 駅弁図鑑 1988 予約販売

未 32島根 木次 奥出雲和牛焼肉弁当 おくいずもわぎゅうやきにくべんとう 1000 マルマン雲南店 マルマン雲南店 出雲市 2017 トロッコ列車運転日の予約販売

20140601 32島根 出雲三成 仁多牛べんとう にたぎゅうべんとう 1000 竹葉 竹葉 出雲市 トロッコ列車運転日の販売
未 32島根 出雲横田 笹ずし ささずし 1100 飯田屋 飯田屋 出雲市 トロッコ列車運転日の土休日販売

未 32島根 亀嵩 亀嵩駅そば弁当 かめだけえきそばべんとう 750 扇屋そば 扇屋そば 出雲市 1973 火曜定休、「亀嵩駅の手打そば」を２０１９年頃にリニューアル

20140601 32島根 八川 トロッコそば弁当 とろっこそばべんとう 730 八川そば 八川そば 出雲市 トロッコ列車運転日の販売、火曜定休

20041003 32島根 津和野 かしわめし弁当 かしわめしべんとう 800 くぼた くぼた 駅弁図鑑 値上げの可能性あり
20041003 32島根 津和野 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、値上げの可能性あり

20041003 32島根 津和野 かにずし かにずし 870 くぼた くぼた 当館 価格は推定
20111001 32島根 津和野 鮎めし あゆめし 870 くぼた くぼた 当館 ＳＬ運転日販売
20041003 32島根 津和野 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、値上げの可能性あり

未 33岡山 岡山 黄ニラばらずし きにらばらずし 980 せとうち味倶楽部 ＪＲＳＮ 当館
20040815 33岡山 岡山 よこづなのおむすびころりん よこづなのおむすびころりん 1030 河本食品 ＪＲＳＮ JTB054 2004

未 33岡山 岡山 Ｎｉｋｕ－Ｍｕｓｕｂｉ にくむすび 1280 河本食品 ＪＲＳＮ 当館 2020
20141026 33岡山 岡山 特製幕の内岡山 とくせいまくのうちおかやま 1000 浜吉 ＪＲＳＮ JTB054 駅弁図鑑

未 33岡山 岡山 だし巻きとあなご弁当 だしまきとあなごべんとう 1200 浜吉 ＪＲＳＮ JTB053 阪神 2019
未 33岡山 岡山 瀬戸内名物あなごめし（焼あなご） せとうちめいぶつあなごめしやきあなご 1250 浜吉 ＪＲＳＮ JTB053 駅弁図鑑 京王
未 33岡山 岡山 おにぎり弁当 おにぎりべんとう 380 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 調製元 2018
未 33岡山 岡山 タルタル唐揚げ弁当 たるたるからあげべんとう 800 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 2020

20090524 33岡山 岡山 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 JTB054 調製元
20081122 33岡山 岡山 八角祭弁当 はっかくまつりべんとう 900 三好野本店 三好野本店 JTB054 駅弁図鑑 調製元

未 33岡山 岡山 豚生姜焼きとメンチカツ弁当 ぶたしょうがやきとめんちかつべんとう 900 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 2020
未 33岡山 岡山 スタミナ牛焼肉弁当 すたみなぎゅうやきにくべんとう 900 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 調製元 2020
未 33岡山 岡山 味折小町 あじおりこまち 900 三好野本店 三好野本店 JTB054 駅弁図鑑 調製元 2008

20040828 33岡山 岡山 栗おこわ弁当 くりおこわべんとう 900 三好野本店 三好野本店 JTB054 駅弁図鑑 阪神 調製元 1974
未 33岡山 岡山 岡山名物えびめしとデミカツ丼 おかやまめいぶつえびめしとでみかつどん 950 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 調製元 2018

20080113 33岡山 岡山 いいとこ鶏 いいとこどり 980 三好野本店 三好野本店 JTB054 駅弁図鑑 調製元 2007
未 33岡山 岡山 厚切りローストンカツ弁当 あつぎりろーすとんかつべんとう 1000 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 2020

20190919 33岡山 岡山 サンライズ出雲・瀬戸弁当 さんらいずいずもせとべんとう 1000 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 京王 調製元 2019
未 33岡山 岡山 おかやま豚スタミナ重 おかやまぶたすたみなじゅう 1000 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 調製元 2018

20150914 33岡山 岡山 山陽新幹線４０年旅物語せとうち日和 さんようしんかんせんよんじゅうねんたびものがたりせとうちびより 1000 三好野本店 三好野本店 JTB054 駅弁図鑑 調製元 2015
20040815 33岡山 岡山 桃太郎の祭ずし ももたろうのまつりずし 1000 三好野本店 三好野本店 JTB054 駅弁図鑑 京王阪神 調製元 1963

未 33岡山 岡山 四季の幕の内（春） しきのまくのうち 1000 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 2018 ３～５月販売
未 33岡山 岡山 四季の幕の内（夏） しきのまくのうち 1000 三好野本店 三好野本店 2018 ６～８月販売
未 33岡山 岡山 四季の幕の内（秋） しきのまくのうち 1000 三好野本店 三好野本店 2018 ９～１１月販売
未 33岡山 岡山 四季の幕の内（冬） しきのまくのうち 1000 三好野本店 三好野本店 2018 １２～２月販売
未 33岡山 岡山 季節のご飯とにぎわい弁当（春） きせつのごはんとにぎわいべんとうはる 1000 三好野本店 三好野本店 JTB054 駅弁図鑑 調製元 ３～５月販売
未 33岡山 岡山 季節のご飯とにぎわい弁当（夏） きせつのごはんとにぎわいべんとうなつ 1000 三好野本店 三好野本店 JTB054 調製元 ６～８月販売
未 33岡山 岡山 季節のご飯とにぎわい弁当（秋） きせつのごはんとにぎわいべんとうあき 1000 三好野本店 三好野本店 JTB054 調製元 ９～１１月販売
未 33岡山 岡山 季節のご飯とにぎわい弁当（冬） きせつのごはんとにぎわいべんとうふゆ 1000 三好野本店 三好野本店 JTB054 調製元 １２～２月販売

20090523 33岡山 岡山 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 JTB053 駅弁図鑑 調製元
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未 33岡山 岡山 厚切り牛ハラミと焼肉弁当 あつぎりぎゅうはらみとやきにくべんとう 1080 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 2020
20200118 33岡山 岡山 岡山名物デミカツ丼 おかやまめいぶつでみかつどん 1100 三好野本店 三好野本店 京王 2020
20070113 33岡山 岡山 お祭り弁当 おまつりべんとう 1150 三好野本店 三好野本店 JTB053 駅弁図鑑 調製元

未 33岡山 岡山 岡山名物大集合 おかやまめいぶつだいしゅうごう 1180 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 調製元 2019
未 33岡山 岡山 国産あなごと牛しぐれ煮弁当 こくさんあなごとぎゅうしぐれにべんとう 1180 三好野本店 三好野本店 JTB053 駅弁図鑑 調製元 2017 旧「瀬戸内名物あなごと牛しぐれ煮弁当」

20190120 33岡山 岡山 あったかえびめしとデミカツ丼 あったかえびめしとでみかつどん 1180 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 京王阪神 2016 １～４月販売
未 33岡山 岡山 岡山後楽園のお弁当（春） おかやまこうらくえんのおべんとう 1180 三好野本店 三好野本店 JTB053 駅弁図鑑 調製元 2014 ２～５月販売
未 33岡山 岡山 岡山後楽園のお弁当（夏） おかやまこうらくえんのおべんとう 1180 三好野本店 三好野本店 JTB053 調製元 2014 ６～８月販売

20130112 33岡山 岡山 岡山後楽園のお弁当（秋・冬） おかやまこうらくえんのおべんとう 1180 三好野本店 三好野本店 JTB053 阪神 調製元 2006 ９～１月販売
未 33岡山 岡山 極上のサーロインステーキと焼肉弁当 ごくじょうのさーろいんすてーきとやきにくべんとう 1200 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 2020

20190919 33岡山 岡山 ガチャピン・ムック弁当 がちゃぴんむっくべんとう 1200 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 京王阪神鶴屋 2019
20161002 33岡山 岡山 妖怪ウォッチ駅弁 ようかいうぉっちえきべん 1200 三好野本店 三好野本店 JTB053 駅弁図鑑 京王阪神 2016

未 33岡山 岡山 千屋牛すき焼き重 ちやぎゅうすきやきじゅう 1200 三好野本店 三好野本店 JTB053 駅弁図鑑 調製元 2015
未 33岡山 岡山 倉敷小町（春） くらしきこまち 1200 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 調製元 2018 ２～５月販売
未 33岡山 岡山 倉敷小町（夏） くらしきこまち 1200 三好野本店 三好野本店 調製元 2018 ６～８月販売

20171016 33岡山 岡山 倉敷小町（秋・冬） くらしきこまち 1200 三好野本店 三好野本店 調製元 2017 ９～１月販売
20180825 33岡山 岡山 ５００系ハローキティ新幹線弁当 ごひゃっけいはろーきてぃしんかんせんべんとう 1250 三好野本店 三好野本店 JTB053 駅弁図鑑 京王 調製元 2018
20190919 33岡山 岡山 カービィのえきべん かーびぃのえきべん 1280 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 阪神 2019 駅弁図鑑は１３８０円
20200102 33岡山 岡山 おしりたんてい弁当 おしりたんていべんとう 1280 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 阪神鶴屋 2019
20190809 33岡山 岡山 ドクターイエロー×ぐでたま弁当 どくたーいえろーばーさすぐでたまべんとう 1280 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 京王阪神鶴屋 調製元 2019
20190127 33岡山 岡山 ブラックシンカリオン弁当 ぶらっくしんかりおんべんとう 1280 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 京王阪神 2018
20190919 33岡山 岡山 ハローキティ弁当プレミアム はろーきてぃべんとうぷれみあむ 1380 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 京王阪神 2019
20190127 33岡山 岡山 桃太郎の祭ずしプレミアム ももたろうのまつりずしぷれみあむ 1380 三好野本店 三好野本店 駅弁図鑑 阪神 調製元 2018
20110921 33岡山 岡山 贈答用祭ずし ぞうとうようまつりずし 3100 三好野本店 三好野本店 JTB053 調製元

未 34広島 福山 いろどり弁当 いろどりべんとう 980 浜吉 浜吉 駅弁図鑑 2018
未 34広島 福山 すきやき弁当 すきやきべんとう 980 浜吉 浜吉 駅弁図鑑 2016
未 34広島 福山 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 浜吉 駅弁図鑑 2011 予約販売

20050801 34広島 福山 元祖珍辨たこめし がんそちんべんたこめし 1030 浜吉 浜吉 JTB055 駅弁図鑑 1953 三原駅で発売
20170203 34広島 福山 漫遊弁当 まんゆうべんとう 1080 浜吉 浜吉 JTB055 駅弁図鑑 2011
20051229 34広島 福山 特製幕の内福山 とくせいまくのうちふくやま 1100 浜吉 浜吉 JTB055 駅弁図鑑 2003

未 34広島 福山 広島の味覚かきめし ひろしまのみかくかきめし 1100 浜吉 浜吉 JTB055 駅弁図鑑 京王阪神 1980 １０～３月販売
20110206 34広島 福山 広島名物あなご重 ひろしまめいぶつあなごじゅう 1100 浜吉 浜吉 駅弁図鑑

未 34広島 福山 松茸・栗ごはん まつたけくりごはん 1100 浜吉 浜吉 駅弁図鑑 2014
20120120 34広島 福山 あなごあいのせ重 あなごあいのせじゅう 1150 浜吉 浜吉 JTB055 駅弁図鑑 京王阪神 2012
20040812 34広島 福山 福山ばら寿司 ふくやまばらずし 1150 浜吉 浜吉 JTB055 駅弁図鑑 2003
20041002 34広島 福山 福山観光双六弁当 ふくやまかんこうすごろくべんとう 1150 浜吉 浜吉 JTB055 駅弁図鑑 2003

未 34広島 福山 かきあなご弁当 かきあなごべんとう 1180 浜吉 浜吉 京王阪神 2016
未 34広島 福山 春彩すきやき弁当 しゅんさいすきやきべんとう 1200 浜吉 浜吉 駅弁図鑑 １２～６月販売

20031108 34広島 福山 松茸すきやき弁当 まつたけすきやきべんとう 1200 浜吉 浜吉 駅弁図鑑 2003 ７～１１月販売
20110113 34広島 福山 牛肉駅弁「大将」 ぎゅうにくえきべんたいしょう 1200 浜吉 浜吉 JTB055 駅弁図鑑 2009
20051119 34広島 福山 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 1250 浜吉 浜吉 JTB055 駅弁図鑑 阪神 2005

未 34広島 福山 天然活き〆あなごと牛肉弁当 てんねんいきじめあなごとぎゅうにくべんとう 1280 浜吉 浜吉 阪神 2019
20151115 34広島 福山 かきまんさい弁当 かきまんさいべんとう 1280 浜吉 浜吉 阪神 2015 催事向け商品か

未 34広島 福山 特選あなご重 とくせんあなごじゅう 1800 浜吉 浜吉 京王 2018
未 34広島 福山 天然活き〆あなごあいのせ重極み てんねんいきじめあなごあいのせじゅうきわみ 1880 浜吉 浜吉 阪神 2019
未 34広島 福山 特撰三種盛り弁当 とくせんさんしゅもりべんとう 1920 浜吉 浜吉 阪神 2020 催事向け商品か
未 34広島 新尾道 特製幕の内尾道 とくせいまくのうちおのみち 1100 浜吉 ＪＲＳＮ 駅弁図鑑
未 34広島 三原 特製幕の内浮城弁当 とくせいまくのうちうきしろべんとう 1100 浜吉 ＪＲＳＮ JTB055 駅弁図鑑 1978

20180928 34広島 広島 広島名物お好み焼き風豚玉めし ひろしまめいぶつおこのみやきふうぶたたまめし 980 三好野本店 中国ＳＣ開発 当館 2018
20190126 34広島 広島 ひっぱりだこ飯広島版 ひっぱりだこめしひろしまばん 1100 淡路屋 ＪＲＳＮ JTB057 阪神 2018
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未 34広島 広島 あなごだし巻き玉子弁当 あなごだしまきたまごべんとう 1200 浜吉 ＪＲＳＮ JTB056 2015
未 34広島 広島 ふく福結び ふくふくむすび 700 広島駅弁当 広島駅弁当 ＪＲＳＮ 2020

20141102 34広島 広島 大関むすび おおぜきむすび 700 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB057 駅弁図鑑
未 34広島 広島 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 JTB057 駅弁図鑑 2012

20011231 34広島 広島 山のおべんとう やまのおべんとう 800 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB057 駅弁図鑑 2001
20130916 34広島 広島 ふく寿司 ふくすし 870 広島駅弁当 広島駅弁当 当館 1989 かつての下関駅弁
20200415 34広島 広島 廣島おにぎり弁当 ひろしまおにぎりべんとう 880 広島駅弁当 広島駅弁当 当館 2020 ２０２０年４月販売

未 34広島 広島 ビックリたこめし びっくりたこめし 1080 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB057 駅弁図鑑
未 34広島 広島 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 JTB057 駅弁図鑑 2012
未 34広島 広島 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 JTB057 駅弁図鑑 2011

20110120 34広島 広島 とろーり穴子寿司 とろーりあなごずし 1080 広島駅弁当 広島駅弁当 京王阪神 2010
20200201 34広島 広島 瀬戸もみじ（豚蒲焼弁当） せともみじ 1080 広島駅弁当 広島駅弁当 当館 2019
20121213 34広島 広島 もみじ弁当 もみじべんとう 1100 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB057 駅弁図鑑
20200201 34広島 広島 広島旅弁当 ひろしまたびべんとう 1100 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB057 2015
20090211 34広島 広島 夫婦あなごめし めおとあなごめし 1180 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB056 駅弁図鑑 京王阪神 1992

未 34広島 広島 廣島上等弁当 ひろしまじょうとうべんとう 1188 広島駅弁当 広島駅弁当 当館 2004
20200201 34広島 広島 広島名物元就牛（元就牛牛めし弁当） ひろしまめいぶつもとなりぎゅう 1200 広島駅弁当 広島駅弁当 当館 2019

未 34広島 広島 瀬戸のかきめし せとのかきめし 1200 広島駅弁当 広島駅弁当 ＪＲＳＮ 2019
20121213 34広島 広島 清盛瀬戸の彩り弁当 きよもりせとのいろどりべんとう 1200 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB056 駅弁図鑑 2011 駅弁図鑑は１１８８円
20091115 34広島 広島 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 JTB056 京王阪神鶴屋 1968 １０月～３月販売、JTB56は1300円

20141102 34広島 広島 かきの土手わっぱ かきのどてわっぱ 1296 広島駅弁当 広島駅弁当 当館 2014
未 34広島 広島 穴子寿司 あなごずし 1300 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB056 駅弁図鑑

20190209 34広島 広島 とろ～り煮あなごめし とろーりにあなごめし 1300 広島駅弁当 広島駅弁当 当館 2015
20190119 34広島 広島 牡蠣あなご寿し かきあなごずし 1300 広島駅弁当 広島駅弁当 阪神 2019
20190127 34広島 広島 炙りあなごめし あぶりあなごめし 1400 広島駅弁当 広島駅弁当 京王鶴屋 2016
20041002 34広島 広島 活あなごめし いきあなごめし 1400 広島駅弁当 広島駅弁当 JTB056 駅弁図鑑 2003
20170303 34広島 宮島口 あなごめし弁当 あなごめしべんとう 2160 うえの ＪＲＳＮ JTB216 駅弁図鑑 京王阪神鶴屋 1901 駅前弁当、駅弁図鑑は１９４４円

未 35山口 徳山 周防のたこおどりめし すおうのたこおどりめし 980 徳山ふくセンター ＪＲＳＮ 調製元 2011
20100827 35山口 徳山 幸ふく弁当 こうふくべんとう 1080 徳山ふくセンター ＪＲＳＮ 調製元 2010

未 35山口 徳山 ふく刺し付き２，１６０円弁当 ふくさしつきにせんひゃくろくじゅうえんべんとう 2160 徳山ふくセンター 徳山ふくセンター 調製元 予約販売
20111001 35山口 新山口 ＳＬ弁当 えすえるべんとう 800 広島駅弁当 ＪＲＳＮ 当館 1995 ＳＬ列車運転日の販売か
20200415 35山口 新山口 山口ふくふくむすび弁当 やまぐちふくふくむすびべんとう 880 広島駅弁当 ＪＲＳＮ 当館 2020 ２０２０年４月販売
20200201 35山口 新山口 かしわめし かしわめし 920 広島駅弁当 ＪＲＳＮ 当館 2017
20200126 35山口 新山口 ふく福飯 ふくふくめし 1100 広島駅弁当 ＪＲＳＮ 阪神 2020
20090927 35山口 山口 薩長同盟弁当 さっちょうどうめいべんとう 864 すぎの子 ＪＲＳＮ 当館 2004 土休日販売、現況不詳

未 36徳島 貞光 鳴門うず芋 なるとうずいも 648 栗尾商店 栗尾商店 調製元 駅前販売の鉄道銘菓、１０～４月販売

20170604 36徳島 穴吹 ぶどう饅頭 ぶどうまんじゅう 950 日乃出本店 日乃出本店 調製元 1951 駅前販売の鉄道銘菓、２０１８年４月個包装化、発売年は駅での発売年

20170604 36徳島 川田 川田満んぢう（１５個入り） かわたまんじゅう 650 吉田商店 吉田商店 当館 1907 駅前販売の鉄道銘菓
未 37香川 高松 高松駅弁お弁当 たかまつえきべんおべんとう 600 ステーションクリエイト東四国 ステーションクリエイト東四国 JTB332 販売元 調製は三好野本店

20140209 37香川 高松 あなご飯 あなごめし 1000 ステーションクリエイト東四国 ステーションクリエイト東四国 JTB332 販売元 1960 調製は三好野本店
20150914 37香川 高松 サンポート高松幕の内弁当 さんぽーとたかまつまくのうちべんとう 1000 ステーションクリエイト東四国 ステーションクリエイト東四国 JTB332 販売元 2003 調製は三好野本店
20051105 37香川 高松 アンパンマン弁当 あんぱんまんべんとう 1200 ステーションクリエイト東四国 ステーションクリエイト東四国 JTB332 京王阪神鶴屋 販売元 2000 調製は三好野本店
20181221 37香川 高松 オリーブ牛牛肉弁当 おりーぶぎゅうぎゅうにくべんとう 1300 ステーションクリエイト東四国 ステーションクリエイト東四国 JTB332 販売元 2018 調製は三好野本店
20140119 37香川 高松 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 1300 ステーションクリエイト東四国 ステーションクリエイト東四国 JTB332 京王阪神鶴屋 販売元 2013 調製は三好野本店

未 37香川 高松 本気のたこめし ほんきのたこめし 1350 ステーションクリエイト東四国 ステーションクリエイト東四国 駅弁図鑑 京王阪神 調製元 2019 調製は三好野本店、岡山駅でも販売

未 38愛媛 今治 あなごちらし あなごちらし 700 二葉 二葉 JTB333 調製元
20090524 38愛媛 今治 幕の内弁当 まくのうちべんとう 890 二葉 二葉 JTB333 調製元
20200126 38愛媛 今治 鯛めし弁当 たいめしべんとう 930 二葉 二葉 JTB333 京王阪神 調製元

未 38愛媛 今治 鯛めし弁当 たいめしべんとう 1050 二葉 二葉 JTB333 調製元
20090524 38愛媛 今治 あなごめし あなごめし 1100 二葉 二葉 JTB333 調製元
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20070114 38愛媛 今治 お好み弁当（さくら） おこのみべんとうさくら 1100 二葉 二葉 JTB333 調製元

未 38愛媛 今治 お好み弁当（さざんか） おこのみべんとうさざんか 1150 二葉 二葉 JTB333 調製元
20180123 38愛媛 今治 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 1200 二葉 二葉 JTB333 京王鶴屋 調製元 2004

未 38愛媛 今治 盛合せずし もりあわせずし 1200 二葉 二葉 JTB333
20070114 38愛媛 今治 鯛めし弁当 たいめしべんとう 1300 二葉 二葉 JTB333 調製元

未 38愛媛 今治 夢のかけ橋 ゆめのかけはし 1350 二葉 二葉 JTB333 調製元 JTB333は１３６０円
20200126 38愛媛 今治 瀬戸の押寿司 せとのおしずし 1400 二葉 二葉 JTB333 阪神鶴屋 調製元 1986
20070127 38愛媛 松山 醤油めし しょうゆめし 780 三好野本店 四国キヨスク JTB334 京王阪神 1955 2018年まで鈴木弁当店が調製
20200108 38愛媛 松山 瀬戸内名物真鯛ブリ穴子の弁当 せとうちめいぶつまだいぶりあなごのべんとう 1000 三好野本店 四国キヨスク JTB334 駅弁図鑑 京王阪神 調製元 2017 岡山駅でも販売
20100814 39高知 高知 焼きさば寿司 やきさばずし 756 本池澤 四国キヨスク 当館

未 39高知 高知 三色駅弁 さんしょくえきべん 680 安藤商店 安藤商店 JTB350
未 39高知 高知 彩弁当 いろどりべんとう 1050 安藤商店 安藤商店 JTB350

20100814 39高知 高知 日曜市のオバア弁当 にちよういちのおばあべんとう 1050 安藤商店 安藤商店 当館 2010
20100110 39高知 高知 龍馬弁 りょうまべん 1050 安藤商店 安藤商店 JTB350 2010
20150913 39高知 高知 かつおたたき弁当 かつおたたきべんとう 1300 安藤商店 安藤商店 JTB350
20050123 39高知 高知 鯖の姿寿し さばのすがたずし 1500 安藤商店 安藤商店 京王阪神

20030321 39高知 中村 幕の内 まくのうち 700 大八 土佐くろしお鉄道 当館
20200412 40福岡 小倉 ミニ小倉かしわ みにこくらかしわ 480 北九州駅弁当 北九州駅弁当 当館 2020
20200411 40福岡 小倉 小倉のかしわ飯 こくらのかしわめし 780 北九州駅弁当 北九州駅弁当 当館
20200412 40福岡 小倉 お料理弁当春夏秋冬（幕の内かしわ飯） おりょうりべんとうしゅんかしゅうとう 880 北九州駅弁当 北九州駅弁当 当館
20110110 40福岡 小倉 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 1230 北九州駅弁当 北九州駅弁当 京王阪神鶴屋 2011
20011125 40福岡 小倉 おこわ無法松べんとう おこわむほうまつべんとう 880 北九州駅弁当 北九州駅弁当 当館

未 40福岡 折尾 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 予約販売
20141104 40福岡 折尾 かしわめし かしわめし 700 東筑軒 東筑軒 JTB397 調製元 1921
20140211 40福岡 折尾 かしわめし かしわめし 800 東筑軒 東筑軒 JTB397 京王阪神鶴屋 調製元 1921 ２０２０年３月値上げ、京王阪神鶴屋は７７０円

20170205 40福岡 折尾 幕の内 まくのうち 800 東筑軒 東筑軒 調製元
未 40福岡 折尾 幕の内（花膳） まくのうちはなぜん 980 東筑軒 東筑軒 調製元

20140209 40福岡 折尾 驛物語 えきものがたり 1080 東筑軒 東筑軒 調製元 2009
20051229 40福岡 折尾 大名道中駕籠かしわ だいみょうどうちゅうかごかしわ 1100 東筑軒 東筑軒 JTB397 京王阪神鶴屋 2006 ２０２０年３月値上げ、京王阪神鶴屋は１０３０円

20061102 40福岡 折尾 鉢盛かしわめし はちもりかしわめし 5200 東筑軒 東筑軒 調製元 予約販売
未 40福岡 博多 博多かしわおにぎり弁当 はかたかしわおにぎりべんとう 750 広島駅弁当 ＪＲＳＮ 当館 2020 ２０２０年４月販売

20200412 40福岡 博多 博多唐揚弁当 はかたからあげべんとう 880 北九州駅弁当 ＪＲＳＮ 当館 2006 価格は推定
未 40福岡 博多 博多地鶏弁当 はかたじどりべんとう 1050 北九州駅弁当 ＪＲＳＮ 当館 2015 過去に2011年発売の同名駅弁あり

20200412 40福岡 博多 博多和牛焼き肉弁当 はかたわぎゅうやきにくべんとう 1250 北九州駅弁当 ＪＲＳＮ 当館 2013
未 40福岡 博多 銀河鉄道９９９さくら ぎんがてつどうすりーないんさくら 1079 丸ふじ ＪＲＳＮ 当館 2011 現況不詳、価格は推定
未 40福岡 博多 掛紙復刻版かしわめし かけがみふっこくばんかしわめし 720 博多寿改良軒 ＪＲＳＮ 京王 2020
未 40福岡 博多 博多名物かしわめし はかためいぶつかしわめし 770 博多寿改良軒 ＪＲＳＮ 阪神 販売元 2020

20200202 40福岡 博多 九州よかたい弁当 きゅうしゅうよかたいべんとう 1080 博多寿改良軒 ＪＲＳＮ 販売元 2018
未 40福岡 博多 炙り活〆あなごめし あぶりいきじめあなごめし 1200 博多寿改良軒 ＪＲＳＮ 販売元 2020
未 40福岡 博多 贅沢かしわめし ぜいたくかしわめし 1000 松栄軒 ＪＲＳＮ 販売元 2017
未 40福岡 博多 鹿児島黒豚めんたい弁当 かごしまくろぶためんたいべんとう 1080 松栄軒 ＪＲＳＮ JTB059 販売元 2016 かつての鹿児島中央駅弁
未 40福岡 博多 華弁当 はなべんとう 1100 松栄軒 ＪＲＳＮ 販売元
未 40福岡 博多 辛子めんたいと博多地鶏めし からしめんたいとはかたじどりめし 1150 松栄軒 ＪＲＳＮ JTB059 販売元 2017
未 40福岡 博多 うまか！いか焼売と黒豚焼売弁当 うまかいかしゅうまいとくろぶたしゅうまいべんとう 1180 松栄軒 ＪＲＳＮ 販売元 2018
未 40福岡 博多 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 1200 松栄軒 ＪＲＳＮ 販売元 かつての鹿児島中央駅弁
未 40福岡 博多 うまか！牛タン辛子めんたい弁当 うまかぎゅうたんからしめんたいべんとう 1200 松栄軒 ＪＲＳＮ 販売元 2018

20190126 40福岡 博多 ひっぱりだこ飯福岡版 ひっぱりだこめしふくおかばん 1100 淡路屋 ＪＲＳＮ 阪神 2018
未 40福岡 博多 明太牛たん丼 めんたいぎゅうたんどん 1300 玄天（やまや） ＪＲＳＮ JTB059 販売元
未 40福岡 博多 海老・蟹わっぱ えびかにわっぱ 800 清広食品 ＪＲＳＮ 販売元

20120226 40福岡 博多 いわしずし いわしずし 870 清広食品 ＪＲＳＮ JTB060 販売元
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未 40福岡 博多 たかな寿し たかなずし 870 清広食品 ＪＲＳＮ 販売元
未 40福岡 博多 さば寿し さばずし 980 清広食品 ＪＲＳＮ JTB060 販売元

20200116 40福岡 博多 博多名物「かしわめし」 はかためいぶつかしわめし 860 博多寿改良軒 ＪＲＦＳ 京王阪神 2018 ２０１０年まで寿軒が調製
未 40福岡 博多 博多大東園（大東園焼き牛めし） はかただいとうえん 1200 博多寿改良軒 ＪＲＦＳ 当館 2019
未 40福岡 博多 博多鶏弁当 はかたとりべんとう 1080 グルメトラベラー ＪＲＦＳ 当館 2018
未 40福岡 博多 黒毛和牛膳 くろげわぎゅうぜん 1080 グルメトラベラー ＪＲＦＳ JTB059 2018
未 40福岡 博多 博多鶏菜 （不明） 1080 グルメトラベラー ＪＲＦＳ 当館 2019
未 40福岡 博多 九州一周味めぐり弁当 きゅうしゅういっしゅうあじめぐりべんとう 1500 グルメトラベラー ＪＲＦＳ 当館 2016
未 40福岡 博多 鯛のみそ寿し たいのみそずし 1300 清広食品 ＪＲＦＳ 当館
未 40福岡 博多 博多わっぱ弁当 はかたわっぱべんとう 740 中央軒 ＪＲＦＳ JTB060

20101231 40福岡 博多 娘てまり こてまり 870 中央軒 ＪＲＦＳ 当館 2007 ２０１０年まで寿軒が調製
20060101 40福岡 博多 香草物語 こうそうものがたり 930 中央軒 ＪＲＦＳ JTB060 2001 かつての久留米駅弁

未 40福岡 博多 長崎街道 ながさきかいどう 930 中央軒 ＪＲＦＳ 当館 2014
未 40福岡 博多 行楽弁当 こうらくべんとう 930 中央軒 ＪＲＦＳ 当館
未 40福岡 博多 山の幸釜めし やまのさちかまめし 1000 中央軒 ＪＲＦＳ 当館 2019
未 40福岡 博多 カニほたて釜めし かにほたてかまめし 1200 中央軒 ＪＲＦＳ 当館 2019
未 40福岡 博多 博多づくし はかたづくし 980 菜加川 ＪＲＦＳ 当館 2014
未 40福岡 博多 博多味自慢弁当 はかたあじじまんべんとう 1080 菜加川 ＪＲＦＳ 当館 2011
未 40福岡 博多 福岡博多おもてなし弁当 ふくおかはかたおもてなしべんとう 1080 菜加川 ＪＲＦＳ 当館 2018
未 40福岡 博多 博多玄海弁当 はかたげんかいべんとう 1080 菜加川 ＪＲＦＳ 当館
未 40福岡 博多 洋食屋さんの駅のハンバーグ弁当 ようしょくやさんのえきのはんばーぐべんとう 830 島川本店 ＪＲＦＳ 当館 2012
未 40福岡 博多 和食屋さんの駅のとんかつべんとう わしょくやさんのえきのとんかつべんとう 830 島川本店 ＪＲＦＳ 当館 2012
未 40福岡 博多 博多彩時記弁当 はかたさいじきべんとう 980 島川本店 ＪＲＦＳ JTB060 2011

20180709 40福岡 博多 島川特選焼肉弁当 しまかわとくせんやきにくべんとう 1080 島川本店 ＪＲＦＳ 当館 2013
20180709 40福岡 博多 手ごねハンバーグ弁当 てごねはんばーぐべんとう 950 みかげ ＪＲＦＳ 当館

未 40福岡 博多 ３種のからあげ味くらべ さんしゅのからあげあじくらべ 990 みかげ ＪＲＦＳ 当館 2017
20170204 40福岡 博多 博多のご褒美 はかたのごほうび 1000 みかげ ＪＲＦＳ 当館 2016

未 40福岡 博多 玄海のかぜ げんかいのかぜ 1280 みかげ ＪＲＦＳ 当館 2014
未 40福岡 博多 極黒豚かつサンド きわみくろぶたかつさんど 780 松栄軒 ＪＲＦＳ 当館 2017 かつての鹿児島中央駅弁
未 40福岡 博多 鹿児島黒豚Ｗ弁当 かごしまくろぶただぶるべんとう 1080 松栄軒 ＪＲＦＳ 当館 2018
未 40福岡 博多 駅弁屋の牛焼肉重 えきべんやのぎゅうやきにくじゅう 1100 松栄軒 ＪＲＦＳ 当館 2017
未 40福岡 博多 牛タン辛子めんたい弁当 ぎゅうたんからしめんたいべんとう 1250 松栄軒 ＪＲＦＳ 当館 2018
未 40福岡 博多 うまか！博多めんたい牛めし うまかはかためんたいぎゅうめし 1280 松栄軒 ＪＲＫＲ 京王阪神 2019

20190127 40福岡 博多 うまか！博多和牛めんたい弁当 うまかはかたわぎゅうめんたいべんとう 1280 松栄軒 ＪＲＦＳ 当館 2018
未 40福岡 博多 博多和牛炙りめんたい重 はかたわぎゅうあぶりめんたいじゅう 1300 松栄軒 ＪＲＦＳ 当館 2018
未 40福岡 博多 チキン南蛮弁当 ちきんなんばんべんとう 820 ＥＮＭ ＪＲＦＳ 当館 2017
未 40福岡 博多 博多の贅沢海苔弁 はかたのぜいたくのりべん 860 ＥＮＭ ＪＲＦＳ 当館 2019

20200412 40福岡 博多 鶏三昧 とりざんまい 890 ＥＮＭ ＪＲＦＳ 当館 2019
未 40福岡 博多 九州男児 きゅうしゅうだんじ 1000 ＥＮＭ ＪＲＦＳ 当館 2020

20200412 40福岡 博多 海苔弁 のりべん 1080 ＥＮＭ ＪＲＦＳ 当館 2019
未 40福岡 博多 博多食弁当 はかたしょくべんとう 1180 ＥＮＭ ＪＲＦＳ JTB059 2018
未 40福岡 博多 豊後牛博多明太弁当 ぶんごぎゅうはかためんたいべんとう 1300 博多いもっ子屋 ＪＲＦＳ 当館 2017

20200412 40福岡 博多 博多の味やまや特駅弁 はかたのあじやまやとくえきべん 1300 博多いもっ子屋 ＪＲＦＳ JTB059 当館 2019 JTB59「やまやの駅弁当」
未 40福岡 博多 辛子明太子と糸島豚弁当 からしめんたいこといとしまぶたべんとう 1400 博多いもっ子屋 ＪＲＦＳ 当館 2019
未 40福岡 博多 博多鯖寿司 はかたさばずし 1620 てら岡 ＪＲＦＳ 当館
未 40福岡 博多 板前さんのかしわ飯 いたまえさんのかしわめし 810 かめ田 ＪＲＦＳ 当館 2019

20200412 40福岡 博多 博多生明太子と有明海苔弁当 はかたなまめんたいことありあけのりべんとう 850 かめ田 ＪＲＦＳ 当館 2018
未 40福岡 博多 高級かしわめし こうきゅうかしわめし 890 かめ田 ＪＲＦＳ 調製元 2018
未 40福岡 博多 板前さんの和牛焚き込みご飯 いたまえさんのわぎゅうたきこみごはん 1080 かめ田 ＪＲＦＳ 当館 2019
未 40福岡 博多 懐石弁当 かいせきべんとう 1080 かめ田 ＪＲＦＳ 調製元 2018
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未 40福岡 久留米 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 JTB066
未 40福岡 久留米 高菜のたまてばこ たかなのたまてばこ 540 中央軒 ＪＲＫＲ JTB066

20171222 40福岡 久留米 肉めし にくめし 650 中央軒 ＪＲＫＲ JTB066 昭和４０年頃に久留米中央軒が発売

20171222 40福岡 久留米 久留米焼き鳥おむすび くるめやきとりおむすび 280 つつじ家 久留米観光コンベンション国際交流協会 当館 2010
20170204 41佐賀 鳥栖 復刻版焼麦 ふっこくばんしゃおまい 540 中央軒 中央軒 鶴屋 調製元 2003

未 41佐賀 鳥栖 おべんとう おべんとう 700 中央軒 中央軒 調製元 予約販売
20200108 41佐賀 鳥栖 かしわめし かしわめし 700 中央軒 中央軒 JTB066 京王 調製元 1913

未 41佐賀 鳥栖 復刻版かしわめし ふっこくばんかしわめし 720 中央軒 中央軒 阪神 2014
20011112 41佐賀 鳥栖 焼麦弁当 しゃおまいべんとう 740 中央軒 中央軒 JTB066 調製元 1986

未 41佐賀 鳥栖 愛菜べんとう あいさいべんとう 740 中央軒 中央軒 調製元 予約販売
20170204 41佐賀 鳥栖 花つくし はなつくし 760 中央軒 中央軒 調製元

未 41佐賀 鳥栖 肥前路弁当 ひぜんじべんとう 830 中央軒 中央軒 JTB066 調製元 1978
未 41佐賀 鳥栖 ゆふいんの旅 ゆふいんのたび 840 中央軒 中央軒 調製元 予約販売

20081108 41佐賀 鳥栖 あさりめし あさりめし 880 中央軒 中央軒 JTB066 阪神 調製元 2007 予約販売
20190203 41佐賀 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 JTB066 阪神鶴屋 調製元 1995

未 41佐賀 佐賀 おにぎり弁当 おにぎりべんとう 540 新玉 新玉 現況不詳
未 41佐賀 佐賀 のり弁当 のりべんとう 650 新玉 新玉 現況不詳

20110321 41佐賀 佐賀 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 JTB425 2006
未 41佐賀 佐賀 上かに寿し じょうかにずし 860 新玉 新玉 当館 2013 旧「特上かにちらしずし」

20051027 41佐賀 佐賀 錦弁当 にしきべんとう 1080 新玉 新玉 現況不詳
未 41佐賀 佐賀 上幕内弁当「華」 じょうまくのうちべんとうはな 1080 新玉 新玉 現況不詳

20051027 41佐賀 佐賀 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 JTB425 2004
20120330 41佐賀 武雄温泉 佐賀牛すき焼き弁当 さがぎゅうすきやきべんとう 1620 カイロ堂 カイロ堂 阪神鶴屋 2011
20140117 41佐賀 武雄温泉 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 1944 カイロ堂 カイロ堂 当館 2012
20200110 41佐賀 武雄温泉 佐賀牛ザブトンステーキ・ローストビーフ・ロースすき焼き弁当 さがぎゅうざぶとんすてーきろーすとびーふろーすすきやきべんとう 1998 カイロ堂 カイロ堂 京王阪神鶴屋 2020
20191014 41佐賀 有田 有田焼カレー（小） ありたやきかれー 1400 有田テラス 有田テラス 阪神 調製元 2012
20200108 41佐賀 有田 有田焼シチュー（Ｓ） ありたやきしちゅー 1700 有田テラス 有田テラス 京王 2013
20200108 41佐賀 有田 サンリオキャラクターズ有田焼カレー さんりおきゃらくたーずありたやきかれー 1620 有田テラス 有田テラス JTB425 京王阪神鶴屋 調製元 2019
20200108 41佐賀 有田 有田焼カレー ありたやきかれー 1890 有田テラス 有田テラス JTB425 京王阪神鶴屋 調製元 2007 調製元の旧名「創ギャラリーおおた」

未 41佐賀 有田 有田焼チーズケーキ ありたやきちーずけーき 1980 有田テラス 有田テラス 調製元 2018 鉄道銘菓
未 41佐賀 有田 有田焼カレー三種のチーズ盛 ありたやきかれーさんしゅのちーずもり 2160 有田テラス 有田テラス 阪神鶴屋 2018
未 42長崎 佐世保 お出汁をたっぷり含んだお稲荷さん おだしをたっぷりふくんだおいなりさん 400 匠庵 匠庵 当館 価格不詳、現況不詳
未 42長崎 佐世保 お出汁をたっぷり含んだお稲荷さんと出汁巻き卵 おだしをたっぷりふくんだおいなりさんとだしまきたまご 800 匠庵 匠庵 当館 2015 価格不詳、現況不詳
未 42長崎 佐世保 レモンステーキ弁当 れもんすてーきべんとう 1300 匠庵 匠庵 当館 2015 価格不詳
未 42長崎 長崎 角寿司詰合せ かくずしつめあわせ 535 やまと ＪＲＫＲ 当館

20090125 42長崎 長崎 角ずし かくずし 570 やまと ＪＲＫＲ 当館
未 42長崎 長崎 ちらし寿し ちらしずし 594 やまと ＪＲＫＲ 当館
未 42長崎 長崎 角寿し弁当 かくずしべんとう 950 やまと ＪＲＫＲ 当館

20051028 42長崎 長崎 坂本屋角煮めし さかもとやかくにめし 850 坂本屋 ＪＲＫＲ JTB426 2005 JTB426「角煮めし弁当」
20051028 42長崎 長崎 長崎街道弁当 ながさきかいどうべんとう 1100 いずや弁当 ＪＲＫＲ JTB426 2005
20110124 42長崎 長崎 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 JTB426 京王阪神 2005

未 42長崎 長崎 ながさき鯨カツ弁当浦上そぼろ ながさきくじらかつべんとううらかみそぼろ 1300 くらさき ＪＲＫＲ 阪神 2020 催事向け商品か
20120122 42長崎 長崎 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 JTB426 2012
20200114 42長崎 長崎 ながさき鯨カツ鯨ステーキ弁当 ながさきくじらかつくじらすてーきべんとう 1404 くらさき ＪＲＫＲ 京王 2020

未 42長崎 長崎 長崎和華蘭弁当 ながさきわからんべんとう 1080 旬彩ながや ＪＲＫＲ JTB426 2018 調製元は店名。社名は「F.デザインNAGASAKI」か。

未 42長崎 長崎 南島原豚と椎茸のごちそう弁当 みなみしまばらぶたとしいたけのごちそうべんとう 1080 長崎居酒屋和 ＪＲＫＲ 当館 2018 調製元は店名。社名は「F.デザインNAGASAKI」か。

未 42長崎 長崎 長崎ミックスフライトルコライス ながさきみっくすふらいとるこらいす 1080 肉酒場さくら其の一 ＪＲＫＲ JTB426 2018 調製元は店名。社名は「F.デザインNAGASAKI」か。

未 42長崎 長崎 長崎和牛弁当 ながさきわぎゅうべんとう 1274 肉酒場さくら其の一 ＪＲＫＲ JTB426 2019 調製元は店名。社名は「F.デザインNAGASAKI」か。

20200119 42長崎 長崎 長崎角煮めし ながさきかくにめし 1150 松栄軒 ＪＲＫＲ 京王阪神 2019
未 43熊本 新玉名 長崎名物牛レモンステーキ弁当 ながさきめいぶつぎゅうれもんすてーきべんとう 1150 松栄軒 ＪＲＫＲ JTB426 2019
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未 43熊本 新玉名 とりごぼうおこわ とりごぼうおこわ 330 藤井重子 玉名観光協会 販売元 2017
20130209 43熊本 新玉名 山菜寿司 さんさいずし 600 日本料理たがみ 玉名観光協会 販売元 2012
20130209 43熊本 新玉名 山菜とりめし さんさいとりめし 650 日本料理たがみ 玉名観光協会 販売元 2012
20170326 43熊本 新玉名 あなごひつまぶし弁当 あなごひつまぶしべんとう 1100 日本料理たがみ 玉名観光協会 当館 2016
20140211 43熊本 新玉名 肥後牛とあそび豚弁当 ひごぎゅうとあそびとんべんとう 1100 日本料理たがみ 玉名観光協会 当館 2013
20140211 43熊本 新玉名 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 1200 日本料理たがみ 玉名観光協会 当館 2012
20180203 43熊本 立野 ニコニコ饅頭 にこにこまんじゅう 450 ニコニコ屋 ニコニコ屋 当館 1907 駅前で販売、鉄道銘菓
20170325 43熊本 南阿蘇白水高原たっぷり赤牛牛めし弁当 たっぷりあかうしぎゅうめしべんとう 1300 （不明） （不明） 当館 2017 土休日販売、２０２０年に現存を確認

20180203 43熊本 宇土 うと餅 うともち 324 うと餅本舗城南堂 ヤマザキショップ 当館 駅前で販売、鉄道銘菓
20180203 43熊本 宇土 小袖餅 こそでもち 320 小袖餅本舗 小袖餅本舗 当館 駅前で販売、鉄道銘菓

未 43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 1000 頼藤商店 ＪＲＫＲ JTB066
20120212 43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 1250 頼藤商店 ＪＲＫＲ JTB066 阪神 2011 JTB66は１１５０円
20051230 43熊本 新八代 阿蘇赤うし あそあかうし 1250 頼藤商店 ＪＲＫＲ JTB066 2005
20070127 43熊本 新八代 天草大王地鶏めし あまくさだいおうじどりめし 1300 頼藤商店 ＪＲＫＲ JTB066 阪神 JTB66は１２００円
20040110 43熊本 新八代 鮎屋三代 あゆやさんだい 1350 頼藤商店 ＪＲＫＲ JTB066 京王阪神 2004
20130119 43熊本 新八代 鮎屋三代塩焼き弁当 あゆやさんだいしおやきべんとう 1350 頼藤商店 ＪＲＫＲ 京王 2013
20161022 43熊本 人吉 サンドイッチ さんどいっち 390 人吉駅弁やまぐち 人吉駅弁やまぐち 当館
20050911 43熊本 人吉 山麓おむすび さんろくおむすび 490 人吉駅弁やまぐち 人吉駅弁やまぐち 当館
20090215 43熊本 人吉 栗おこわ くりおこわ 1200 人吉駅弁やまぐち 人吉駅弁やまぐち JTB474 阪神鶴屋

20161022 43熊本 人吉 栗めし くりめし 1200 人吉駅弁やまぐち 人吉駅弁やまぐち JTB474 阪神鶴屋 1965
20200202 43熊本 人吉 鮎ずし あゆずし 1200 人吉駅弁やまぐち 人吉駅弁やまぐち JTB474 阪神 1955
20161023 43熊本 人吉 鶏のてりやき弁当 とりのてりやきべんとう 1200 人吉駅弁やまぐち 人吉駅弁やまぐち JTB474 2007
20161023 43熊本 人吉 山彦かしわめし やまびこかしわめし 1200 人吉駅弁やまぐち 人吉駅弁やまぐち 阪神 2013
20030412 43熊本 人吉 椿べんとう つばきべんとう 1100 人吉駅弁やまぐち 人吉駅弁やまぐち 当館

未 43熊本 大畑 炭火焼き九州産和牛ヒレサンドイッチ すみびやききゅうしゅうさんわぎゅひれさんどいっち 5000 CLASSIC RAILWAY HOTEL CLASSIC RAILWAY HOTEL 調製元 2020 前日までの予約販売
未 43熊本 大畑 炭火焼き九州産和牛ヒレサンドイッチ すみびやききゅうしゅうさんわぎゅひれさんどいっち 10000 CLASSIC RAILWAY HOTEL CLASSIC RAILWAY HOTEL 調製元 2020 前日までの予約販売
未 43熊本 大畑 （名称不詳） （名称不詳） 20000 CLASSIC RAILWAY HOTEL CLASSIC RAILWAY HOTEL 調製元 2020 前日までの予約販売

20150205 44大分 別府 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 1080 ＴＡＫＥＹＡ ＴＡＫＥＹＡ 当館 2005 予約販売か
未 44大分 大分 焼さばバッテラ やきさばばってら 670 寿し由 ＪＲＫＲ 当館 現況不詳

20141103 44大分 大分 豊後水道味めぐり ぶんごすいどうあじめぐり 1200 寿し由 ＪＲＫＲ 京王 2013
未 44大分 大分 とり天にぎり寿し とりてんにぎりずし 1200 寿し由 ＪＲＫＲ 京王阪神 2016

20141103 44大分 大分 山海三昧 さんかいざんまい 1400 寿し由 ＪＲＫＲ 京王阪神 2014
20170121 44大分 大分 なごり雪 なごりゆき 1400 寿し由 ＪＲＫＲ 阪神 2015
20120225 44大分 大分 かあちゃんのまくべんとう かあちゃんのまくべんとう 495 寿本舗 ＪＲＫＲ 当館 現況不詳

未 44大分 大分 おにぎり弁当 おにぎりべんとう 495 寿本舗 ＪＲＫＲ 当館
未 44大分 大分 とんかつ弁当 とんかつべんとう 618 寿本舗 ＪＲＫＲ 当館 現況不詳
未 44大分 大分 大分づくし おおいたづくし 864 寿本舗 ＪＲＫＲ 当館

20200125 44大分 大分 中津風唐揚げ弁当 なかつふうからあげべんとう 880 松栄軒 ＪＲＫＲ 当館 2018 新大阪駅で発売
未 45宮崎 宮崎 ミニ椎茸めし みにしいたけめし 570 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 当館

20110311 45宮崎 宮崎 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 当館 2009 掛紙は「豚丼」
20131129 45宮崎 宮崎 幕の内弁当 まくのうちべんとう 760 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JTB470
20051231 45宮崎 宮崎 元祖椎茸めし がんそしいたけめし 800 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JTB470 京王 1953
20110311 45宮崎 宮崎 日向鶏弁当 ひゅうがどりべんとう 900 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JTB470 2002
20110311 45宮崎 宮崎 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 JTB470 2000
20030908 45宮崎 宮崎 上等椎茸めし じょうとうしいたけめし 1000 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JTB470 阪神 1975
20110311 45宮崎 宮崎 上等幕の内弁当 じょうとうまくのうちべんとう 1070 宮崎駅弁当 宮崎駅弁当 JTB470

未 45宮崎 西都城 プチかしわめし ぷちかしわめし 540 せとやま弁当 せとやま弁当 当館 駅前弁当、木曜定休、現況不詳

未 45宮崎 西都城 かしわめし かしわめし 600 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB472 1955 駅前弁当、木曜定休
未 45宮崎 西都城 ゆかりめし ゆかりめし 760 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB472 駅前弁当、木曜定休
未 45宮崎 西都城 山里の味栗めし やまざとのあじくりめし 760 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB472 駅前弁当、木曜定休



775 ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点） 全 2259225922592259 種のうち 1484148414841484 種を食べ、残り 775775775775 種
当館収集 都道府県主な販売駅 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
20161023 45宮崎 西都城 幕の内弁当 まくのうちべんとう 760 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB472 駅前弁当、木曜定休
20161023 45宮崎 西都城 かしわめし かしわめし 760 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB472 1955 駅前弁当、木曜定休
20060129 45宮崎 西都城 盆地の牛めし ぼんちのぎゅうめし 920 せとやま弁当 せとやま弁当 JTB472 1989 駅前弁当、木曜定休

未 45宮崎 西都城 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 JTB472 駅前弁当、木曜定休
未 45宮崎 西都城 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 JTB472 駅前弁当、木曜定休
未 45宮崎 西都城 わいわいかしわめし わいわいかしわめし 2700 せとやま弁当 せとやま弁当 当館 駅前弁当、木曜定休、現況不詳

20170205 46鹿児島 鹿児島中央鹿児島極黒豚かつサンド かごしまきわみくろぶたかつさんど 780 松栄軒 ＪＲＫＲ 当館 2017
未 46鹿児島 鹿児島中央美味満彩弁当 びみまんさいべんとう 870 松栄軒 ＪＲＫＲ 当館 2013

20141104 46鹿児島 鹿児島中央桜島鶏のから揚げ御膳 さくらじまとりのからあげごぜん 910 松栄軒 ＪＲＫＲ 当館 2012
20051230 46鹿児島 鹿児島中央えびめし えびめし 930 松栄軒 ＪＲＫＲ JTB066 1959 出水駅で発売
20200108 46鹿児島 鹿児島中央桜島とりめし さくらじまとりめし 980 松栄軒 ＪＲＫＲ 京王阪神 2010 京王と阪神は出水駅弁

未 46鹿児島 鹿児島中央とりめし恵方巻 とりめしえほうまき 1000 松栄軒 ＪＲＫＲ 調製元 ２月３日販売
未 46鹿児島 鹿児島中央極黒豚恵方巻き きわみくろぶたえほうまき 1000 松栄軒 ＪＲＫＲ 調製元 ２月３日販売
未 46鹿児島 鹿児島中央黒豚とんかつ御膳 くろぶたとんかつごぜん 1080 松栄軒 ＪＲＫＲ ＪＲＳＮ

20181007 46鹿児島 鹿児島中央「極」黒豚めし きわみくろぶためし 1080 松栄軒 ＪＲＫＲ JTB068 京王阪神 2006
未 46鹿児島 鹿児島中央極鹿児島黒豚めし きわみかごしまくろぶためし 1080 （不明） （不明） JTB068
未 46鹿児島 鹿児島中央鹿児島黒豚づくし弁当 かごしまくろぶたづくしべんとう 1100 松栄軒 ＪＲＫＲ 阪神 2020 催事向け商品か

20200118 46鹿児島 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 1100 松栄軒 ＪＲＫＲ 京王鶴屋 2009
20161023 46鹿児島 鹿児島中央黒豚横丁 くろぶたよこちょう 1150 松栄軒 ＪＲＫＲ JTB068 2007
20161022 46鹿児島 鹿児島中央黒豚三昧 くろぶたざんまい 1080 松栄軒 ＪＲＫＲ 当館 2016
20161022 46鹿児島 鹿児島中央鹿児島弁当 かごしまべんとう 1080 松栄軒 ＪＲＫＲ 当館

未 46鹿児島 鹿児島中央春収穫黒豚筍めし はるしゅうかくくろぶたたけのこめし 1080 松栄軒 ＪＲＫＲ 当館 2013
未 46鹿児島 鹿児島中央秋収穫黒豚松茸栗めし あきしゅうかくくろぶたまつたけくりめし 1080 松栄軒 ＪＲＫＲ 当館 2015

20180114 46鹿児島 鹿児島中央鹿児島黒豚焼肉西郷どん丼 かごしまくろぶたやきにくせごどんどん 1100 松栄軒 ＪＲＫＲ 当館 2017
20110129 46鹿児島 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 ＪＲＫＲ 当館 2011
20161022 46鹿児島 鹿児島中央牛肉三昧 ぎゅうにくざんまい 1150 松栄軒 ＪＲＫＲ 当館 2016

未 46鹿児島 鹿児島中央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 ＪＲＫＲ 当館
20180204 46鹿児島 鹿児島中央鹿児島黒豚角煮弁当 かごしまくろぶたかくにべんとう 1150 松栄軒 ＪＲＫＲ 当館 2018

未 46鹿児島 鹿児島中央駅弁屋の牛ステーキ重 えきべんやのぎゅうすてーきじゅう 1150 松栄軒 ＪＲＫＲ 鶴屋 2016
未 46鹿児島 鹿児島中央厚切り黒豚角煮弁当 あつぎりくろぶたかくにべんとう 1180 松栄軒 ＪＲＫＲ 阪神 2020
未 46鹿児島 鹿児島中央鹿児島黒豚ステーキ＆牛すき焼き弁当 かごしまくろぶたすてーきあんどぎゅうすきやきべんとう 1200 松栄軒 ＪＲＫＲ JTB059 調製元 2016 JTB59は博多駅弁

20150113 46鹿児島 鹿児島中央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 1200 松栄軒 ＪＲＫＲ JTB066 京王阪神鶴屋 2013 京王と阪神と鶴屋は熊本駅弁
未 46鹿児島 鹿児島中央佐賀牛焼肉ロール恵方巻 さがぎゅうやきにくろーるえほうまき 1280 松栄軒 ＪＲＫＲ 調製元 2020 ２月３日販売
未 46鹿児島 鹿児島中央うまか！博多牛炙り明太恵方巻 うまかはかたぎゅうあぶりめんたいえほうまき 1280 松栄軒 ＪＲＫＲ 調製元 2020 ２月３日販売
未 46鹿児島 鹿児島中央佐賀牛焼肉弁当 さがぎゅうやきにくべんとう 1280 松栄軒 ＪＲＫＲ 京王 2020 京王では博多駅弁

20191006 46鹿児島 鹿児島中央九州肉づくし弁当 きゅうしゅうにくづくしべんとう 1280 松栄軒 ＪＲＫＲ 味の陣 2018 味の陣は博多駅弁
20200109 46鹿児島 鹿児島中央鹿児島黒毛和牛牛めしとハラミ焼肉弁当 かごしまくろげわぎゅうぎゅうめしとはらみやきにくべんとう 1280 松栄軒 ＪＲＫＲ 京王阪神 2019
20171222 46鹿児島 鹿児島中央駅弁屋のうなぎ弁当 えきべんやのうなぎべんとう 1400 松栄軒 ＪＲＫＲ 当館 2017
20190120 46鹿児島 鹿児島中央薩摩牛４％の奇跡牛肉弁当 さつまぎゅうよんぱーせんとのきせきぎゅうにくべんとう 1500 松栄軒 ＪＲＫＲ 当館 2019

未 46鹿児島 鹿児島中央薩摩牛４％の奇跡焼肉弁当 さつまぎゅうよんぱーせんとのきせきやきにくべんとう 1500 松栄軒 ＪＲＫＲ 鶴屋 2020
20200102 46鹿児島 鹿児島中央日本一鹿児島黒毛和牛カルビ焼肉と佐賀牛すき焼きめし にほんいちかごしまくろげわぎゅうかるびやきにくとさがぎゅうすきやきめし 1500 松栄軒 ＪＲＫＲ 当館 2019

未 46鹿児島 鹿児島中央黒豚とんかつ＆黒毛和牛ステーキ くろぶたとんかつあんどくろげわぎゅうすてーき 1620 松栄軒 ＪＲＫＲ 当館 2017
未 46鹿児島 鹿児島中央薩摩牛４％の奇跡サーロインステーキ弁当 さつまぎゅうよんぱーせんとのきせきさーろいんすてーきべんとう 1980 松栄軒 ＪＲＫＲ 鶴屋 2019

20161023 46鹿児島 鹿児島中央黒豚弁当 くろぶたべんとう 788 ますみつ ＪＲＫＲ JTB068
未 46鹿児島 鹿児島中央黒豚味噌弁当 くろぶたみそべんとう 864 ますみつ ＪＲＫＲ 当館 2012

20131130 46鹿児島 鹿児島中央黒豚チャーシュー弁当 くろぶたちゃーしゅーべんとう 972 ますみつ ＪＲＫＲ 当館 2013
20131130 46鹿児島 鹿児島中央黒豚カツ弁当 くろぶたかつべんとう 1080 ますみつ ＪＲＫＲ JTB068
20141103 46鹿児島 鹿児島中央かごんま黒黒黒 かごんまくろくろくろ 1080 ますみつ ＪＲＫＲ 当館 2014

未 46鹿児島 鹿児島中央薩摩街道弁当 さつまかいどうべんとう 1080 ますみつ ＪＲＫＲ 当館 2012
未 46鹿児島 鹿児島中央さつま幕の内弁当 さつままくのうちべんとう 1080 ますみつ ＪＲＫＲ JTB068
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未 46鹿児島 鹿児島中央鹿籠豚弁当二層盛り かごぶたべんとうにそうもり 864 ぶるぺん ＪＲＫＲ 当館 2011
20131201 46鹿児島 鹿児島中央鰹一本釣り弁当 かつおいっぽんづりべんとう 1080 ぶるぺん ＪＲＫＲ JTB068 2008

未 46鹿児島 鹿児島中央枕崎浜めし弁当 まくらざきはまめしべんとう 1080 ぶるぺん ＪＲＫＲ JTB068 2014
20131201 46鹿児島 鹿児島中央桜島灰干し弁当 さくらじまはいぼしべんとう 890 樹楽 ＪＲＫＲ JTB068 京王阪神 2013

未 46鹿児島 鹿児島中央桜島灰干し美人になる薩摩食 さくらじまはいぼしびじんになるさつましょく 1150 樹楽 ＪＲＫＲ 当館 2013
20131201 46鹿児島 鹿児島中央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 当館 2011

未 46鹿児島 嘉例川 筍 たけのこ 600 森の弁当やまだ屋 森の弁当やまだ屋 当館 2016 限定販売
未 46鹿児島 嘉例川 花の待つ駅かれい川 はなのまつえきかれいがわ 1200 森の弁当やまだ屋 森の弁当やまだ屋 JTB474 当館 2012 土休日販売

20041218 46鹿児島 嘉例川 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 1200 森の弁当やまだ屋 森の弁当やまだ屋 JTB474 阪神 2004 土休日販売



ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）除外駅弁一覧ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）除外駅弁一覧ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）除外駅弁一覧ウェブサイト「駅弁資料館」日本国内駅弁一覧　２０２０年版（２０２０年４月時点）除外駅弁一覧
当館収集 都道府県主な販売駅 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
20200201 03岩手 宮古 いちご弁当 いちごべんとう 1500 新杵屋 鶴屋百貨店 鶴屋 1989 駅での販売なし、かつて魚元が調整

20120422 07福島 郡山 福の島おとなの幕の内 ふくのしまおとなのまくのうち 1000 福豆屋 ＪＲＥＦ JTB079 2011 調製元は２０２０年４月時点で製造中止

20020816 07福島 原ノ町 そば弁当 そばべんとう 440 丸屋 丸屋 当館 JTB607「休業中」
20020816 07福島 原ノ町 浜のかにめし はまのかにめし 720 丸屋 丸屋 当館 JTB607「休業中」
20050507 07福島 原ノ町 舞たけごはん まいたけごはん 800 丸屋 丸屋 当館 JTB607「休業中」
20050507 07福島 原ノ町 汐干がり弁当 しおひがりべんとう 920 丸屋 丸屋 当館 JTB607「休業中」、３～７月販売

20050507 07福島 原ノ町 浜べんとう はまべんとう 920 丸屋 丸屋 当館 JTB607「休業中」
20020816 07福島 原ノ町 盆唄べんとう ぼんうたべんとう 920 丸屋 丸屋 当館 JTB607「休業中」
20050507 07福島 原ノ町 あつあつ鮭めし あつあつさけめし 1020 丸屋 丸屋 当館 JTB607「休業中」、夏期以外販売

20050507 07福島 原ノ町 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 JTB607「休業中」、夏期以外販売

20110829 08茨城 那珂湊 みなとの多幸めし みなとのたこめし 880 デリカ七つ星 ひたちなか海浜鉄道 JTB788 2008 ２０２０年４月時点で駅での販売なし

未 10群馬 高崎 上州里山の彩り じょうしゅうさとやまのいろどり 1600 荻野屋 ＮＲＥ 味の陣 2019 ２０１９年１０～１１月販売
20190413 14神奈川 大船 三崎の鮪づくし弁当 みさきのまぐろづくしべんとう 1100 大船軒 ＮＲＥ 京王 調製元 2019 ２０１９年１２月終売
20091017 17石川 津幡 きびあんころ きびあんころ 280 庭田商店 カジマート 当館 1903 かつての鉄道銘菓、駅や駅前での販売なし

未 33岡山 岡山 岡山名物デミカツ丼（特製どんぶり入り） おかやまめいぶつでみかつどん 1500 三好野本店 京王百貨店 京王 2020 ２０２０年１月の京王百貨店駅弁大会で販売


