4月10日は“駅弁の日”。 駅弁で日本を元気に。

駅弁業者21社が“駅弁の日”記念の「おにぎり駅弁」を発売
日本鉄道構内営業中央会に所属する駅弁業者21社は、横浜エフエム放送との
コラボ企画として、4月10日の“駅弁の日”に合わせて、各社が開発した「おに
ぎり駅弁」を一斉に発売いたします。
新型コロナウイルスによる旅客の減少で大きな影響を受けた駅弁各社が、旅
の醍醐味である駅弁をもう一度思い出してもらうことを願い、駅弁のはじま
りと言われている「おにぎり」にちなんだ駅弁を発売する企画。FMヨコハマ
「FUTURESCAPE」パーソナリティの小山薫堂さん、柳井麻希さんとタッグ
を組んで実施いたします。
各社の「おにぎり駅弁」には、旅の気分を盛り上げるアイテムとして、地元
のおすすめスポットも記載された「駅弁カード」がつきます。
「おにぎり駅弁」を召し上がっていただき、駅弁とともに素敵な旅をお楽し
みください。
■企画概要
販売開始日

2022年4月10日（日）“駅弁の日”
※販売終了日は各社により異なります。

販売箇所

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

＊駅弁の日とは・・・
4月10日は“駅弁の日”。
弁当の「弁」の文字が4と十の組み合わせにも見えること、「当」は10
（とう）と読むことに由来。
駅弁文化の継承を期す日として、1993年に制定されました。

駅弁業者・商品のご案内
■札幌駅立売商会（北海道札幌市） 「札幌駅おにぎり駅弁」
創業1899年（明治32年）。
先代達の思いを受け継ぎ、変わらぬ真心と美味しさをお届けし続けます。

札幌駅おにぎり駅弁
北海道を代表する三種類のおにぎり（蟹・鮭・帆立）に。
札幌駅ロングセラー商品『柳もち（金粉飾り）』を盛り付けました。
価格

：750円（税込）

販売期間：2022年4月10日～4月24日（予定）
販売箇所：札幌駅味の弁菜亭4店舗

札幌駅立売商会 公式ウェブサイトへ

■いかめし阿部商店（北海道茅部郡森町）
「元祖森名物 いかめしおにぎり弁当」
1903年（明治36年）創業。
1941年（昭和16年）北海道函館本線森駅の名物駅弁として元祖いかめしが誕
生。
当時から変わらぬ味と伝統を守り続け、全国のデパートを中心に実演販売を
展開している。

元祖森名物 いかめしおにぎり弁当
いかご飯おにぎり、いか飯風おにぎり、
煮物（人参・しいたけ・竹輪・いか）、いか飯コロッケ
価格

：890円（税込）

販売期間：2022年4月10日～4月24日（予定）
販売箇所：東京駅

いかめし阿部商店 公式ウェブサイトへ

■斎藤松月堂（岩手県一関市） 「平泉うにぎり弁当」
一ノ関駅開業と共に130年。街の発展と共に歴史を刻む。
“旅人の心に寄り添う駅弁作り”を目指す。

平泉うにぎり弁当
当社自慢の平泉うにごはんをおにぎりにした大粒のうにがうれしい一品。
うにぎり 2個、鶏照り焼き、煮物、玉子焼き、きのこソテー、板かまぼこ
価格

：890円（税込）

販売期間：2022年4月10日～4月24日（予定）
販売箇所：一ノ関駅、東京駅、上野駅、大宮駅

斎藤松月堂 公式ウェブサイトへ

■福豆屋（福島県郡山市） 「驛辨浪漫～おむすび編」
1924年（大正13年）創業。
「いつも笑顔でまごころで」をモットーに地元の特長を活かした駅弁づくり
に努めております。

驛辨浪漫～おむすび編
「海苔のりべん」をおむすび風に仕立て、楕円形の器に彩りよく並べまし
た。
おむすび 2個、玉子焼き、ちくわ天、ささみ竜田揚げ、玉こんとつくね串、
漬物
価格

：900円（税込）

販売期間：2022年4月10日～4月24日（予定）
販売箇所：郡山駅、東京駅

福豆屋 公式ウェブサイトへ

■松川弁当店（山形県米沢市） 「おむすび道場」
創業120余年の伝統と信頼を礎に今日も笑顔になれる美味しい駅弁をまごころ
こめて作り続けています。

おむすび道場
秘伝のタレでじっくり煮込んだ牛肉煮と牛そぼろ。
当店自慢の「牛肉道場」を俵型のおむすびにしました。「山形県産米はえぬ
き」を使用。
牛そぼろおむすび、牛肉煮おむすび、塩おむすび、玉子焼き、しそ巻、
煮物、漬物
価格

：780円（税込）

販売期間：2022年4月10日～5月10日（予定）
販売箇所：米沢駅、山形駅、仙台駅、東京駅、上野駅、大宮駅

松川弁当店 公式ウェブサイトへ

■崎陽軒（神奈川県横浜市） 「おにぎりシウマイ弁当」
1908年（明治41年）創業。
横浜のおいしさを、創りつづける崎陽軒。
真に優れたローカルブランドを目指して未来へと。

おにぎりシウマイ弁当
「シウマイ弁当」のおかずをおにぎりにしたお弁当。
価格

：960円（税込）

販売期間：2022年4月10日～4月19日（予定）
販売箇所：横浜駅ほか崎陽軒直営全店舗

崎陽軒 公式ウェブサイトへ

■祇園（静岡県伊東市） 「おにぎりランチBOX」
1946年（昭和21年）いなり寿し専門店として創業。
以後、伊東駅初の駅弁屋として伊豆名物いなり寿しを販売。

おにぎりランチBOX
“駅弁の日”外装
価格

おにぎり 2個、から揚げ、玉子焼き 他

：560円（税込）

販売期間：2022年4月10日～5月10日（予定）
販売箇所：伊東駅他

祇園 公式ウェブサイトへ

■日本ばし大増（東京都）
「チキン弁当と深川めしのおにぎり弁当」
創業1900年（明治33年）、浅草・日本橋に料亭を構えて以来122年、日本の
伝統文化を大切にし、受け継いだ職人の技で老舗料亭の味を守り続けており
ます。

チキン弁当と深川めしのおにぎり弁当
ロングセラー駅弁の「チキン弁当」と東京名物駅弁の「深川めし」をおにぎ
りにして詰め合わせたお弁当。
チキン弁当のおにぎり、深川めしのおにぎり、煮物、大根漬、
野菜のピクルス、スモークチーズ
価格

：800円（税込）

販売期間：2022年4月10日～4月24日（予定）
販売箇所：東京駅、上野駅、新宿駅、八王子駅、大宮駅

日本ばし大増 公式ウェブサイトへ

■丸政（山梨県北杜市小淵沢町） 「そば屋の天むす」
創業1918年（大正7年）。八ヶ岳のふもと小淵沢から美味しい駅弁をお届け。
山梨県、長野県の食材を山梨、長野の味付けで。

そば屋の天むす
子持ちきくらげの入ったご飯と海老天ぷらとの相性がバッチリな天むす。
価格

：750円（税込）

販売期間：2022年4月10日～9月10日（予定）
※駅弁カードは5月31日まで（予定）

販売箇所：小淵沢駅、甲府駅、東京駅、上野駅、新宿駅、大宮駅

丸政 公式ウェブサイトへ

■王滝 お弁当のカワカミ（長野県塩尻市）
「アルプス道づれ おむすび弁当」
創業から130年の伝統を継承。
真心を込めてお客さまの笑顔のお供になるために。

アルプス道づれ おむすび弁当
竹カゴの箱の中に白飯おむすび、鶏ガラスープで炊いたおむすび、煮物、
サラダ、玉子焼、
鮭の塩焼き、長野ならではの鶏の山賊焼を彩りよく詰めました。
価格

：1,000円（税込）

販売期間：2022年4月10日～4月24日（予定）
販売箇所：松本駅、塩尻駅

王滝 お弁当のカワカミ 公式ウェブサイトへ

■桃中軒（静岡県沼津市） 「静岡おにぎり弁当」
1891年（明治24年）創業。
地域名産の食材を取り入れた駅弁で食を通じた地域貢献を目指します。

静岡おにぎり弁当
あしたか牛すきおにぎり、沼津港水揚げ鯖の塩焼きおにぎり、筍おにぎり、
煮物（人参・蒟蒻・がんもどき）、鶏のから揚げ、玉子焼き、香の物
価格

：800円（税込）

販売期間：2022年4月10日～4月14日（予定）
販売箇所：三島駅、沼津駅

桃中軒 公式ウェブサイトへ

■松浦商店（愛知県名古屋市） 「大えび天むす」
2022年（令和4年）11月で創業100周年を迎える松浦商店。
次の100年に向けて地元の味を全国へ発信し続けます。

大えび天むす
えび天むす 3個、きゃらぶき
価格

：690円（税込）

販売期間：2022年4月10日～5月10日（予定）
販売箇所：名古屋駅グランドKIOSK

松浦商店 公式ウェブサイトへ

■源（富山県富山市） 「源おむすび弁当」
1908年（明治41年）創業。
歴史によって培われた、技とおもてなしの心を大切にしています。

源おむすび弁当
三種のおにぎり（黒とろろ、氷見牛しぐれ、白えび白おぼろ）、煮物
価格

：700円（税込）

販売期間：2022年4月10日～5月8日（予定）
販売箇所：富山駅、金沢駅、新高岡駅

源 公式ウェブサイトへ

■番匠本店（福井県福井市） 「福井山海里 おにぎり弁当」
駅弁販売開始から120年。
全国の皆様から愛される「越前かにめし」をはじめ、地場の食材にこだわっ
た駅弁や四季折々のお惣菜を真心こめてつくっています。

福井山海里 おにぎり弁当
福井の食材をてんこ盛り、帆立をトッピングしたかにめしおにぎりが特別感
を演出。
かにめし（帆立入り）おにぎり、もみわかめと鯖みそ煮おにぎり、
おぼろ昆布と福井梅のおにぎり、里芋の竜田挙げ、菜の花漬、奈良漬
価格

：850円（税込）

販売期間：2022年4月10日～5月31日（予定）
販売箇所：福井駅、新大阪駅、京都駅、東京駅、上野駅、大宮駅

番匠本店 公式ウェブサイトへ

■塩荘（福井県敦賀市） 「むすび寿司弁当」
「塩荘」は敦賀の発展と共に歩んできました。
創業1903年（明治36年）「駅弁の塩荘」の歴史が始まりました。
伝統の製法や味を守りつつ、時代に沿った「美味しさ」を目指し、日々努力
しています。

むすび寿司弁当
ちりめん入り高菜すしおにぎり、照り焼き鯖すしおにぎり、角切り昆布、
柴漬け、たたきごぼう、ふき煮
価格

：850円（税込）

販売期間：2022年4月10日（予定）
販売箇所：敦賀駅、金沢駅

塩荘 公式ウェブサイトへ

■まねき食品（兵庫県姫路市）
「姫路流但馬牛と焼穴子のおむすび弁当」
創業1888年（明治21年）。
我が国初の「幕の内駅弁」を販売以降、まねき食品は“美味しさと安心のパー
トナー”を目指して、駅弁文化を未来へ継承して参ります。

姫路流但馬牛と焼穴子のおむすび弁当
「姫路駅ロングセラー駅弁がおにぎりになりました」がコンセプト。
ごぼうと一緒に小豆島醤油ですき焼き風に甘辛く炊き上げた「名牛但馬
牛」、旨味を閉じ込めるため皮付きのまま焼き皮を剥いて裁断して煮込む
「淡路玉葱」などこだわりの味。
価格

：980円（税込）

販売期間：2022年4月10日～5月31日（予定）
販売箇所：姫路駅、新神戸駅、新大阪駅、大阪駅、京都駅、東京駅、大宮駅

まねき食品 公式ウェブサイトへ

■淡路屋（兵庫県神戸市） 「明石のおにぎり弁当」
1903年（明治36年）創業。
「スチーム加熱式弁当」を生み出すなど、常に新しい取り組みを続ける。
近年は、鉄道旅をより一層豊かなものにすべく、「日本一ユニークな駅弁
屋」を目指して取り組みを続けている。

明石のおにぎり弁当
たこや穴子のおにぎりと素朴な煮物を合せた郷愁ただよう食べやすいおにぎ
り弁当。
価格

：720円（税込）

販売期間：2022年4月10日～当面の間
※駅弁カードは5月31日まで（予定）

販売箇所：新神戸駅、神戸駅、西明石駅、三ノ宮駅、新大阪駅、大阪駅、
京都駅、東京駅、上野駅、大宮駅

淡路屋 公式ウェブサイトへ

■淡路屋（兵庫県神戸市） 「神戸洋食おにぎり弁当」
1903年（明治36年）創業。
「スチーム加熱式弁当」を生み出すなど、常に新しい取り組みを続ける。
近年は、鉄道旅をより一層豊かなものにすべく、「日本一ユニークな駅弁
屋」を目指して取り組みを続けている。

神戸洋食おにぎり弁当
洋食の町「神戸」を表現した珍しい洋風おにぎり弁当。
価格

：720円（税込）

販売期間：2022年4月10日～当面の間
※駅弁カードは5月31日まで（予定）

販売箇所：新神戸駅、神戸駅、西明石駅、三ノ宮駅、新大阪駅、大阪駅、
京都駅

淡路屋 公式ウェブサイトへ

■三好野本店（岡山県岡山市）
「しらす明太と牛しぐれのおにぎり弁当」
創業1891年（明治24年）。
岡山の恵みを通じて、より多くの人に「楽しい時間」を提供できるような商
品づくりやサービスに取り組んでいます。

しらす明太と牛しぐれのおにぎり弁当
しらす明太と牛しぐれ煮の2種類のおにぎりが入ったお手軽弁当。
おにぎりの上に駅弁で人気のおかずを盛り付けました。
価格

：500円（税込）

販売期間：2022年4月10日～5月10日（予定）
販売箇所：岡山駅おみやげ街道晴れの国みよしの売店、
さんすて岡山「hibiki屋」

三好野本店 公式ウェブサイトへ

■広島駅弁当（広島県広島市）
「広島・山口・博多名物 襷むすび弁当」
『地産地消』と『フロム・ファーム・トゥ・テーブル』の精神を大切に、創
業1901年（明治34年）以来の弁当作り百有余年のノウハウを活かし、お客様
に『安全』『安心』で美味しいお料理をお届けいたします。

広島・山口・博多名物 襷むすび弁当
広島：穴子むすび、カキフライ
山口：ふぐ唐むすび、仙崎蒲鉾、寒漬け
博多：かしわめしむすび、焼き鳥（モモ、つくね）
価格

：1,000円（税込）

販売期間：2022年4月10日～4月30日（予定）
販売箇所：広島駅

広島駅弁当 公式ウェブサイトへ

■アベ鳥取堂（鳥取県鳥取市） 「鳥取おにぎり弁当」
1910年（明治43年）創業。
鳥取の食文化を全国の皆様へお届けします。

鳥取おにぎり弁当
かにめしおにぎり 2個、かにみそおにぎり 1個、玉子焼、するめこうじ漬、
しいたけ煮、もみじ人参、とうふちくわ素揚げ、あなごちくわ素揚げ
価格

：850円（税込）

販売期間：2022年4月10日～5月8日（予定）
販売箇所：鳥取駅、京都駅、新大阪駅、東京駅、上野駅、大宮駅

アベ鳥取堂 公式ウェブサイトへ

■松栄軒（鹿児島県） 「九州うまかもん おむすび弁当」
1929年（昭和4年）、鉄道省公認出水駅汽車辨當店として創業。
「すべて食べていただけるお弁当」づくりひとすじに、松栄軒は歩み続けて
おります。

九州うまかもん おむすび弁当
桜島鶏かしわめしおにぎり、博多辛子めんたいおにぎり、
熊本あか牛しぐれ煮、きびなご唐揚げ、煮物、玉子焼き、柴漬け
価格

：1,080円（税込）

販売期間：2022年4月10日～5月10日（予定）
販売箇所：鹿児島中央駅、博多駅、熊本駅、新大阪駅、京都駅、東京駅、
大宮駅

松栄軒 公式ウェブサイトへ

「駅弁カード」について
各社の「おにぎり駅弁」には、旅の気分を盛り上げるアイテムとして、地元
のおすすめスポットも記載された「駅弁カード」がつきます。
（各社1種 全21種）
FMヨコハマ「FUTURESCAPE」パーソナリティの小山薫堂さん、柳井麻希さ
んからのメッセージ付きです。
※数量限定のため、各種なくなり次第終了となります。

■駅弁カード 全21種（各1枚）を抽選で100名様にプレゼント！
応募方法

官製はがきに次の内容をご記入の上、郵送してください。
①氏名

宛先

②住所

③電話番号

④好きな駅弁

〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町 3-21-1
（一社）日本鉄道構内営業中央会

応募締切

2階

「駅弁カード」係

2022年6月20日 消印有効

※発表はカードの発送をもって代えさせていただきます。
※収集した個人情報は、プレゼントの発送および業務上必要な範囲内においてのみ使用し、取り扱いは当法人に
より厳重に管理いたします。

4月10日は“駅弁の日”。 駅弁で日本を元気に。
“駅弁の日”を記念して、駅弁業者21社がお届けする「おにぎり駅弁」。
各社の「おにぎり駅弁」とともに素敵な旅をお楽しみください。

