2020年 9月 23日
東日本旅客鉄道株式会社

JR 東日本 駅弁頂上決戦「駅弁味の陣 2020」開催！
～JR 東日本エリアの駅弁 65 品がエントリー！～


JR 東日本では、地域の特色を生かした駅弁を通して、各地域の魅力を発信するとともに地域活性化を推進する
ことを目的に、今年も JR 東日本の駅弁 No.1 を選ぶ「駅弁味の陣 2020」を開催いたします。



今年は、旅先だけでなくご自宅でも駅弁を楽しんでいただきたいという想いをメインテーマにして、期間中首都圏近
郊の駅および駅ビルでも催事販売を実施し、エントリー駅弁の一部を販売いたします。



9 回目を迎える今年は、駅弁が誕生して 135 周年の節目の年として、135 周年記念駅弁※も登場します。



今年は、期間中に、対象の駅弁販売店にて、駅弁含め 2,000 円以上お買い上げのお客さまに、駅弁味の陣オリ
ジナルマスクケースをプレゼントいたします。



期間中、エントリー駅弁取扱店舗にて、駅弁お買い上げのお客さまにお渡しする専用応募ハガキまたは専用応募
ハガキに記載されたシリアルナンバー（WEB 投票）のどちらかを使って投票された結果の合計によって、「駅弁大将
軍」を決定します。

※ 4 月 10 日の駅弁の日に合わせて、㈳日本鉄道構内営業中央会様が、会員である駅弁会社に、最初の駅弁といわれるおにぎりをテー
マにした記念おにぎり弁当の開発を呼びかけたことがきっかけで作られた駅弁です。その中から東日本エリアの駅弁会社にお声掛けし、駅
弁味の陣 2020 にエントリーいただきました。

◆ 「駅弁味の陣 2020」について
○開催期間

2020年10月1日（木）～11月30日（月）

○主

東日本旅客鉄道株式会社

催

○投票・応募方法

（1）専用応募ハガキから投票・応募または専用応募ハガキに記載されたシリアルナンバー（WEB 投
票）から投票・応募
（2）「駅弁味の陣 2020」公式 WEB サイトから投票・応募
公式 WEB サイト：https://www.ekiben-ajinojin.com

○エントリー商品

計 65 品（JR 東日本管内 1 都 14 県）
※エントリー商品は別紙をご覧ください。

○取 扱 店 舗

JR 東日本駅構内の駅弁販売店舗、催事販売など

○ノベルティプレゼント

期間中、対象の駅弁販売店で、駅弁を含め税込 2,000 円以上お買い
上げいただいたお客さまに、駅弁味の陣オリジナルマスクケースをひとつプレ
ゼントいたします。（催事販売を除く）

○各

賞

（1）専用応募ハガキまたは専用応募ハガキに記載されたシリアル
ナンバー（WEB 投票）のどちらかを使った投票の合計によって決定
①全エントリー駅弁の中から選ばれる賞
・「駅弁大将軍」
・「駅弁副将軍」
・「味覚賞」/「盛付賞」/「掛け紙賞」

メインビジュアル

・「最多応募賞」
②新作駅弁（新しく発売開始した駅弁）の中から選ばれる賞
・「初陣賞」
③エントリーエリアごとの中から選ばれる賞
・「エリア賞」
北東北部門、南東北部門、甲信越部門、北関東部門、南関東部門
④135 周年記念賞
・駅弁誕生 135 周年を機に販売されたおにぎり弁当 5 つ※の中から選ばれる賞
※「平泉うにぎり弁当」、「みちのく山形 おむすび弁当」、「そば屋の天むす（135 周年記念パッケージ）」、
「駅弁誕生 135 周年記念おにぎり弁当」、「チキン弁当と深川めしのおにぎり弁当」

（2）公式 WEB サイトからの投票にて決定 （購入有無を問わず投票可能）
・「そそられ将軍」 ※公式 WEB サイトで投票が最も多かった駅弁
○結 果 発 表

12 月上旬の発表を予定しています。

◆ 応募された方の中から抽選で豪華賞品をプレゼント！
！
○賞
品 （1）専用応募ハガキまたは専用応募ハガキに記載されたシリアルナンバー（WEB 投票）の
どちらかを使って投票・応募された方
・「曲げわっぱ小判弁当(中)」 10 名様
・「グリルパン丸 25」 20 名様
・「歴代駅弁大将軍マグネットセット」 30 名様
（2）公式 WEB サイトから投票・応募された方
・「大館工芸社の隅切三段重（6 寸白木）」 5 名様
・「ポータブルガス ホットプレートグラパン」5 名様
・「歴代駅弁大将軍ミニトートバッグ＆ヘッドマーク IC カードケース*セット」 50 名様
*ヘッドマーク IC カードケースは 10 種よりアトランダムに 1 つお送りいたします。

曲げわっぱ小判弁当（中）

歴代駅弁大将軍マグネットセット

グリルパン丸 25

◆ キャンペーン期間中に、エントリー駅弁の催事販売を実施！
！
○仙台駅
開催日程：10 月 10 日（土）～14 日（水）
11 月 16 日（月）～19 日（木）
11 月 20 日（金）～24 日（火）
開催場所：2Ｆ在来線改札外ステンドグラス前

○大宮駅
開催日程：10 月 2 日（金）～4 日（日）
10 月 9 日（金）～11 日（日）
10 月 30 日（金）～11 月 1 日（日）、3 日（祝・火）
11 月 6 日（金）～8 日（日）
11 月 13 日（金）～15 日（日）
11 月 20 日（金）～23 日（祝・月）
11 月 27 日（金）～29 日（日）
開催場所：東西連絡通路
○千葉駅
開催日程：10 月 31 日（土）～11 月 1 日（日）
開催場所：改札外コンコース
○国立駅
開催日程：10 月 16 日（金）～18 日（日）
開催場所：nonowa 国立 WEST

○国分寺駅
開催日程：10 月 2 日（金）～4 日（日）
開催場所：セレオ国分寺 1 階 ぶんじマーケット

○八王子駅
開催日程：11 月 19 日（木）～23 日（祝・月）
開催場所：セレオ八王子北館 2 階 ステーションコート
※催事の開催日程・場所により、取り扱い駅弁などは変更になる可能性がございます。

◆ 歴代の「駅弁大将軍」に選ばれた駅弁
！
2019 年

2018 年

2017 年

さけめし

海苔のりべん

えび千両ちらし

（新 潟）

（福 島）

（新 潟）

株式会社 ホテルハイマート

株式会社 福豆屋

株式会社 新発田三新軒

2016 年

2015 年

2014 年

比内地鶏の鶏めし

鶏めし弁当

米澤牛焼肉重松川辨當

（秋 田）

（秋 田）

（山 形）

株式会社 花善

株式会社 花善

株式会社 松川弁当店

2013 年

2012 年

牛肉どまん中

鱈めし

（山 形）

（新 潟）

有限会社 新杵屋

株式会社 ホテルハイマート

※エントリー駅弁情報は、別紙および公式 WEB サイトからご覧いただけます。
※応募ハガキは、キャンペーン期間中「駅弁味の陣 2020」エントリー駅弁取扱店舗および催事販売などにて、お買い上げいただいたお客さま
にお渡しいたします。
※応募ハガキは、なくなり次第終了となります。
※ノベルティのマスクケースの配布は、なくなり次第終了となります。
※店舗により、一部取扱いのないエントリー駅弁がございます。
※催事日程と販売駅弁のラインナップは変更となる場合がございます。
※内容などが予告なく変更となる場合がございます。

