
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2022 年  7  月  27  日
東日本旅客鉄道株式会社 

 

～「駅弁味の陣」「おみやげグランプリ」プレイベント開催～ 
鉄道開業150年記念「ＪＲ東日本 旅の彩 150選」 

 

 

１． 「ＪＲ東日本 旅の彩 150選」 
○ 開 始 日 2022年8月1日（月） 
○ 主 催 東日本旅客鉄道株式会社 
○ 認定商品 JR 東日本管内1都15県および北海道における過去の「ＪＲ東日本駅弁

味の陣」「みんなが贈りたい。おみやげグランプリ」歴代受賞商品を中心に駅弁
やおみやげなど「旅の彩 150選」として認定します。 
※認定商品は、別紙および公式 WEB サイトでご確認ください。 
※現在の認定商品は過去の受賞商品より104品を認定しています。本年開催予定の 
「駅弁味の陣」「おみやげグランプリ」より新たな受賞商品等を認定することで、「旅の彩 
150選」とします。 

○ W E B サ イ ト 公式 WEB サイト：https://jreast-tabi150.jp ポスター(イメージ) 

※SNS へ 150日間連続投稿し、駅弁やおみやげなど各地域の魅力を発信します。 
○ 取扱店舗 JR 東日本管内における駅構内や駅ビル内にある駅弁およびおみやげ取扱

店舗（グランスタ東京、 駅弁屋「祭」など）で購入いただけます。 
※店舗によりお取扱いのない商品もございます 

店頭 POP (イメージ) 
２．「ＪＲ東日本駅弁味の陣」「みんなが贈りたい。おみやげグランプリ」2022 同時開催 
○ 開催期間   2022 年 10 月１日（土）～ 11 月 30 日（水） 
○ 内  容    本番キャンペーンとして初の同日・同時期開催として実施します。東日本各地の駅弁やおみやげなどのエ

ントリー商品を募集し、お客さまの WEB 投票により「駅弁大将軍」や「おみやげ総合グランプリ」を決定しま
す。本年は鉄道開業 150年のメモリアルイヤー企画として、駅弁・おみやげ共に 150年記念関連商品の
特別賞も予定しております。 

※本件プレスリリースの内容については、予告なく変更となる場合がございます。 

 鉄道開業 150年を記念し「ＪＲ東日本駅弁味の陣」「みんなが贈りたい。おみやげグランプリ」歴代受賞商
品を中心に駅弁やおみやげなどを「旅の彩 150選」として認定し、「ＪＲ東日本 旅の彩 150選」を開催いた
します。 

 「旅の彩 150選」認定商品については、公式 WEB サイトで情報を掲載、また SNS では 150日間連続で
情報発信を行い、地域の特色を生かした駅弁やおみやげを通し、各地域の魅力を発信いたします。 

 本年は「ＪＲ東日本駅弁味の陣 2022」「みんなが贈りたい。おみやげグランプリ 2022」を 2022 年 10 月 
1 日から 11 月 30 日までの同時開催とし、鉄道開業 150年のメモリアルイヤーを盛り上げます。 ； 



駅弁味の陣2021 受賞

ワインのめし

株式会社 丸政

山梨

駅弁大将軍

にしんめし

株式会社 ホテルハイマート

新潟

駅弁副将軍 その他の受賞駅弁

駅弁味の陣2020 受賞

味覚賞 三八弁当 青森県 有限会社 三咲羽や（みさわや）

盛付賞 新潟産コシヒカリと海鮮のうまいもん寿司 新潟県 株式会社 新潟三新軒

最多応募賞 あとひくいなり寿し 新潟県 株式会社 ホテルハイマート

エリア賞

…北東北部門 平泉うにごはん 岩手県 株式会社 斎藤松月堂

…南東北部門 常磐線全線開通記念弁当 浜べん 福島県 株式会社 アクアマリンパークウェアハウス
   （小名浜美食ホテル）

…甲信越部門 のどぐろとにしんかずのこさけいくら 新潟県 神尾商事 株式会社 神尾弁当部

…北関東部門 だるま弁当 群馬県 高崎弁当 株式会社

…南関東部門 チキン弁当 東京都 株式会社 日本ばし大増

そそられ将軍 菜の花弁当 千葉県 株式会社 リエイ（マンヨーケン）

諏訪弁
ほいじゃねェ
有限会社 いずみ（れすとらん割烹いずみ屋）

長野

駅弁大将軍

きざみ岩下の新生姜
きぶなカレー ブラックシーフード
有限会社 松廼家

栃木

駅弁副将軍 その他の受賞駅弁

駅弁味の陣2019 受賞

味覚賞 八戸前沖鯖 押し寿し三種 青森県 有限会社 三咲羽や（みさわや）

最多応募賞 シウマイ弁当 神奈川県 株式会社 崎陽軒

エリア賞

…甲信越部門 新潟美人 小町ちらし 新潟県 神尾商事 株式会社 神尾弁当部

…北関東部門 だるま弁当 群馬県 高崎弁当 株式会社

…南関東部門 トンかつ弁当 千葉県 株式会社 リエイ（マンヨーケン）

さけめし

株式会社 ホテルハイマート

新潟

駅弁大将軍

シウマイ弁当

株式会社 崎陽軒

神奈川

駅弁副将軍 その他の受賞駅弁

味覚賞 海苔のり弁887 福島県 株式会社 福豆屋

盛付賞 まさかいくらなんでも寿司 新潟県 株式会社 新発田三新軒

掛け紙賞 トンかつ弁当 千葉県 株式会社 リエイ（マンヨーケン）

初陣賞 東北福興弁当～未来へのきざはし～ 宮城県 株式会社 日本ばし大増

エリア賞

…北東北部門 3種の鶏めしいなり 秋田県 株式会社 花善

…甲信越部門 SL ばんえつ物語 新潟県 神尾商事 株式会社 神尾弁当部

…北関東部門 だるま弁当 群馬県 高崎弁当 株式会社

…南関東部門 シウマイ弁当 神奈川県 株式会社 崎陽軒

10周年記念賞 鶏めし弁当 秋田県 株式会社 花善

別 紙

旅の彩150選 認定商品
TABINO IRODORI SELECTION150



駅弁味の陣2016 受賞

掛け紙賞 大船軒サンドウヰッチ 神奈川県 株式会社 大船軒

郷土賞 湊街にいがた 華やぎ弁当 新潟県 株式会社 新発田三新軒 

思い出賞 いなり寿し 静岡県 株式会社祇園

そそられ賞 こぼれイクラととろサーモンハラス焼き弁当 青森県 株式会社 吉田屋

初陣賞 三味牛肉どまん中 山形県 有限会社 新杵屋

比内地鶏の鶏めし

株式会社 花善

秋田

駅弁大将軍 その他の受賞駅弁

駅弁味の陣2018 受賞

海苔のりべん

株式会社 福豆屋

福島

駅弁大将軍 その他の受賞駅弁

味覚賞 鰊みがき弁当 北海道 北海道キヨスク 株式会社みかど弁当工場

掛け紙賞 トンかつ弁当 千葉県 株式会社 リエイ（マンヨーケン）

最多応募賞 海苔のりべん 福島県 株式会社 福豆屋

エリア賞

…北東北部門 肉にぎり三種盛 青森県 有限会社 三咲羽や（みさわや）

…甲信越部門 磯の漁火 新潟県 株式会社 ホテルハイマート

…北関東部門 鶏めし弁当 群馬県 高崎弁当 株式会社

…南関東部門 トンかつ弁当 千葉県 株式会社 リエイ（マンヨーケン）

…越境部門 鰊みがき弁当 北海道 北海道キヨスク 株式会社みかど弁当工場

そそられ将軍 岩下の新生姜とりめし 栃木県 有限会社 松廼家

Ekiben Ichiban賞 
 仙台名物 厚切り真たん牛たん弁当 宮城県 株式会社こばやし

駅弁味の陣2017 受賞

味覚賞 伯養軒の炙りえんがわずし 宮城県 株式会社 ウェルネス伯養軒

盛付賞 青森のぜいたく弁当 青森県 有限会社 三咲羽や（みさわや）

最多応募賞 えび千両ちらし 新潟県 株式会社 新発田三新軒

初陣賞 政宗公御膳 宮城県 株式会社 日本ばし大増

歴弁賞

～百年将軍～ 伝承鯵の押寿し 神奈川県 株式会社 大船軒

～三十年将軍～ 米沢名物 牛そぼろ 山形県 有限会社 新杵屋

そそられ将軍 うにとウニと雲丹 味くらべ弁当 青森県 株式会社 吉田屋

えび千両ちらし

株式会社 新発田三新軒

新潟

駅弁大将軍 その他の受賞駅弁

別 紙

旅の彩150選 認定商品
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駅弁味の陣2015 受賞

鶏めし弁当

株式会社 花善

秋田

駅弁大将軍

だるま弁当

高崎弁当 株式会社

群馬

駅弁副将軍

駅弁味の陣2014 受賞

駅弁大名 シウマイ弁当 神奈川県 株式会社 崎陽軒

彩賞 津軽海峡 海の宝船 青森県 株式会社 吉田屋

郷土賞 焼漬鮭ほぐし弁当 新潟県 株式会社 三新軒

思い出賞 峠の釜めし 群馬県 株式会社 荻野屋

米澤牛
焼肉重松川辨當
株式会社 松川弁当店

山形

駅弁大将軍 その他の受賞駅弁

駅弁味の陣2013 受賞

味覚賞 米沢牛炭火焼特上カルビ弁当 山形県 株式会社 松川弁当店

郷土賞  磯の漁火 新潟県 株式会社 ホテルハイマート

そそられ賞 平泉うにごはん 岩手県 株式会社 斎藤松月堂

牛肉どまん中

有限会社 新杵屋

山形

駅弁大将軍

磯の漁火

株式会社 ホテルハイマート

新潟

駅弁副将軍 その他の受賞駅弁

その他の受賞駅弁

駅弁大名 海鮮小わっぱ 青森県 有限会社 幸福の寿し本舗

味覚賞 特製バーベキュー弁当 千葉県 株式会社 泉屋

掛け紙賞 印籠弁当 茨城県 有限会社 こうじや

郷土賞 山賊焼 長野県 有限会社 イイダヤ軒

別 紙

旅の彩150選 認定商品
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駅弁味の陣2012 受賞

鱈めし

株式会社 ホテルハイマート

新潟

駅弁大将軍

えび千両ちらし

株式会社 新発田三新軒

新潟

駅弁副将軍

エリア賞

…北東北 金賞 カシスケーキ 青森県 株式会社 甘精堂本店

…北東北 銀賞 宮古湾産 牡蠣佃煮 岩手県 有限会社 早野商店

…南東北 金賞 仙台いちごのバターサンド 宮城県 株式会社 菓房山清

…南東北 銀賞 ままどおる 福島県 株式会社 三万石

…甲信越 金賞 ももちゅるる 山梨県 株式会社 保延商会

…甲信越 銀賞 朱鷺の子 新潟県 にいがた匠の杜 株式会社

…北関東 金賞 群馬ファーマーズプリン 
 好みで選べる「プレミアムセット」 群馬県 セレンディップ

…北関東 銀賞 濃厚キャラメルクリームの
 レーズンサンド 群馬県 株式会社 つるまい本舗

…南関東 金賞 PEANUTS KING 千葉県 株式会社 やます

…南関東 銀賞 チョコスチームケーキ 東京都 Ura（株式会社 銀座コージーコーナー）

審査員特別賞

…野﨑 洋光 賞 いやどうも 茨城県 株式会社 ホリイ（大ちゃんスイーツ）

…裏地 桂子 賞 プッチーモ 茨城県 株式会社 住谷公商店

…久住 昌之 賞 ごま摺り団子 岩手県 菓匠 松栄堂

…平原 由紀子 賞 いぶりたくあん 酒粕＆チーズ 秋田県 桜食品 株式会社

特別賞 職場で贈りたいおみやげ
 TONO BEER C58 239 【GOLDEN ALE（大槌復興米）・ＨＡＺＹ ＩＰＡ（ゆきちから）】
  岩手県 上閉伊酒造 株式会社

JRE MALL賞 空ノムコウ 山形県 株式会社 佐藤松兵衛商店

部門賞

…菓子部門 喫茶店に恋して。 
 クレームブリュレタルト 東京都 喫茶店に恋して。
   （株式会社 グレープストーン）

…食品部門 旭屋 なみえ焼そば 福島県 合資会社 旭屋

…飲料部門 ディップスタイルコーヒー 千葉県 株式会社 Philocoffea

…アルコール部門 純米吟醸 仙臺驛政宗 宮城県 仙台伊澤家勝山酒造 株式会社

その他の受賞おみやげ

おみやげグランプリ2020 受賞

下仁田ネギえびせん

株式会社 つつじ庵（販売）

群馬

総合グランプリ

別 紙

旅の彩150選 認定商品
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元祖くず餅
カップくず餅
株式会社 船橋屋

東京

総合グランプリ

桔梗信玄生プリン

株式会社 桔梗屋

山梨

総合準グランプリ

おみやげグランプリ2018 受賞

部門賞

…フード・ドリンク部門　
               銀賞 TERAKOYAオリーブサンド 東京都 株式会社 寺子屋

…雑貨部門 銀賞 斑紫銅片口Tanrei/斑紫銅酒器Tanrei・Houjun
  新潟県 五代晴雲 原惣右エ門工房

…雑貨部門 新人賞 栃木レザー小さながま口財布 栃木県 株式会社 エターナリィ

特別賞 友人・恋人に贈りたいおみやげ
 越乃ショコラ 抹茶 新潟県  株式会社 きくや

その他の受賞おみやげ

おみやげグランプリ2019 受賞

その他の受賞おみやげ

部門賞 食品部門　

…金賞 群馬県アカシア蜂蜜のラングドシャ 群馬県 株式会社 つつじ庵

…銀賞 浜鶏（はまど～り）ラーメン1食入袋 福島県 株式会社 鳥藤本店

…新人賞 シャインぷるん 山梨県 株式会社 保延商会

部門賞 雑貨部門

…銀賞 秋田銀線細工 秋田県 株式会社 竹谷本店

部門賞 地酒部門 

…金賞 酵母の泡 甲州 山梨県 マンズワイン株式会社 勝沼ワイナリー

…新人賞 會津あかべぇの酒 利き猪口付き 福島県 森 株式会社

特別賞　旅先の思い出として贈りたいおみやげ

…北東北 金のバターもち 秋田県 株式会社 川口屋

…南東北 柏屋薄皮饅頭こしあん 福島県 株式会社 柏屋

特別賞　地元のおすすめとして贈りたいおみやげ

…北東北 かもめの玉子 ばなちょ 岩手県 さいとう製菓株式会社

…南東北 太陽堂のむぎせんべい 福島県 有限会社 太陽堂むぎせんべい本舗

…甲信越 桔梗信玄生プリン 山梨県 株式会社 桔梗屋

…北関東 Sparkling Strawberry Tea 栃木県 有限会社 ウィンウィン

…南関東 TERAKOYAオリーブサンド 東京都 株式会社 寺子屋

フランセ
果実をたのしむミルフィユ詰合せ
株式会社シュクレイ

東京

総合グランプリ

別 紙

旅の彩150選 認定商品
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おみやげグランプリ2017 受賞

その他の受賞おみやげ

お菓子部門賞　

…金賞 桔梗信玄餅 山梨県 株式会社 桔梗屋

…銀賞 元祖くず餅 東京都 株式会社 船橋屋

…新人賞 TERAKOYAオリーブサンド 東京都 株式会社 寺子屋

食品部門

…金賞 三陸海宝漬 岩手県 有限会社 中村家

…銀賞 八代目 佐藤養助 稲庭干温飩 秋田県 有限会社 佐藤養助商店

…新人賞 牡蠣の潮煮 宮城県 末永海産 株式会社

地酒部門

…金賞 上越線ビール 群馬県 月夜野クラフトビール 株式会社

工芸品部門

…金賞 SUWADAつめ切りCLASSIC 新潟県 株式会社 諏訪田製作所

特別賞　

…友人や恋人に贈りたいおみやげ 
 東京ばな奈「見ぃつけたっ」 東京都 （販売者）株式会社 グレープストーン

…出張時に買いたいおみやげ 
 昔ながらのシウマイ 神奈川県 株式会社 崎陽軒

バターフィナンシェ

株式会社 シュクレイ

東京

総合グランプリ

現在の認定商品は過去の受賞商品より104品を認定しております。
本年開催予定の「駅弁味の陣」「おみやげグランプリ」より新たな受賞商品等を認定することで、「旅の彩150選」といたします。

別 紙

旅の彩150選 認定商品
TABINO IRODORI SELECTION150
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