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東日本旅客鉄道株式会社 

鉄道開業 150 年記念「駅弁」「おみやげ」イベント同時開催！ 

～「駅弁味の陣 2022」「みんなが贈りたい。おみやげグランプリ 2022」～ 

 

１． 「駅弁味の陣 2022」」「みんなが贈りたい。おみやげグランプリ 2022」について 

○開催期間  2022年10月1日（土）～11月30日（水）

○主 催  東日本旅客鉄道株式会社 

○投 票 ・応 募 方 法  各公式 WEB サイトから投票・応募

 駅弁味の陣：https://www.ekiben-ajinojin.com/ 

おみやげ GP：https://jreast-omiyage.jp/ 

○エントリー商品  【駅弁味の陣】 計  58 品（JR 東日本管内 1 都 15 県）

【おみやげ GP】 計 125 品（JR 東日本管内 1 都 16 県） 

※エントリー商品は別紙および公式 WEB サイトでご確認ください。

○取扱店舗  JR 東日本管内における約 74 駅の、駅構内や駅ビル内にある駅弁や

おみやげ取扱店舗（グランスタ東京、 駅弁屋「祭」など）および 

催事販売など 

※店舗により、取扱いのないエントリー駅弁やおみやげがございます。

※駅弁やおみやげのラインナップは変更となる場合がございます。

 JR 東日本は、地域の特色を生かした駅弁やおみやげを通して、各地域の魅力を発信し、地域活性化を推進す

ることを目的に、JR 東日本の駅弁 No.1 を選ぶ「駅弁味の陣」と、最も贈りたいおみやげの総合グランプリを決定

する「みんなが贈りたい。JR 東日本おみやげグランプリ」を開催しています。

 本年は、鉄道開業 150 年を記念し「ＪＲ東日本駅弁味の陣 2022」「みんなが贈りたい。JR 東日本おみやげ

グランプリ 2022」を 2022 年 10 月 1 日から 11 月 30 日まで同時開催いたします。

 公式 WEB サイトにおいて、エントリー商品の中からお客さまに投票いただいた結果をもとに、「駅弁大将軍」やお

みやげ「総合グランプリ」などの各賞を決定します。また、本年は鉄道開業 150 年を記念し特別賞を新設します。

 この機会に駅弁とおみやげで各地の魅力を感じていただくとともに、鉄道開業 150 年のメモリアルイヤーを盛り上げ

ます。

メインビジュアル

https://www.ekiben-ajinojin.com/
https://jreast-omiyage.jp/


○各 賞 （1）駅弁味の陣 2022 

①全エントリー駅弁の中から選定する賞 

・「駅弁大将軍」  ・「駅弁副将軍」 

・「味覚賞」  ・「盛付賞」  ・「掛け紙賞」  ・「最多応募賞」 

②新作駅弁（新発売の駅弁）の中から選定する賞 

・「初陣賞」  ※今年度エントリーされた新作駅弁は 30 品 

③エントリーエリアごとの中から選定する賞 

・「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 

④鉄道開業 150 年を記念した特別賞（新設） 

・「150 年記念部門 特別賞」 ※JR 東日本が選定した 150 年部門 28 品の中から選ばれる賞 

・「メモリアルイヤー賞」 ※全エントリー商品中から選ばれる賞 

 

（2）みんなが贈りたい。JR 東日本おみやげグランプリ 2022 

①全エントリーおみやげの中から選定する賞 

・「総合グランプリ」  ・「総合準グランプリ」 

・「菓子部門」  ・「食品部門」  ・「飲料・アルコール部門」  ・「みんなが贈りたい特別賞」 

②新作おみやげ（新発売のおみやげ）の中から選定する賞 

・「新人賞」  ※今年度エントリーされた新作おみやげは 27 品 

③エントリーエリアごとの中から選定する賞 

・「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、東京部門 

           ④JRE MALL 内で購入できる商品の内、一番多く購入された商品の中から選定する賞 

・「JRE MALL 賞」 

⑤鉄道開業 150 年を記念した特別賞（新設） 

・「150 年記念部門 特別賞」 ※JR 東日本が選定した 150 年部門 5 品の中から選ばれる賞 

・「メモリアルイヤー賞」 ※全エントリー商品中から選ばれる賞 

 

○結果発表   お客さまの投票結果により、12 月中旬に各受賞商品の発表を予定しています。 

           

＜過去の受賞商品例＞ 

■「駅弁味の陣」                         ■「みんなが贈りたい。おみやげグランプリ」 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年駅弁大将軍     2021 年駅弁副将軍    2020 年総合グランプリ     2019 年総合グランプリ 

[ワインのめし(山梨)]      [にしんめし(新潟)]    [下仁田ネギえびせん(群馬)]   [フランセ果実をたのしむ 

ミルフィユ詰合せ(東京)]  

 



２．応募された方の中から抽選で賞品をプレゼント！ 

○賞 品     （1）JRE POINT 

・JRE POINT 10,000 ポイント    20 名様 

・JRE POINT 5,000 ポイント     50 名様 

・JRE POINT 1,500 ポイント    150 名様 

          

   （2）「朝の茶事 鉄道開業 150 年ラベル」 

              ・525ml １ケース（24 本入り）    30 名様 

 

〇Wキャンペーン  1回の投票につき1枚の「駅弁・おみやげデジタルカード」をWEB上でプレゼントします。 

全25枚コンプリートされた方限定で、「駅弁・おみやげカード」リアル賞品の応募ができます！ 

※駅弁、おみやげの投票は、各1日1回までとなります。  

（1）JR 東日本 鉄道開業 150 年記念 「駅弁・おみやげカード」 

・カード１セット（25 枚入り）   150 名様 

 

 

 

 

 

 

３．キャンペーン期間中に、エントリー駅弁などの催事販売を実施！ 

〇『駅弁味の陣 2022』にエントリーされている一部駅弁や、その他人気の駅弁などを販売予定。 

＜開催場所＞ 

開催駅 場所 日程 

千葉駅 改札外コンコース 10 月  1 日（土）～ 2 日（日） 

大宮駅 東西連絡通路 10 月１～３、５～７、12～17、19～24、26～31 

11 月２～７、９～14、16～21、23～28、30 

西口イベントスペース 10 月  8 日（土）～10 日（月） 

仙台駅 仙台駅 2 階ステンドグラス前 10 月  8 日（土）～12 日（水） 

新橋駅 新橋駅 SL 広場 10 月 14 日（金）～15 日（土） 

郡山駅 駅構内１F お土産館前 10 月 15 日（土）～16 日（日） 

八王子駅 改札外みどりの窓口前 10 月 21 日（金）～23 日（日） 

秋田駅 秋田駅ビル トピコ 1F 特設会場 10 月 22 日（土）～23 日（日） 

立川駅 駅たびコンシェルジュ前 10 月 28 日（金）～30 日（日） 

柏駅 柏駅改札外コンコース 11 月 12 日（土）～13 日（日） 
 

※催事の開催日程・場所により、取扱駅弁などは変更になる可能性がございます。 

※催事開催箇所により取り扱い商品などは異なります。 

※開催場所の詳細は、公式 WEB サイトをご参照ください。 
 
 
 



4．「ＪＲ東日本旅の彩 150 選」公式 WEB サイトについて 

 過去の「ＪＲ東日本駅弁味の陣」「みんなが贈りたい。JR 東日本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、公式 WEB サイトに掲載しています。 

現在、過去の受賞商品より 104 品を認定しており、本年開催の「駅弁味の陣 2022」「みんなが贈りたい。JR 東日本

おみやげグランプリ 2022」の受賞商品などを「旅の彩 150 選」として新たに認定します。 

「ＪＲ東日本旅の彩 150 選」公式 SNS では 150 日間連続で情報発信を行っており、駅弁やおみやげの魅力など情 

報を紹介しています。 

 

○ＵＲＬ https://jreast-tabi150.jp 

 

 

※本件において、内容などが予告なく変更となる場合がございます。 

 

https://jreast-tabi150.jp/
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