
 

 

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3丁目 25番 21号 

2022年９月 29日 

 復活！西九州新幹線開業記念 

第 13回 九州駅弁グランプリを開催します！ 
 

 

 

ＪＲ九州では、「第 13 回 九州駅弁グランプリ」を６年ぶりに開催します！ 

今年はＪＲ九州の沿線で発売されている駅弁に加えて、島原駅（島原鉄道駅）で発売されている

駅弁や、初めて駅弁グランプリに参加する駅弁が多数登場！味はもちろん、掛け紙や盛り付けなど

細部にも注目して投票をしてください。みなさまのご参加をお待ちしています！ 

 

 

 

 ・九州各県から厳選された駅弁の中から、お客さまの投票によって賞を決定するイベント。 

 ・2004年から通算 12 回にわたり開催しており西九州新幹線開業を迎える今年６年ぶりに 

  開催します！ 

 

 

（１）投票期間：2022 年 10 月１日（土）～2023 年１月 31 日（火）まで 

（２）対象駅弁：別紙参照 
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あなたの投票が“ベスト オブ ザ・九州の駅弁”を決める！ 
 

1 駅弁グランプリとは 

２ 九州駅弁グランプリ参加方法 【投票期間 10/１（土）～１/31（火）】 

結果発表 2023 年２月末頃「九州駅弁グランプリ」専用サイトにておしらせします。 

【Step①】対象の駅弁を買う（51 種類エントリー） 
対象店舗でエントリーされている駅弁を購入していただき 

駅弁についている「投票シール」で投票ができます。 

決勝大会                     
・みなさまの投票結果に特別審査員の点数を加点し決勝大会を実施します。 

決勝大会の詳細は、決定次第お知らせします。 

【Step②】「投票シール」に記載された二次元コードにアクセス 

召し上がっていただいた駅弁の感想を５段階の星の数で評価してください。 

審査項目 

❶「味」 

❷「こだわり・郷土感」 

❸「食材の盛り付け」 

❹「パッケージ（掛け紙）」 

❺「価格」 

❻「総合評価」 

お客さまの投票を平均し決勝大会へ進出する駅弁を決定します。（10 商品程度を予定） 

投票シールイメージ 
 



▼第13回　九州駅弁グランプリ エントリー駅弁一覧

1 福岡 折尾名物　かしわめし 駅弁当 博多口
他（折尾・八幡・戸畑・若松・直方・赤間・福間・黒崎及び博多駅・小倉駅）

株式会社 東筑軒

2 福岡 九州一周・玉手箱 駅弁当 博多口　新幹線口 株式会社　グルメトラベラー 〇

3 福岡 九州産黒毛和牛 和牛膳 駅弁当 博多口・筑紫口・新幹線口 株式会社　グルメトラベラー 〇

4 福岡 九州ＴＲＩＰ弁当 駅弁当 博多口・筑紫口 株式会社　博多松栄軒 〇

5 福岡 九州肉づくし弁当 駅弁当 博多口・筑紫口・新幹線口 株式会社　博多松栄軒 〇

6 福岡 鹿児島黒豚めんたい弁当 駅弁当 博多口・筑紫口・新幹線口 株式会社　博多松栄軒 〇

7 福岡 玄海のかぜ 駅弁当 博多口・筑紫口・新幹線口 株式会社　みかげ 〇

8 福岡 佐賀牛極味弁当 駅弁当 博多口　新幹線口 株式会社　グルメトラベラー 〇

9 福岡 島川特選　焼肉弁当 駅弁当 博多口･筑紫口･新幹線口 株式会社　島川本店

10 福岡 十六彩弁当 駅弁当 博多口・筑紫口・新幹線口 有限会社　菜加川 〇

11 福岡 博多　彩時記弁当 駅弁当 博多口･筑紫口･新幹線口 株式会社　島川本店

12 福岡 博多食弁当 駅弁当博多口　新幹線口　筑紫口 株式会社　ENM 〇

13 福岡 博多の贅沢海苔弁 駅弁当博多口　新幹線口 株式会社　ENM 〇

14 福岡 博多鶏弁当 駅弁当 博多口・筑紫口・新幹線口 株式会社　グルメトラベラー 〇

15 福岡 焼き鯖󠄀めんたい弁当 駅弁当博多口 株式会社　ENM 〇

16 福岡 豊後牛 博多明太弁当 駅弁当 博多口・筑紫口・新幹線口
株式会社
やまやコミュニケーションズ

〇

17 佐賀 有田焼カレー（大） 有田駅構内「有田銘品館」 株式会社プレアデス

18 佐賀 かしわめし 肥前山口（江北）北口　コンテナショップ「エキ・キタ」 枡屋 〇

19 佐賀 かにちらしすし とんかつ　あら玉、あら玉本店 有限会社 あら玉

20 佐賀 がばい鳥栖の牛鶏弁当 中央軒鳥栖駅待合室売店　中央軒鳥栖駅5・6番ホーム売店
中央軒新鳥栖駅売店

株式会社 中央軒 〇

21 佐賀 130周年記念かしわめし 中央軒鳥栖駅待合室売店　中央軒鳥栖駅5・6番ホーム売店
中央軒新鳥栖駅売店

株式会社 中央軒 〇

22 佐賀 復刻版肉めし
中央軒鳥栖駅待合室売店　中央軒鳥栖駅5・6番ホーム売店
中央軒新鳥栖駅売店

株式会社 中央軒 〇

23 長崎 坂本屋 角煮めし ファミリーマートＪＲ長崎駅店 株式会社　坂本屋

24 長崎 火山弁当 島原むすびす 島原むすびす 〇

25 長崎 長崎中華弁当　阿茶さん 長崎街道かもめ市場 チャイオーン株式会社 〇

26 長崎 長崎中華弁当　つばき 長崎街道かもめ市場 チャイオーン株式会社 〇

27 佐賀・長崎 特製 ふたつ星弁当 特急「ふたつ星４０４７」車内 カイロ堂 〇 〇

28 佐賀・長崎 ４０４７弁当 特急「ふたつ星４０４７」車内 カイロ堂 〇 〇

29 大分 おおいた和牛 百年の恵み 牛華絢爛 特急「ゆふいんの森」車内 IMD ALLIANCE 〇 〇

30 大分 ゆふいんの森弁当 特急「ゆふいんの森」車内 株式会社 中央軒 〇

31 大分 大分とり天にぎり寿し 大分銘品蔵、別府銘品蔵 有限会社　寿し由 〇

32 大分 ゆふいんわっぱ 特急「ゆふいんの森」車内 株式会社 中央軒 〇 〇
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33 熊本 あか牛丼ミニ弁当 道の駅　阿蘇 有限会社 阿蘇はなびし 〇

34 熊本 鮎屋三代
新八代駅：キヨスク新八代
熊本駅：FamilyMart銘品蔵熊本駅新幹線口店、FamilyMart銘品蔵熊本改札口店
博多駅：駅弁当　博多口　筑紫口　新幹線口

有限会社 みなみの風 〇

35 熊本 くろちゃん弁当 特急「あそぼーい！」車内 有限会社 阿蘇はなびし 〇 〇

36 熊本 栗めし ファミリーマート銘品蔵熊本駅新幹線口店、
ファミリーマート銘品蔵熊本駅改札内店

有限会社 人吉駅弁やまぐち

37 熊本 山菜寿し 観光ほっとプラザたまララ 日本料理たがみ

38 熊本 山菜とりめし 観光ほっとプラザたまララ 日本料理たがみ

39 熊本 長洲きゃあめし弁当 観光ほっとプラザたまララ 長洲町旅館飲食店組合 〇

40 鹿児島 鹿児島仕込み厚切り黒豚角煮めし 鹿児島銘品蔵、パティオ、出水市出水駅観光特産品館飛来里（ひらり） 株式会社 松栄軒 〇

41 鹿児島
鹿児島県産 黒毛和牛カルビ焼肉と
黒豚角煮弁当

鹿児島銘品蔵 株式会社 松栄軒 〇

42 鹿児島 鉄道開業150周年記念　九州巡り旅弁当 鹿児島銘品蔵、ファミリーマートＪＲ長崎駅店 株式会社 松栄軒 〇

43 鹿児島 桜島灰干し弁当 鹿児島銘品蔵、パティオ鹿児島店、駅弁当筑紫口 株式会社　樹楽 〇

44 鹿児島 わっぜぇうまか!! 薩摩黒膳弁当でごわす。 鹿児島銘品蔵、パティオ鹿児島店、駅弁当筑紫口 株式会社　城山ストアー 〇 〇

45 鹿児島 鹿児島黒豚 黒豚炙り焼重 鹿児島銘品蔵 株式会社 松栄軒 〇

46 鹿児島 花の待つ駅 かれい川 ＪＲ九州　嘉例川駅 森の弁当 やまだ屋

47 鹿児島 百年の旅物語 かれい川 ＪＲ九州　嘉例川駅 森の弁当 やまだ屋

48 宮崎 都城郷土料理 かしわめし せとやま弁当 株式会社 せとやま弁当

49 宮崎 まつの玉手箱弁当 アミュプラザみやざき　やま館　1階　『まつの』 株式会社 まつの 〇

50 宮崎 みやこのじょう盆地物語 せとやま弁当 株式会社 せとやま弁当

51 宮崎 レンギョウ弁当 アミュプラザみやざきうみ館　4階『お箸処 北諸』 株式会社 北諸 〇


