
 

 
本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25番 21 号 

平成 28年 10月７日 

 

 

 「第 12 回九州駅弁グランプリ」の実施について 
 

お客さまの投票をもとに決定される「第 12回九州駅弁グランプリ」を 

開催します。今年は趣向を変えて、駅弁グランプリ史上初となる“34品 

全てが初エントリー”でグランプリを決定します！グランプリのためだ 

けに、新しく開発された『新駅弁』が 10品、内容の一部を変更した『リ 

ニューアル駅弁』が８品と、各駅弁会社ともこだわりの駅弁をエントリ 

ーしています。 

皆さまも列車に乗って、移りゆく車窓を楽しみながら、九州各地の 

名物駅弁をご賞味ください。 

九州駅弁１位を決める投票へのご参加をお待ちしています！ 

 

１ 九州駅弁グランプリ 

九州各県から個性的な 34品の駅弁（別紙参照）が揃いました。お客さまからのはがきに 

よるアンケート投票、更に特別審査員による「グランプリ決勝大会」を経て「第 12回九州 

駅弁グランプリ」（決勝大会）の最終順位を決定します。 

 

目  的  

   列車旅の魅力の一つである「駅弁」を素材としたイベント（九州駅弁グランプリ）を 

実施することで、話題性を高め、列車旅の付加価値を高めるとともに、駅弁会社のレベ

ルアップや新商品の開発意欲の向上を図ります。 

 

２ お客さまアンケート投票について 

（1）実施期間 ：平成 28年 10月 14日（金）～平成 29年１月 22日（日） 

（2）お客さまアンケート投票  

・九州駅弁グランプリ対象駅弁（34 品）に添付している「アンケートハガキ」にご記入 

のうえ、切手を貼ってご応募ください。 

・ご応募下さったお客さまの中から抽選で 100名さまに豪華賞品が当たります。 

 

 

 

 

 

 

 

・対象駅弁（34品）は、JR九州の主な駅に設置の専用パンフレットや専用サイト 

（10月 14日公開予定）にてご紹介します。 

（3）グランプリ決勝大会  

平成 29年 2月下旬（予定） 

・グランプリ決勝大会の詳細は、決定次第お知らせします。 

・お客さまアンケート投票とグランプリ決勝大会の結果により、「第 12回九州駅弁グラ

ンプリ」決勝大会の最終順位を決定します。最終順位決定までの流れについては、 

別紙をご参照ください。 

 

【賞 品】 

◆JR九州旅行券１万円分 10名さま 

 

◆九州の名物・特産品 4,000円分相当 50名さま 

 

◆オリジナル QUO カード 2,000円分 40名さま  

※写真はイメージです 



３ 九州駅弁スタジアム    
福岡にいながらにして旅心が味わえる「九州駅弁スタジアム」が登場します。 

「九州駅弁グランプリ」の開催期間中、博多駅中央コンコースの「驛弁当博多口店内」に、 

「九州駅弁スタジアム」と題し、エントリーした駅弁 34品の内、18品（毎日 9～10品）を 

特別に準備、販売します。 

 

（1）開催期間 ： 平成 28年 10月 14日（金）～平成 29年 1月 22日（日） 

（2）場 所 ：  博多駅中央コンコース「驛弁当博多口店内」 

運営：ＪＲ九州フードサービス（株） 

（3）店舗営業時間 ： 6：00～22：00 

※「九州駅弁スタジアム」取扱商品については、9:00～10:00 頃までに 

店頭に並びます。 

（4）販売予定駅弁 ：「第 12回九州駅弁グランプリ」にエントリーした 34品の内、18品。 

(毎日 9～10品) 

 

＜販売予定個数＞ 

・平日 約 130個～約 150個   ・土日祝 約 180 個～約 200個 

     ・「第 12回九州駅弁スタジアム」取扱商品、今後の販売スケジュールは店頭もしくは 

より下記の専用サイト（10月 14日公開予定）にてご確認頂けます。 

・販売商品は変更になる場合がございます。 

・弁当の販売時間は、物流の関係で異なります。 

・数量に限りがありますので、品切れの際はご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅弁グランプリ専用サイト http://www.jrkyushu.co.jp/ekiben/  九州駅弁 検索  

 

 

 

 

 

 

 

 

NO エリア 弁当名

1 明太ちりめんのり弁当

2 博多地鶏弁当
3 北九州名物　鶏（かしわ）めし
4 寿司駅弁　姫華かざり
5 東筑軒 こくうま鶏めし
6 娘てまり
7 博多のご褒美
8 九州産黒毛和牛　濃厚ビーフシチュー弁当

9 ゆふいんの森弁当

10 九州新幹線弁当　さくら咲く

11 くまもとランチBOX

12 黒豚三昧
13 牛肉三昧
14 鶏肉三昧
15 黒豚横丁
16 鹿児島弁当
17 鹿児島黒豚ステーキ＆牛すき焼弁当
18 HOT　牛めし

佐賀

鹿児島

福岡

http://www.jrkyushu.co.jp/ekiben/


別紙１

■「第12回九州駅弁グランプリ」エントリー駅弁リスト

№ エリア 弁当名 発売駅 種別 価格（円） 発売元

1 明太ちりめんのり弁当 博多駅 初エントリー 860 北九州駅弁当㈱

2 博多地鶏弁当 小倉駅 初エントリー 1,050 北九州駅弁当㈱

3 北九州名物　鶏（かしわ）めし 小倉駅
リニューアル
初エントリー 930 北九州駅弁当㈱

4 寿司駅弁　姫華かざり
戸畑駅・八幡駅・黒崎駅・折尾駅・
赤間駅・福間駅・若松駅・直方駅

新商品
初エントリー 1,500 ㈱東筑軒

5 東筑軒 こくうま鶏めし
戸畑駅・八幡駅・黒崎駅・折尾駅・
赤間駅・福間駅・若松駅・直方駅

新商品
初エントリー 1,000 ㈱東筑軒

6 娘てまり 博多駅
リニューアル
初エントリー 870 ㈱中央軒

7 博多のご褒美 博多駅 初エントリー 1,000 JR九州フードサービス㈱

8
九州産黒毛和牛
濃厚ビーフシチュー弁当

博多駅 初エントリー 2,160 JR九州フードサービス㈱

9 博多（辛）カルビ重 博多駅 初エントリー 648 JR九州リテール㈱

10 ゆふいんの森弁当 ゆふいんの森車内
リニューアル
初エントリー 1,000 ㈱中央軒

11 九州新幹線弁当　さくら咲く 九州新幹線車内
リニューアル
初エントリー 1,000 ㈱中央軒

12 佐世保名物レモンステーキ弁当 佐世保駅 初エントリー 1,300 自家製麺あごだしうどん匠庵

13 長崎和牛網焼き弁当 長崎駅
新商品

初エントリー 1,390 ㈱テイストサプライ社

14 ながさき鯨すき弁当 長崎駅 初エントリー 1,296 JR九州リテール㈱

15 大分 なごり雪 大分駅、別府駅 初エントリー 1,296 JR九州リテール㈱

16 あか牛すき焼き弁当 熊本駅
新商品

初エントリー 1,200 ㈱ニシコーフードサービス

17 熊本　親子玉手箱 熊本駅、新八代駅
新商品

初エントリー 1,500 （有）みなみの風

18 あなごひつまぶし弁当 新玉名駅 初エントリー 1,100 日本料理たがみ

19 山菜寿し 新玉名駅 初エントリー 600 日本料理たがみ

20 椿べんとう 人吉駅 初エントリー 1,100 （有）人吉駅弁やまぐち

21 くまもとランチBOX 熊本駅
リニューアル
初エントリー 1,200 ㈱松栄軒

22 黒豚三昧 鹿児島中央駅
新商品

初エントリー 1,080 ㈱松栄軒

23 牛肉三昧 鹿児島中央駅
新商品

初エントリー 1,150 ㈱松栄軒

24 鶏肉三昧 鹿児島中央駅
新商品

初エントリー 980 ㈱松栄軒

25 黒豚横丁 鹿児島中央駅 初エントリー 1,080 ㈱松栄軒

26 鹿児島弁当 鹿児島中央駅 初エントリー 1,080 ㈱松栄軒

27 鹿児島黒豚ステーキ＆牛すき焼弁当 出水駅 初エントリー 1,200 ㈱松栄軒

28 HOT　牛めし 出水駅
新商品

初エントリー 1,380 ㈱松栄軒

29 筍 喜例川駅
新商品

初エントリー 600 森の弁当 やまだ屋

30 黒豚弁当 鹿児島中央駅
リニューアル
初エントリー 788 JR九州リテール㈱

31 小さなかしわめし 西都城駅前
リニューアル
初エントリー 600 ㈱せとやま弁当

32 幸せの上々、みやこのじょう弁当 西都城駅前 初エントリー 1,080 ㈱せとやま弁当

33 とりがゆ 西都城駅前 初エントリー 350 ㈱せとやま弁当

34 日向鶏べんとう 宮崎駅
リニューアル
初エントリー 760 宮崎駅弁当㈱

福岡

佐賀

長崎

熊本

鹿児島

宮崎



別紙２ 

 

■「第 12回九州駅弁グランプリ」決定までの流れ 

 

≪予 選≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
≪グランプリ決勝大会≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 12回九州駅弁グランプリ 最終結果決定、発表！！ 

＜お客さまアンケート投票＞  

・対象駅弁に添付した「アンケートハガキ」でアンケートを実施します。 

（アンケート内容は、「味」「こだわり度（郷土色豊か・地元の食材を使用など）」「見

た目」「かけ紙（パッケージ）」「価格」「総合判断」です。） 

・アンケートを集計し（アンケート段階での）順位を決定します。 

・エントリー全 34 品の中から上位駅弁３品と九州を５つのエリアに区分し、各エリア

の上位駅弁２品、合わせて 10品を選出しグランプリ決勝大会に選出します。 

（エリア区分： ①福岡／②長崎・佐賀／③大分・宮崎／④熊本／⑤鹿児島） 

＜グランプリ決勝大会＞ 

・「第 12 回九州駅弁グランプリ」を決定する最終投票会を実施します。 

 （平成 29年 2月下旬を予定） 

・当日、食分野の著名人や報道関係者の皆さまに決勝大会に進出した駅弁（10 品）を

試食していただき、最終アンケート投票を加点し、駅弁（10品）の最終順位を決定、

発表します。 
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