
旭川駅立売 どっさりいくら弁当 旭川駅立売 うに・かに・いくら弁当 釧祥館 こぼれいくら！サーモンちらし 釧祥館 どっさりかに弁当 釧祥館 釧路のいかめし 稚内駅立売 どっさり海鮮弁当 稚内駅立売 かに海鮮御膳

駅名 旭川駅 駅名 旭川駅 駅名 釧路駅 駅名 釧路駅 駅名 釧路駅 駅名 稚内駅 駅名 稚内駅

税込売価 1,450円 税込売価 1,280円 税込売価 1,380円 税込売価 1,480円 税込売価 790円 税込売価 1,380円 税込売価 1,380円

佐藤水産 いくら石狩鮨 佐藤水産 鮭のルイベ漬盛り海鮮弁当 佐藤水産 贅沢厚切りサーモン弁当 吉田屋 かきめし対決弁当（北海道塩かき、三陸かき） 吉田屋 銀座久兵衛　ばらちらし 吉田屋 こぼれイクラととろサーモンハラス焼き弁当 吉田屋 贅沢かに盛り　極弁当

駅名 新千歳空港 駅名 新千歳空港 駅名 新千歳空港 駅名 新函館北斗駅 駅名 八戸駅 駅名 八戸駅 駅名 新函館北斗駅

税込売価 1,250円 税込売価 1,480円 税込売価 1,280円 税込売価 1,250円 税込売価 1,880円 税込売価 1,480円 税込売価 1,780円

吉田屋 いくらの重箱弁当 吉田屋 贅沢カニの棒肉イクラのせ弁当 吉田屋 三陸産煮穴子めし 松川弁当 牛肉道場 松川弁当 米沢牛伝統の百年焼肉弁当 松川弁当 復刻　米澤牛牛肉辨當 もりべん だし巻玉子と山形牛しぐれ煮弁当

駅名 新函館北斗駅 駅名 八戸駅 駅名 八戸駅 駅名 米沢駅 駅名 米沢駅 駅名 米沢駅 駅名 山形駅

税込売価 1,450円 税込売価 1,380円 税込売価 1,350円 税込売価 1,300円 税込売価 1,650円 税込売価 1,500円 税込売価 1,250円

こばやし 極撰 炭火焼き牛たん弁当 こばやし 炙り牛たんとＡ5仙台牛弁当 こばやし 仙台名物牛たん弁当 東華軒 小鯵押寿司 東華軒 金目鯛西京焼弁当 東華軒 鯛めし 東華軒 やまゆりポーク味噌焼弁当

駅名 仙台駅 駅名 仙台駅 駅名 仙台駅 駅名 小田原駅 駅名 小田原駅 駅名 小田原駅 駅名 小田原駅

税込売価 1,580円 税込売価 1,680円 税込売価 1,780円 税込売価 1,100円 税込売価 1,050円 税込売価 880円 税込売価 1,280円

全国の駅弁・うまいもの55種類が
小平ファーマーズ・マーケット に大集合!

※商品ごとにおいしく召し上がっていただくための消費期限がございます。お確かめの上お求めください。また消費期限内にあわせて販売を終了させていただく場合がございますのでご了承ください。※写真のイメージと商品内容が異なる場合や、予告なく食材が変わる場合がご

ざいます。※数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。※天候・道路事情により販売時間が遅れたり、また販売できない場合がございますのでご容赦ください。※当日のお取り置きはおことわり申しあげます。

21日のみ販売

21日のみ販売21日のみ販売

21日のみ販売



大辻 ますの寿し一段 中谷本舗 柿の葉すしさばさけ8個入 中谷本舗 柿の葉すし4種8個入 中谷本舗 山葵の柿の葉寿司4種8個 淡路屋 ひっぱりだこ飯 淡路屋 金色のひっぱりだこ飯 淡路屋 なにわホルモン焼肉弁当

駅名 富山空港 駅名 奈良駅 駅名 奈良駅 駅名 奈良駅 駅名 西明石駅 駅名 西明石駅 駅名 鶴橋駅

税込売価 1,600円 税込売価 1,040円 税込売価 1,100円 税込売価 1,180円 税込売価 1,200円 税込売価 1,500円 税込売価 1,200円

淡路屋 神戸のステーキ弁当 淡路屋 JR貨物コンテナ弁当 神戸のすきやき編 淡路屋 神戸鉄板焼き弁当 三好野本店 栗おこわ弁当 三好野本店 岡山後楽園のお弁当（秋・冬） 三好野本店 お祭り弁当 三好野本店 溶岩石で焼き上げた岡山あっぱれ鶏めし

駅名 新神戸駅 駅名 神戸駅 駅名 神戸駅 駅名 岡山駅 駅名 岡山駅 駅名 岡山駅 駅名 岡山駅

税込売価 1,250円 税込売価 1,500円 税込売価 1,380円 税込売価 980円 税込売価 1,280円 税込売価 1,250円 税込売価 980円

三好野本店 西九州新幹線かもめ弁当 三好野本店 超電導リニアL0系弁当 ㈱ステーションクリエイト東四国 げんき100ばい！アンパンマン弁当 アベ鳥取堂 元祖かに寿し アベ鳥取堂 ゲゲゲの鬼太郎丼 アベ鳥取堂 三元豚のｶﾚｰﾒﾝﾁｶﾂｻﾝﾄﾞ プレアデス 有田焼カレー（小）

駅名 岡山駅 駅名 岡山駅 駅名 高松駅 駅名 鳥取駅 駅名 鳥取駅 駅名 鳥取駅 駅名 有田駅

税込売価 1,300円 税込売価 1,380円 税込売価 1,350円 税込売価 1,480円 税込売価 1,500円 税込売価 680円 税込売価 1,480円

プレアデス 有田焼カレー（小）干支 卯 松栄軒 佐賀牛焼肉重 松栄軒 厚切り黒豚角煮めし 松栄軒 牛ハラミ焼肉と牛カルビ焼肉重 松栄軒 極　黒豚めし 松栄軒 鉄道開業150周年記念　九州巡り旅弁当

駅名 有田駅 駅名 博多駅 駅名 鹿児島中央駅 駅名 鹿児島中央駅 駅名 鹿児島中央駅 駅名 出水駅

税込売価 1,480円 税込売価 1,350円 税込売価 1,280円 税込売価 1,350円 税込売価 1,130円 税込売価 1,580円

※商品ごとにおいしく召し上がっていただくための消費期限がございます。お確かめの上お求めください。また消費期限内にあわせて販売を終了させていただく場合がございますのでご了承ください。

※写真のイメージと商品内容が異なる場合や、予告なく食材が変わる場合がございます。※数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

※天候・道路事情により販売時間が遅れたり、また販売できない場合がございますのでご容赦ください。※当日のお取り置きはおことわり申しあげます。

売切

御免

22日のみ販売 21日のみ販売

21日のみ販売22日のみ販売

22日のみ販売


