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記 者 配 布 資 料  

令和３年３月１２日 
大阪経済記者クラブ会員各位 
（同時配布先：大阪府政記者会、大阪市政記者クラブ） 
 

北陸新幹線＆リニア中央新幹線 開業エール弁当コンテスト 

受賞者の決定について 
 

〔お問合せ〕大阪商工会議所 地域振興部（高津、藤田） 

ＴＥＬ：０６-６９４４-６３２３ 

 

「北陸新幹線早期全線開業実現大阪協議会」及び「リニア中央新幹線早期全線開業実現協議会」

（両協議会の構成：大阪府、大阪市、関西経済連合会、大阪商工会議所、大阪府商工会議所連合会、

関西経済同友会）は、「北陸新幹線＆リニア中央新幹線 開業エール弁当コンテスト」の受賞者２０

名を決定した。 

同コンテストは、北陸新幹線及びリニア中央新幹線の大阪までの早期全線開業に向けた関心・期

待を高めることを目的に、両新幹線をモチーフに制作したお弁当の写真をインターネット上

（Instagram 等）にて募集を行ったもの。期間中、１１９作品（北陸新幹線部門７８作品、リニア

中央新幹線４１作品）の応募があり、審査員による審査や Instagram での一般投票を経て、受賞者

２０名を決定した。うち、「売り出しま賞」受賞作品は、「北陸新幹線開業エール弁当」として商品

化され、４月１６日（金）から大阪駅や新大阪駅構内をはじめとする１０店舗で販売予定。 
 

＜開業エール弁当コンテスト概要＞ 

【募集期間】令和２年１２月１８日（金）～令和３年２月７日（日） 

【募集方法】「Instagramへの応募作品の投稿」もしくは、「公式ホームページの応募フォーム」 

【主  催】北陸新幹線早期全線開業実現大阪協議会、リニア中央新幹線早期全線開業実現協議会 

【協  力】西日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、 

株式会社ジェイアール西日本フードサービスネット、株式会社淡路屋、辻調理師専門学校 

【審 査 員】 

猟奇的弁当職人まこつ氏、株式会社ジェイアール西日本フードサービスネット、株式会社淡路屋、 

辻調理師専門学校、北陸新幹線早期全線開業実現大阪協議会、リニア中央新幹線早期全線開業実現協議会 

【受 賞 者】 
●総合優秀賞 

＜北陸新幹線部門＞jyonrara さん      ＜リニア中央新幹線部門＞yurisanben さん 
●映えたで賞 

＜北陸新幹線部門＞tamakipan57 さん  ＜リニア中央新幹線部門＞otomisan0331 さん 
●早くつながってほしいで賞 

＜北陸新幹線部門＞mame_1010 さん   ＜リニア中央新幹線部門＞shika.senbei11 さん 
●売り出しま賞（※商品化し、４月１６日から販売予定） 

＜北陸新幹線部門＞hokurikushinkansen.daisuki さん 
●入選 

＜北陸新幹線部門＞yukx2e さん         ＜リニア中央新幹線部門＞yui.m89 さん 
_n.06 さん                   yukari.rx78 さん 

          seven7678 さん                 まろばにさん 
kyara_obenter さん               ohba0120 さん 
mnm_hmar さん                tmtmmama00 さん 
mugi.maki さん                 kyara_obenter さん 

 azuazu_wakuwaku さん 
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【「売り出しま賞」受賞作品 商品化及び販売先の詳細】 

名    称：北陸新幹線開業エール弁当 
   販売価格：1,300 円（税込） 

製   造：株式会社淡路屋 

 販   売：株式会社西日本フードサービスネット 

販売店舗：新神戸駅 旅弁当新神戸店 

      大阪駅  旅弁当大阪店（※）、旅弁当大阪御堂筋口店（※） 

      新大阪駅 旅弁当駅弁にぎわい新大阪店（※）、旅弁当駅弁にぎわいアルデ店、 

旅弁当新大阪１号店 

京都駅  旅弁当駅弁にぎわい京都店、旅弁当京都１号店（※）、旅弁当京都２号店（※）、 

旅弁当京都３号店（※） 

       （※）改札内店舗 

購入特典：購入者各店先着５０名様に、北陸新幹線早期全線開業実現大阪協議会オリジナルグッズ（除

菌ウェットティッシュ）をプレゼント 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 上 
 
 
＜添付資料＞ 
○受賞作品一覧 

   
売り出しま賞受賞作品    商品パッケージ（イメージ）     お弁当容器（北陸新幹線 W7 系） 



【総合優秀賞】

部門
エントリー№
ハンドルネーム

作品写真 アピールコメント等

開業エール弁当コンテスト受賞作品

リニア中央新幹線全線開業で・東京・名古屋・大阪間が1時間7分でつながるそうです
時速500kmのスピード達するとき車体は浮上するんだって〜(*ﾟдﾟ*)ﾄﾞｷﾄﾞｷ開業エール
弁当のコンテストに参加します実際は、走ってる時には見えないそうですが‥富士山と
か松原とかの間を走り抜けるイメージで作ったエール弁当です開業にむけて、頑張って
ください(*ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾

リニア中央新幹線部門

北陸新幹線部門
乗り物シリーズ〜3〜先⽇作った北陸新幹線の⾛⾏向きとフォルムを少し変えて作って
みました�作るまえのイメージは満開の桜の風景だったんですが準備してた桜でんぷん
を流し台に落としてしまい�泣く泣くハムで型どった桜を少し散りばめました(^^;)

北１１
jyonrara

リ４
yurisanben



【映えたで賞】

部門
エントリー№
ハンドルネーム

作品写真 アピールコメント等

ピクニック用にリニア中央新幹線の開業エール弁当を作ってみました✨リニア中央新幹
線ができたら大阪〜東京間の行き来がより便利になることをイメージして、マッシュポ
テトとカニカマの東京タワーと大阪名物のたこ焼きを入れてみました��キャラ弁初め
て作ったけど味も大好評でかわいくできて満足。作るの楽しかったからまた色々チャレ
ンジしてみよう‼

北陸新幹線部門

アゲ揚げノリ乗り新幹線弁当！�大阪名物タコ焼きと串揚げをメインのおかずにおおさ
かさんとほくりくさんを新幹線おにぎりに乗せて出発♪タコ焼きも揚げちゃいました�
おにぎりは海苔、かつお節、醤油少々をサンド。昨年男の子が産まれたのでもう少し大
きくなったら一緒に新幹線に乗って旅したいです�✨

北１２
tamakipan57

リニア中央新幹線部門
リ１３
otomisan0331



【早くつながってほしいで賞】

部門
エントリー№
ハンドルネーム

作品写真 アピールコメント等

リニアのお弁当を作って、改めてノーズの⻑さを実感！⾒た⽬はのぞみと同じ⽩と⻘で
も全然違う！これが速さの秘訣かぁ�✨リニアの仕組みN極とS極の線路�や、リニア
の速さで揺れる木々を表現してみました�普段は夫のお弁当しか作らないので、このよ
うなキャラ弁のようなお弁当はなかなか難しかったですが、「リニアのお弁当！」と子
どもが喜んでくれたので作った甲斐がありました�子どもとお弁当を食べながら「リニ
アって世界の鉄道で１番速いんだよねー603km/hってすごいね」などリニアトークを
満喫�リニアに乗って大阪から東京へあっという間の67分で行ける頃、新大阪駅には
北陸新幹線かがやきも走っているだろうから、新大阪駅はもっと大きな駅になっている
のかな？！大阪から色んなところへもっと気軽に行けるって想像するだけでも、大阪の
未来にワクワクします。リニアが大阪にやってくる日を楽しみにしています�

リニア中央新幹線部門

かがやき、カッコいいね！と子どもがよく言います�確かに他の新幹線よりシュっとしてるぁ
と思ったら「イタリア人以外で初めてフェラーリをデザインした日本人」によるデザインとい
うことを知り納得��作ったお弁当を子どもと食べながら、「大阪にかがやきが来るの待ち遠
しいね〜」「かがやきに乗ってどこ行きたい？」など親子でたくさん喋って楽しいおうち時間
を満喫しました。フレー�フレー�北陸新幹線、全線開業�

北陸新幹線部門
北１０
mame_1010

リ９
shika.senbei11



【売り出しま賞】

部門
エントリー№
ハンドルネーム

作品写真 アピールコメント等

北陸新幹線部門

せっかくならたくさんの人に買ってもらえるような駅弁を！と思い、子どもに「お弁当
に何が入ってると嬉しい？」と聞いたら「エビフライとウインナー！」なるほど、それ
らが入っていて、開通エール弁当にふさわしいメニューを…
ということで考えました。�金沢名物のハントンライス(オムライスの上にエビフライ
。
お弁当の下はオムライスになっています)�大阪名物(おおさかさん)のたこ焼き⭐とうき
ょうさんの星型さつまいも。ほくりくさんのカニさんウインナー。子どもの好物ばかり
で作ったので、子どもが本当に美味しそうに食べてくれました�子どもと一緒に新大阪
からかがやきに乗って金沢へ旅行できる日を楽しみに、北陸新幹線の全線開通を親子
揃って応援しています�頑張れ、北陸新幹線！！�

北１３
hokurikushinkansen
.daisuki



【入選】
部門 エントリー№

ハンドルネーム
作品写真 アピールコメント等

北陸新幹線部門
北１８
seven7678

『GOGO‼北陸新幹線‼』マッシュポテトの北陸新幹線です✨中身にはガーリックベーコンの
少しスパイシー炒めご飯です�楽しい旅には、チューリップの唐揚げ�人参の可愛い煮物。か
まぼこの羽も。カニカマと、カニカマ海苔紫蘇巻きサラダ。楽しそうに車窓から覗くほくりく
さん‼たこやきさんは、まぁるい卵焼きに乗って楽しげです❤かぼちゃのとうきょうくんは、
輝いています⭐✨⭐✨車掌さんのウインナー君も楽しそうです。昼は大阪のたこやき 夜は金沢
のお寿司が食べたーい✨✨‼開業☆*:.｡. o(≧▽≦)o .｡.:*☆待ってます�

北陸新幹線部門

「がんばれ！北陸新幹線&リニア中央線開業エール弁当コンテスト」息子が大好きな「かがやき&リニア」お誘いいた
だきやってみました！今年、息子が春で幼稚園入園です�お弁当を笑顔でお友達と食べてもらえたらーと思いながら、
作ってみました息子が食べやすいように海苔巻きに北陸新幹線PR動画キャラクター にちなんで具をおおさかさん→た
こ焼きソースとマヨほくりくさん→カニカマフライとうきょうさん→星形オクラ野菜と卵焼きも入れて、巻き巻き.....つ
ながれ開業でwサラダ巻きにしてみましたタイトル：応援してるよ！つながればみんな仲良し弁当まだ、新幹線に乗っ
たことのない息子.....w開業したら、ぜひ！息子と一緒に乗りたーい！このお弁当がもし、乗りながら食べれたら.......な
んて最高ですね❤ コロナに負けるな！楽しいウキウキな気持ちになったお弁当作りありがとうございます♪がんばれ
ー！！大阪に無事に通るのを息子と楽しみにしてるぉーーー！！！！

北４
yukx2e

北陸新幹線部門
今日のお弁当��・*三色(しらす大葉・鶏そぼろ・いんげん)*玉子焼き*豆サラダ*大学芋*
苺・・本日は北陸新幹線＆リニア中央新幹線開業エール弁当です�山口県から応援してまーす
٩( 'ω' )و地元に新幹線が来ないご主人はお弁当見て嬉しそうだった�

北８
_n.06

北陸新幹線部門

応募post  @  kaigyo_yell_bento 
さまの 北陸新幹線＆リニア中央新幹線 開業エール弁当コンテストに応募させてください⋒⋒⋒   【子どもがよ
ろこぶ♡かがやきお弁当�】   あおくんが大大大好きな北陸新幹線の キャラ弁作りに挑戦！�♪  ブルーを何
で表現するかすごく迷って いろいろ試行錯誤した結果 卵白に リナブルー 
を混ぜて薄焼き卵にしたら いい感じにできたよ�  ゴールドのラインは通常の薄焼き卵で表現�.*
゜  北陸新幹線はケーキも作っただけあって フォルムは何も見ずに完成！✌笑  シンボルマークを海苔で作る
のが 1番難しかった〜menu〜 ⚪かがやきおにぎり� ⚪テリヤキポーク� ⚪ハムチーズ巻き ⚪タコさんウイ
ンナー� ⚪ゆかり卵焼き� ⚪プチトマト� ⚪ブロッコリー。   彩りよく、子どもが開けた時に わくわくする
ようなお弁当づくりを心がけました�♩  星型のチーズに早期全線開業への期待を込めて…✧*｡
  北陸も大阪もまだ行ったことがないから いつか家族で北陸新幹線に乗って行けたらいいね�♡

北陸新幹線部門

開業エール弁当�3日後に3歳になる息子が大好きな北陸新幹線✨息子に見せたらあ、
かがやき✨お姫様もいる！と嬉しそうに言ってくれました�ほくりくさんがお姫様に
見えたみたい 大好きな北陸新幹線、応援してます�❁フライドチキン❁ポテトサラダ
❁プチトマト❁おから煮❁星形卵焼き❁ブロッコリー❁3人のキャラクターも新幹線も
、全部食べられます。あ、つまようじ以外�

北１９
kyara_obenter

北２１
mnm_hmar

北陸新幹線部門
ようやく作れました✨*・おおさかさんは  めんつゆごはんと、でこふり茶色ごはん・ほくりく
さんは  めんつゆごはんにカニカマ・とうきょうさんは  でこふり⻩⾊ごはん**北陸新幹線無事
に全線開業できます様に✨**

北２２
mugi.maki



【入選】

リニア中央新幹線部門 リニア中央新幹線�弁当最高時速500キロって本当にすごい�かっこいいな〜わくわくします�リ１
yui.m89

リニア中央新幹線部門

��北陸新幹線&リニア中央新幹線開業エール弁当コンテスト���リニア中央新幹線部門新幹線が大好きな息子はい
つもプラレールをたくさん繋げ、線路を広げて遊んでいました。あれから10数年経ちました。大学生になり関東に進学
した息子。地元大阪に帰省で利用するのはいつも決まって新幹線です。 リニア中央新幹線が早く大阪まで開通し、東京
〜⼤阪間が今よりもっと最短に、そして⾃由に往来できる⽇がきますよう、⼼から応援しています。<お弁当の中⾝>*
⽟⼦焼き（⻘さのり・アミエビ⼊り）*れんこんつくね焼き（ニンジン・レンコン細かく刻んだもの⼊り、ほんのり味
噌味）*塩枝豆*小エビ薄味茹で煮*かぼちゃ煮物*かに蒲鉾*豚肉巻き（ほうれん草、エリンギ、ニンジン）*フルーツ
（りんご、キーウィ）<栄養バランスを考えたお⼦さまランチ>こどもの⾻の成⻑に必要なカルシウム、 ビタミンD、
ビタミンC、ミネラル群、からだを大きくするためのタンパク質、ビタミンB群、からだの粘膜を強く保つためのビタミ
ンAなど、できるだけたくさんの食材をお子さまが食べやすいよう、また電車の中でご家族と食べるシーンを想像しな
がら作りました。<作りやすさを重視>使用した食材も作りやすく比較的保存のきくもの、そして作り手の方を想像し
ながら、⼯程的にも作りやすさを重視してみました。<ご当地にまつわる⾷材使⽤>*⼤阪なんきん（カボチャ）、⻘さ
のり*名古屋小エビ、赤味噌（レンコンつくねに、ほんのり味つけに使用しています）*東京ニンジン（馬込三寸人参使
用）コロナが終息し、自由に往き来できる日が早くきますように��

リニア中央新幹線部門
電車、新幹線、リニアが、大好きな甥っ子のために作りました！東京の江⼾前寿司、名古屋の
味噌カツ、大阪のたこ焼き、リニアがつながれば、1日で巡れますね。早くつながりますよう
に！！！

リ２
yukari.rx78

リ３
まろばに

リニア中央新幹線部門

マザコン息子のリクエスト弁当�チーズ新幹線の下は野菜たっぷりハンバーグ♡ハンバーグ新
幹線の形にして焼いたのに太ってしまったよ�お米は息子の大好きな雑穀米�リニア中央新幹
線、キャラっぽくなってしまいました、、、新幹線に乗りたくなっちゃうね。北陸新幹線全線
開業を心待ちにしております✨

リニア中央新幹線部門
リニア中央新幹線の⻘⾊が難しい.リニア中央新幹線の開業楽しみすぎる�みんなが待ちわびて
ます✨と言う思いをお弁当にしてみました！..開通したら子供達と乗車して東京大阪名古屋。遊
びに行きたいです！

リ５
ohba0120

リ８
tmtmmama00

リニア中央新幹線部門
開業エール弁当�リニアモーターカーが、飛ぶように走っていく様子を作ってみました 富士
山もあっという間に、ビューンと通過�早く息子と乗ってみたいなぁ�✨応援してます�

リニア中央新幹線部門

北陸新幹線・リニア中央新幹線、大阪までの早期全線開業に向けた機運を盛り上げるコンテス
トに参加しています。・前回は北陸新幹線部門に応募したので、今回はリニア中央新幹線 部門
に応募します。◆タイトル「速いぞ、リニア中央新幹線！」◆ポイント時速500kmで速いとこ
ろを、掲げた拳と海苔、環境にも優しい点をブロッコリーの緑で表現しました。ととしーとの
⻘⾊が間に合わなかったので(泣)、リニアの濃いブルーラインを再現するのが難しかったです。
◆リニア中央新幹線ごはん、デコふり(紫)、のり◆他のおかず卵焼き、ブロッコリー、唐揚げ、
シュウマイ、カニカマ、ハム、スライスチーズ、にんじん、スナップエンドウ、イチゴ、飾り
あられリニア中央新幹線は以前からとても興味があります。体験乗車会は何度もハズレている
ので、コロナが落ち着いたら、リニア見学センターに行って走行試験を見たいです！無事に大
阪まで開通しますように。・・・

リ１０
kyara_obenter

リ１２
azuazu_waku
waku




