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 全国の地方新聞社厳選お取り寄せサイト「47CLUB（よんななクラブ）」が、地域に密着した活動を行っている 
AKB48 Team 8とタイアップ！AKB Team 8メンバーが全国47都道府県のごはんに合うおかず「ごはんの友達」を紹介する 
スペシャルなキャンペーン「AKB48 Team 8×47CLUB ご当地！ごはんの友達コレクション」を９月11日（金）よりスタート 
しました。47CLUBで人気の商品や、日本各地のこだわりの味など、ごはんがもっと好きになる、ご当地のおいしいおかずが 
勢ぞろい。キャンペーン特設サイト（ http://www.47club.jp/47akb.meshitomo ）から新規会員登録や対象商品のご購入で
47CLUB限定・メンバー全員の動画やポストカードなど最大4つの特典がもらえます！地方新聞社とAKB48 Team 8が地元の 
「おいしい！」で地方を応援します！ 

47CLUB プレスリリース 
〒104-0045 東京都中央区築地1-12-6 4F 
TEL 03-5148-4747 http://www.47club.jp/ 

株式会社47CLUB(よんななクラブ） 

Press Release 

 

全国の地方新聞社厳選！ お取り寄せサイト 

http://www.47club.jp/47akb.meshitomo
http://www.47club.jp/47akb.meshitomo


■地方のことならお任せください！■ 
47CLUBは、「地方を元気に 日本を豊かに」を合言葉に、2007年にスタート。全国の地方新聞社が発掘・ 厳選した、地域の商材を販売する 
インターネットショッピングサイトです。今で はインターネット販売のみならず、B to B販売、百貨店催事販売、海外販売など、 
全国の事業者様の販路拡 大課題、また商品開発課題に対してのソリューションやサポートを行う事業展開を行っています。 
現在、サイト 「47CLUB」 では、約1300ショップが合計約2万7000商品の販売を行っています。 

47CLUB プレスリリース 
〒105-0011 東京都港区芝公園2-11-11 
TEL 03-6402-4700 http://www.47club.jp/ 

株式会社47CLUB(よんななクラブ） 

Press Release 

 

全国の地方新聞社厳選！ お取り寄せサイト 

■商号     ：株式会社 47CLUB（よんななクラブ） 
■代表者    ：代表取締役社長 栗田 健一郎 
■設立     ：2008年7月 
■事業内容    ：全国の地方新聞社が厳選した商品を、インターネット等で販売するサービスの提供 

■URL     ：http://www.47club.jp/ 
■所在地    ：東京都中央区築地1-12-6 4F 
■資本金    ：2億2,500万円 

 http://www.47club.jp/47akb.meshitomo 
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AKB48 Team 8×47CLUB ご当地！ごはんの友達コレクション　商品一覧

都道府県 ショップ名 商品名 商品画像 商品紹介 税込 CP用URL

1 北海道 北海大和
北海道
十勝牛しぐれ
詰合せ

十勝平野で育った十勝牛は赤身が柔らかく、お
いしいお肉。昔ながらの化学調味料を一切使用
せず、基礎調味料のみで仕上げ、お肉も２センチ
カットの大きめカットしております。生姜、ごぼう、
玉ねぎの3種類。

¥3,000

http://www.47clu
b.jp/01M-
000104gus/goods
/detail/10089815
/

2 青森県 Growth
清水盛り
ナンバ漬

ほどよい辛さがご飯によく合う！地元直売所でし
か手に入らない伝統野菜ナンバ「甘長トウガラ
シ」を醤油、麹で煮込んだ弘前の名産品。

¥500

http://www.47clu
b.jp/03M-
000045kfk/goods
/detail/10089927
/

3 秋田県
株式会社

ヌウジャパン
おかずがっこ
甘辛

秋田のいぶりがっこを独特の乱切りカットでスラ
イス。
アクセントのある歯ごたえが楽しめます。

¥1,000

http://www.47clu
b.jp/05M-
000057ahj/goods
/detail/10089928
/

4 岩手県 越戸商店
極上いくら
醤油漬け

岩手 北三陸から産地直送！最高ランク「3特」の
いくら醤油漬け。大粒の薄皮いくらが、口の中で
とろけます。

¥3,000

http://www.47clu
b.jp/06M-
000038tlq/goods
/detail/10089570
/

5 山形県

やまがた
まるごと

おいしいもの
市場

たべる醤油
しょうゆの実

大豆、大麦、米で作った醤油麹に、贅沢にも山形
産大豆・小麦を使用した本醸造丸大豆しょうゆで
仕込んだ濃厚なしょうゆの実です。あたたかいご
飯にのせれば何杯でもおかわり！うまみが病み
つきになります。

¥410

http://www.47clu
b.jp/07M-
000084jqr/goods
/detail/10089930
/

6 宮城県
伊達の

牛たん本舗
牛たん佃煮

角切りにした牛たんを柔らかくじっくり丁寧に炊き
上げた佃煮。温かいご飯にそのままのせて食べ
ても美味しいし、お茶漬けにしても美味しいです。

¥1,080

http://www.47clu
b.jp/08M-
000017/goods/de
tail/10089277/

7 福島県
おんせん
たまごの

森山
ガンバ卵ショ

自家源泉　炭酸水素ナトリウム泉で作った本物
の温泉卵。卵はこだわりの蔵王地養卵使用。黄
身はお味も色も濃く、源泉にふくまれる天然塩分
で白身もほんのり塩味がきいています。お醤油を
すこしたらせば、それだけで美味しいご飯のおと
もに。

¥972

http://www.47clu
b.jp/09M-
000052mry/goods
/detail/10089867
/

8 茨城県
宮田卯之

商店
宮田の
ミソピーナツ

味噌ピーナツ一筋！ピーナツ味噌は、千葉や茨
城など落花生の多く取れる地方で親しまれる昔
ながらの田舎料理。宮田はこの商品だけを作っ
て50年！厳選した落花生のカリッとした食感、特
注低塩味噌のやさしい甘さ。

¥810

http://www.47clu
b.jp/10M-
000047mut/good
s/detail/1008991
4/

9 栃木県
きつれがわ

鮎匠
高級珍味
鮎の子うるか

新鮮な湧水育ちの鮎の卵と白子に塩をまぶし、1
年間じっくり熟成発酵させました。鮎の香りとふく
よかな苦み、卵の食感が楽しめる逸品です。

¥1,620

http://www.47clu
b.jp/11M-
000077afj/goods/
detail/10089767/

10 群馬県 上州ミート
上州麦豚
飯うま３点セット

上州麦豚シリーズより食べる焼き肉のたれ、ねぎ
肉みそ、食べるラー油の3点セット。麦の特性を
生かした専用飼料と確かな養豚生産技術が風味
豊かな豚肉ブランドです。

¥1,954

http://www.47clu
b.jp/12M-
000023jsm/goods
/detail/10089895
/

11 埼玉県 米寿屋

蔵元謹製
造り酒屋が
本気でつくった
奈良漬セット

造り酒屋が本気でつくった"埼玉県の"奈良漬。
埼玉県深谷産のきゅうりを使用し、良質な酒粕を
惜しげもなく使用した「きゅうりの奈良漬」など３種
類の詰合せ。享保13年創業の蔵元謹製。

¥1,680

http://www.47clu
b.jp/13M-
000066nsg/goods
/detail/10089177
/

12 千葉県
さいぶの
ひじき

ひじき落花生

ひじきと落花生の奇跡のコラボ！じっくりと甘口
に炊き上げました。房総の天然物ひじき100％と
八街産の落花生を使用しています。お弁当の一
品に、お茶受けに。

¥648

http://www.47clu
b.jp/14M-
000042odl/goods
/detail/10089434
/
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AKB48 Team 8×47CLUB ご当地！ごはんの友達コレクション　商品一覧

13 東京都 小島商店
仔牛の煮込み
ハンバーグ
セット

さっぱりとした肉質が特徴の仔牛肉を１００％使
用した２種類の煮込みハンバーグセット。一緒に
煮込んだ野菜が仔牛肉を一層引き立てます。ふ
わふわとした仔牛肉の食感を、酸味のきいたトマ
トソースと、大粒のゴロゴロ野菜のクリームソース
の２種で。

¥3,240

http://www.47clu
b.jp/15M-
000030rzf/goods
/detail/10089695
/

14 神奈川 重慶飯店
重慶飯店
ジャンボ焼売

粗挽きの豚肉をたっぷり使用したジャンボ焼売！
ジューシーで食べ応えのある大粒のシュウマイ
は、山奈粉（しょうが粉）を入れ、肉の旨味の中に
さっぱりした美味しさが広がるレストランでも人気
のシュウマイです。あたためるだけ！

¥1,512

http://www.47clu
b.jp/16M-
000023juh/goods
/detail/10089896

15 新潟県 三幸 サーモン塩辛

ねっとりと舌にからむようなハラスの濃厚な味に
麹独特の旨味が加わり、ほんのりとした塩加減
が絶妙!「塩糀」のやさしい香りに包まれた海の幸
は、白いご飯のお供としても、日頃の晩酌の肴と
しても相性抜群です！

¥1,080

http://www.47
club.jp/20M-
000027/goods/
detail/1008993
8/

16 山梨県 山中湖ハム ミートローフ

山中湖付近に自社農場を構え養豚をしていま
す。山梨の自然が育てた豚を美味しく加工しまし
た。練り生地にグリーンペッパー、マジョラムを加
えオーブンで焼き上げたミートローフです。

¥1,080

http://www.47
club.jp/17M-
000031oka/goo
ds/detail/1008
9894/

17 愛知県
尾張名古屋
だし屋大友

縁結び

5つの縁起物(鰹節・昆布・いわし・胡麻・くるみ)を
特製だれで混ぜ合わせて作る手作り生ふりか
け。分刻みのスケジュールでお料理できない方で
も、自分で混ぜ合わせるのが楽しいひと品。

¥1,080

http://www.47clu
b.jp/21M-
000019etn/goods
/detail/10089488
/

18 静岡県 カネジョウ 佃煮つくるずら

佃煮がたった1分で作れてしまうお手軽セット。い
わし削り節とちりめん干し・香ばしい胡麻に旨み
たっぷりの昆布を特注タレで混ぜるだけ！たっぷ
りとご飯にのせて。

¥597

http://www.47clu
b.jp/18M-
000023/goods/de
tail/10089752/

19 岐阜県 大栄食品
飛騨牛で作った
牛丼の具

こだわりの飛騨牛と甘みたっぷりのたまねぎを
あっさりとした和風だしで仕上げました。材料は
飛騨牛と国産玉ねぎ、しょう油をベースにしたた
れの3種類。わずか3種類だからこそ、それぞれ
の具材にこだわり、1回の仕込みで800食、ひとつ
ひとつ丁寧に作られています。凍ったままお湯で
温めるだけ！

¥2,400

http://www.47clu
b.jp/23M-
000067xee/goods
/detail/10089891

20 三重県
まちの駅
たぬみせ
納豆工房

松阪牛納豆

納豆レストラン「健食たぬみせ」の厨房から生ま
れた史上初の“松阪肉フュージョン納豆料理”。
松阪肉をシェフオリジナルすきやき風に仕立て、
特殊な納豆「赤豆納豆」と合わせ煮込み瓶詰めし
ました

¥1,350

http://www.47clu
b.jp/21M-
000045xct/goods
/detail/10089777

21 富山県
老舗

昆布問屋
道正昆布

老舗昆布問屋
道正昆布の
オススメセット
昆布揃え

人気No.1の「黒とろろ」、マイルドな味わいでどん
な料理にでも合う「白とろろ」、酸味が少なめで食
べやすい「ソフト昆布」、昔懐かしい「昆布あめ」、
お吸い物に最適な「おぼろ昆布」の5点をセット
に。

¥2,160

http://www.47clu
b.jp/24M-
000066yny/goods
/detail/10089935
/

22 石川県
四十萬谷

本舗

能登いか
野菜づめ
（甘酢味）

能登で揚がったプリプリのするめいかに、キャベ
ツ、にんじん、加賀野菜の金時草を詰め、漬けこ
みました。能登の発酵文化のひとつ、魚醤『いし
り』が隠し味になっております。

¥594

http://www.47clu
b.jp/25M-
000059syh/goods
/detail/10089934
/

23 福井県
越前三國

湊屋
手ほぐし焼鯖
『まんま鯖』

脂が乗った身の厚く醤油製法した鯖を直火で香
ばしく焼き上げました。そのままあたたかいご飯
にふりかけてもよし！おにぎりの具にもよし！お
茶漬けにもよし！そのまま酒の肴にも…。

¥615

http://www.47clu
b.jp/26M-
000069hnx/goods
/detail/10089936
/

24 長野県 とみき漬物 野沢菜炒め

北信州で収穫した野沢菜は、実がしっかりしてい
て野沢菜自体に自然の甘味が生まれます。その
野沢菜漬をじっくりと発酵熟成させて、塩抜きを
し、更に醤油・砂糖・ごまなど旨味を加えて炒め
た、雪深い地方ならではの郷土料理、郷愁いっ
ぱいのおふくろの味です。

¥2,800

http://www.47clu
b.jp/19M-
000055ttm/goods
/detail/10089937
/

25 大阪府 川伊屋
川伊屋特製の
桂漬
（かつらつけ）

大根の甘味と砂糖の甘味であっさり仕上げた人
気商品「川伊屋特製の桂漬」ご飯のおともに・お
酒のあてにも最適。保存料を使用せず、安心・安
全な食品です。

¥1,600

http://www.47
club.jp/30M-
000014/goods/
detail/1008943
9/
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26 京都府 田中漬物舗 京ごのみ

明治44年から京都の老舗漬物屋の人気商品の
詰め合わせ。看板商品の”胡瓜のしば漬”「山城
乃里」をはじめ、”赤くないしば漬け”「上り漬」、上
質のすぐき蕪に白醤油で味を調えた「刻みすぐ
き」、干大根を甘辛く漬けた「はりはり漬け」、しそ
の実・胡瓜・生姜などを刻んで少し辛めな「辛香
漬」6品の詰め合わせです。

¥2,592

http://www.47clu
b.jp/27M-
000061fmz/goods
/detail/10089892
/

27 兵庫県
かね徳

芦屋工房
くらげうに

うにの美味しさとくらげの歯ごたえを大切につくり
ました。練りうにのクリーミーな味わいがふんわり
と口に広がり、こりこりとしたくらげがアクセントと
なって後を引く美味しさ。深い味わいと磯の香り
溢れる練りうにと、くらげの歯ごたえを楽しんで頂
けます。

¥2,700

http://www.47clu
b.jp/31M-
000027/goods/de
tail/10089369

28 和歌山県 箱木農園

紀州みなべ
南高梅干し
一貫づくり
はちみつ
黒酢仕込み

紀州みなべにて、梅干しの最高峰とされる南高
梅を有機肥料のみで育て、上質の自然塩で漬け
こみ、さらに、はちみつ+黒酢を加えて甘酸っぱい
低塩梅干しに仕上げた逸品です。

¥2,300

http://www.47clu
b.jp/30M-
000033hgn/goods
/detail/10089859
/

29 奈良県
奈良一奈良漬

いせ弥
きざみ奈良漬

古代より名高い奈良特産の甘美な酒かすをもと
に、当店にて吟味いたしました優良品を伝承の
製法をもって国内で漬け込みました。味・色・香り
共 他の追随を許さぬ逸品とご好評をいただいて
おります。歴史の町の伝統の味。

¥1,200

http://www.47clu
b.jp/29M-
000051rqv/goods
/detail/10089372
/

30 滋賀県 かねきち
極上近江牛
すき焼き

ふわっと広がる近江牛の「甘み」のある上質の脂
と、やわらかい中にも弾力のある「旨み」。凝縮さ
れたお肉の味わいが口いっぱいに広がります。
食べたい時に「すき焼き丼」！滋賀県の名物でも
あるモチモチでふわふわの食感が美味しい「丁
字麸」入り。

¥1,580

http://www.47
club.jp/27M-
000048ves/goo
ds/detail/1008
9868/

31 鳥取県
かねまさ
浜下商店

鳥取名産
白いかの糀漬

鳥取県東部に昔からある郷土料理です。
やわらかくて甘みがあり、お刺身なるような鮮度
の良い白いかにこだわって、地元の糀と合わせ
ました。
イカの塩辛と比べて、糀の甘みが広がります。

¥1,000

http://www.47clu
b.jp/34M-
000049xxh/goods
/detail/10089756
/

32 島根県 サトー食品
奥出雲
舞茸のり

延命水で育てた奥出雲町産の舞茸が入ったの
り。延命水は寿命１００年を超えたと思われる古
狸が好んで飲用していた長寿の霊水。舞茸は食
感、旨みが人気急上昇中。ご飯と一緒にお召し
上がり下さい。

¥648

http://www.47
club.jp/35M-
000086piy/goo
ds/detail/1008
9708

33 岡山県
牡蠣の家
しおかぜ

『海餐の宴』
牡蠣味噌
（甘口）

名産地・岡山県虫明海域で水揚げした鮮度の良
い牡蠣を玄米味噌とあわせてじっくり煮込んだ
「なめ味噌（おかず味噌）」。牡蠣をたっぷり使用
することで、牡蠣の風味の豊かさをお楽しみいた
だけます。

¥864

http://www.47clu
b.jp/32M-
000080bwt/goods
/detail/10089849
/

34 広島県 ヤマトフーズ 鳥皮みそ煮缶

鶏皮とこんにゃく、ねぎを白・赤・辛の3種の味噌
でじっくりと煮込み、缶詰に閉じ込めました。味噌
で煮込むことで味がしみ込み柔らかくなり美味し
くなる鶏皮。広島県呉市一帯の焼鳥屋・居酒屋
名物料理の味をオリジナルレシピで缶詰に。

¥1,884

http://www.47clu
b.jp/33M-
000078exh/goods
/detail/10089920
/

35 山口県 関とら
関とら謹製
とらふぐ塩辛

とらふぐの希少部位「身皮」を使用した贅沢な逸
品。
食感が楽しめるように少し厚めの刺身サイズ程
度の大きさにカットしているので食べごたえもあり
ます。また、お茶を注いでお茶漬けでも美味しく
いただけます。

¥3,240

http://www.47clu
b.jp/36M-
000009ffz/goods
/detail/10089888
/

36 徳島県

株式会社
ヒロ・
コーポ

レーション

はも湯引き

解凍するだけで、そのままお召し上がり頂ける手
軽な食べきりサイズの「はも湯引き」。徳島県産・
天然はもを丁寧に湯引きし、梅肉を詰め合わせ
ました。

¥2,916

http://www.47clu
b.jp/39M-
000021hcl/goods
/detail/10089874
/

37 香川県
焼肉レスト
ふじむら

ふじむら骨付鳥
わかどり

香川県丸亀のご当地グルメ！オリジナルスパイ
スで味付けし骨付きのまま揚げ焼きにした鶏肉
はふっくらジューシー。鶏油タレにおにぎりをつけ
て食べるのが地元の定番です。あたためるだ
け！

¥2,300

http://www.47clu
b.jp/37M-
000069che/goods
/detail/10089863
/

38 愛媛県
宇和島

安岡蒲鉾
宇和島名産
手造りじゃこ天

宇和島の本場のじゃこ天。愛媛県で水揚げされ
る「ほたるじゃこ」を主原料に昔ながらに石うすで
スリミを作り、菜種油で揚げる伝統の逸品です。
そのままでもおいしくお召し上がりいただけます
が、少し温めるとよりおいしく召し上がれます。

¥1,512

http://www.47clu
b.jp/38M-
000059vls/goods
/detail/10089858
/
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39 高知県 浜吉ヤ
土佐の
かつおめし

ごはんに混ぜるだけで簡単でおいしいかつおめ
しができあがり！高知の鰹節・おいしいカツオと
いえば浜吉ヤ。ごゆず、みそ、しょうがなどの風
味が鰹を引き立てる満腹セットです。

¥3,100

http://www.47clu
b.jp/40M-
000033wdq/good
s/detail/1008982
4/

40 福岡県
辛子明太子の

あき津゛

からし高菜
中辛
（明太子入り）

合成着色料・合成保存料は一切使用せず、味わ
い豊かな高菜を厳選使用。中辛には明太子入り
で博多名物がコラボしました！

¥540

http://www.47clu
b.jp/41M-
000067zxz/goods
/detail/10089916
/

41 佐賀県
みつせ鶏

本舗
みつせ鶏
鶏ラー

みつせ鶏で作った風味豊かなそぼろを、薬味
たっぷりのラー油に漬け込みました。コチュジャ
ンやテンメンジャンを効かせた、パンチのある味
わいが特徴。

¥2,700

http://www.47clu
b.jp/42M-
000032yko/goods
/detail/10089923
/

42 長崎県
お茶漬けと
ふぐの店

徳信

牧島流
鯵茶漬け
（ゆず風味)

鯵の漁獲高日本一の長崎で20年以上培った鯵
の加工技術を活かし作ったオリジナルのお茶漬
け。刺身で食べられる鮮度の良い鯵を使用。定
番人気商品の塩味をベースに、国産ゆずが香る
大人の味付けです。出汁に香る柑橘系の風味が
爽やかな美味しさを引き立てます。

¥3,240

http://www.47
club.jp/42M-
000032yko/goo
ds/detail/1008
9924/

43 熊本県
菊陽食肉
センター

馬肉飯のもと

馬刺し屋さんが作ったオリジナル商品。炊き立て
ご飯に混ぜるだけ熊本では、おなじみの馬肉
飯！馬刺しに仕上げる際にでる、馬肉のこま肉
で作りました。

¥780

http://www.47clu
b.jp/45M-
000061gsw/good
s/detail/1008921
3/

44 大分県
姫からの
贈りもの

さかな味噌

漁師の奥さんが作る手作りさかな味噌。魚の量
が凄い！ご飯が何杯でも食べれる飯の友。白身
の魚「カナガシラ」の味を引き出すみそを混ぜ合
わせた手間暇かけて作るお袋の味。

¥3,340

http://www.47clu
b.jp/44M-
000088nwd/good
s/detail/1008991
8/

45 宮崎県 杉の子
杉の子
冷や汁の素

麦味噌ベースに、いりこ、鰹節、昆布、胡麻、落
花生を加えた栄養満点の冷や汁。暑い麦飯に掛
けて、梅雨、暑い夏を乗り切ってください.

¥3,000

http://www.47clu
b.jp/46M-
000038sgn/goods
/detail/10089925
/

46 鹿児島県 コワダヤ
鹿児島産豚
使用
炙り焼ベーコン

鹿児島産豚をスモークベーコンにし、さらに炭火
焼きで仕上げました。芳ばしさにギュッと旨味を
閉じこめた今までにない格別の美味しさ。

¥432

http://www.47clu
b.jp/47M-
000027kdy/goods
/detail/10089702
/

47 沖縄県
ありんくりん

沖縄

沖縄名産
あぶら味噌
あぐーみそのこ

沖縄県産の豚肉を米と麦の合わせみそで味付け
しました。島一番の調味料屋がつくった豚肉みそ
です！
うちなんちゅ（沖縄県民）が愛する地元の味。

¥2,356

http://www.47clu
b.jp/49M-
000051rhm/good
s/detail/1008977
1/
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