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全国の地方新聞社厳選！ お取り寄せサイト 

前半・後半合わせて出店は約60店舗 
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【神戸新聞社推薦】（兵庫県） 
 とりいさん家の芋ケーキ Sサイズ 1台 
 950円（税込） [バランタイン] 

名鉄百貨店内のお取り寄せスイーツでも完売！ 
あの「とりいさん家の芋ケーキ」のバランタインが、 
満を持して名鉄百貨店に初出店！ 
待ちに待った名古屋のお客様に、人気の味をお届け
いたします。 

そのうち約1/3が 名鉄百貨店初出店！ しかも 東海地区初登場 も7店舗！！ 

使用するサツマイモは、鳴門金時の中でも名高いブランド「里むすめ」。皮ごとすべて使っ
ているので、ケーキ全体の約5割がサツマイモです。 
今回は店頭でキャラメリゼを実施。ケーキ上面を、目の前で香ばしく仕上げます！ 
また、バレンタインに合わせた新商品も数量限定で登場予定。こちらも見逃せません！！ 
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【中国新聞社推薦】（広島県） 
 ワルのりスナック 
（お好み焼き味、瀬戸内レモン味）1袋 
 各378円（税込） [丸徳海苔] 

添加物なしの純国産×地元の特産品！海苔の栄養はその
ままで、サクサクの新食感を実現。瀬戸内のレモンと
オタフクお好みソースで地元の味を表現。広島から生
まれた、ちょっとワルそうな新名物です。 

さらに本商品は、本年度内閣府と民間企業32団体が実施する「ふるさと名品 オブ・ザ・イ
ヤー」のベストアイディア部門賞グランプリを受賞いたしました！ 

「ふるさと名品 オブ・ザ・イヤー」について詳しくはこちら 
 → 公式HP http://furusatomeihin.jp 
 → 47CLUB http://www.47club.jp/contents2/furusatomeihin.html 

次のページも 
ご覧ください！ 

受賞商品 

実演 

      名鉄百貨店本店[本館]7階催場にて開催 

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）」を運営する株式会社47CLUB
（以下47CLUB）と中日新聞社は、2月3日（水）～2月16日（火）の14日間にわたり、愛知県名古屋市
の名鉄百貨店本店[本館]7階催場にて、日本各地の逸品グルメを集めた催事【第3回「地方新聞社」と
「めいてつ」が選んだ全国逸品うまいものまつり】を開催いたします。 

      何と約1/3が初出店！ 第3回 「地方新聞社」と「めいてつ」が選んだ 

    全国逸品うまいものまつり 2/3(水) 

16(火) 

▲
 

14日間開催！ 

初出店・新商品多数登場！ 

http://furusatomeihin.jp/
http://www.47club.jp/contents2/furusatomeihin.html
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【静岡新聞社推薦】（静岡県） 
 づけまぐろ 60g 1,080円（税込） 

 [焼津マルイリ] 

全まぐろ漁獲高の数%しか獲れない高級食材「天然
インドまぐろ」は、弾力があり、コク・脂の甘みが
特徴。漁獲し即座に血抜き内臓処理を行い、-60℃
で急速冷凍したインドマグロを、一度も解凍する事
なくスライス状にカットし特製のタレで漬け込んだ
「づけまぐろ」です。高級食材「インドマグロ」を、
もっと気軽にご家庭で食べていただきたいと、＜創
業80年の魚卸＞焼津マルイリが作りました。プロの
確かな目利きには自信があります。 
 

また今回は、特殊技術でフレーク状に粉砕した「ま
ぐろフレーク」も出品。こちらは、2015年の秋に
開催された47CLUB主催のアワード「こんなのある
んだ！大賞」において、静岡県代表ならびに関東エ
リア代表に選ばれ、全国35,000商品の中から商品
部門の優秀賞を獲得しました。 
どちらもホカホカごはんとの相性抜群です！ 

 （下）まぐろフレーク 40g 756円（税込） 

【北日本新聞社推薦】（富山県） 
 富山ブラック味玉ラーメン 1杯 918円（税込） 

 白えびだし味玉ラーメン 1杯 918円（税込） 

 [富山ブラック麺家いろは] 

日本最大級のラーメンの祭典「東京ラーメン
ショー」において、5度（2009、2010、2011、
2012、2014年）に亘り売上数第1位に輝いた実力
派ラーメン。特徴は魚醤を長時間煮込んだ超濃厚
な黒醤油ダレと、富山湾の鮮魚からのダシ。見た
目は塩辛そうですが、あっさりとした味わいで、
キレと深いコクがある醤油ラーメンです。 
行列必至！並んででも食べたくなる、イートイン
での出店です。 

イートイン 
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受賞商品 

受賞商品 

こんなのあるんだ！大賞2015とは・・・ 
 

「47CLUB」で販売されている約35,000商品の中から、サイトに訪れたお客様が商品を見たとき、知ったときに「こんなのあるん
だ！」と驚いていただけるような商品を全国の地方新聞社員が選び、表彰する制度です。 
表彰は、地方新聞社45社46紙が投票して選んだ商品を表彰する「商品部門」。 
47CLUBが主催する百貨店催事での販売実績や、サイト「47CLUB」で高い販売実績を出し、ユーザーからより多くの支持を得た
ショップを表彰する「ショップ部門」の2部門を設置しています。 
→ 47CLUB http://www.47club.jp/contents2/arunda_award2015.html  

次のページも 
ご覧ください！ 

http://www.47club.jp/contents2/arunda_award2015.html
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【佐賀新聞社推薦】（佐賀県） 
 すり身南蛮 100gあたり 411円（税込） 

 [かま笑] 

レンコンや玉ねぎを合わせた魚のすり身に、黒酢南蛮のタレをからめた
自慢の逸品。素材の甘みと食感がクセになる、と大好評です。 

【山梨日日新聞社推薦】（山梨県） 
 『生』名水わらび餅 1折 1,200円（税込） 

 名水わらび大福 4個入 650円（税込） 

 [山の湯宿はまやらわ] 

標高1,400mに位置する名宿ならではの清流を使用して作るわらび餅と、そ
のわらび餅の中に大納言の風味豊かな餡をつめた大福です。とろけるような
食感のわらび餅は、手作りならではの味わいです。 
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【北日本新聞社推薦】（富山県） 
 昆布巻蒲鉾 135g 350円（税込） 

 [生地蒲鉾] 

水産庁長官賞受賞の富山名産昆布巻蒲鉾は、伝統製法の「坐り」を行う
ことで、しなやかでもっちりとした食感を実現。 
また名水の里と呼ばれる黒部で90年近く続く老舗が作る「にゃんかま」
は、伝統だけでない斬新さが自慢のかわいらしい商品です。 
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次のページも 
ご覧ください！ 
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【西日本新聞社推薦】（福岡県） 
 ふぐのから揚げ 100gあたり 864円（税込） 

 [賦活屋] 

独自の味付けで、ぷりぷりの天然ふぐをより一層ジューシーな味わい
に仕立てたから揚げです。 
食べにくい骨は一尾一尾、熟練の技で丁寧にさばき、丸ごと食べてい
ただけるように工夫しています。 

実演 

実演 

実演 

まだまだあります、初出店 
 

≪め≫【北海道新聞社推薦】（北海道）  農家のベーコン [札幌バルナバハム] 
≪東≫【北海道新聞社推薦】（北海道）  味噌味いか塩辛 [山北中村商店] 
≪め≫【山梨日日新聞社推薦】（山梨県） 信玄餅ソフト [きよさとMILKPLANT] 
≪東≫【中日新聞社推薦】（三重県）   お伊勢たい焼き [お伊勢たい焼き縁屋（※2/10～の出店）] 
≪め≫【京都新聞推薦】（京都府）    京都のパティシエは野菜で焼きチョコをつくることもある 
       [フレーバーズ（※2/10～の出店）] 
≪東≫【高知新聞社推薦】（高知県）   かつおの塩たたき丼、土佐巻 [本池澤（※2/10～の出店）] 
≪め≫【めいてつ推薦】（山形県）    米沢牛すき焼き弁当 [旬彩割烹 おの]  
≪め≫【めいてつ推薦】（長野県）    ソースかつ丼弁当 [ソースかつ丼明治亭] 
≪め≫【めいてつ推薦】（大阪府）    空とぶからあげ [空とぶからあげ（※2/10～の出店）] 
 

ほか、初登場お取り寄せスイーツも！ 

≪め≫ … めいてつ初出店  ≪東≫ … 東海地区初出店 
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次のページも 
ご覧ください！ 

地方新聞社 と めいてつ が選んだ 
バイヤー自慢の 全国逸品 食べくらべ！ 

■逸品カツ＆コロッケ 食べくらべ 

【東京新聞推薦】（東京都） 
 黒毛和牛チョップカツ 
 1個 351円（税込） 

 [小島商店] 

【めいてつ推薦】（東京都） 
 キムカツさんど 
 1箱 700円（税込） 

 [キムカツ] 

実演 

【神戸新聞社推薦】（兵庫県） 
 雪室熟成インカのめざめの 
 ビーフコロッケ 
 1個 249円（税込） 

 [芦屋花コロッケ] 

【めいてつ推薦】（山形県） 
 米沢牛プレミアム 
 角煮コロッケ 
 1個 443円（税込） 

 [焼肉くろげ] 

実演 実演 実演 

■逸品押し寿司 食べくらべ 

【山陰中央新報社推薦】 
 （島根県） 
 のどぐろ寿司 
 6切 2,592円（税込） 

 [出雲 日本海] 

実演 

【めいてつ推薦】 
 （愛知県） 
 焼き鯖寿司 
 7切 1,296円（税込） 

 [源兵衛] 

■逸品唐揚げ 食べくらべ 

【西日本新聞社推薦】 
 （福岡県） 
 華味鶏水たき唐揚げ 
 100g 398円（税込） 

 [博多華味鶏] 

【めいてつ推薦】 
 （大阪府） 
 空とぶからあげ 
 （塩にんにく、しょうが醤油） 

 100g 各378円（税込） 

 [空とぶからあげ] 
 （※2/10～の出店） 

実演 実演 

日本各地、それぞれの地元をよく知る「地方新聞社」と 
名古屋のお客さまをよく知る「めいてつ」が 

自信を持って選ぶ全国の逸品が、一堂に会します！ 
 

食べくらべはもちろん、全国を旅する気分で 
美味しいものに出会える14日間をお楽しみください 

★たとえば … 

実演 
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【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】 
株式会社 47CLUB（よんななクラブ）  広報担当：山本（やまもと） 

電話03-5148-4747  E-Mail：pr@47club.jp  

■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 

＜催事概要＞ 
 

【事業名称】：第3回 「地方新聞社」と「めいてつ」が選んだ 
    全国逸品うまいものまつり 
 
【主  催】：中日新聞社、株式会社47CLUB 
 
【開催日時】：平成28年2月3日（水）～16日（火）の14日間 
  10時～20時 
  最終日と入れ替え日（2月9日）は18時閉場 

 
【会  場】：名鉄百貨店本店[本館]7階催場 

その他にも、まぐろ食べくらべ、スイーツ食べくらべ、ケーキ食べくらべ … など 
魅力的な味の競演が多数登場いたします！ 
ぜひ会場まで足をお運びください。 

■逸品団子 食べくらべ ■逸品バーガー 食べくらべ 

【新潟日報社推薦】 
 （新潟県） 
 新津名物三色だんご 
 （こしあん、白あん、ごま） 

 290g 648円（税込） 

 [御菓子司 羽入] 

【宮崎日日新聞社推薦】 
 （宮崎県） 
 からいも団子 
 5個 651円（税込） 

 [味のくらや] 

実演 

【東京新聞推薦】 
 （東京都） 
 チョップカツバーガー 
 1個 600円（税込） 

 [小島商店] 

【めいてつ推薦】 
 （長崎県） 
 白バーガー 
 1個 540円（税込） 

 [岩崎本舗] 

実演 実演 

mailto:pr@47club.jp
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 ■2月3日（水）～2月16日（火）    ■本店［本館］７階催場  ※9日（水）・最終日は18時閉場。

第３回「地方新聞社」と「めいてつ」が選んだ

全国逸品うまいものまつり

山形/めいてつ推薦 
旬彩割烹 おの 
米沢牛すき焼き弁当 
（1折）1,620円 

富山/北日本新聞社推薦 
富山ブラック麺家 いろは 
富山ブラック味玉らーめん 
（1杯）918円 

長崎/めいてつ推薦 
岩崎本舗 
白バーガー 
（1個）540円 

長野/めいてつ推薦 
ソースカツ丼明治亭 
ソースカツ丼弁当 
（1折）1,448円 

各日１５時から限定販売！お取り寄せスイーツ 
 

地元のことをよく知る各都道府県の「地方新聞社」が厳選したグルメや、日本各地の物産展を開催している当店バイヤーが
おすすめする“うまいもの”が会場に揃います。今回は出店店舗数約60店の内のおよそ3分の1がめいてつ初出店です。 

２月３日（水） 
21７8号  

兵庫/神戸新聞社推薦 
バランタイン 
とりいさん家の芋ケーキ 
（Sサイズ・１台）950円 

※画像はイメージです。   ※価格は税込表記です。 

佐賀/佐賀新聞社推薦 
かま笑 
すり身南蛮  
（100ｇあたり）411円 

静岡/静岡新聞社推薦 
焼津マルイリ 
づけまぐろ （60ｇ）1,080円 

愛知/中日新聞社推薦 
尾張名古屋だし屋大友 
尾張おでん （1人前）1,296円 

新登場 

新登場 新登場 イートイン 実演 実演 

実演 

実演 

東京/めいてつ推薦 
紀の善 
抹茶ババロア（1個）658円 
※100個限り 2/7（日）限定 

千葉/めいてつ推薦 
せんねんの木 
とろなまティラミス（1個）1,350円 
※100個限り 2/12（金）限定 

愛媛/愛媛新聞社推薦 
もち平 
朝霧（１本）1,080円 
100本限り 2/14（日）限定 

新登場 新登場 

新登場 

新登場 


