
全国の地方新聞社が選んだ！『こんなのあるんだ！大賞 2015』 エントリー商品 ＵＲＬに「※」印がある商品ページは、準備中です。

NO 都道府県 写真

商品名 きたまる(北○)まかない海鮮丼　ご家庭版(４個セット)

キャッチコピー 和食店の「ネバトロまかない」をご家庭で！

商品名 ひまわり油「北の耀き」

キャッチコピー 北海道産ひまわりの種16万個から1瓶！

商品名 ブナコ　ティッシュボックス／Swing　IB-T912ブラック

キャッチコピー ブナの木を有効利用した木工品「ＢＵＮＡＫＯ」

商品名 真っ赤なリンゴ果汁を使った不思議なゼリー　WONDER APPLE

キャッチコピー 果肉まで真っ赤なりんごを使用した不思議なゼリー

商品名 がまずみジュース　720ml

キャッチコピー 独特の風味・古から伝わる「神の実」

商品名 デザインしゃもじ小判形セット

キャッチコピー 左利きの方専用も！？斧折樺のしゃもじ

商品名 天然木のボールペン（イタヤカエデ）

キャッチコピー 職人の手作り！握ると伝わる天然木のぬくもり

商品名 三陸かあちゃんの味セット

キャッチコピー 三陸の浜の料理を「旬感凍結」

商品名 いわて短角和牛吟醸粕漬

キャッチコピー ヘルシー短角和牛と特製吟醸粕の共演　　　

商品名 佐藤商店　いなごふりかけ

キャッチコピー 一年中、いなごが食べられます。

北海道2

北海道1

秋田7

秋田6

青森5

青森4

青森3

山形10

岩手9

岩手8

商品URL http://www.47club.jp/03M-000041qcw/goods/detail/10042057/

商品URL http://www.47club.jp/06M-000057mfp/goods/detail/10077338/

商品URL http://www.47club.jp/05M-000038nkm/goods/detail/10080102/

商品URL http://www.47club.jp/05M-000012/goods/detail/05M-0000120013/

商品URL http://www.47club.jp/04M-000031vwg/goods/detail/10048816/

商品URL http://www.47club.jp/03M-000052qqx/goods/detail/10080996/

酸っぱい！！飲んでおいしいというタイプのジュースではありません。昔から身体にいい
と伝えられている「ガマズミ」をそのまま味わえます。

秋田魁新報社

アートフォルム有限会社
斧が折れるほど堅いことから、斧折樺と名付けられた木材で作ったしゃもじ。考え抜かれ
たデザインで、絶妙にご飯をすくいやすい形状になっています。右利き用はもちろん、左
利き用も。

秋田魁新報社

有限会社中野木工
秋田の職人がひとつひとつ手作りした天然木のボールペン。使うごとに手に馴染み、味
わいが増す無塗装仕上げ。長～く使いたい贈り物にもぴったりの一品です。

三陸で親しまれている漁師料理をベースに地元の女性たちが手掛ける「浜のかあちゃん
の味セット」。
特殊冷凍技術「ＣＡＳ」で瞬間凍結し、つくりたてを全国に届けます。

商品URL http://www.47club.jp/01M-000027ktm/goods/detail/10072449/

商品URL http://www.47club.jp/01M-000081rvk/goods/detail/10031671/

新聞社名　/　事業者名 商品概要

創業明治20年の佐藤商店が作る滋養のあるふりかけ。いなごを感じてください。産直まごころ工房

岩手日報社

商品URL ※http://www.47club.jp/07M-000091qgi/goods/detail/10082006/

商品URL http://www.47club.jp/06M-000070sqy/goods/detail/10089303/

山形新聞社

脂肪分少ないヘルシーないわて短角和牛ロース。
特製吟醸粕に漬け込み、うまみあふれる赤身肉が一層柔らかく風味豊かに。
米麹と、もちきび麹が天然の優しい甘さを醸成。

北海道新聞社

株式会社　アオイダイニング
北海道の旬を提供する和食店「きた○（きたまる）」料理長による「ネバトロまかない」を自
宅で再現！イカ、タコ、ホタテ、イクラ、ガゴメ昆布など北の幸をご堪能ください。

北海道新聞社

株式会社名寄給食センター
北海道の内陸に位置する名寄市は1日の寒暖差が大きいため、ひまわり栽培に適した土
地柄。広大な畑一面にひまわりが咲く風景は、夏の風物詩として観光名所にもなってい
ます。

里山夢食堂

有限会社三陸とれたて市場

 株式会社肉のふがね

デーリー東北新聞社

「ＢＵＮＡＫＯ」は、決して部屋のメインを飾ることはないものの、自然素材とデザインの調
和がスタイリッシュな空間を創出。インテリアとしてもピッタリの商品となっています。

青森県産のりんご「ふじ」をサイコロ状にして、赤～いりんごのジュースで包んだ爽やかな
ゼリー。ふじと、甘酸っぱい赤～いりんごのジュースゼリーの触感は、食べごたえも抜群
です！

株式会社富士清ほりうち

ＣＡＲＮＥＴ

東奥日報社

東奥日報社

岩手日報社



全国の地方新聞社が選んだ！『こんなのあるんだ！大賞 2015』 エントリー商品 ＵＲＬに「※」印がある商品ページは、準備中です。

NO 都道府県 写真

商品名 ミル式　百目鬼温泉の塩 ９０g

キャッチコピー 100%源泉かけ流しの日帰り温泉の○○！

商品名 むきたて牡蠣の塩辛100g

キャッチコピー 食べてビックリ！　1つなのに、おいしさは倍以上！

商品名 ストロベリーピュア100 苺しぼりたて　300ml2本詰

キャッチコピー ここのいちごは、飲み物です！

商品名 「ご縁りんご」50g×2個セット☆無添加＆国産ドライフルーツ

キャッチコピー 珠玉のドライフルーツの数々！！

商品名 芋と栗の絶品スイートポテト　「いもくり佐太郎」（6個入り）

キャッチコピー 粒栗入りの贅沢な和洋折衷スイーツ♪

商品名 生しらす（プロトン凍結品）

キャッチコピー 現地でしか食べられなかった生しらすが家庭で味わえる

商品名 「実花（じつか）」わら納豆80ｇ×4本セット（おしゃれなワイン袋入り）

キャッチコピー 原材材料にこだわった茨城のわら納豆

商品名 【鮎・米・水　全て栃木産】栃木づくし　湧水育ち鮎　かんたん鮎めしの素・早乙女米（新米）・尚仁沢湧水セット　2合炊き

キャッチコピー 鮎、米、湧水、栃木づくしの「鮎めし」です

商品名 完熟いちごがたっぷり【生どら焼きとちおとめ２倍】１０個入り

キャッチコピー とちおとめジャムが「2倍」入った生どら焼きです。

商品名 桑の青汁？ いえいえ、お抹茶タイプの桑の葉茶です。【有機 桑の葉抹茶】

キャッチコピー 桑の葉食べる化計画、「まるぷろ」始動。

宮城12

山形11

群馬20

栃木19

商品URL http://www.47club.jp/12M-000057esb/goods/detail/10039580/

商品URL http://www.47club.jp/11M-000001/goods/detail/10016684/

商品URL http://www.47club.jp/11M-000077afj/goods/detail/10054159/

御菓子司　桝金

株式会社ダイオー

福島民報社

新聞社名　/　事業者名 商品概要

商品URL http://www.47club.jp/08M-000059bfq/goods/detail/10050611/

商品URL http://www.47club.jp/07M-000086kzl/goods/detail/10078856/

山形新聞社

蔵王連峰と山形市街地の「夜景」が一望できる、早朝から地元民であふれる温泉が開発
した「塩」。泉質の濃い温泉から作ったガツンとした「塩」。元気が出ないわけがない。

むきたて新鮮な生食用のカキを、まるごと長時間かけて熟成させたこだわりの塩辛です。
うま味と香りが引き出され、本来の甘みと豊かな風味が味わえます。

株式会社　本沢

合同会社猪又屋

河北新報社

茨城新聞社

商品URL http://www.47club.jp/10M-000053nbi/goods/detail/10016945/

茨城16

福島

ここでしか買えない、いちごのストレートジュース。1本の中には、生のいちごが１キログラ
ム！　本来のおいしさがストレートに伝わります。田所食品株式会社

河北新報社

福島民報社

リンゴをはじめオレンジ、スイカ、柿など丁寧に乾燥。貴重な食資源を無駄なく利用、健康
志向の若年層の女性を中心に人気爆発

福島県しのぶの里の民話からアイディアを得た「いもくり佐太郎」。さつまいもと白餡の優
しい甘さに粒栗の歯ごたえが楽しい、絶品和風スイートポテトです。

株式会社ワタスイ

http://www.47club.jp/09M-000111yym/goods/detail/10081463/

商品URL http://www.47club.jp/08M-000063cke/goods/detail/10076590/

15

福島14

宮城13

㈱にんべんいち

商品URL http://www.47club.jp/09M-000135kyu/goods/detail/10083201/

商品URL

栃木18

桝金オリジナルのとちおとめジャムを従来の2倍使用した生どら焼きです。宇都宮で50年
以上愛され続けてきた「どら焼き」のもちもちの皮が美味しさを引き立てます。

ひげた食品㈱

上毛新聞社

栃木県喜連川市、那珂川の湧水で稚魚から育てた鮎と、身内用に作っている貴重なお
米、早乙女米に、名水百選の尚仁沢湧水で炊き上げた栃木の恵みたっぷりのごはんで
す。

きつれがわ鮎 匠

下野新聞社

下野新聞社

株式会社神戸万吉商店
桑の葉を、野菜にしよう。ほんのり甘くて栄養満点、美味しい桑の葉を食卓に！　それが
「桑の葉食べる化計画」です。マルベリープロジェクト、通称「まるぷろ」が始まりました。

商品URL http://www.47club.jp/10M-000048hgs/goods/detail/10009798/

茨城17

茨城新聞社



全国の地方新聞社が選んだ！『こんなのあるんだ！大賞 2015』 エントリー商品 ＵＲＬに「※」印がある商品ページは、準備中です。

NO 都道府県 写真

商品名 【群馬県館林市の名産を1つに！ぐんまちゃんタオル入り】　夢の玉手箱

キャッチコピー 名物勢揃い！まるごと群馬の詰め合わせ。

商品名 醤油アイス「醤クリーム」豆つぶ＆マーブル各４個入り

キャッチコピー アイスに醤油なんて！？でも美味しい

商品名 ＣＯＥＤＯ５種類のビールの詰め合わせ

キャッチコピー 薩摩芋から作った世界にも類のないビール

商品名 ぬれてるマンボー 個別包装4枚入

キャッチコピー マンボ―の形をした醤油煎餅

商品名 房総産ひじきのり

キャッチコピー 房総産のひじきを使用した岩のり

商品名 贅沢 島レモン

キャッチコピー 小笠原の太陽をたっぷり浴びて育ちました

商品名 ティラミスクランチチョコレート

キャッチコピー ティラミスを見た目そのままチョコレートに

商品名 こだわりのモカチーズとアボカドのタルト

キャッチコピー 意外な組み合わせ！！かわいいタルト！！

商品名 ジュエリーフルーツゼリー

キャッチコピー 湘南産フルーツ100％

商品名 【hinaco】TOTAL CONDITIONER Rare(ヒナコ トータルコンディショナー)

キャッチコピー 絹石鹸の最高作品！

埼玉23

埼玉22

群馬21

神奈川28

東京27

東京26

千葉25

千葉24

山梨30

神奈川29

商品URL http://www.47club.jp/12M-000024tbu/goods/detail/10082995/

上毛新聞社

株式会社　館林うどん
群馬県館林市の特産品を集めたうどんセットです。麺、つゆ、おかしが堪能できます。さ
らに、昨年ゆるきゃらグランプリ優勝の「ぐんまちゃん」のタオルも付き、お得に楽しむこと
ができるセットです。

新聞社名　/　事業者名 商品概要

商品URL http://www.47club.jp/14M-000046vrs/goods/detail/10083252/

商品URL http://www.47club.jp/13M-000001/goods/detail/10081682/

銚子名物のぬれ煎餅を可愛らしいマンボウの形にした、子供からお年寄りまで愛される
商品。

千葉日報社

株式会社イシガミ

商品URL http://www.47club.jp/13M-000005/goods/detail/10079085/

上質な麦芽と地元川越産の金時薩摩芋から生まれたビール「紅赤」をはじめとする５種
類６本入りのビールです。

湘南地域でとれたフルーツだけを使い、果肉たっぷり宝石のような透明感のある美味しさ
をお楽しみ下さい。

神奈川新聞社

　有限会社　製菓キヨ

商品URL http://www.47club.jp/15M-000048sfb/goods/detail/10088994/

商品URL http://www.47club.jp/15M-000058juc/goods/detail/10075439/

商品URL http://www.47club.jp/14M-000042odl/goods/detail/10060346/

商品URL

東京新聞

http://www.47club.jp/16M-000030uiy/goods/detail/10038734/

青山通りのプリン屋さん
90年代バブル時に大流行した「ティラミス」にブーム再来！？スイーツ激戦区東京青山発
のスイーツ。

神奈川新聞社

有限会社イン・タウン
モカクリームとアボカドのなめらかなクリーミーさがマッチしたタルト。
タルトの中にはスライスアボカドが入った見た目もかわいらしいタルトです。

http://www.47club.jp/17M-000074gny/goods/detail/10077626/

商品URL http://www.47club.jp/16M-000049rdx/goods/detail/10089952/

「牧場しぼりたてミルクアイス」に「さしみ用醤油」で味付けした醤油アイスです。醤油とア
イスなんて合わないでしょうとお考えの方、是非一度ご賞味ください。

埼玉新聞社

弓削田醤油株式会社

房総産のひじきを使用した岩のりで、ごはんとの相性は抜群です。

島レモンは小笠原ならではの果実。その「甘さ」をぎゅっと詰めたのがこの「贅沢島レモ
ン」。ＴＯＭＡＴＯＮさんは無農薬で果実を栽培する方とのみと契約し、この逸品を作りまし
た。

株式会社斎武商店

東京新聞

小笠原のお菓子屋　TOMATON

山梨日日新聞社

株式会社hinaco
高分子シルクMA33とトリニティーパウダーと黒曜石で作られた高級石鹸です。
信州大学と人工皮膚研究所SIS株式会社が特許申請中（今年6月）の素材を使いすべて
手練りで作られている。

千葉日報社

埼玉新聞社

株式会社　協同商事

商品URL

http://www.47club.jp/17M-000074gny/goods/detail/10077626/
http://www.47club.jp/16M-000049rdx/goods/detail/10089952/


全国の地方新聞社が選んだ！『こんなのあるんだ！大賞 2015』 エントリー商品 ＵＲＬに「※」印がある商品ページは、準備中です。

NO 都道府県 写真

商品名 ふっわふわ富士山ハンバーグ

キャッチコピー 今までにない食感

商品名
焼津発　かつお節ポテトチップス
～フリフリ!!シェイクする新感覚チップス～

キャッチコピー 鰹節屋が作った、特製和風だし風味のポテトチップス

商品名 インド鮪同好会「鮪フレーク」

キャッチコピー 漁獲高数％の超希少「天然インドマグロ」をご自宅で！

商品名 信州手造り飴　ヌガー飴

キャッチコピー 昭和初期のお菓子が今も手に入る！

商品名 はちみつ味噌

キャッチコピー 味噌のしょっぱさとはちみつの甘さが絶妙にマッチ！

商品名 かきのもと饅頭

キャッチコピー 菊って食べられるんだ

商品名 いくら入りサーモン塩辛

キャッチコピー ご飯がすすむ！箸が止まらない！

商品名 とうふ味噌漬　八丁みそ

キャッチコピー 和製チーズとも表現される豆腐の味噌漬

商品名 名古屋たまご

キャッチコピー たまごの漬物！

商品名
納豆レストランのスイーツ
「納豆ようかん」NattSweets Black Yo-kan

キャッチコピー 新ジャンル”栄養デザート”黒豆納豆ようかん

静岡33

静岡32

山梨31

三重40

愛知39

愛知38

新潟37

新潟36

株式会社マルイリフードサプライ

商品URL

静岡新聞社

別添のかつお節を、食べる直前に振り混ぜることで、豊かなかつお節の風味を楽しめま
す。
かつお節の風味を一番に考えるかつお節屋ならではのポテトチップスです。

「天然インドマグロ」を手軽に食べられるようにフレーク状になっています。
釣ってすぐ船上で瞬間冷凍された天然インドマグロの鮮度をそのままに、酒の肴やご飯
に乗せてお楽しみいただけます。

株式会社新丸正

新聞社名　/　事業者名 商品概要

丸一高村本店
今までにない製造方法で作られた、新書簡の富士山型ハンバーグです。
自社農場の新鮮な豚肉を使ったハンバーグ！

http://www.47club.jp/18M-000047sms/goods/detail/10057402/

商品URL

商品URL http://www.47club.jp/21M-000045xct/goods/detail/10057832/

商品URL http://www.47club.jp/21M-000020kgf/goods/detail/10016515/

中日新聞社

奥野食品株式会社

商品URL http://www.47club.jp/21M-000020kgf/goods/detail/10087321/

新鮮なゆで玉子を八丁味噌と糀を合わせた特製の漬け床でじっくり漬け込みました

中日新聞社

株式会社若菜

商品URL http://www.47club.jp/20M-000027/goods/detail/10041710/

商品URL http://www.47club.jp/20M-000059xmv/goods/detail/10017101/

静岡新聞社

新潟日報社

株式会社　三幸
47CLUBレビューでも絶賛の嵐。ご飯のお供に、晩酌のアテに。毎日の夕飯が待ち遠しく
なる逸品です。

全国で唯一の納豆テーマパークがお届けする大人気納豆スイーツ。三重県産の黒豆納
豆で作った”糸を引く”水ようかんです！

35

長野34

商品URL http://www.47club.jp/19M-000006/goods/detail/10052886/

愛知県産の大豆と天然にがりで造った濃厚な豆腐を、特製の八丁味噌床で二週間以上
かけてじっくり漬け込みました！

中日新聞社

株式会社若菜

商品URL http://www.47club.jp/19M-000073mgt/goods/detail/10034574/

長野

信濃毎日新聞社

株式会社外松
口の中で軽やかな甘さと独特のなめらかな風味が広がる。一般的なヌガーと異なり、歯
にベタベタとつきにくく、優しいミルク風味の味をじっくり感じられる。

信濃毎日新聞社

新潟特産のかきのもと（食用菊）を練り込んだ上用饅頭。新潟市土産物コンクール市長
賞受賞。
小豆のほのかな甘みと菊の香りと苦みを感じてください。

新潟日報社

御菓子司　羽入

有限会社鈴木養蜂場
蜂蜜のまろやかな甘さの味わいがお料理の味を引き立てます。少しかたいお肉や、パサ
つくお魚も、とってもやわらか、ジューシーに仕上げることができます。

山梨日日新聞社

商品URL ※http://www.47club.jp/18M-000009/goods/detail/10089656/

http://www.47club.jp/17M-000031oka/goods/detail/10057022/

http://www.47club.jp/17M-000031oka/goods/detail/10057022/


全国の地方新聞社が選んだ！『こんなのあるんだ！大賞 2015』 エントリー商品 ＵＲＬに「※」印がある商品ページは、準備中です。

NO 都道府県 写真

商品名 納豆レストランのスイーツ「納豆パウンドケーキ」伊勢茶

キャッチコピー 新ジャンル”栄養デザート”納豆パウンドケーキ

商品名 えっ？桜色の餃子！　本巣まるごと餃子

キャッチコピー 本巣市の銘木・淡墨桜をイメージ

商品名 鶏（けい）ちゃん７種盛りセット

キャッチコピー 国までできた！岐阜県民のソウルフード

商品名 スモウレスラー

キャッチコピー コミカルな力士の箸置！曲がる金属で紙相撲！？

商品名 へちま美人茶

キャッチコピー へちまのお茶？美人茶ってどういうこと？

商品名

キャッチコピー

商品名

キャッチコピー

商品名 元祖焼き鯖寿司　1本入り

キャッチコピー 福井の歴史が生んだソウルフード！元祖焼き鯖寿司

商品名 セパレート着物(小紋セット)

キャッチコピー もっと気軽に着たい！そんな声から生まれた3分で着られる着物

商品名 炭焼き コーヒーゼリー（無糖）

キャッチコピー コーヒーの町・京都の老舗による、あえて無糖の本格炭焼コーヒーゼリー

石川46

富山45

富山44

岐阜43

岐阜42

京都50

49 福井

福井48

石川47

商品URL http://www.47club.jp/23M-000077xue/goods/detail/10083985/

商品URL http://www.47club.jp/23M-000051stm/goods/detail/10045102/

商品URL http://www.47club.jp/21M-000045xct/goods/detail/10057828/

中日新聞社

奥野食品株式会社

新聞社名　/　事業者名 商品概要

商品URL http://www.47club.jp/27M-000005/goods/detail/10088448/

商品URL http://www.47club.jp/26M-000043war/goods/detail/10020878/

商品URL http://www.47club.jp/26M-000069hnx/goods/detail/10025123/

商品URL

北國新聞社

北國新聞社

北日本新聞社

へちま産業
古来中国では、ヘチマの葉からつくったお茶を「絲瓜茶」（しかちゃ）と呼び、常飲すると肌
艶を増し、美人をつくる「令人肥健」のお茶として愛飲されていました。

岐阜新聞社

萩原チキンセンター
岐阜県の中央部を中心に食べられている、しょう油などで味付けした鶏肉料理。鶏ちゃん
愛好家や飲食店、製造メーカーなどで「鶏ちゃん合衆国」を建国して今年で３周年を迎
え、一層の羽ばたきを見せている。

岐阜新聞社

清太麺房
　本巣市には樹齢約1500年と伝えられている国の特別天然記念物「淡墨（うすずみ）桜」
がある。同店では、本巣市の合併10周年を記念して、本巣市産の食材で餃子を製造。店
のテーマでもある「地域を包む」を実践。

全国で唯一の納豆テーマパークがお届けする大人気納豆スイーツ。三重県産の黒豆納
豆の旨味と伊勢茶の香りとほのかな苦みが絶妙な組み合わせです。

三重41

北日本新聞社

株式会社能作
折り曲げて使用することにより、箸置としてだけではなく、カードホルダーやペンホルダー
など多目的にご利用いただけます。桐箱が土俵になっています。

京都新聞

キョーワズ珈琲株式会社
本格派コーヒーの味わいが広がる大人向けのコーヒーゼリー。
無糖で少し苦みがあるので、お好みでガムシロップ・ミルク・ホイップクリーム・アイスク
リームなどと一緒に。

福井新聞社

有限会社スターフーズ
脂ののった鯖を丸ごと豪快に焼いた「浜焼き鯖」と福井県発祥のコシヒカリとがコラボレー
ションした焼き鯖寿司。お土産からいつもの食卓にまで並ぶ福井県のソウルフード。

福井新聞社

和あらいや
セパレート着物とワンタッチ帯で洋服感覚で着ることができ、ベルト感覚で結ぶことができ
ます。「3分で着物美人に」、そんな思いがつまっています。

商品URL

商品URL http://www.47club.jp/24M-000024hcs/goods/detail/10023909/

商品URL http://www.47club.jp/24M-000002/goods/detail/10089664/

商品選定中 

商品選定中 

http://www.47club.jp/24M-000002/goods/detail/10089664/
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NO 都道府県 写真

商品名 四季折々の京野菜で七変化！メディアで注目の「京都　錦ろーる」

キャッチコピー 四季折々で変化する、京野菜の入ったロールケーキ

商品名 【化粧箱入・とろ赤身250ｇセット】新食感！近江牛 特選和風とろ生ローストビーフ

キャッチコピー 手のひらに乗せただけで融け出すローストビーフ

商品名 抹茶×ミルクレープ　抹茶

キャッチコピー 京都祇園辻利の抹茶を使用したミルクレープ

商品名 【国産・無添加　Premium】 奈良漬うり

キャッチコピー 国産・無添加のこだわりの奈良漬け

商品名 和みの雫　かりん

キャッチコピー 樹齢100年をこえるかりんから作るエキス

商品名 生搾り果汁入り柚子サイダー（250ML12本入り）【送料無料！（沖縄・離島を除く）】

キャッチコピー 天然の名水と柚子の生絞り果汁で作った柚子好きのためのサイダー

商品名 実生ゆずde洗浄＆保湿「ゆずボディウォッシュウォーター」

キャッチコピー 国産「実生ゆず」のエキスを使った肌に優しい洗浄液

商品名 梅干屋さんの「紀州南高梅ごま」110g

キャッチコピー ご飯におひたし、普段のおかずに一味加える梅ごま

商品名 有機有田みかんの美味しい所だけをいっぱい詰めた100％みかんジュース・極み

キャッチコピー 有機有田みかんだけが原材料の究極のみかんジュース

商品名 混ぜて美味しい明石だこ

キャッチコピー 「風味が物足りないな…」という方に朗報！

京都51

大阪56

奈良55

奈良54

滋賀53

滋賀52

兵庫60

和歌山59

和歌山58

大阪57

近江牛専門店かねきち
肉の繊維や霜降りのきめが細かく脂の融点が低いのが特徴で、霜降り肉でもくどくない
味わいです。口の中でとろけるさまは、まさに至福の瞬間です。

京都新聞

株式会社 京都はんなり本舗
錦ろーるは、生地の表面に野菜のペーストを練り込み焼き上げられる。地元・京都で採れ
た野菜、春には京花菜、夏は鹿ケ谷かぼちゃ、秋は黒豆枝豆、冬には金時にんじんなど
が使われる。

新聞社名　/　事業者名 商品概要

商品URL http://www.47club.jp/27M-000090yok/goods/detail/10074870/

株式会社堀内果実園
土づくりからこだわって栽培しているかりんから作るエキスは甘すぎないすっきりとした味
わいです。
樹齢１００年のかりんが生み出す歴史のある味をお楽しみください。

商品URL http://www.47club.jp/27M-000048ves/goods/detail/10031276/

商品URL http://www.47club.jp/27M-000097aqp/goods/detail/10089370/

京都新聞

京都新聞

株式会社ルメルシエ
京都祇園辻利の抹茶を使用して、渋みを生かし、甘すぎない本格”お抹茶”のミルクレー
プが完成。抹茶好きにはたまらない、シンプルの中にある奥深い味わいがる。

http://www.47club.jp/29M-000051rqv/goods/detail/10084087/

奈良新聞社

いせ弥
保存料を使用せず、従来の１．５倍の酒かすを使いつけ込み期間を長くし作り上げた逸
品です。国産の素材だからこそ味わえるぱりぱりとした歯ごたえのある奈良漬けです。

奈良新聞社

商品URL http://www.47club.jp/31M-000059gfk/goods/detail/10090013/

商品URL http://www.47club.jp/30M-000064vde/goods/detail/10073506/

神戸新聞社

産経新聞社

商品URL http://www.47club.jp/30M-000022/goods/detail/10031765/

商品URL http://www.47club.jp/29M-000060vjp/goods/detail/10084512/

商品URL

伍魚福
すでに和えられたものは、食材から出る水分で味が薄くなり風味が飛んでしまうという難
点がありました。食べる直前に和えることで、食材の風味やうま味を損なわず、おいしく食
べられます。

古果園
究極のみかんジュースをめざし、有機JAS認定の有田みかんだけを100％使用したスト
レートジュース。甘みと程よい酸味を兼ね備えた、これまでのみかんジュースとは一線を
画す逸品です。

産経新聞社

黒松千年屋株式会社
あったかいご飯やお粥、おにぎりの友に。また、ほうれん草のおひたし、インゲン豆の和
え物などに振りかけると、上品な南高梅の風味が一味加わった一皿が完成。

商品URL http://www.47club.jp/30M-000053bsp/goods/detail/10036716/

産経新聞社

能勢酒造株式会社
日本酒の仕込み水に使われていた天然の名水に、大阪府箕面市止々呂美や高知県馬
路村など、国内産柚子の生絞り果汁をそのまま加えたサイダーです。柚子好きな方から
熱烈な支持を受けています。

産経新聞社

有限会社re・make
種植えから15～20年かけてようやく実がなる「実生ゆず」のエキスを使用。コットンに染み
込ませて汚れや気になる箇所をふき取る洗浄液になるほか、直接スプレーをすれば肌に
潤いを与える美容液になります。

商品URL http://www.47club.jp/30M-000065lfj/goods/detail/10075942/
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NO 都道府県 写真

商品名 神戸牛入り鉄板焼やプレミアムお肉のケーキ　２本セット

キャッチコピー 1本でハンバーグ約4個分のボリューム

商品名
【全国調味料ランキング1位獲得！】
日本初！だし醤油を超えた『黄ニラしょうゆ』 150ml　3本入ギフトセット

キャッチコピー 旨味成分の凝縮された万能のだし醤油

商品名 榕菴珈琲・贈答用『清流』（高級木箱入り）

キャッチコピー 200年の歴史刻む由緒ある珈琲

商品名 大崎上島産　朝摘み果実ジャム「レモン」

キャッチコピー 大崎上島産レモン果肉だけで作ったレモンジャム

商品名 津和野わさび使用「わさび味のり84レトロパック」3本セット

キャッチコピー ほんものの山葵が薫るツーンと辛いわさびのり

商品名 鳥取賀露港　ハタハタずし　3匹入

キャッチコピー 鳥取市賀露地区だけでしか味わえないお祭り料理

商品名 ピンク醤油華貴婦人

キャッチコピー いつもの食卓に華が咲く　料理の新スタイル

商品名 出雲地方秘伝の料理酒　出雲地伝酒

キャッチコピー 不思議と料理が美味しくなる魔法の料理酒

商品名 日本海の珍味！さばの塩辛

キャッチコピー 漫画・美味しんぼ紹介された日本海の珍味！さばの塩辛

商品名 【宝関（ほうせき）】ふく・プラテリーア

キャッチコピー フグの本場・下関から誕生　洋風仕立てのトラフグ珍味

兵庫61

山口70

商品URL http://www.47club.jp/32M-000070tzh/goods/detail/10047146/

商品URL http://www.47club.jp/32M-000069jcp/goods/detail/10054769/

商品URL http://www.47club.jp/31M-000070com/goods/detail/10021566/

「珈琲」の当て字は、江戸時代の津山藩医で蘭学者の宇田川榕菴が考案したものと言わ
れています。榕菴が遺した資料をもとに当時の味を再現した珈琲をつくりました。

山陽新聞社

特定非営利活動法人FOT

創業150年の老舗醤油屋が岡山県が生産量第一位を誇る高級食材『黄ニラ』と本醸造醤
油と鯛・昆布・椎茸エキスをブレンドし、どんな料理にでもあうだし醤油を完成させました。

山陽新聞社

とら醤油株式会社

神戸新聞社

こんぱす
調理前の容量は1本約550g。およそハンバーグ4個分のボリューム＆肉感のあるお肉の
ケーキですが、淡路島産の玉ねぎや県内産のにんじん等を使うなど、野菜も十分に味わ
えます。

商品URL http://www.47club.jp/35M-000094lmr/goods/detail/10056150/

商品URL http://www.47club.jp/35M-000027/goods/detail/35M-00002732/

商品URL http://www.47club.jp/34M-000054dds/goods/detail/10086986/

商品URL http://www.47club.jp/34M-000049xxh/goods/detail/10084057/

商品URL http://www.47club.jp/33M-000084wls/goods/detail/10045655/

新日本海新聞社

かねまさ・浜下商店
2年に一度の賀露神社のお祭りで食べられる郷土料理。はっきりとしたレシピがあるわけ
ではなく、各家々で作り方は異なります。　全国でココだけの名物料理を商品化したのは
浜下商店だけ！

新日本海新聞社

ブリリアントアソシエイツ㈱
女性がお化粧をして身も心も輝くように、料理を輝かせたい。アンビリーバブルな見た目
と味わい深いコク。味覚に加え視覚で料理を楽しむ新スタイル。

商品URL http://www.47club.jp/36M-000023uwn/goods/detail/10089684/

山口新聞社

株式会社山賀
フグの本場・下関で誕生した、これまでにない全く新しいフグの味わい。高級食材トラフグ
を、ハーブをアクセントにしてオリーブオイルで漬け込んだ洋風仕立ての逸品。ワインと
の相性抜群！フグ業界に新風を起こす革命的な商品だ！

岡山63

岡山62

日本海で獲れた鯖と塩だけで作った島根伝統の味。島根県には、昔からサバの塩辛を
食べる習慣があります。酒のあてや、ごはんのおかずお茶漬けにしてもおいしくいただけ
ます。

山陰中央新報社

有限会社マルコウ

宍道湖七珍料理など出雲の食文化に欠かせない特別な料理酒。一時製造を中止したも
のの、食品業者や工芸作家など異業種の会員が半世紀後に復活させた。その味わいは
まさに出雲秘伝の調味料だ。

山陰中央新報社

米田酒造株式会社

島根69

島根68

広島65

広島64

鳥取67

鳥取66

中国新聞社

新聞社名　/　事業者名 商品概要

熊佐商店
レモン生産日本一の広島、「大長レモン」ブランドで有名な大崎上島から、
完全手作り、無農薬有機栽培レモンの果肉だけを使用したジャムです。
爽やかな酸味と甘さが抜群です！

中国新聞社

株式会社丸徳海苔
わさび特有の辛みが、「つーん」と駆け抜けていく、辛さ際立つわさび味のりです。清廉な
辛みとともに口の中に広がるのりの風味。二つの味わいのコンビネーションが絶妙。

商品URL http://www.47club.jp/33M-000083mbb/goods/detail/10089898/



全国の地方新聞社が選んだ！『こんなのあるんだ！大賞 2015』 エントリー商品 ＵＲＬに「※」印がある商品ページは、準備中です。

NO 都道府県 写真

商品名 くじら醤油

キャッチコピー クジラ食文化が息づく山口県から生まれた世界的にも珍しいくじら醤油

商品名 島匠ビスコッティ

キャッチコピー 島の匠の食材で作る個性豊かなビスコッティ

商品名 新感覚！３層式うどん４種×２個セット

キャッチコピー 新感覚！素材をサンドした３層式のうどん

商品名 ルーカスおばさんのさつまいもごろごろ手作り焼きプリン

キャッチコピー お芋がごろごろ!?食感が楽しいプリン

商品名 宇和島アコヤ真珠のピンキーリング

キャッチコピー 上品だけどカジュアル使いのピンキーリング

商品名 すだち胡椒

キャッチコピー 徳島ならではの新しい薬味が登場

商品名 徳島ういろ

キャッチコピー あなたの知ってる「ういろう」ではありません。

商品名 ヘルシージェラート・ゼロ野菜mix

キャッチコピー ジェラート食べてダイエット！？

商品名 鰹のオリーブオイル漬け」＆「鰹のオリーブオイルパテ」

キャッチコピー 鰹の新たなスーパースター現る

商品名 旨辛ドレッシング『ウマカラオニオン』

キャッチコピー サラダが激辛のおつまみに変わるドレッシング

愛媛74

香川73

香川72

山口71

福岡80

高知79

高知78

徳島77

商品URL http://www.47club.jp/36M-000034bre/goods/detail/10089467/

四国新聞社

日の出商事有限会社
オリーブ抹茶、醤油豆、すももといった小豆島特産の和の食材と、オリーブ国イタリアの
伝統菓子ビスコッティのコラボによって生まれた大人な味わいの個性的なお菓子です

四国新聞社

有限会社　ゆらくや
オリーブやカレー、いかすみ等を練り込み独自の製法で３層にサンドした讃岐うどん。素
材の色がストライプを描きます。４種類の素材の色、味、食感を楽しんで下さい。

新聞社名　/　事業者名 商品概要

商品URL http://www.47club.jp/38M-000050wch/goods/detail/10044182/

商品URL http://www.47club.jp/37M-000070rux/goods/detail/10082071/

商品URL http://www.47club.jp/37M-000061ctl/goods/detail/10054616/

徳島新聞社

おいし工房
ゆず胡椒ではなく、徳島名産のすだちを使った「すだち胡椒」です。「鬼うま」の名の通り、
鬼のように刺激的で、鬼のように味わいを引き立てます。

暁工房

商品URL http://www.47club.jp/39M-000024tlk/goods/detail/10047011/

商品URL http://www.47club.jp/38M-000077orr/goods/detail/10065481/

株式会社キヨトク

2015年3月に開催されたFOODXJAPANで「鰹のオリーブ漬け」が金賞、
「鰹のオリーブ・パテ」が銀賞を受賞しました！

高知新聞社

四万十よろずマーケット　「しまんとハマヤ」

人気のヘルシージェラート・ゼロに野菜が入って登場！カロリーを気にせず健康に！おい
しく野菜が摂取出来ます。
健康志向の方や、ダイエット中の方にもお薦めです。

高知新聞社

ドルチェかがみ

76

愛媛75

山口新聞社

ヤマカ醤油株式会社

かつて全国有数の捕鯨基地として栄えた下関市、古式捕鯨が盛んだった長門市。古くか
らクジラの食文化が息づいている土地柄だ。この地元の食文化を表す代表格の一つが、
このくじら醤油。老舗醤油醸造元と水産大学校が共同開発した、世にも珍しいクジラの赤
身を使った魚醤だ。

お芋ごろごろの正体はなんと焼き芋！さつまいもの風味、食感をとことん追求し、やさし
い甘さに仕上げた焼きプリンです。

愛媛新聞社

ＤＯＮ　ＬＵＣＵＳ（どん・るーかす）

世界５大宝石のなかで唯一日本原産、しかも地元宇和島産アコヤ真珠をより身近に感じ
られる、カジュアルなピンキーリングです。サイズ調整ができてつける人を選ばないので
贈り物にも最適。

愛媛新聞社

徳島

徳島新聞社

日の出楼 モッチリとした食感、上品な甘さ。徳島に育ったういろです。

商品URL http://www.47club.jp/41M-000103xxr/goods/detail/10088588/

商品URL ※http://www.47club.jp/40M-000080yql/goods/detail/10089437/

商品URL http://www.47club.jp/40M-000070ssv/goods/detail/10089735/

商品URL http://www.47club.jp/39M-000028hro/goods/detail/10055433/

世の中にドレッシングは数多くありますが、ここまで辛さと旨さにこだわったドレッシングは
珍しいと思います。激辛ファンは必ずお試しを。

西日本新聞社

http://www.47club.jp/37M-000061ctl/goods/detail/10054616/


全国の地方新聞社が選んだ！『こんなのあるんだ！大賞 2015』 エントリー商品 ＵＲＬに「※」印がある商品ページは、準備中です。

NO 都道府県 写真

商品名 辛皇-ホットエンペラー

キャッチコピー その辛さはまさに皇帝。ベストオブ激辛明太子。

商品名 温めながら見えるアイウォ―マー『G-WARMER』メンズ・レディース用　Ｆサイズ

キャッチコピー 温めるだけじゃない！見えるアイウォーマー！

商品名 唐津銘菓　呼子のいか

キャッチコピー 決して刺身にしないで！「いか」の姿をした生和菓子

商品名 カステ～ラぷりん

キャッチコピー 長崎名物カステラとぷりんの絶妙コラボ！

商品名 美白ぷりん

キャッチコピー 美肌を追及する奥さまには、たまらないぷりん！

商品名 豊後きのこカレー (180ｇ　1食用)

キャッチコピー 自然素材の旨みを最大限に引き出した和風カレー

商品名 元氣米麺（げんきべいめん）

キャッチコピー 熊本の米どころ「七城（しちじょう）」の贅沢米麺

商品名 こうじジャム　食べる甘酒　木屋美人

キャッチコピー 新しい甘酒の食べ方！！　”木屋美人”

商品名 カレー専用調味料「みやこん醤油」

キャッチコピー 王子も大満足！　とろ～り濃厚醤油でコクがでルウ

商品名 日南魚（にちなんぎょ）うどん

キャッチコピー 隠れうどん県・宮崎で生まれた郷土料理

福岡81

87

大分86

長崎85

長崎84

佐賀83

商品URL http://www.47club.jp/44M-000014/goods/detail/44M-000014043/

88

宮崎90

宮崎89

熊本

熊本

商品URL http://www.47club.jp/46M-000095asb/goods/detail/10082950/

商品URL http://www.47club.jp/46M-000095asb/goods/detail/10084088/

商品URL http://www.47club.jp/45M-000048ksk/goods/detail/10004351/

商品URL http://www.47club.jp/42M-000079txl/goods/detail/10087195/

商品URL http://www.47club.jp/42M-000076cey/goods/detail/10065666/

長崎新聞社

CAKEHOUSE Honda
世界初の鯛科うろこからとれた、天然の海洋性１００％コラーゲンを使用。牛乳と生クリー
ムの白さにこだわった真っ白な美しいプリン。愛する奥様への手土産にぜひ「美白ぷり
ん」を！

長崎新聞社

CAKEHOUSE Honda
長崎名物カステラをぷりんに入れるという斬新な発想！老舗カステラ屋の自家製カステ
ラをプリン液に漬けこんでいます。ぷりんがとろ～り、カステラはしっとり。不思議な食感を
味わって下さい。

活け作りで有名な「呼子イカ」を羊羹等で模した生菓子。呼子産の甘夏も使い、フルー
ティーな味に。
ユニークな外観と合わせ、「佐賀、唐津を代表するお菓子に」と売り出しています。

佐賀新聞社

伊藤けえらん

宮崎日日新聞社

ティーネットプロ
上品なだしが自慢のトビウオをすり身にして練り上げた、柔らかヘルシー麺。「朝うどん」
「酒を飲んだ締めには釜揚げうどん」など、独自のうどん文化をひた走る宮崎で生まれた
漁師町の郷土料理。

辛子明太子のピリ辛を通り越して、とことん辛さにこだわった激辛の商品です。付属の
「辛皇醤（ホットエンペラーソース）」をかけるとさらに辛くなります。

西日本新聞社

株式会社ふくや

遠赤外線効果で目の周辺を温め、血流促進で筋肉がほぐれリラックス効果も。
目を酷使している現代人にピッタリ！見えるアイウォーマーなので何か作業をし「ながら」
使えます。

佐賀新聞社

有限会社ジーンスレッド

商品URL http://www.47club.jp/41M-000036fky/goods/detail/10054072/

新聞社名　/　事業者名 商品概要

佐賀82

宮崎発・てげうまグルメヒーロー「チキン南蛮カレーのルウ王子」と、1871（明治4）年創業
の味噌・醤油メーカー「ヤマエ食品工業」の共同開発。落書きもできるちょい足し調味料。

宮崎日日新聞社

ティーネットプロ

県内産の原木椎茸のみを使用しただわりのレトルトカレー。ゴロッと入った形のいいシイ
タケの歯ごたえも魅力です。ほどよい甘みとフルーティーな味わいを楽しんでください。

大分合同新聞社

大分県椎茸農業協同組合

熊本日日新聞社

有限会社木屋食品工業
江戸天保年間創業の老舗が造った、甘酒の新しい形 "食べる甘酒　木屋美人"。ジャム
感覚でパンにぬったり、ヨーグルトや牛乳にも相性ピッタリ。 お湯を注ぐとHOT甘酒にも。

熊本日日新聞社

七城特産品センター
（財）日本穀物検定協会の食味ランキングで最高評価「特Ａ」を７年連続獲得している「七
城のこめ」を100%使用した米麺。こだわりのもっちり感と滑らかな舌触りをお楽しみくださ
い。

商品URL http://www.47club.jp/45M-000089fwj/goods/detail/10087217/

商品URL http://www.47club.jp/43M-000023cke/goods/detail/43M-000023cke02/

商品URL http://www.47club.jp/43M-000023cke/goods/detail/10042850/



全国の地方新聞社が選んだ！『こんなのあるんだ！大賞 2015』 エントリー商品 ＵＲＬに「※」印がある商品ページは、準備中です。

NO 都道府県 写真

商品名 【大人気のおいしいくろず！】くろず屋のおいしいくろず 塩レモン 

キャッチコピー 「黒酢×塩レモン」は甘じょっぱい初恋の味

商品名 本場大島紬＜工房花いろ＞大島紬iPhone手帳型ケース

キャッチコピー 美しいプロダクトデザインにまとわせる大島紬

商品名 アグーしゃぶしゃぶバラエティセット

キャッチコピー 貴重なアグー黒豚が堪能できるのは「ぬーべるあーぐぅのしゃぶしゃぶ」

商品名 アーサそば５食セット

キャッチコピー 麺にアーサ（アオサ）を練りこんだ手作りのこだわり「沖縄そば｝

商品名 当店人気No1アイテム『宮古島サルサ』～太陽の恵みギュッと詰まったご馳走ソース

キャッチコピー これぞ太陽の恵み！野菜の甘みが際立つ宮古島サルサ

商品名 渡具知[黒米黒ごま玄米・よもぎ玄米・べにいも玄米・黒糖玄米］

キャッチコピー 沖縄に根付いた伝統食品！これはご飯か？スイーツか？

96 沖縄

沖縄95

94 沖縄

沖縄93

鹿児島92

鹿児島91

商品URL http://www.47club.jp/49M-000051rhm/goods/detail/10089452/

商品URL http://www.47club.jp/49M-000052zxz/goods/detail/10080427/

商品URL http://www.47club.jp/48M-000031wyn/goods/detail/10088333/

商品URL http://www.47club.jp/48M-000032bib/goods/detail/10087693

商品URL http://www.47club.jp/47M-000045kdr/goods/detail/10081942/

自家製麺で防腐剤を一切使用してません。出汁はかつおだしで三枚肉は１６時間煮込ん
だコラーゲンたっぷりの軟らかいお肉になってます。

沖縄タイムス社

識名そば

当店の『アグー黒豚』は、証明書付アグー黒豚のみを扱っています。 沖縄県家畜改良協
会発行の琉球在来豚「アグー」証明書を全頭に頂いている、正真正銘のアグー黒豚で
す。※第三者機関で「アグー黒豚」を証明しているのはこの証明書だけです。

沖縄タイムス社

アイ・エス・沖縄

太陽の光がふりそそぐ、宮古島の恵みをギュッと凝縮したのが、アート・オブ・ティダの宮
古島サルサ。ピリッとした辛さに、トマトなどの野菜の甘味をしっかりと感じる奥深いソー
スです。

琉球新報社

アート・オブ・ティダ

琉球新報社

本場大島紬のスマホケースは一品ごとに柄が違う世界に二つとないデザイン。数多くの
工程、長い時間を経て作られたこだわりの逸品を日常に取り入れ、ちょっぴり自慢しませ
んか。

南日本新聞社

藤絹織物株式会社

鹿児島県霧島市福山町に古くから伝わる製法で作られた純玄米黒酢に「星の砂塩」と国
産レモン果汁を加えた結果、飲みやすくて、しかもおいしい「くろず」になりました。

南日本新聞社

株式会社福山物産

新聞社名　/　事業者名 商品概要

商品URL http://www.47club.jp/47M-000060bsi/goods/detail/10089694/

オリーブガーデン
どろっとした食感に、玄米の感覚がそのまま味わえる。好きな人は本当に好きな逸品。こ
れぞ、ディープでマニアな沖縄の、へぇー、こんなのあるんだ商品です。


