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 リンベル株式会社＜以下リンベル、本社：東京都中央区、代表取締役社長：東海林 秀典＞と、株式会社４７ＣＬＵＢ 

（よんななクラブ）＜以下47CLUB、本社：東京都港区、代表取締役社長：栗田 健一郎＞は、日本各地の掘り出しグルメ 

と有名ブランドグルメを厳選したカタログギフト「47CLUB×RING BELL」をリニューアルし、10月17日より発売いたします。 

  

■本当のおいしさを求めて「47CLUB」と「リンベル」のコラボレートカタログギフトがさらに充実。 
 
 発売から1年を迎えたカタログギフト、「47CLUB×RING BELL」。お取り寄せや地方の特色 

豊かな食材への関心が高まる中、全国8エリアの厳選のご当地グルメを巻頭特集を掲載した 

グルメカタログギフトは注目を集め、百貨店などの催事でも人気を博しています。 

 また、47CLUBは本年7月にサイトコンセプトを「こんなのあるんだ！ 47CLUB」に変更し、これ 

まで以上に「地方を元気に、日本を豊かに」を実現する商品を発信しています。 

そこで、カタログギフト「47CLUB×RING BELL」 も、皆様にさらなる食の楽しみと悦びをお届け 

できるよう、地域の魅力溢れる商品を新たに取り入れ、47都道府県全ての魅力ある食材が集 

まった、充実のラインナップとなりました。 

   

 ■地方新聞社が自ら選んだ、全国47都道府県の逸品特集。お歳暮にも適した『ジャストプライス』の3コース。 
 
 このたびのリニューアルでは商品点数を追加。全国47都道府県すべての代表グルメ各50点が全コース巻頭にずらりと 

揃いました。地域をすみずみまで知り尽くした地方新聞社ならではの目利きが光る隠れた美味を、1ページ1点ずつ丁寧 

に紹介しています。 
 
 例えば、岩手日報推奨、岩手の牛肉料理専門店〈味心〉が提供する「前沢牛入り生ハンバーグ」や、京都新聞推奨、ふ 

わりと甘く口にとろける、近江牛専門店〈かねきち〉目利きの近江牛 すき焼き用。ほかに長崎の伝統的な果物ザボンとビ 

ワを贅沢に使用した、長崎新聞推奨〈あじさい〉の長崎旬果ゼリー詰合せなど、47CLUBの通販サイトの雰囲気たっぷり 

に、食品の産地の風土の感じられる各新聞社からのおすすめコメントを添え、迫力ある大画像で魅力を伝えます。 
  
 カタログ後半では、リンベルが豊富に開拓した魅力あるグルメの中から、本物志向の地域ブランドや、生産者・生産地 

が見える健やかな食、豊かで安全な国産にこだわった海の幸などを紹介。ワインや和洋菓子など色彩鮮やかな味わい 

が、選べる楽しさをさらに広げます。 
 
 カタログラインナップは3コース、3,500円、5,000円、10,000円（税別）の展開で、各コース110～120点の食品を掲載。お 

歳暮・お中元としてもお求めやすい、システム料込のジャストプライスです。 

 初めての味覚に出会う驚きと喜びを印象づける鮮やかな装丁も、贈り物としての華かさを演出します。 

  

 

 自宅にいながらにして全国各地の隠れた逸品の魅力に触れられるお得感あるカタログギフトは、お歳暮やお中元はも 

ちろん、お世話になった方へのパーソナルギフトや記念品、還暦祝いや金・銀婚式のお祝いにと幅広くご利用頂けます。 

成約記念品はじめ様々なビジネスギフトにも適しています。 
 
 グルメカタログギフト「47CLUB×RING BELL」は10月17日より、47CLUB(http://www.47club.jp/)並びにリンベルの公式 

サイト(http://www.ringbell.co.jp/)で発売開始です。  

広報宣伝 

47都道府県の美味しさと、「こんなのあるんだ！」の驚きを届ける 
地域特化のグルメカタログギフト 

「４７ＣＬＵＢ×ＲＩＮＧ ＢＥＬＬ」10月17日リニューアル！ 

2013年10月17日 



【各社の役割】  

 ■47CLUB 

 全国お取り寄せサイト運営の要ともいえる、47CLUBと全国45地方新聞社ならではの地方の隅々までを知る 

 独自の視点による逸品の選定。 

 ■リンベル 

 カタログギフト販売25年以上の実績により構築されたシステムを活用した、安心安全な食品の調達および物流管理。 

 独自の販売チャネルによる販売。 

【「 47CLUB×RING BELL」 コースラインナップ 】 ※版形：B5サイズ 
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３，６７５円 

（システム料・消費税込） 

132ページ／約110点掲載 

【掲載商品一例】 ～森コースより～  
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132ページ／約120点掲載 

郷(さと）ｺｰｽ 
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132ページ／約110点掲載 

都道府県 新聞名 商品名  都道府県 媒体名 商品名  

北海道 北海道新聞 北海道産 ボイル毛がに 岐阜 岐阜新聞 ハム・ソーセージ詰合せ 

北海道 北海道新聞 夢民舎チーズ詰合せ 奈良 奈良新聞 柿の和菓子セット 

青森 東奥日報 活ほたて貝 滋賀 京都新聞 近江牛 すき焼用 

青森 デーリー東北 せんべい汁セット 和歌山 産経新聞 紀州みなべ南高梅干 うす味 

岩手 岩手日報 前沢牛入り生ハンバーグ 京都 京都新聞 京の味彩 佃煮詰合せ 

秋田 秋田魁新報 栗駒高原れんこんヨーグルトセット 大阪 産経新聞 雀家の健美鍋もつ鍋セット 

宮城 河北新報 カレーとテールスープのセット 兵庫 神戸新聞 明石だこの花しゃぶとやわらか煮 

山形 山形新聞 たかはたファーム バラエティセット 岡山 山陽新聞 岡山フルーツジェラートセット 

福島 福島民報 小法師ラーメン 鳥取 日本海新聞 網元が造ったこだわりのいか・かにセット 

群馬 上毛新聞 水沢うどん詰合せ 島根 山陰中央新報 島根県産 出雲國仁多米 

茨城 茨城新聞 そば屋の手打ちそばセット 広島 中国新聞 ご当地味付けのりセット 

栃木 下野新聞 千本松牧場 アイスクリームセット 山口 山口新聞 とらふぐ生茶漬け 

千葉 千葉日報 マザー牧場 飲むヨーグルト 徳島 徳島新聞 阿波尾鶏 からあげ用 

埼玉 埼玉新聞 草加せんべい・あられ詰合せ 香川 四國新聞 本場讃岐うどん並麺・麺ロールセット 

東京 東京新聞 青山散歩＆レモンチーズケーキ 高知 髙知新聞 冷やし生姜柚子ジュレ詰合せ 

神奈川 神奈川新聞 重慶飯店 焼売セレクション 愛媛 愛媛新聞 じゃこカツ・じゃこ天詰合せ 

山梨 山梨日日新聞 ハム・ソーセージ詰合せ 福岡 西日本新聞 ラー麦ラーメン詰合せ 

新潟 新潟日報 「コシヒカリ」ミニパックセット 佐賀 佐賀新聞 萬坊 味自慢ギフトセット 

石川 北國新聞 奥能登漁師秘伝の味 能登の味覚セット 大分 大分合同新聞 大分県産 乾椎茸 

富山 北日本新聞 幻の瀧 純米吟醸セット 長崎 長崎新聞 長崎旬果ゼリー詰合せ 

長野 信濃毎日新聞 たてしなップルシードル 宮崎 宮崎日日新聞 鶏もも炭火焼セット 

福井 福井新聞 福井県奥越産コシヒカリ 熊本 熊本日日新聞 熊本和牛あか牛 ハンバーグセット 

静岡 静岡新聞 こだわりの味噌漬・粕漬セット 鹿児島 南日本新聞 月揚庵 さつま揚げ詰合せ 

愛知 中日新聞 さんわの手羽先詰合せ 沖縄 琉球新報 黒麹家のもろみ酢 守礼 

三重 中日新聞 お酢3本セット 沖縄 沖縄タイムス 泡盛 おもろ５年 



■販路 ： 47CLUBホームページ（http://www.47club.jp/） 

         リンベルホームページ（http://www.ringbell.co.jp/）、 法人 

         その他、百貨店含む大手流通およびネットカタログ通販サイト 

 

■会社概要 

商号     ：リンベル株式会社                            

代表者    ：代表取締役社長 東海林 秀典                             

所在地      ：東京都中央区日本橋3-13-6           

設立     ：1987年7月 

資本金    ：1億円 

事業内容  ：ギフトの企画・販売、卸売業 

URL           ：http://www.ringbell.co.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 
所在地  ： 〒105-0011 東京都港区芝公園2-11-11 4F 
設立    ： 2008年7月 
資本金  ： 2億2,500万円 
事業内容  ： 全国の地方新聞社が厳選した商品を 
          主にインターネットを利用して通信販売する 
        サービスの提供 
URL       ： http://www.47club.jp/ 
 


