
令和２年８月 11 日 

             一般社団法人全国道の駅連絡会 

株式会社 47CLUB 

全国道の駅・ネット通販事業『ふるさと応援バコ』を明日より開始 

〜農林水産省「令和 2 年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業」で送料無料〜 

 

 一般社団法人全国道の駅連絡会（東京都江東区、会長 石井 裕）とその賛助会員である株式

会社 47CLUB（同中央区、代表取締役社長 栗田 健一郎）は共同で、インターネット通販事業  

『ふるさと応援バコ』（ https://www.47club.jp/ouenbako/ ）を８月 12 日より開始します。 

 本事業は、農林水産省の「令和 2 年度国産農林水産物等販売促進緊急対策事業」(※)を活用

するもので、購入した商品の送料が無料になります。 

※品目横断的販売促進緊急対策事業におけるインターネット販売推進事業 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、学校や職場の夏休み期間の変更や移動の一部自粛

など、「With コロナ」の新しい生活様式、行動変容が求められています。全国の道の駅でも、

感染症対策を講じながら営業活動を行っておりますが、地元産の農林水産物の販売は苦況が 

続いています。こうした状況下、全国道の駅連絡会は 47CLUB の協力を得て、道の駅公式通販

「おうちで 道の駅！」の連携事業として、「地元の産物を都会に住む家族や知人に贈りたい」

「地域の農家や企業を応援したい」といったニーズに応え、「都会の生活者」「地元の生産者」

双方の「ふるさと応援」の想いを、通販事業で支援することとしました。 

 

第 1 弾（８月 12 日〜）として、北海道・道の駅オーロラタウン 93 りくべつ「鹿ロース詰め

合わせ」「鹿ヒレ・ロース詰め合わせ」、茨城県・道の駅グランテラス筑西「グランテラス筑西

そばつゆセット」、栃木県・道の駅もてぎ「玄挽きそば粉セット」、千葉県・道の駅とみうら枇

杷倶楽部「南房総市産 天然 活きさざえ」「同 活き伊勢海老直送便」、富山県・道の駅雨晴「富

山湾 氷見魚昆布しめ６種」、長野県・道の駅信州新町「鹿肉セット A・B」、奈良県・道の駅吉

野路 大淀 i センター「かへえの天日干し番茶・ほうじ茶・元気茶」、鳥取県・道の駅大山恵みの

里「大山そばセット」、山口県・道の駅蛍街道西ノ市「長州ジビエセット」「やまぐち和牛セッ

ト」を、5,000 円箱または 10,000 円箱（税込、送料不要）で販売します。また、順次、全国の

道の駅（全約 20 駅予定）から地元の名産品を取り揃え、９月末まで販売します。 

 

全国道の駅連絡会では、本年 5 月に国土交通大臣に対して行った緊急提言「全国道の駅のニ

ューノーマルを見据えた進化」に則り、道の駅「第 3 ステージ」(2020〜2025 年)として計画

していた「通販事業の強化」を前倒して推進しています。今回の事業を含め、全国の道の駅が

地域の社会・経済拠点として、来訪のお客様はもとより近隣の住民や農林水産事業者にとって、

かけがえのない振興施設となるよう、今後もさまざまな施策を実施してまいります。 

 

  



＜「ふるさと応援バコ」の概要＞ 

・ 事業名称：   道の駅・ネット通販事業『ふるさと応援バコ』 

・ 運営主体：   株式会社 47CLUB 

・ ショップ名称：  よんなな応援バコ by おうちで 道の駅！ 

・ URL：   https://www.47club.jp/ouenbako/  

・ 運営事務局：   一般社団法人全国道の駅連絡会 

・ 販売期間：   令和２年８月 12 日(水) 午前０時（予定）〜９月末 

・ 販売商品：   全国道の駅（約 20 駅）から出品の 30 から 40 商品（予定） 

 

 

 <8/12 販売開始の商品＞ 

◆北海道陸別町「道の駅オーロラタウン 93 りくべつ」 

【1 万円箱】鹿ヒレ・ロース詰め合わせ（2.4kg） （送料無料、税込） 

https://www.47club.jp/ouenbako/goods/detail/10142968/ 

【5 千円箱】鹿ロース詰め合わせ（1.2kg） （送料無料、税込) 

https://www.47club.jp/ouenbako/goods/detail/10142967/ 

日本一寒い町の鹿肉 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 茨城県筑西市「道の駅グランテラス筑西」 

【5 千円箱】グランテラス筑西そばつゆセット（10 人前ほか） （送料無料、税込） 

    https://www.47club.jp/ouenbako/goods/detail/10142981/ 

香り豊かな本格的常陸秋そば 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 千円箱 QR 

１万円箱QR 

5 千円箱 QR 
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◆栃木県茂木町「道の駅もてぎ」 

【5 千円箱】玄挽きそば粉セット（そば粉 1kg ほか） （送料無料、税込) 

    https://www.47club.jp/ouenbako/goods/detail/10142983/ 

石臼挽きのそば粉、そばつゆ、ゆず七味、ゆず胡椒のセット 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 千葉県南房総市「道の駅とみうら枇杷倶楽部」 

【1 万円箱】活き伊勢海老直送便（650g※2〜5 尾） （送料無料、税込) 

    https://www.47club.jp/ouenbako/goods/detail/10142990/ 

【5 千円箱】天然活きさざえ（2kg） （送料無料、税込) 

    https://www.47club.jp/ouenbako/goods/detail/10142989/ 

水揚げ高日本一の伊勢海老 / 磯の香り満載の天然さざえ 

 

 

 

 

 

  

 

◆富山県高岡市「道の駅雨晴」 

【5 千円箱】富山湾 氷見魚昆布じめ６種（450g） （送料無料、税込) 

 https://www.47club.jp/ouenbako/goods/detail/10142997/ 

※「【１万円箱】富山湾 氷見魚昆布じめ８種とお魚グルメセット（1.3kg）」についても 

準備完了次第、販売予定です。 

氷見魚まるごと！朝採れキトキトの天然魚を昆布で締めました 
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◆長野県長野市「道の駅信州新町」 

【1 万円箱】鹿肉セット B（1.7kg） （送料無料、税込) 

https://www.47club.jp/ouenbako/goods/detail/10143006/ 

【5 千円箱】鹿肉セット A（800g） （送料無料、税込) 

https://www.47club.jp/ouenbako/goods/detail/10143005/ 

山のちからは人のちからに。ソース仕込み、ローストジビエのセット 

 

 

 

 

 

 

◆奈良県大淀町「道の駅吉野路 大淀 i センター」 

【5 千円箱】かへえの天日干し番茶・ほうじ茶・元気茶（475g） （送料無料、税込） 

    https://www.47club.jp/ouenbako/goods/detail/10143023/ 

寒暖な気候となだらかな丘陵地帯で育った良質で味わい深い大和茶セット 

 

 

 

 

 

 

◆鳥取県大山町「道の駅大山恵みの里」 

【1 万円箱】大山そばセット（16 人前※うち十割そば 10 人前） （送料無料、税込） 

    https://www.47club.jp/ouenbako/goods/detail/10143028/ 

【5 千円箱】大山そばセット（10 人前※うち十割そば 4 人前） （送料無料、税込) 

    https://www.47club.jp/ouenbako/goods/detail/10143027/ 

風味豊かな「大山十割そば・大山そば」とめんつゆのセット 
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◆山口県下関市「道の駅蛍街道西ノ市」 

【1 万円箱】やまぐち和牛セット（860g） （送料無料、税込) 

    https://www.47club.jp/ouenbako/goods/detail/10143035/ 

【5 千円箱】長州ジビエセット（1.14kg）  （送料無料、税込） 

    https://www.47club.jp/ouenbako/goods/detail/10143036/ 

「やまぐち和牛」のセット/ シカ・イノシシのジビエセット 

 

 

 

 

  

 

 

 

<順次、販売開始予定の商品＞ 

◆青森県中泊町「道の駅こどまり」 

【1 万円箱】海峡メバル（3kg※7〜9 尾）（送料無料、税込） 

【5 千円箱】天然活サザエ（1.5kg） （送料無料、税込) 

新鮮な海の幸をお届け 

 

 

 

 

 

 

 

◆三重県松阪市「道の駅飯高駅」 

【1 万円箱】松阪牛すき焼肉（肩・モモ）400g （送料無料、税込) 

すき焼用の松阪肉 
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◆滋賀県竜王町「道の駅アグリパーク竜王」 

【1 万円箱】近江牛こま切れ（1kg） （送料無料、税込) 

普段使いし易いこま切れです。近江牛で、ちょっぴり贅沢を 

 

 

 

 

 

 

 

◆岡山県新見市「道の駅鯉が窪」 

【1 万円箱】千屋牛肉焼肉用バラカルビ・モモ肩セット（600g）（送料無料、税込） 

【5 千円箱】千屋牛肉切り落とし（600g） （送料無料、税込) 

新見市の名牛「千屋牛」の焼肉用セット。鮮度を保つリキッド冷凍でお届け 

 

 

 

 

 

 

  

 

＜その他、今後出品予定の道の駅（商品）＞ 

◆秋田県八峰町「道の駅はちもり」（水産物） ◆山形県米沢市「道の駅米沢」（和牛） 

◆新潟県糸魚川市「道の駅能生」（水産物）  

◆広島県神石高原町「道の駅さんわ 182 ステーション」（和牛） 

◆宮崎県えびの市「道の駅えびの」（和牛）  ◆沖縄県名護市「道の駅許田」（マンゴー） 

 

＜参考＞（関連 HP 等） 

◇全国道の駅連絡会 ホームページ   https://www.michi-no-eki.jp/ 

◇全国道の駅連絡会 公式 Twitter   https://twitter.com/michinoeki_JP 

 

 

【お問い合わせ先】    一般社団法人全国道の駅連絡会事務局 嶋本・廣田・飛澤 

             電話：03-5621-3188/E-Mail：seikaiin@michi-no-eki.jp 

https://www.michi-no-eki.jp/
https://twitter.com/michinoeki_JP

