
中小企業総合展 in GiftShow 2015　【出展企業】

小間番号 出展者名 所在地 主な業種 展示製品名 HPアドレス

東6SME-01 （株）幸呼来Japan 岩手県
その他（障がい福
祉サービス事業）

ファーストチェアキット http://saccora-japan.com

東6SME-02 アトリエヤマチュウ 京都府 製造業 フロッキー転写シート、フロッキータイツ http://flocky.jp

東6SME-03 窪田織物（株） 鹿児島県 卸売業 ベビーズギフト　「おおしまつむぎ」 http://kubota-ori.com

東6SME-04 （株）サウンドスパイス 兵庫県 製造業
キャラクター、オリジナルデザインカラーサンドアレ
ンジ

http://www.soundspice.jp

東6SME-05 （株）サロンドール 東京都 サービス業
ダイパーケーキ（おむつケーキ）販売・ベビーシャ
ワープロデュース

http://www.salondor.net/

東6SME-06 （株）奥野かるた店 東京都 卸売業
かるた、百人一首、カードゲーム、双六等の室内
ゲーム

http://www.okunokaruta.com/

東6SME-07 （株）トミナガ 東京都 製造業
インク厚盛UVプリンタとレーザ加工機を用いた立体
形製品

http://www.tomi.co.jp

東6SME-08 （株）和紙の布 大阪府 製造業 和紙浴用タオルセット http://www.washinonuno.com

東6SME-09 （有）フレイムス 東京都 製造業
新商品（LED、省エネ光源対応照明）〜従来デザイ
ン照明

http://www.flame-s.com

東6SME-10 （有）ヨコタウッドワーク 福岡県 製造業 畳むんデス　マナベル http://yokotaww.com

東6SME-11 （有）萩陶苑 山口県 製造業 現代のライフスタイルに溶け込む萩焼の器 http://www.hagiyaki.co.jp/

東6SME-12 ヘルメット潜水（株） 大分県 製造業
やわらか湯たんぽ、夏用ひんやりグッズ、ルーム
シューズ等

http://www.cloz.co.jp/

東6SME-13 （有）夢工房 岩手県 製造業 箸、箸置、茶托、トレー、木箱、ほおずき照明、等
http://www.iwate-
yumekobo.com

東6SME-14 （有）畑漆器店 石川県 製造業 col.ブランド http://www.hatashikki.jp

東6SME-15 （株）小大黒屋商店 福井県 製造業 アロマ和ろうそく　灯之香（honoka）/ANDON www.rousokuya.com

東6SME-16 （株）山崎製作所 静岡県 製造業
金文様（KANA　MONYOU)　和モダンメタルインテリ
ア

http://www.yamazaki-
metal.co.jp

東6SME-17 （有）中村民芸社 山口県 製造業 山口陶漆器
http://nakamuramingeisha.jimdo.
com

東6SME-18 （株）丸九製陶所 滋賀県 製造業 手洗い鉢、衛生陶器、その他建築部材など http://www.maruku.co.jp/

東6SME-19 （株）ウチキ 石川県 製造業
三大産地コラボ漆磨カップシリーズ、抗菌(抗ウイル
ス)塗装漆器

www.uchiki-co.com

東6SME-20 （株）植杢 滋賀県 その他 屋内ビオトープ「癒しのテーブル」　「癒しの水槽」 http://www.uemoku.com

東6SME-21 （株）正木屋材木店 福島県 卸売業 モダン神棚「かみだな」　しろ／むく／うるし
http://www.masakiyawood.com
http://i-moconoco.com

東6SME-22 （株）高橋型精 山形県 製造業 レースのテーブルマット/照明 http://www.t-keisei.com

東6SME-23 （株）エコス 愛知県 製造業
段ボール製使い捨て椅子とオンデマンド思い出記
念箱

http://eco-labo.info/

東6SME-24 （有）丸三漆器 岩手県 製造業 秀衡塗、塗り加工、加飾加工、各種ＯＥＭ http://hidehiranuri.jp/

東6SME-25 （株）トーホードー 石川県 卸売業 伝統工芸九谷焼のカジュアルな器

東6SME-26 （株）一粒万倍 静岡県 製造業 低速ジューサー　各種 http://www.pika831.com/

東6SME-27 （資）経徳製作所 秋田県 製造業 桜皮の月（盛皿）など　ＤＥＳＩＧＮ　梅野聡

東6SME-28 堀内ウッドクラフト 神奈川県 製造業 shimashima・ichimatu stool
http://www.horiuchiwoodcraft.c
om/

東6SME-29 （有）よした（漆芸よした華正工房） 石川県 製造業
うるしけんこうグラス星座シリーズ，ちょっと贅沢な
雑貨茶器

http://www.kasyoustudio.co.jp

東6SME-30 （株）Kitamura Japan 愛知県 製造業 ジムナストシリーズ http://www.kabu-kitamura.com/

東6SME-31 （株）きとうむら 徳島県 製造業
柚子湯、エッセンシャルオイル、消臭リフレッシュ
剤、トゲピン

www.kitomura.jp

東6SME-32 九谷焼　酒井百華園 石川県 小売業 九谷焼　急須 http://www.kutanihyakkaen.jp

東6SME-33 （株）ビッグバイオ 熊本県 製造業
水質浄化剤　「エコ・バイオリング」蚊の発生阻止剤
「ゼロモズ」

http://www.big-
bio.com/top_j.html

東6SME-34 SunFly 静岡県 製造業 光を操るチタンとガラスの器 www.nissho-kogyo.jp/wordpress

東6SME-35 （株）セラミック・ジャパン 愛知県 小売業 aiシリーズ、楊枝だるま、香だるま、おきだるま http://www.ceramic-japan.co.jp

東6SME-36 （株）イワタ 京都府 製造業
ギフト用に開発した天然素材を使用した快眠サポー
トアイテム

http://www.iozon.co.jp

東6SME-37 (有)アップル・ワイズ 京都府 製造業
①アロマ消臭剤「古都呼吸」和名アロマシリーズ②
古都呼吸石けん

http://applewise.co.jp

東6SME-38 （有）山谷製作所 新潟県 製造業 台屋の鰹節削り器 http://www.dai-ya.com

東6SME-39 丸山繊維産業（株） 奈良県 製造業
「ならっぷ®」の蚊帳の夢®ふきん、ふすま地ブックカ
バー

http://www.maruyama-
seni.co.jp/

東6SME-40 日産陶業（株） 滋賀県 製造業 　陶器加湿器 http://www.nissantougyo.co.jp/

東6SME-41 （株）ケンランド 山形県 製造業
リネン素材のカーディガン・ジャケット・ストール・タオ
ル等

http://www.kenland.co.jp

東6SME-42 伊田繊維（株） 群馬県
その他(製造・卸売
業)

日本製作務衣・甚平 http://wasuian.com/

東6SME-43 日本デオドール（株） 東京都 製造業 香り発散器ティフラ http://www.deodor.co.jp/
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東6SME-44 西垣靴下（株） 奈良県 製造業 健康補助商品としての靴下・サポーター http://www.nishikutu.co.jp

東6SME-45 （株）フロントクロス 大阪府 製造業 特殊塗装デコレーション品（コンパクトミラー等） http://front-cross.com/

東6SME-46 奄美泥染め　肥後染色 鹿児島県 製造業 奄美の泥で染める　Ｔシャツ http://www.dorozome.com

東6SME-47 丸音織物（株） 静岡県 製造業
自社企画のコーデュロイ生地を使用した鞄　フライト
バッグ等

http://maruott.jp

東6SME-48 鷹山堂 山形県 製造業 「米織小紋」 http://www.yozando.jp

東6SME-49 阿江ハンカチーフ（株） 兵庫県 製造業 ストール、スカーフ、チーフ www.aehandkerchief.jp

東6SME-50 奥順（株） 茨城県 卸売業 結城紬ショール www.okujun.co.jp

東6SME-51 （株）セイホウ 栃木県 製造業 銅繊維を使用した健康関連商品と面ファスナー http://www.e-seihou.co.jp

東6SME-52 岩正織物（株） 愛知県 製造業
冷えとムクミを5分で解消オシャレで気持良い美脚メ
イクアシピタ

www.asipita.com

東6SME-53 ラソックスジャパン（株） 東京都 製造業 L字型靴下ラソックス

東6SME-54 フジチギラ（株） 山梨県 製造業
「千紫万紅」でファッション雑貨、体験は「草木栽培と
染体験」

http://www.fujichigira.com

東6SME-55 （株）サクラム研究所 東京都 サービス業
マイコクチュール(ローション・洗顔料・乳液・クリー
ム)

http://www.sacrum.jp/

東6SME-56 （有）山王プロジェクト 岐阜県 製造業 裂き織の洋服
http://www.san-
ouproject.jimdo.jp/

東6SME-57 クルン（株） 大阪府 製造業
歯周ケアロールブラシ「ルンダ」「クルン」「エスコ
ロータ」

http://www.kurun.co.jp

東6SME-58 龍宮（株） 福岡県 製造業 パシーマ製品、インナーキャップなど http://www.pasima.com

東6SME-59 （株）名美 愛知県 卸売業 機能付きファッション・足湯パンツ
http://www.chiaretta-
fashion.com/

東6SME-60 シルフィード（有） 広島県 製造業 備後デニムとコットンのカジュアルきもの

東6SME-61 サン・ビーム（株） 東京都 製造業 「イージーフィット」（長さ無段階調整折畳ステッキ） http://www.chaplin.co.jp

東6SME-62 （株）松井ニット技研 群馬県 製造業
ソフト感と品質を大切に編んだマフラー、手袋、帽子
等

http://www.matsui-knit.co.jp/

東6SME-63 （株）笠盛 群馬県 製造業
000（トリプルオゥ）として販売する､糸で作ったアクセ
サリー

www.000-triple.com

東6SME-64 平山繊維（株） 大阪府 製造業 「ORIIRO」ブランドの綿シルク混マフラー http://izumimomen.com

東6SME-65 （有）竹田ブラシ製作所 広島県 製造業
化粧筆群、携帯用化粧筆群、洗顔ブラシ　製品開発
等の技術的相談

http://takeda-brush.com/

東6SME-66 堀内鏡工業（株） 大阪府 製造業 高齢者・要介護者向け割れないミラー http://www.cr-horiuchi.co.jp

東6SME-67 （株）ミサト工業 岐阜県 製造業 NOOK（ヌーク）

東6SME-68 太盛工業（株） 大阪府 製造業 多孔質金属を使ったアクセサリー類 http://www.taisei-kogyo.com/

東6SME-69 オーヨン（株） 兵庫県 製造業 デリット：DERITTE http://delitte.jp

東6SME-70 （株）大成美術印刷所 東京都 製造業 「ななめもーる」・「フィットメイト」「PEN&DELI」 www.taiseibijutsu.jp

東6SME-71 今野印刷（株） 宮城県 製造業 グリーティングカード www.konp.co.jp

東6SME-72 ヤマコー（株） 岐阜県 卸売業
岐阜県産桧の合板使用の店舗販売什器、および天
然素材の生活雑貨

http://yamaco.jp

東6SME-73 三光製作（株） 静岡県 製造業 「抗菌富士」シリーズ http://www.sanko-seisaku.co.jp

東6SME-74 フロロラッピング 東京都 卸売業
ラッピングペーパー　リボン　プリザーブドフラワー
製品　雑貨等

http://www.florowrap.com/

東6SME-75 （株）日清精工　MILCA（ミルカ）事業部 大阪府 製造業
アイフォンケース、つけまケース、つけまつげ＆コン
タクトケース

http://www.nissinseikou.com

東6SME-76 （株）玉川製作所 神奈川県 製造業
ICカード干渉エラー防止カード「スペリアＳＣ」「プロ
グレス」

東6SME-77 （株）網専 大阪府 製造業 金属布ワイヤ－ネットフィルム　・　モアレゾ http://amisen.jp

東6SME-78 東北電子産業（株） 宮城県 製造業 レーザマーキング・サービス http://www.tei-c.com

東6SME-79 クツワ工業（株） 奈良県 製造業 特許技術のエンボス加工品　収納ケース www.kutsuwa.co.jp

東6SME-80 ハートツリー（株） 東京都 小売業 MOTHER　FOREST http://heart-tree.com/

東6SME-81 （株）日進堂印刷所 福島県 製造業 絵柄と始まり月が選べる、マイベストカレンダー http://www.nisshindo.co.jp/

東6SME-82 阿波手漉和紙商工業（協組） 徳島県 サービス業
徳島県の特産品である藍染めを施した和紙および
和紙加工品

http://www.awagami.or.jp

東6SME-83 プラス産業（株） 静岡県 製造業
立体のしケース「静岡ぽち」・ハイエンドスピーカー
「sui」

http://pls-ind.co.jp/

東6SME-84
（株）オプティマム・エコロジー・エンジニアリ
ング

大阪府 製造業 metament  - メタメント - http://www.oe2.co.jp

東6SME-85 華・魅せ・ぎゃらりぃ　あいりぃ 福井県 小売業
伝統工芸、越前和紙を使った花たちと、そのアレン
ジ

http://www.ai-li.jp/

東6SME-86 （株）柿沼人形 東京都 製造業 江戸木目込技法を用いた節句人形・その他
http://www.kakinuma-
ningyo.com

http://www.yozando.jp/
http://www.asipita.com/
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東6SME-87 髙田織物（株） 岡山県 製造業
畳縁、畳縁で創ったグッズ（小銭入れ、カードケー
ス、ベルト等）

http://www.ohmiyaberi.co.jp/

東6SME-88 蔵前産業（株） 群馬県 製造業 絞り布容器 http://www.kuramae.co.jp/

東6SME-89 （有）喜南鈴硝子 兵庫県 製造業 高品質なガラスアクセサリー及び雑貨 www.tonbodama.com

東6SME-90 （株）山下工芸 大分県 卸売業 竹材・木材等　天然素材製品
http://www.yamashita-
kogei.com/

東6SME-91 （株）和紙来歩 京都府 小売業 「京巻紙　流水」　　「まいこさん　ロール」 http://washilife.com

東6SME-92 丸信金属工業（株） 栃木県 製造業 デザイン花器・印刷グッズ http://www.alart.jp

東6SME-93 （株）遊禅庵 京都府 製造業 友禅染牛革財布と小物 http://www.kyo-wakka.com

東6SME-94 （株）辻商店 京都府 卸売業 懐紙、懐紙入れ、アロマアクセサリー、お守り http://www.tsujitoku.net/

東6SME-95 （有）重蔵窯 滋賀県 製造業 利休信楽手洗い鉢
http://www.eonet.ne.jp/~jyuuzo
ugama/

東6SME-96 （有）遠藤正商店 福島県 卸売業 再生紙を利用した会津張り子 www.ten-craft.com

東6SME-97 （株）ベティスミス 岡山県 製造業 ＥＣＯ　ＢＥＴＴＹ　/ＢＥＴＴＹ　ＳＭＩＴＨ www.betty.co.jp

東6SME-98 TAKE Create Hagi（株） 山口県 製造業 萩の竹を使ったインテリア小物、雑貨、と家具 www.hagi-take.co.jp

東6SME-99 （株）伊と幸 京都府 その他 メモリアル絹フォトパネル・iPhone絹ケース http://www.kimono-itoko.co.jp/


