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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-001 （株）あおし 徳島県 製造業
ウィンディン・ブルー・ストライプ
（Windin' Blue Stripe）

http://awa-ai.com

東6SME-002 雄勝硯生産販売協同組合 宮城県 卸売業 平皿180角 www.ogatsu-suzuri.jp

東6SME-003 （株）柿沼人形 埼玉県 製造業 江戸木目込み　風水　招き猫
http://www.kakinuma-
ningyo.com

東6SME-004 木本硝子(株) 東京都 卸売業 黒の江戸切子「KUROCO」 http://kimotoglass.tokyo/

東6SME-005 (株)清原織物 滋賀県 製造業 手織りつづれの名刺入れ
http://www.kiyoharaorimono.j
p

東6SME-006 工房 利八/ワークステーション 群馬県 製造業 桐箱 歌川国芳作【相馬の古内裏】 www.koubou-rihachi.jp

東6SME-007 紗　蔵 東京都 製造業 革うちわ、sottiluna www.leather-handmade.com

東6SME-008 (株)浄法寺漆産業 岩手県 小売業 巖手椀 http://www.japanjoboji.com

東6SME-009 So-design 東京都 製造業 dawn sketch

東6SME-010 （株）添島勲商店 福岡県 卸売業 LAND-RUG Wall http://www.soejima.com

東6SME-011 TAKE Create Hagi(株) 山口県 製造業 ワインボトルホルダー www.hagi-take.co.jp/pro/

東6SME-012 (有)ツルヤ商店 山形県 製造業 籐脱衣カゴ http://www.tsuruya-net.com

東6SME-013 （有）丸三漆器 岩手県 製造業
漆絵ワイングラス　富士・赤富士 2本
セット

http://hidehiranuri.jp/

東6SME-014 （有）夢工房 岩手県 製造業 貝象嵌　箸
http://www.iwate-
yumekobo.com

東6SME-015
(有)よした
（漆芸 よした華正工房）

石川県 製造業
蒔絵アクセサリー，現代版印籠「福
籠」

http://www.kasyoustudio.co.j
p

東6SME-016 (株)アートランド 東京都 製造業 ＡＱＵＡＴＩＣ http://www.etena-shop.com

東6SME-017 （株）ウチキ 石川県 製造業 漆磨カップ www.uchiki-co.com

東6SME-018 (有)萩陶苑 山口県 製造業 Shikisai http://www.hagiyaki.co.jp/

東6SME-019 (株)トーホードー 石川県 卸売業 はな＊はなシリーズ

東6SME-020 (株)砺波商店 富山県 卸売業 むすび（黒釉）大 http://www.tonami-tkm.co.jp

東6SME-021 (株)日翔工業 静岡県 製造業 Jewelry・Glass
www.nissho-
kogyo.jp/wordpress

東6SME-022 （有）畑漆器店 石川県 製造業 Soji、BORDER、KOMA http://www.hatashikki.jp

東6SME-023 (株)ミヤゲン 福井県 製造業 キャリーカップ http://www.miyagen8.co.jp

東6SME-024 アーステクニカル(株) 静岡県 製造業 Spirpauzo 正義 http://www.spirpauzo.com

東6SME-025 (株)アートクリエイション 静岡県 製造業 光触媒人工植物『光の楽園』 www.artc.co.jp

東6SME-026 （株）アスカム 静岡県 製造業 炭のチョコラ http://www.ascam.net

東6SME-027 池田設計・企画 福岡県 サービス業 洗濯物干しカバー｢マジカルカバー｣
http://www.ikeda-
sekkei.com/

東6SME-028 （株）Ｈ＆Ｃ技術研究所 京都府 製造業
花粉PM2.5吸引ブラシ、 ダニアレル
ゲン吸引ブラシ

http://www.handc-
techno.co.jp

東6SME-029 大津毛織(株) 大阪府 製造業
リネンコットンガーゼ　プレミアムコッ
トンガーゼ

www.otsukeori.co.jp/

東6SME-030
ハキハキ工房-Slippers by CREO
（（株）クレオ）

宮城県 製造業 D型セノーテモールM （BE/BR/BK） http://www.creo88.com

東6SME-031 三代目板金屋 静岡県 製造業 帯留め「花と四季」
http://www.yamazaki-
metal.co.jp/

東6SME-032 スフェラーパワー(株) 京都府 製造業 スフェラーランタン http://www.sphelar.com/

東6SME-033 (株)草新舎 宮城県 製造業 草新シリーズ

東6SME-034 （株）辻商店 京都府 卸売業 zizai懐紙、Ｓｉｈｕアクセサリ http://www.tsujitoku.net/

東6SME-035 (株)Duco 東京都 製造業 スネルのペンダント

東6SME-036 (株)トップ堂 愛知県 製造業 カビナイバッグ http://www.topdou.com
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東6SME-037 眠り製作所 群馬県 製造業 抱かれ枕 http://www.plaisir-ltd.co.jp/

東6SME-038 (株)ＰＲＤ 大阪府 製造業 ＷａｓａＰ”わさびー
http://www.yamaki-
japan.com

東6SME-039 堀内ウッドクラフト 神奈川県 製造業 FSC森林認証製品
http://www.horiuchiwoodcraft
.com/

東6SME-040 堀内鏡工業（株） 大阪府 製造業
フルカラーオンデマンドプリント「プレ
ミアムフォトミラー」

http://www.cr-horiuchi.co.jp

東6SME-041 （株）丸九製陶所 滋賀県 製造業 信楽焼　ミニ火鉢 http://sigaraki.com/

東6SME-042 Ｙ’ｓ　ＴＥＸＴＩＬＥ 岐阜県 製造業 壁掛け織パネル
http://www.ystextile-
ori.com/

東6SME-043 (有)アイ・シー・アイデザイン研究所 大阪府 サービス業 ノシリス　キュリオ http://www.nocilis.jp

東6SME-044 (株)アステック長野 長野県 製造業
超絶クオリティの
3DプロダクトOEM！

www.astec-japan.com

東6SME-045 （株）エコス 愛知県 製造業 「お花見４人席」 http://eco-labo.info/

東6SME-046 （有）遠藤正商店 福島県 卸売業 Tsubaki リキュールカップ www.ten-craft.com

東6SME-047 (株)奥野かるた店 東京都 卸売業
にほんごであそぼ
ことわざかるた

http://www.okunokaruta.com
/

東6SME-048
妖精の贈物「めたるの国」（（株）キ
ムラシートメタル）

静岡県 製造業
鉄から生まれたメタルインテリア
雑貨

http://www.rakuten.co.jp/met
al/

東6SME-049 蔵前産業（株） 群馬県 製造業 絞り布容器 http://www.kuramae.co.jp/

東6SME-050 （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」
「オーダーメイド」カラーサンド

http://www.soundspice.jp

東6SME-051 (株)栄商会 静岡県 製造業 アニマルクリーナー http://www.sakae-firm.co.jp

東6SME-052 山陽製紙(株) 大阪府 製造業 TSUNAGARU BOOK COVER
http://www.sanyo-
paper.co.jp/

東6SME-053 (株)ダイコープロダクト 香川県 製造業
スライド式ドキュメントケース・
カードケース

www.daiko-product.com

東6SME-054 （株）大成美術印刷所 東京都 製造業 ななめもカレンダー http://www.koukoku-bungu.jp

東6SME-055
kikiparfait 大染工業（大染工業
（株））

京都府 製造業
kikiparfait プリントカットクロス ミニ反
物

http://www.kikiparfait.jp/

東6SME-056 高宮産業(株) 東京都 製造業 オリジナルのミニ熊手 http://www.takamiya-s.co.jp/

東6SME-057 (株)タナベ刺繍 香川県 製造業 刺繍イヤホン （プランツ・カラード） http://www.e-tanabe.net/

東6SME-058 デジタルファブリケーション(株) 静岡県 製造業
富士山麓ひのき製オリジナルデザイ
ングッズ

http://digitalfabrication.jp/

東6SME-059 東北電子産業（株） 宮城県 製造業
驚きが届く特別なフラワーギフトルミ
リーフ

http://www.tei-c.com

東6SME-060 日本ケミフェルト(株) 香川県 製造業 ステーショナリー http://www.corcho2.com

東6SME-061 橋本螺子(株) 静岡県 製造業 ねじブロック www.neji-block.com

東6SME-062 (株)福島屋 青森県 製造業 こんにゃくねんど

東6SME-063 プラス産業(株) 静岡県 製造業 ガクラフト６シリーズ
https://www.facebook.com/pl
us.ind

東6SME-064 (株)マストロ・ジェッペット 福島県 製造業 TOAST・MELA・PERA
http://www.mastrogeppetto.j
p

東6SME-065 松葉製作所 広島県 製造業 飛騨春慶塗木製iPhoneケース
http://www.matsuba-
factory.com/

東6SME-066 八洲光学工業(株) 東京都 製造業 小鳥と赤い実のルーペ http://www.microscope.co.jp

東6SME-067 ヤマキ電器(株) 愛知県 製造業 遠赤外線 電気炭 http://www.ymkco.co.jp

東6SME-068 岩正織物(株) 愛知県 製造業 アシピタ www.asipita.com

東6SME-069 (株)大阪エース 大阪府 製造業 ANSWER SOAP（アンサーソープ） www.osakaace.com

東6SME-070 （株）オーラテック 福岡県 製造業 ヘアケア・ピュアローション「椿なの」 http://aura-tec.com/

東6SME-071 クルン（株） 大阪府 製造業
歯周ケアロールブラシ　「ルンダ」
「クルンプレミアム」

www.kurun.co.jp

東6SME-072 GOEI DIAMOND 広島県 製造業 ダイヤモンド ファイル Original http://www.goei-dia.co.jp
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東6SME-073 (株)シー･ビー･エス 北海道
その他（製
造販売）

ラベンダープラス スキンケアシリー
ズ

www.cosmedo.jp

東6SME-074 (株)JAPAN STAR 大阪府 製造業
ドロップミスト・ナノシャワー ナノフェミ
ラス

http://japan-star.com/

東6SME-075 昭和刷子(株) 愛媛県 製造業 ロブラングソープJBR
http://www.showabrush.co.jp
/

東6SME-076 (有)竹田ブラシ製作所［広島 熊野］ 広島県 製造業 化粧ブラシ http://takeda-brush.com/

東6SME-077 (有)ナンワ 富山県 製造業
消臭・遠赤効果の有る。天然セラミッ
クス配合シート

www.nanwa.biz

東6SME-078 (株)BMZ 群馬県 製造業 カルパワースマートインソール http://bmz.jp

東6SME-079 （株）ミサト工業 岐阜県 製造業 NOOK 毛抜きの新しい形【ヌーク】

東6SME-080 (株)メディカルフロント 滋賀県 製造業
はるコスメ　カバーテープ、ビュー
ティーテープ

http://www.medical-
front.com

東6SME-081 奄美泥染め　肥後染色 鹿児島県 製造業 5/4sleeveTシャツ www.dorozome.com

東6SME-082 伊田繊維（株） 群馬県 製造業 カイハラデニム作務衣 http://idaseni.com

東6SME-083 岩月鬼瓦 GaRock 愛知県 製造業 GaRock Silver http://www.e-oni.com

東6SME-084 (株)オオサカヤ 愛知県 製造業
オーガニックのオリジナル素材を採
用したベビー服と育児雑貨

http://www.ikuji-kobo.jp

東6SME-085 奥順(株) 茨城県 卸売業 結城紬のショール http://www.yukitumugi.co.jp

東6SME-086 orit. 兵庫県 製造業 ストール www.orit.jp

東6SME-087 笠盛/000(トリプル･オゥ) 群馬県 製造業 Sphere Necklace www.000-triple.com

東6SME-088 （有）喜南鈴硝子 兵庫県 製造業 100色ガラス製かんざし www.tonbodama.com

東6SME-089 （株）京屋染物店 岩手県 製造業 藍染刺子ジャケット http://www.kyo-ya.net/

東6SME-090 てぬぐい　きれ屋（（有）きれ屋） 東京都 卸売業 てぬぐい www.kireya.com

東6SME-091 テクナード(株) 岐阜県 製造業 シリカクリン激取りＭＡＸ http://technad.co.jp

東6SME-092 (株)knys 兵庫県 製造業 3450

東6SME-093 (株)ケンランド 山形県 製造業 リネンニット http://www.kenland.co.jp

東6SME-094 (有)ファナビス 愛知県 卸売業 三河布史 http://www.majigire.net

東6SME-095 フジチギラ（株） 山梨県 卸売業
富士茜（日本茜）染めストール、ネク
タイ・草木染め染色体験

http://www.fujichigira.com

東6SME-096 古橋織布(有) 静岡県 製造業 oriyaバッグ

東6SME-097 (株)松井ニット技研 群馬県 製造業 ウールストライプリブマフラー http://www.matsui-knit.co.jp

東6SME-098 丸中(株) 群馬県 製造業 緒琵（おび）シリーズ
http://www.saien-
marunaka.com

東6SME-099 村上メリヤス 奈良県 製造業 十月十日布　おくるみ http://www.murakami-m.com

東6SME-100 山勝染工(株) 愛知県 製造業 黒染めストール（黒紋） http://yamakatu.co.jp


