
第81回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2016 

中小企業総合展 in Gift Show 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

中小企業総合展 in Gift Show事務局 

開催報告書 



 
 
 
経営革新に果敢に取り組む地域の中小企業・ベンチャー企業等が自ら製造、 
開発した新製品、サービス、技術等を一堂に会し展示することにより販路開拓、 
市場創出、業務提携といったビジネスマッチングを促進することを目的として 
います。 
また海外への販路開拓に向けた中小企業の取り組みを支援し、海外展開を 
図る中小企業の裾野の拡大も目指します。 
 
 
2016（平成28）年2月3日(水)～5日(金) *3日間 
10:00～18:00 〈最終日は17:00まで〉 
 
 
東京ビッグサイト 第81回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2016会場内 
・中小企業総合展 in Gift Show ： 東6ホール 東6SME-001～100 
・Rin crossingブース ： 西3ホール No.3119･3120 
 
100社 
・三法認定企業：38社（新連携4社／地域資源活用30社／農商工連携4社） 
・Rin crossing登録企業：6社 
・罹災企業：8社 
 
独立行政法人中小企業基盤整備機構 
 
・ふるさとプロデューサー育成支援事業（経営支援部：別部門の事業） 
 ：併催展「グルメ＆ダイニングスタイルショー春2016」（東3ホール No.G3173･G3174） 

中小企業総合展 in Gift Show 

開催概要 

■名  称 
 
 
■目  的 
 
 
 
 
 
 
 
■会  期 
 
 
 
■会  場 
 
 
 
■出 展 者 
 
 
 
 
■主  催 
 
■参  考 

 
 ◇名 称： 第81回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2016 
 ◇テーマ： グローバリゼーションのモノ作りで成功 
 ◇主 催： (株)ビジネスガイド社 
 ◇会 期： 2016（平成28）年2月3日(水)～5日(金) 
 ◇開催時間：午前10時～午後6時（但し、最終日2月5日は午後5時まで） 
 ◇会 場： 東京ビッグサイト 全館 
 ◇出展社数：2,528社（内､海外25の国と地域・286社）（グルメ＆ダイニングスタイルショー205社は含まず） 

 ◇入場対象者：パーソナル・ギフト・マーケットに携わる国内外の小売・卸業者など 
 ◇来場者数：194,764人（海外来場者3,651人含む） 
       2月3日(水) 72,454人（内海外2,139人）  
       2月4日(木) 67,132人（内海外993人） 
       2月5日(金) 55,178人（内海外519人）  
 
 
  

参考：第81回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2016 概要 



Modern

STYLE NOW

PeacefulLife

Life withPets

中小企業総合展 in Gift Show 
（東6ＳＭＥ001～100） 

東4-5ホール全体図（中小企業総合展 in Gift Show位置） 

第81回東京インターナショナル・ギフト・ショー 会場全体図 

会場情報 

Rin crossingブース 
（西3ホール 3119・3120） 

ふるさとプロデューサー 
育成支援事業 

(東3ホール Ｇ3173・Ｇ3174) 



出展者一覧（五十音順） 

 

 

  

小間 本社 三法

番号 所在地 認定

東6SME-024 アーステクニカル(株) あーすてくにかる ホーム・ライフスタイル 静岡県 スピルパウゾ(和紙照明、建具)

東6SME-025 (株)アートクリエイション あーとくりえいしょん ホーム・ライフスタイル 静岡県 光触媒人工植物『光の楽園』

東6SME-016 (株)アートランド あーとらんど キッチン・ダイニング 東京都 錫合金「エテナ」によるテーブルウェア商品

東6SME-043 (有)アイ・シー・アイデザイン研究所
あいしーあいでざいんけ
んきゅうしょ

ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

大阪府
子どもの発想力を引き出す知育玩具ノシリス、
他

新連携

東6SME-001 （株）あおし あおし クラフト・伝統 徳島県
シルクスカーフ、プランプスカーフ、ai-andon（ラン
プ）

○

東6SME-026 （株）アスカム あすかむ ホーム・ライフスタイル 静岡県 炭のチョコラ(脱臭・除湿材) 地域 ○

東6SME-044 (株)アステック長野 あすてっくながの
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

長野県
超絶クオリティの3Dモデル、絶賛★OEM展開
中！！

東6SME-081 奄美泥染め　肥後染色
あまみどろぞめ　ひごせ
んしょく

服飾 鹿児島県 奄美泥染め　Tシャツ

東6SME-027 池田設計・企画 いけだせっけい・きかく ホーム・ライフスタイル 福岡県
洗濯物干しカバー｢マジカルカバー｣　新デザイン
も登場！

東6SME-082 伊田繊維（株） いだせんい 服飾 群馬県 カイハラデニム作務衣

東6SME-068 岩正織物(株) いわしょうおりもの
スポーツ・ビューティ・ヘ
ルス

愛知県 美脚メイク、アシピタ 新連携

東6SME-083 岩月鬼瓦 GaRock いわつきおにがわら 服飾 愛知県 シルバーアクセサリー「GaRock」

東6SME-017 （株）ウチキ うちき キッチン・ダイニング 石川県
TheWonder500 四大産地コラボ漆磨カップ(金箔
華)

地域

東6SME-028 （株）Ｈ＆Ｃ技術研究所
えいちあんどしーぎじゅ
つけんきゅうしょ

ホーム・ライフスタイル 京都府
アレルゲン吸引ブラシ（花粉PM2.5用、ダニ用、
ペット用）

東6SME-045 （株）エコス えこす
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

愛知県
どこでもイース・お花見ボックス・デコスタ・姫りん
ごツリー

新連携

東6SME-046 （有）遠藤正商店 えんどうただししょうてん
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

福島県 木製テーブルウェア「SEME」 ○

東6SME-069 (株)大阪エース おおさかえーす
スポーツ・ビューティ・ヘ
ルス

大阪府 ANSWER SOAP(石鹸)

東6SME-084 (株)オオサカヤ おおさかや 服飾 愛知県
日本の伝統素材を国内の高い生産技術で製品
化したベビー用ウェア

東6SME-029 大津毛織(株) おおつけおり ホーム・ライフスタイル 大阪府
リネンコットンガーゼ　プレミアムコットンガーゼ
掛＆敷パッド

地域

東6SME-070 （株）オーラテック おーらてっく
スポーツ・ビューティ・ヘ
ルス

福岡県 ヘアケアローション「椿なの」「椿なのリペア」他 地域

東6SME-002 雄勝硯生産販売協同組合
おがつすずりせいさんは
んばいきょうどうくみあい

クラフト・伝統 宮城県 雄勝玄昌石製品食器・クラフト・硯 ○

東6SME-085 奥順(株)　[奥順] おくじゅん 服飾 茨城県 結城紬のショールとベビー用品 地域 ○

東6SME-047 (株)奥野かるた店 おくのかるたてん
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

東京都
百人一首、かるた、カードゲーム、双六などの室
内ゲーム

東6SME-086 orit.(阿江ハンカチーフ）
おりっと（あえはんかちー
ふ）

服飾 兵庫県 細番手の綿を中心としたストール 地域 ○

東6SME-003 （株）柿沼人形 かきぬまにんぎょう クラフト・伝統 東京都 江戸木目込み技法を用いた節句人形・雑貨

東6SME-087 笠盛/000(triple0) かさもり/とりぷるおぅ 服飾 群馬県 ブランド：000（Triple-0)(ネックレス等) 地域 ○

東6SME-088 （有）喜南鈴硝子 きなりがらす 服飾 兵庫県 高品質なガラスアクセサリー及び雑貨 新連携

東6SME-048 (株)キムラシートメタル きむらしーとめたる
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

静岡県
鉄でつくられた一輪挿し（こころ）やキリンのピア
スホルダー

東6SME-004 木本硝子(株) きもとがらす クラフト・伝統 東京都 漆黒の江戸切子「KUROCO」 ○

東6SME-089 京屋染物店 きょうやそめものてん 服飾 岩手県 藍染刺子ジャケット ○

東6SME-005 (株)清原織物 きよはらおりもの クラフト・伝統 滋賀県 手織りつづれの名刺入れ、金封ふくさ

東6SME-090 (有)きれ屋 きれや 服飾 東京都 オリジナルのデザイン手ぬぐい

東6SME-049 蔵前産業（株） くらまえさんぎょう
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

群馬県 絞り布容器 地域

東6SME-071 クルン（株） くるん
スポーツ・ビューティ・ヘ
ルス

大阪府 歯周ケアブラシ「ルンダ」「クルン」

東6SME-030 (株)クレオ くれお ホーム・ライフスタイル 宮城県
自社製スリッパ・健康サンダル（ストーリーある
品や新製品を抜粋

東6SME-092 (株)knys けにーず 服飾 兵庫県 ip底使用の紳士・婦人靴 地域

東6SME-093 (株)ケンランド けんらんど 服飾 山形県 ニットによるリネンの可能性を追求しています。 地域

東6SME-006 工房 利八/ワークステーション
こうぼうりはち/わーくす
てーしょん

クラフト・伝統 群馬県
版木絵（版画の原板に直接色付けをしたアート
作品）を展示

東6SME-072 GOEI DIAMOND((株)呉英製作所) ごえいだいやもんど
スポーツ・ビューティ・ヘ
ルス

広島県
ダイヤモンドファイル『キャリー、オリジナル、か
かとやすり』(ネイル、フットケアツール)

東6SME-050 （株）サウンドスパイス さうんどすぱいす
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

兵庫県 各種カラーサンドアレンジ

カテゴリー 出展商品出展者名

Rin

crossing

登録



 

 

  

小間 本社 三法

番号 所在地 認定

東6SME-051 (株)栄商会 さかえしょうかい
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

静岡県
アニマルスタンド・クリーナー・ケース・メガネ
ケース

東6SME-007 紗　蔵 さくら クラフト・伝統 東京都 革うちわ、薄型財布 ○

東6SME-031 三代目板金屋（(株)山﨑製作所）
さんだいめばんきんや
（やまざきせいさくじょ）

ホーム・ライフスタイル 静岡県 メタル製和モダン雑貨

東6SME-052 山陽製紙(株) さんようせいし
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

大阪府 KAMIDECO　SUMIDECO　SANYO FUCTAS

東6SME-073 (株)シー･ビー･エス しー・びー・えす
スポーツ・ビューティ・ヘ
ルス

北海道 イナース　ラベンダープラスシリーズ 農商工

東6SME-074 (株)JAPAN STAR じゃぱんすたー
スポーツ・ビューティ・ヘ
ルス

大阪府 ナノバブルシャワーヘッド「ナノ フェミラス」

東6SME-018 (有)萩陶苑 しゅうとうえん キッチン・ダイニング 山口県 現代のライフスタイルに溶け込む萩焼の器 地域 ○

東6SME-008 (株)浄法寺漆産業
じょうぼうじうるしさんぎょ
う

クラフト・伝統 岩手県 浄法寺漆器、浄法寺漆、UrushitoGlass ○

東6SME-075 昭和刷子(株) しょうわぶらし
スポーツ・ビューティ・ヘ
ルス

愛媛県 ロブラングソープJBR 地域

東6SME-032 スフェラーパワー(株) すふぇらーぱわー ホーム・ライフスタイル 京都府 スフェラーランタン，スフェラースティック

東6SME-033 (株)草新舎 そうしんしゃ ホーム・ライフスタイル 宮城県 自然素材ﾃﾞｻﾞｲﾝ畳「草新シリーズ」 農商工

東6SME-009 So-design そうでざいん クラフト・伝統 東京都
ガラスジュエリー、木製食器YoYo,　革小物
Hooca

東6SME-010 （株）添島勲商店 そえじまいさおしょうてん クラフト・伝統 福岡県 LAND RUG Wall 地域 ○

東6SME-053 (株)ダイコープロダクト だいこーぷろだくと
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

香川県 stairs design products 地域

東6SME-054 （株）大成美術印刷所
たいせいびじゅついんさ
つじょ

ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

東京都 「ななめもーる」・「フィットメイト付箋」

東6SME-055 大染工業(株) だいせんこうぎょう
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

京都府
プリントカットクロス。エプロン等。扇子、がま口、
巾着等。

地域

東6SME-056 高宮産業(株) たかみやさんぎょう
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

大阪府
オリジナルミニ熊手・和凧・その他プラスチック商
品

東6SME-011 TAKE Create Hagi(株) たけ　くりえいと　はぎ クラフト・伝統 山口県 萩の竹を使ったインテリア小物、雑貨、と家具 地域 ○

東6SME-076 （有）竹田ブラシ製作所 たけだぶらしせいさくしょ
スポーツ・ビューティ・ヘ
ルス

広島県
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

地域

東6SME-057 (株)タナベ刺繍 たなべししゅう
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

香川県 「HAPPINESS CORD」シリーズ　『刺繍イヤホン』 地域

東6SME-034 （株）辻商店 つじしょうてん ホーム・ライフスタイル 京都府 懐紙、懐紙入れ、紙布アクセサリー、紙糸

東6SME-012 (有)ツルヤ商店 つるやしょうてん クラフト・伝統 山形県
籐バスケット（無着色無塗装）、　kago　（ａｍｉシ
リーズ）

○

東6SME-091 テクナード(株) てくなーど 服飾 岐阜県 シリカクリン激取りＭＡＸ

東6SME-058 デジタルファブリケーション(株)
でじたるふぁぶりけーしょ
ん

ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

静岡県
富士山が育てた檜でできた想いを残せる飾れる
ハガキ

東6SME-035 (株)Duco どぅーこ ホーム・ライフスタイル 東京都
サービスプレート、シャンパンフルート、スネルの
法則箱

地域 ○

東6SME-059 東北電子産業（株） とうほくでんしさんぎょう
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

宮城県 ルミリーフ

東6SME-019 (株)トーホードー とーほーどー キッチン・ダイニング 石川県 伝統工芸九谷焼のカジュアルな器

東6SME-036 (株)トップ堂 とっぷどう ホーム・ライフスタイル 愛知県 カビナイバッグ及び関連商品

東6SME-020 (株)砺波商店 となみしょうてん キッチン・ダイニング 富山県
割れない、縁起物ひえーる陶器風アルミ食器
「むすび碗」

地域 ○

東6SME-077 (有)ナンワ なんわ
スポーツ・ビューティ・ヘ
ルス

富山県
①消臭シート・消臭素材(セラミックスパウダー）
②消臭靴下

東6SME-021 (株)日翔工業 にっしょうこうぎょう キッチン・ダイニング 静岡県 Jewelry・Glass

東6SME-060 日本ケミフェルト(株) にほんけみふぇると
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

香川県 CORCHO CORCHO　(コルチョ　コルチョ）

東6SME-037 眠り製作所（プレジール） ねむりせいさくしょ ホーム・ライフスタイル 群馬県
抱かれ枕アーチピローシリーズ／レ・ムールシ
リーズ

東6SME-061 橋本螺子(株) はしもとらし
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

静岡県 ねじブロックスターターキット

東6SME-022 （有）畑漆器店 はたしっきてん キッチン・ダイニング 石川県 col.ブランド

東6SME-038 (株)ＰＲＤ ぴーあーるでぃー ホーム・ライフスタイル 大阪府
ＷａｓａＰ”わさびー　防カビ・消臭・抗菌・鮮度保
持商品

東6SME-078 (有)BMZ びーえむぜっと
スポーツ・ビューティ・ヘ
ルス

群馬県 BMZカルパワースマートスポーツ

東6SME-094 (有)ファナビス ふぁなびす 服飾 愛知県 『三河布史（みかわぶし）』(タオルやハンカチ) 地域 ○

東6SME-062 (株)福島屋 ふくしまや
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

青森県 こんにゃく粘土 農商工

カテゴリー 出展商品出展者名

Rin

crossing

登録



 

 

小間 本社 三法

番号 所在地 認定

東6SME-095 フジチギラ（株） ふじちぎら 服飾 山梨県
草木染めストール、ネクタイ　・　草木染め染色
体験

農商工

東6SME-063 プラス産業(株) ぷらすさんぎょう
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

静岡県
立体型お年玉袋「静岡ぽち」・額縁付き画用紙
「ガクラフト」

○

東6SME-096 古橋織布(有) ふるはししょくふ 服飾 静岡県 oriyaバッグとエプロン 地域

東6SME-039 堀内ウッドクラフト ほりうちうっどくらふと ホーム・ライフスタイル 神奈川県 shimashima・ichimatu stool,(スツール) 地域 ○

東6SME-040 堀内鏡工業（株） ほりうちかがみこうぎょう ホーム・ライフスタイル 大阪府
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」

東6SME-064 (株)マストロ・ジェッペット ますとろ・じぇっぺっと
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

福島県 木製おもちゃ・バイオマスプラスティック食器 ○

東6SME-097 (株)松井ニット技研 まついにっとぎけん 服飾 群馬県
ニットマフラー、帽子、手袋、ポーチ、セーター、
スカート他

地域 ○

東6SME-065 松葉製作所 まつばせいさくしょ
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

広島県 松葉製作所飛騨春慶塗iPhone6s木製ケース

東6SME-041 （株）丸九製陶所 まるくせいとうしょ ホーム・ライフスタイル 滋賀県 陶器製手洗鉢　インテリア　エクステリア 地域 ○

東6SME-013 （有）丸三漆器 まるさんしっき クラフト・伝統 岩手県
漆絵ワイングラス各種、漆塗りオリジナル箱の
提案、秀衡塗商品

地域 ○

東6SME-098 丸中(株) まるなか 服飾 群馬県
宝石染ショール、ナプキンバッグ、ふんわりバッ
グ

地域 ○

東6SME-079 （株）ミサト工業 みさとこうぎょう
スポーツ・ビューティ・ヘ
ルス

岐阜県 NOOK（ヌーク）(毛抜き) 地域

東6SME-023 (株)ミヤゲン みやげん キッチン・ダイニング 福井県 キャリーカップ（飲料・食品等の保持袋）

東6SME-099 村上メリヤス むらかみめりやす 服飾 奈良県 オーガニックコットン商品＆国産コットン商品 ○

東6SME-080 (株)メディカルフロント めでぃかるふろんと
スポーツ・ビューティ・ヘ
ルス

滋賀県
「はるコスメ」　ビューティーテープ、　カバーテー
プなど

東6SME-066 八洲光学工業(株) やしまこうがくこうぎょう
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

東京都 efluvi （イフルヴィ） デザイン ルーペ

東6SME-100 山勝染工(株) やまかつせんこう 服飾 愛知県 黒染めストール、にほんいろすとーる

東6SME-067 ヤマキ電器(株) やまきでんき
ファンシー・ホビー・キッ
ズ・ステーショナリー

愛知県 茶道用炭型電熱器　遠赤外線電気炭

東6SME-014 （有）夢工房 ゆめこうぼう クラフト・伝統 岩手県 箸、箸置、茶托、トレー、木箱、ほおずき照明、等

東6SME-015
(有)よした
（漆芸 よした華正工房）

よした（しつげい よしたか
しょうこうぼう）

クラフト・伝統 石川県 現代版印籠「福籠（ふくろう）」 地域

東6SME-042 Ｙ’ｓ　ＴＥＸＴＩＬＥ わいずてきすたいる ホーム・ライフスタイル 岐阜県
ジャガード織物製品、織物パネル、オーダーメイ
ドグッズ

地域

出展者名 カテゴリー 出展商品

Rin

crossing

登録



Rin crossingブース 

Rin crossingブース 出品者一覧 

(株)兵左衛門（福井県） (有)萩陶苑（山口県） 

(株)黒香師工房（京都府） (有)ツルヤ商店（山形県） 

白百合工房（岐阜県） 博鳳堂 炭谷三郎商店（富山県） 

平山(株)（大阪府） 八幡化成(株)（岐阜県） 

(株)アスカム（静岡県） 芳泉窯 (有)カネ芳製陶所（岐阜県） 

艶金化学繊維(株)（岐阜県） (株)襟立製帽所（岡山県） 

(同)楽膳（福島県） (株)つかもと（栃木県） 

プラス産業(株)（静岡県） (株)SUNKI Branding（三重県） 

髙田織物(株)（岡山県） (株)遊禅庵（京都府） 

小島染織工業(株)（埼玉県） 光章（京都府） 

(有)木村木品製作所（青森県） TAKE Create Hagi(株)（山口県） 

(株)石山染交（東京都） 朝倉彫刻店（香川県） 

東窯（愛媛県） (株)二葉（東京都） 

(株)坪川毛筆刷毛製作所（広島県） 神戸マッチ(株)（兵庫県） 

(株)あおし（徳島県） (有)かねみつ漆器店（長野県） 



とってもいいね！（注目商品）コーナー 

中小企業総合展 in Gift Showパビリオン正面に、雑貨コンサルタント・富本雅人氏が審査・選定
した、中小企業総合展 in Gift Showに出展された商品の中でも特に注目に値する商品を紹介
する「とってもいいね！（注目商品）コーナーを設置。 



出展者支援事業 

販路開拓支援アドバイザー事業 

魅力ある売り場作り等の営業力支援 朝活セミナー 

国際化支援アドバイス事業 

■出展者を対象として、中小機構専門家による販路開拓支援（アドバイス・マッチング支援）・国際 

 化支援（海外展開相談）・経営支援（製品・商材等の評価・アドバイス、接客・魅力ある売場作り等 

 の営業力・販売力評価、セミナー）を実施しました。 



集計結果 

■ 来場者の主な属性 

小 売 

卸 売 メーカー 

輸出入商社 
デザイン企画) 

通販・ 

訪問販売 
(TV・ネット含む 

SPｴｰｼﾞｪﾝｼｰ・ 

広告代理店 

専門店 

百貨店 
量販店 

その他) 

■ 中小機構パビリオンのイメージ 

大変良い 

良い 

ふつう 

あまり良くない 

・興味ある小物が多かった。 
・地域ごとにまとまってるとありがたかったかもしれません。 
・元気のいい中小企業が出ていて、興味深い。 
・日本の産業は中小企業があってこそ。もっと中小企業の出展求む。 
・面白いものが多く、よかったです。地方産業に目を向けられる場があるのがよいと思います。 
・1度に多数の企業を見ることが出来て良かったです。 

※以上、来場者アンケートより 

大変満足した  

ある程度満足 

した 

あまり満足 

しなかった  

全く満足しな

かった 

無回答 

■ 来場者に対して、どの程度満足されましたか 

・今までに出展したギフトショーの中で一番人通りが多く、大変有意義な出展だった。 
・費用負担が少なく出展できるのは大変ありがたい。 
・ナビゲーターの先生に展示期間中に様々なアドバイスを頂けてとても助かった。 
・このサイズのブースとしては思った以上の効果があったと感じた。 
・数回出展させて頂き取引先が増えているので今後も出展をしたいと考えています。 

※以上、出展者報告書より 


