東京ビッグサイト 東ホール
東3

東2

中小企業総合展 in Gift Show 出展者一覧
東1

服飾

ガレリア
東6

東4

東5

中小企業総合展 in Gift Show
東京ビッグサイト 東4ホール
小間番号：東4SME-001〜東4SME-100
100
099

065
066

受付

064

035

特別展示

034

001

キッチン・ダイニング

001 （株）knys
002 （株）エコマコ
003 伊田繊維（株）
004 （株）オファー
005 イヅハラ産業（株）
006 （株）シューユウ
007 （株）松井ニット技研
008 村上メリヤス
009 丸中（株）
010 そま工房
011 髙澤織物（株）
012 （株）あおし
013 orit.（阿江ハンカチーフ（株））
014 （株）タナベ刺繍
015 （有）やまうち
016 奄美泥染め（肥後染色夢しぼり）

兵庫県
長野県
群馬県
大阪府
群馬県
福井県
群馬県
奈良県
群馬県
静岡県
長野県
徳島県
兵庫県
香川県
徳島県
鹿児島県
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お問い合わせ先

宮城県
017 ハキハキ工房（（株）クレオ）
栃木県
018 ALART（丸信金属工業（株））
東京都
019 （有）フレイムス
福島県
020 （株）正木屋材木店
東京都
021 （株）フロロ
東京都
022 （株）アルテ&ラール
東京都
023 （株）Duco
茨城県
024 （株）鈴木茂兵衛商店
東京都
025 （株）TRINUS
大阪府
026 （株）永光
石川県
027 守田漆器（株）
愛知県
028 新東（株）
滋賀県
029 （株）丸九製陶所
静岡県
030 （株）アスカム
千葉県
031 まくら（株）
京都府
032 （株）H&C技術研究所
山形県
033 （株）ケンランド
トップ堂
愛知県
034 （株）
北海道
035 （株）ゆほびか
（（株）
ワークステーション）群馬県
036 工房「利八」
大阪府
037 大津毛織（株）
東京都
038 アズフィット（株）
東京都
039 Kimono Tango
群馬県
040 眠り製作所（（株）プレジール）
愛知県
041 GaRock（（有）岩月鬼瓦）
京都府
042 （株）和紙来歩
福井県
043 （株）小大黒屋商店
岐阜県
044 山田木管工業所
東京都
045 （株）グレーアンドネイビー
石川県
046 シシクアドクライス（株）
群馬県
047 （有）悠々庵
キッチン・ダイニング

018

017

048
049
050
051

ヤマコー（株）

岐阜県

conte（一菱金属（株））

新潟県

スタイル・オブ・ジャパン（株）

福井県

清峰堂（株）

石川県

中小企業総合展 in Gift Show 事務局

079 （有）草土
080 （株）砺波商店
081 SUNFLY（（株）日翔工業）

富山県
静岡県

スポーツ・ビューティ・ヘルス
愛知県
062 （株）ヘルスケアシステムズ
063 まくらのキタムラ（（株）Kitamura Japan）愛知県
奈良県
064 西垣靴下（株）
岐阜県
065 嵯峨乃や
大阪府
066 クルン（株）
福岡県
067 （株）オーラテック
北海道
068 （株）シー・ビー・エス
ファンシー・ホビー・キッズ・ステーショナリー

052 ロンプベイビー（（有）光巨プロジェクト）
053 （株）奥野かるた店
054 （株）KOTORITACHI
055 （株）あかしや
056 Araki Optics
057 蔵前産業（株）
058 （株）サウンドスパイス
059 育児工房（（株）オオサカヤ）
060 （有）ヨコタウッドワーク
061 フジチギラ（株）
069 プラス産業（株）
070 髙橋ケース（株）
071 （株）大成美術印刷所
072 （有）アイ・シー・アイデザイン研究所
073 （株）KAWAGUCHI
074 町田ローソク（株）
075 田島テクニカ（株）
077 （株）マストロ・ジェッペット
078 （株）アポロ製作所

神奈川県
東京都
静岡県
奈良県
宮城県
群馬県
兵庫県
愛知県
福岡県
山梨県
静岡県
東京都
東京都
大阪府
東京都
埼玉県
徳島県
福島県
東京都

クラフト・伝統
山口県
082 （有）萩陶苑
茨城県
083 奥順（株）
福島県
084 （有）遠藤正商店
085 出雲大社表参道 縁結び箸（（有）ひらの屋）島根県
大阪府
086 山月工房
三重県
087 蒼築舎（株）
富山県
088 （株）河島建具
大阪府
089 平山繊維（株）
京都府
090 peace dye（カワバタプリント）
京都府
091 urujyu
長野県
092 ラブジャパンブランド（株）
滋賀県
093 （株）清原織物
広島県
094 （有）竹田ブラシ製作所
岩手県
095 （有）丸三漆器
東京都
096 郡東京店
岩手県
097 （有）夢工房
岐阜県
098 Y s TEXTILE
石川県
099 （株）ウチキ
岩手県
100 久慈琥珀（株）

URL：http://giftshow.smrj.go.jp

〒107-6322 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー TEL： 03-6441-4903

滋賀県

E-mail：giftshow@wm.smrj.go.jp

Buyer's Guide

東4ホール

小間番号：東4SME-001〜東4SME-100

東京ビッグサイト 東4ホール

出展者一覧

“贈る楽しさ もらう嬉しさ 大集合”
中小企業総合展 in Gift Showは

出展者名

72

大阪府

（株）あおし

12

徳島県

（株）あかしや

55

奈良県

（株）アスカム

厳選された逸品を出展しています。

■ ホーム・ライフスタイル（リビング）

■ スポーツ・ビューティ・ヘルス

■ キッチン・ダイニング

■ ファンシー・ホビー・キッズ・ステーショナリー

■ クラフト・伝統

特別展示

アンケートコーナー

064 063 062 061 060 059 058 057 056 055 054 053 052 051 050

海 外 展開相 談コーナー

受付

メイン 通 路

035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049

至 東 ５ ホ ール

077 078 079 080 081 082

100 099 098 097 096 095 094 093 092 091 090 089 088 087 086 085 084 083

51

石川県

87

三重県

（株）アポロ製作所

78

東京都

（有）草土

79

滋賀県

16

鹿児島県

そま工房

10

静岡県

Araki Optics

56

宮城県

71

東京都

ALART（丸信金属工業（株））

18

栃木県

髙澤織物（株）

11

長野県

22

東京都

髙橋ケース（株）

70

東京都

育児工房（（株）オオサカヤ）

59

愛知県

94

広島県

出雲大社表参道 縁結び箸（（有）ひらの屋）

85

島根県

75

徳島県

伊田繊維（株）

03

群馬県

（株）タナベ刺繍

14

香川県

イヅハラ産業（株）

05

群馬県

（株）Duco

23

東京都

GaRock（（有）岩月鬼瓦）

41

愛知県

（株）
トップ堂

34

愛知県

99

石川県

（株）砺波商店

80

富山県

urujyu

91

京都府

（株）TRINUS

25

東京都

Formosa Flowers（（株）永光）

26

大阪府

西垣靴下（株）

64

奈良県

（株）H&C技術研究所

32

京都府

眠り製作所（（株）
プレジール）

40

群馬県

（株）エコマコ

02

長野県

ハキハキ工房（（株）クレオ）

17

宮城県

（有）遠藤正商店

84

福島県

peace dye（カワバタプリント）

90

京都府

大津毛織（株）

37

大阪府

平山繊維（株）

89

大阪府

（株）オーラテック

67

福岡県

フジチギラ（株）

61

山梨県

83

茨城県

プラス産業（株）

69

静岡県

（株）奥野かるた店

53

東京都

（有）
フレイムス

19

東京都

（株）オファー

04

大阪府

（株）
フロロ

21

東京都

13

兵庫県

（株）ヘルスケアシステムズ

62

愛知県

73

東京都

まくら
（株）

31

千葉県

88

富山県

まくらのキタムラ
（（株）Kitamura Japan）

63

愛知県

39

東京都

（株）正木屋材木店

20

福島県

93

滋賀県

（株）マストロ・ジェッペット

夢しぼり）

カ （株）KAWAGUCHI

（株）河島建具

タ （株）大成美術印刷所

（有）竹田ブラシ製作所
田島テクニカ（株）

ナ

ハ

マ

77

福島県

町田ローソク
（株）

74

埼玉県

群馬県

（株）松井ニット技研

07

群馬県

66

大阪府

（株）丸九製陶所

29

滋賀県

（株）グレーアンドネイビー

45

東京都

（有）丸三漆器

95

岩手県

（株）knys

01

兵庫県

丸中（株）

09

群馬県

（株）ケンランド

33

山形県

村上メリヤス

08

奈良県

工房「利八」
（（株）ワークステーション）

36

群馬県

守田漆器（株）

27

石川県

いなせや（郡東京店）

96

東京都

15

徳島県

（株）小大黒屋商店

43

福井県

ヤマコー（株）

48

岐阜県

（株）KOTORITACHI

54

静岡県

山田木管工業所

44

岐阜県

49

新潟県

（有）悠々庵

47

群馬県

58

兵庫県

（株）ゆほびか

35

北海道

嵯峨乃や

65

岐阜県

（有）夢工房

97

岩手県

山月工房

86

大阪府

（有）
ヨコタウッドワーク

60

福岡県

SUNFLY（（株）日翔工業）

81

静岡県

92

長野県

68

北海道

46

石川県

（有）萩陶苑

82

山口県

（株）
シューユウ

06

福井県

（株）清原織物
久慈琥珀（株）

100 岩手県

蔵前産業（株）

57

クルン（株）

サ （株）
サウンドスパイス

（株）
シー・ビー・エス
シシクアドクライス（株）

※各出展者の商品シートを「中小企業総合展 in Gift Show」Webサイト内の出展者個社ページに掲載しておりますので、
ご活用ください。
■中小企業総合展 in Gift Show のWebサイト http://giftshow.smrj.go.jp/

福井県

蒼築舎（株）

conte（一菱金属（株））

065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075

50

清峰堂（株）

Kimono Tango

034 033 032 031 030 029 028 027 026 025 024 023 022 021 020 019 018

茨城県

スタイル・オブ・ジャパン（株）

東京都

orit.（阿江ハンカチーフ（株））

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017

愛知県

24

静岡県

奥順（株）

東4入口

28

新東（株）
（株）鈴木茂兵衛商店

38

（株）ウチキ

■ 服飾

小間番号 都道府県

30

（株）アルテ＆ラール

日本全国からギフト関連商品を取り扱う中小企業が

出展者名

アズフィット
（株）

奄美泥染め（肥後染色

「おくりもの百景」
と題して、

50音順

小間番号 都道府県

ア （有）
アイ・シー・アイデザイン研究所

小間番号：東4SME-01〜東4SME-100

ヤ （有）やまうち

ラ

ラブジャパンブランド
（株）

ロンプベイビー（（有）光巨プロジェクト）52
ワ

神奈川県

Y's TEXTILE

98

岐阜県

（株）和紙来歩

42

京都府

軽くて、滑らない、疲れにくいシューズ

服飾

Lightning,unsliced,& comfotable.

東4SME-001

東4SME-003

（株）knys

出展商品

Hew merchandise are made by ip sole to exhibition.

日本初のip底・・・一度、手に取って軽さを実感して下さい。一度、履いて見て下さい。分
かって頂けます、本物！

伊田繊維（株）
Idaseni Co.,Ltd

群馬県

ip底を使用している製品を新商品から展示予定

服飾

Environment-friendly "Samue" using Japanese paper ﬁbers.

knys co.,ltd.

兵庫県
出展商品

和紙繊維を使用した環境に優しい「作務衣」

【日本製】和紙しじら織作務衣
Japanese paper Shijiraori Samue

和紙から作った糸を使い、伝統と新技術が融合した21世紀型の夏向き作務衣です。
「まるで着ていないかのように」非常に軽く、風通しの良い着心地を実現し、日本の暑
い夏を過ごすのに最適な作務衣です。また、和紙糸繊維は廃棄した場合、土中の微生
物により分解される性質をもつ、地球環境に優しい繊維でもあります。

We deeply appreciate that clients can hold & wear the ip sole shoes to feel.

The 21st century type relaxing wear "Samue" made from ancient Japanese material "Washi".
We have commercialized summer relaxing wear, which combines tradition and new
technology. It realized very light and pleasant wearing comfort.

■企業情報

■企業PR

住所

神戸でケミカルシューズを製造している会社、ip底を開発して今までに無かった軽さ、滑りにくい、

2-1-18,Yukihira-cho,Suma-ku,Kobe-shi,
Hyogo,654-0037,Japan

中底にボールを使わない為返りが良くて疲れにくい、
フィット感抜群。
We are a producer for casusl shoes in Kobe.The ip sole that We develop is lightning &
unsliced,also inneris better for feet.

〒654-0037 兵庫県神戸市須磨区行平町
2丁目1番18号

TEL

078-739-7101

■企業情報

■企業PR

住所

1,300年の歴史と伝統を持つ織物産地の群馬県桐生市で創業五十余年になる和装品メーカーで

6-429-1,Sakaino-cho,Kiryu-shi,Gunma,
376-0002,Japan

す。日本の伝統織物を熟練した職人によって丁寧に織り、縫製した作務衣や甚平を主力商品として
製造販売しております。和のくつろぎをテーマに、日本製にこだわって現代にあわせたトータルコー
ディネートを提案します。

服飾

ECOMACO's products represent Japanese culture and traditional technique.

東4SME-002
長野県
出展商品

大阪府

日本の伝統婚礼衣装である【白無垢】をリメイクした製品

出展商品

Unique upcycled item made from Japanese traditional wedding Kimono SHIROMUKU .

fainoi(Clothing)Hand spinning, natural dyeing, hand-woven

We hope to produce textiles that are universal, by working with women who have been
weaving clothes and beddings for the family. We try to interweave the new feelings to the
traditional textile producing skills these women are familiar with.

住所

ライフスタイル提案型ブランド。海外で多数の受賞歴を持ち、Made in Japanにこだわった物づく

〒380-0936 長野県長野市岡田町96-5
96-5,Okada-machi,Nagano-shi,Nagano,
380-0936,Japan

りに注目を集めている。
「コト×モノ」の企画を是非ご覧ください。

TEL

026-224-5165

URL

http://www.ecomaco.com/

ECOMACO, lifestyle brand (mainly women s wear and wedding dresses), set up Ecology,
Healthy and Free as a brand theme. ECOMACO s unique idea has attracted attentions from
around the world, and ECOMACO won some awards abroad over the years.

担当

代表取締役

岡 正子

服飾

fainoi（ファイノイ）手紡ぎ、自然染色、手織りの服＆小物

The origin of ECOMACO's creativity started with the idea of "mottainai". ECOMACO aims to
bring a story to all the projects and to show not only the charm as a single product but also
the concepts behind.

【エコロジー】
【 ヘルシー】
【フリー】をテーマに婦人服、
ウエディングドレスを中心に展開する女性の

伊田 茂

Offer Co.,Ltd

棉を手で紡ぎ糸にし、樹木で染め、手織りをしたラオスの布を使用し、日本の縫製技術
で服、帽子、バッグ、日傘、マフラー、サンダル等の企画や制作をしています。綿を弓で打
ち、手紡ぎをして作る糸は吸汗、速乾性に富む一方、暖かな風合いを持つため、日本で
は四季を問わず使用できます。

■企業情報

代表取締役社長

President & CEO Shigeru Ida

（株）オファー

私たちの物づくりの原点は「もったいない」という考え方から始まっています。
すべての
企画にストーリーを持たせ、商品単体としての魅力だけでなく広く世界観を伝えていく
ことを目指しています。製品のお取引だけでなく、私たちと一緒に物語を作る企業様も
募集しておりますので、是非お立ち寄りください。

■企業PR

http://idaseni.com

Products:Textile, yarn, clothes, fashion goods, interior goods.
"

ECOMACO Inc.

0277-44-9084

URL

服、帽子、バッグ、日傘、マフラー、サンダル
東4SME-004

（株）エコマコ

TEL
担当

We are a Japanese clothing manufacturer with more than 50 years foundation in Kiryu
City,famous city for Japanese fabric. We woven Japanese traditional fabrics carefully by
skilled craftsmen, we sell "Samue" and "Jinbei" as the main products.

Made in Japanの文化を世界に届けるアイテム

〒376-0002 群馬県桐生市境野町6丁目
429-1

■企業情報

■企業PR

住所

棉を手で紡ぎ糸にし、樹木で染め、手織りをしたラオスの布を使用し、日本の縫製技術で上質カジュ

〒562-0035 大阪府箕面市船場東2丁目
1-20 ABCビル6F
6F,ABC Bldg.,2-1-20,Semba-Higashi,
Minoh-shi,Osaka,562-0035,Japan

アルファッションとファッション小物の企画や制作をしています。
SHOKU Textile started as a project in 1999, in an aim to produce textile using Lao traditional
skills that has a touch of new feelings.

TEL

072-728-3911

URL

http://www.offer1999.com/

担当

CEO Masako Oka

代表取締役

松井 岩根

CEO Iwane Matsui

…地域資源活用

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

高い技術力でこだわりのものづくり

服飾

Creative design and highly-skilled sewing

東4SME-005

IZUHARA Sangyo Inc.

出展商品

出展商品

Reversible-woven lucky charms,Wave-woven handkerchiefs and mufﬂers

「リバー織」縁起物飾りや「ウェーブ織」ハンカチやマフラーは、全てIZUHARAの特許
技術で作られたオリジナルの商品です。厳選された素材、高度な技術、そして洗練され
たデザインで同業他社にはない、
こだわりのものづくりに邁進して行きます。

住所

80年以上に亘って、
ジャカード織りの真髄を追い求めてきた繊維メーカーです。近年は、織りから最

We are a textile manufacturer which has mastered jacquard weave for more than 80 years.
We've selected yarn, woven it into cloth and made products in our company recently. We got
patents for Reversible weave and Wave weave, by which we produce goods.

TEL

0277-52-8787

URL

http://www.izuhara.net

担当

代表取締役社長

出展商品

〒376-0031 群馬県桐生市本町4-85
4-85,Hon-cho,Kiryu-shi,Gunma,
376-0031,Japan

Knitted scarf, hat, gloves etc., produced by our long experience and skill.

TEL

0277-44-3518

URL

http://www.matsui-knit.com/

担当

代表取締役

松井 智司

CEO TOMOJI MATSUI

President Shigeo Akaishi

服飾

The Sunglasses that Make You Want to Go for a Drive

この心地よさのわけは、その生い立ちにあります。

SHUYU Co.,Ltd

奈良県

DEEC

出展商品

DEEC

一体生産による歪みのない高品質ガラス偏光サングラス「DEEC」。本当のドライビン
グサングラスをご体感ください。

服飾

There are translations of its pleasure in the growth.

東4SME-008

（株）
シューユウ

福井県

住所

長年の業歴で培った技術を駆使して、生産している、ニットマフラー、帽子、手袋。

赤石 重男

ドライブに出かけたくなるサングラス。
東4SME-006

■企業情報

■企業PR

〒376-0013 群馬県桐生市広沢町
2-3033-2
2-3033-2,Hirosawa-cho,Kiryu-shi,Gunma
376-0013,Japan

終製品完成まで自社にて行っております。特許技術「リバー織」
・
「ウェーブ織」を取得し、縁起物飾り
やハンカチ、マフラー等を完成させました。
これからも多くの人々に感動を与える商品づくりに邁進

Knitted scarves, hats and gloves, etc.

The only specialist high gauge striped rib-knitting and characteristic of Matsui's
coloring.

■企業情報

して行きます。

ニットマフラー、帽子、手袋他

世界オンリーワンの編立技術と世界的に評価の高い弊社独特の「松井ストライプ」マフ
ラー。

Reversible-woven lucky charms and wave-woven handkerchiefs and mufﬂers are our original
goods made by our patent technology. We'll continue to make unique and ﬁne products by
carefully-selected material, an advanced skill and sophisticated design.

■企業PR

（株）松井ニット技研
MATSUI KNITTING CRAFTS MFG., LTD.

群馬県

「リバー織」縁起物飾り「ウェーブ織」ハンカチ・マフラー

服飾

Products make people enjoy by Matsui Stripe.

東4SME-007

イヅハラ産業（株）

群馬県

松井ストライプで暗い冬を明るく、楽しくさせるマフラー

村上メリヤス
Murakami meriyasu

オーガニックコットン商品
particular goods , wear and beby articles with organic cotton.

オーガ二ック認証コットンを使用して心地よい感触の生地を編み、丁寧に縫製しシック
でシンプルなデザインで機能性の良いモノづくりをしております。
Good fabric of ﬁt is knittde and manufacturing by which abay provided for the chic design by
sewn simjplicity is made polite.

■企業PR

■企業情報
住所

1976年に鯖江で小さな工場からスタートし、現在日本では珍しいフレームとガラスレンズ両方の

16-26-1,Yokogoshi-cho,Sabae-shi,
Fukui,916-0036,Japan

生産をしているサングラスメーカーとなりました。そして今までに培った技術・ノウハウを活かし、本
物のサングラス、そして快適なドライブを体験して頂く為「DEEC」というハウスブランドを立ち上げ
ました。

〒916-0036 福井県鯖江市横越町
16-26-1

TEL

0778-52-6868

URL

http://shuyu-g.co.jp/

担当

代表取締役

酒井 勇一

■企業情報

■企業PR

住所

〒635-0043 奈良県大和高田市出148
148,Ide,Yamatotakada-shi,
Nara,635-0043,Japan

素材と機能性を重視したシンプルなデザインを始め、永年の経験と技術協力を活かし、made in
japanにこだわった創造性豊かなモノづくりをしています。
Creativity is producing items in japan abundantly using the simple design,the long
experience and the technological cooperation which emphasized the material and
functionality.

TEL

0745-52-6270

URL

http://www.murakami-m.com

担当

代表取締役社長

村上 誠司

Representative Director Murakami Seiji

PRESIDENT SAKAI YUICHI

…地域資源活用

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

桐生で生まれたしっかりモノ

服飾

Good and sturdy product made in Kiryu

東4SME-009

出展商品

Made in japan.Designed and planned by own designer whow is a japanese master of traditional crafts

東4SME-011

丸中（株）
Marunaka Co.,Ltd

群馬県

日本製、古い機械、国産糸使用、自社企画設計デザイン製作
髙澤織物（株）
TAKASAWA TEXTILE MANUFACTURE Co.,Ltd.

長野県

marunakaブランド緒琵（おび）シリーズ、ふんわりバッグ

東北コットン100番手極薄ストール

出展商品

marunaka brand Obi series - "Funwari Bag

Ultra light organic cotton scarf by 100th（100/-）

緒琵（おび）は、群馬県桐生市で古くから作られている小幅の帯をデイリーユースの雑
貨＆バッグに仕立てたシリーズ。
しっかりとしたハリ感のある生地はとても軽くて丈夫。
伝統的な和柄を使いながら小粋でモダンな雰囲気を感じさせ、学校や仕事、旅先での
シーンに機能的に活躍できるアイテムを揃えています。

創業大正13年、伝統工芸士が企画設計デザインを手掛ける国産ストールブランドで
す。出所のわかった国産糸を使い、信州の工房で織りから値札付けまで日本人が作って
います。半世紀を超えて動き続ける今や希少な古い機械でゆっくり優しく織り上げたス
トールは素材の良さが際立ってとても柔らか。本物がわかるお客様のために。

Obi is the series of daily use products such as accessories and bags utilizing narrower type
kimono belts traditionally produced in Kiryu city, Gunma prefecture. The fabric of Obi is
robust and elastic, and is also very light-weighted.

Founded in 1924. Scarfs for every seasons are designed by master of traditional crafts in
japan.All materials are made in japan and also by japanese artisans.50years old shattle
weave machines are warking for scarfs in natural materials.

■企業情報

■企業PR

住所

地などの生地から服飾資材までのトータルな調達・取りまとめを行ってきました。2010年、パワー

From 1936, we deal clothes and accessories as a total trader of Japanese and western style
dresses in Kiryu, the area of silk textiles. In 2010, we won The Monodzukuri Nippon Grand
Award for our Gem-dyed textile interwoven with power stone powder.

TEL

0277-46-3415

URL

http://www.saien-marunaka.com

計デザイン、織りから値札付けに至るまで全製品を信州の工房で日本人の手で作っている自社ブラ

担当

代表取締役

出展商品

絹織物から九十年を経て様々な素材による四季を通じた洋服生地やストールを、

ンドストールです。

出展商品

アバカを原料に、天然繊維の光沢と、生成りの優しい風合いを活かした新しい雑貨が
誕生しました。2つと同じ製品は無く、手作りにこだわり、伝統と和洋モダンを取り入れ
た温故知新のデザインが特徴です。ぜひ、国内唯一の工房で製作された阿芭可ブラン
ドを見て、触れて、試してみてください。

http://takasawa-orimono.jp/
代表取締役

髙澤 三枝子

President Mieko Takasawa

服飾

feel colors hiding indigo blue

徳島県

アバカを原料とし、そま工房で製作した
阿芭可ブランド製品

026-292-0436

URL

藍にひそむ色を愛でる
東4SME-012

そま工房

TEL
担当

Founded in 1924. Scarfs for every seasons are designed by Master of traditional crafts
injapan.All materials are made in japan and also by japanese artisans.

服飾

〒388-8004 長野県長野市篠ノ井会
223番地
223,Shinonoiai,Nagano-shi,
Nagano,388-8004,Japan

半世紀を超えて動き続ける古い機械を使って織っています。国産の糸を使い、伝統工芸士が企画設

篠田 一

President Hjime Shinoda

Soma-kobou

静岡県

住所

創業大正13年

伝統の素材に裏付けされた新素材ブランド
東4SME-010

■企業情報

■企業PR

3-20,Motojuku-cho,Kiryu-shi,Gunma,
376-0027,Japan

1936年の起業時から、絹織物産地・群馬県桐生における和装、洋装の商社として、主に服地・着物
ストーンの粉末を生地に織り交ぜた「宝石染」で、ものづくり日本大賞を受賞しました。

〒376-0027 群馬県桐生市元宿町3-20

服飾

（株）あおし
Aoshi Inc.

スカーフ、テーブルランナー、タペストリー、ハンカチなど
scarf, table runner, tapestry, handkerchief, etc.

「青」という色をどのように表現し、弊社の制作物を手にとって頂いた方々につくり手
の想いをどのように伝えるか、弊社ではその点に特に重きをおいています。藍にひそむ
色そのものの魅力や、藍(タデアイ)という植物から湧き出してきた「青」の持つ生命力
を感じていただけましたら幸いです。
To make one who uses our products feeling the fascination of Color hiding in blue by
indigo, we d like to keep making simple products. If our indigo-dyed products could provide
people comfortable and peaceful time in their life, we re so happy.

■企業情報
■企業PR

■企業情報
住所

伝統の高級品として扱われ、現在は、国内唯一の織元となっています。さらに近年、アバカを原料に
ンドが誕生しました。

■企業PR

〒770-0026 徳島県徳島市佐古六番町
5番1-209号
209,5-1,SakoRokuban-cho,Tokushima-shi,
Tokushima,770-0026,Japan

343,Nakashinden,Fukuroi-shi,
Shizuoka,437-1111,Japan

弊社は徳島市内で藍染めの工房を運営し、
「灰汁発酵建て」と呼ばれる昔ながらの伝統技法で、徳島

088-678-5393

0538-23-4771

産の希少な天然青色染料「阿波藍」を含むこだわりの原材料により仕立てた染め液を使って、藍染

TEL

TEL

URL

http://aoshi.jp/

URL

http://www.husuma-somakoubou
.com/

の作品をはじめ、日用づかいのものとして、
「青」を活かしたスカーフや暖簾などを制作しています。

担当

伊藤 恵三

そま工房は、
アバカ
（糸芭蕉）を原料として織物や紙を製作する工房です。織物は掛川の葛布と並ぶ
した紙の製法を新たに開発。紙を使用して、バッグ、文房具、身の回り品を商品開発し、阿芭可ブラ

〒437-1111 静岡県袋井市中新田343

住所

Keizou Ito

ブランドURL
http://awa-ai.com/

ISSO is the brand name of indigo dyeing atelier, conducted by Tokiko Kajimoto. We make
Aizome products by a traditional technique that has handed down since the past, using only
natural materials.

…地域資源活用

担当

代表取締役

梶本 雄大

President Yudai Kajimoto

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

薄くて軽い、優しい風合いの先染めストール
東4SME-013

出展商品

orit.（オリット）は播州織の産地で生まれたストールを中心とした和製洋品雑貨ブラン
ドです。織る職人さんと一緒に考え、長い歴史の中で培われた技術と経験を活かした商
品をお届けします。昔の力織機に手を加えた独自技術や細番手の綿糸で作るグラデー
ションなど、他にはないストールをご紹介致します。

（有）やまうち

徳島の天然藍を使った手作りの布製品

自 社 工 房で徳 島 の 天 然 藍を使い 一つ 一つ 手 染 めした 手 作り商 品です。展 示 品は 、
ショール・ウエアー・ポーチ・小銭入れ・暖簾・タペストリー・ハンカチなどがあります。お
取引様のご要望でお好きな柄に染めさせて頂きます。また型紙でのオリジナルデザイ
ンも出来ます。

■企業情報
住所

兵庫県播州地方で220年以上前から続く播州織。機屋として創業し、今日まで生地、ハンカチーフ

■企業情報

■企業PR

〒679-0212 兵庫県加東市下滝野
593-1

住所

自社工房で、徳島の天然藍を使い一つ一つ手染めした手作りの布商品を製作している会社です。型

593-1,Shimotakino,Kato-shi,Hyogo,
679-0212,Japan

を中心に多くの先染め綿織物を生産してきました。中でもハンカチーフはこれまでに製造したもの
が5000種類を越え、多くの技術と知識を培ってきました。

TEL

0795-48-2031

TEL

0883-52-5168

URL

http://www.orit.jp/

URL

http://aizomeya.jp/

担当

矢裂 尚敬

担当

出展商品

代表取締役

山内 浩司

Representative Director YAMAUCHI KOJI

MADE WITH EMBROIDERY

香川県

〒779-3601 徳 島 県 美 馬 市 脇 町 字 拝 原
2698-5
2698-5,Haibara,Waki-machi,Mima-shi,
Tokushima,779-3601,Japan

紙などを使い取引先様のオリジナルデザインを作ることが出来小ロットの対応も出来ます。主な取
り扱い商品は、
ショール・ウエアー・ポーチ・小銭入れ・暖簾・タペストリー・ハンカチなどです。

Naotaka Yasaki

東4SME-014

服飾

YAMAUCHI Co.,Ltd

徳島県

細番手の綿を中心としたストール

■企業PR

自社工房で製作した天然藍のオリジナル布製品
東4SME-015

orit.（阿江ハンカチーフ（株））
orit.

兵庫県
出展商品

服飾

服飾

泥染めが好きでたまらない！ 奄美大島の大自然の色
東4SME-016

（株）タナベ刺繍
TANABE Embroidery Co.,Ltd

鹿児島県

HAPPINESS STYLE

出展商品

刺繍糸だけで作り上げる「驚きと感動」の刺繍アイテムのご紹介。

服飾

I just love mud dye! The natural colour of Amami-Oshima.

奄美泥染め（肥後染色

夢しぼり）

DOROZOME

奄美大島泥染め

デニム

Denim dyed with Amami-Oshima mud

泥染めデニム、綿の糸を泥染めし力織機で織り上げた製品。後染めでは得られないし
なやかさを感じてください。
Mud dyed denim is a product woven with a power loom using cotton mud dyed thread. It
has a supple feel that cannot be created with an after-dyed product.

■企業情報
■企業PR

住所

株式会社タナベ刺繍は1968年の創業以来、洋服、手袋、バッグなど服飾アイテムへの刺繍加工に特化

1023,Nishimura,Higashikagawa-shi,
Kagawa,769-2604,Japan

したサービスを提供してまいりました。独自の刺繍技術を活かした「驚きと感動」を与えるものづくり
で、
日本の繊維産業を盛り上げます。

〒769-2604 香川県東かがわ市西村
1023

TEL

0879-25-5108

URL

http://www.happiness.style/

担当

営業部 営業部長

■企業情報

■企業PR

住所

奄美大島の伝統工芸品「本場奄美大島紬」の泥染め染色は、車輪梅の木を煮出し手で染め、島の泥

2176,Toguchi,Tatsugo-cho,Oshima-gun,
Kagoshima,894-0107,Japan

で媒染する特殊な技法です。
この染めを生かし、現代の衣にマッチングさせました。天然染料で染め
る肌さわりやぬくもりを感じてください。

浜田 秀雄

sales division sales manager
HIDEO HAMADA

The mudding dye for the Amami-Oshima tsumugi, a traditional craft from Amami-Oshima, is
made by boiling branches of Yeddo hawthorn, hand-dyed, and then the colour is ﬁxed with
mud from the island. This dye is used for modern clothes. Please feel the softness and
warmth of the natural dye.

…地域資源活用

〒894-0107 鹿児島県大島郡龍郷町戸口
2176

TEL

0997-62-2679

URL

http://dorozome.com/

担当

代表

肥後 英機

Daihyou Hideki Higo

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

吟味した素材を用い、蔵王町で一点一点丁寧に作った高級スリッパ
We use only high-grade materials and focus on making high-quality slippers of Made-In-Japan.

東4SME-017

自然素材を軸に希少性のある付加価値の高いデザイン照明
High value-added design lighting with scarcity based on natural materials

東4SME-019

ハキハキ工房（（株）クレオ）
CREO Co.,Ltd

宮城県
出展商品

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

出展商品

long-selling standard items and new items made with trendy

（有）
フレイムス
Flames Co.,Ltd

東京都

蔵王町名産の孟宗竹使用竹炭スリッパ、柿渋染・墨染スリッパ等

新商品（LED、省エネ光源対応照明）〜従来照明/ギフト用
New product (LED, energy-saving light source compliant lighting) Conventional lighting / for gifts

素材・材料にとにかく拘っています。それを日本人職人が丁寧に製品に作り上げていま
す。柿渋、墨染め、蔵王町名産の孟宗竹を使った竹炭等、日本古来の伝統素材を使った
スリッパ。インテリア／アパレル用の高級生地を使ったスリッパ。糸から当社で買い付
ける良質なオーガニック綿、高密度綿パイル等、オリジナル素材も多数。

デザインから製造・販売まで一貫して手掛け、短納期・多品種、小ロット対応が可能で
す。自然素材（木）を軸において希少性のある付加価値の高い商品開発を行っているこ
とをPRします。電気用品安全法に準拠し品質試験も行い、品質水準の厳しい通販会社
からも評価を得、取引していることを告知いたします。

We also come up with new items made with trendy fabrics in each season along with other
long-selling standard items that are widely known in the industry, all of which are made with
fabrics that are suitable for making slippers.

Desingn,manufacturing,and sales of original lighting.

■企業情報

■企業PR

住所

当社は「足もとからの健康」をテーマに『日本の匠』を目指して日々研鑚し、企画から製造・販売まで

います。
We are located at the foot of the Zao Mountain Range, and manufacture Made-in-Japan
slippers and health sandals.Our slippers and sandals are handmade by a craftsman who
received Miyagi Prefecture's Award since we started our business 35 years ago.

〒989-0842 宮城県刈田郡蔵王町
大字塩沢字清水沢54番地
54,Shimizusawa,Shiozawa,Zao-machi,
Katta-gun,Miyagi,989-0842,Japan

自社工房で行う、国産スリッパメーカーです。創業以来30年で培った信頼と、宮城県ものづくり大賞
特別賞も受賞した確かな品質で、通常の営業活動はせず、愛用者のリピートと口コミに支えられて

TEL

0224-33-3537

URL

http://www.creo88.com

担当

代表取締役社長

佐藤 清悦

PRESIDENT SEIETSU SATO

オブジェクトの本質と素材の美しさを兼ね備えたデザイン。
The Beauty of the material.Its design which use of all the aluminium, had both in.

東4SME-018
栃木県
出展商品

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

■企業情報

■企業PR

住所

ンジャパンを基本軸に置き、光の美しさ、デザイン性、素材にこだわりお客様一人ひとりのライフス
タイルを、
より豊かにするために、照明器具の分野から、心地よい空間創りのご提案をしております。

TEL

042-551-3941

URL

http://www.ﬂame-s.com

It is a manufacturer who manufactures and sells original lighting equipment from Tokyo
Fussa City founded in Heisei 2003 to the whole country. Made in Japan, we are proposing
lighting ﬁxtures stuck to the beauty of light, design and material.

担当

ALART

出展商品

Design Vases, Sculptures, Printed Items

和田 秀樹

This is a beautiful tool that creates a place to connect with nature and gods.

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

（株）正木屋材木店
Masakiyawood Co.,Ltd

福島県

デザイン花器・彫刻・印刷アイテム

代表取締役社長

PRESIDENT HIDEKI WADA

自然や神々とつながる場を生み出す美しい道具「かみだな」
東4SME-020

ALART（丸信金属工業（株））

〒197-0012 東京都福生市加美平1-6-4
1-6-4,Kamidaira,Fussa-shi,Tokyo,
197-0012,Japan

平成15年創業の東京福生市から全国へオリジナル照明器具を製造販売するメーカーです。
メイドイ

モダン神棚「かみだな」しろ/むく
household Shinto altar

Kamidana

スタイリッシュなデザインで空間演出と商品をご案内。
フラワーデコレーターとしても
活躍するプロデューサーによる単に花器を展示するに留まらない装飾性の高さは定評
をいただいています。商品企画やOEMのご案内も注力していきます。

従来の神棚の考え方を変えず、カタチを現代の住宅や暮らしに合わせました。神棚を
お祀りする心を大切に、国産ヒノキを使い丁寧に仕上げています。住宅だけではなく店
舗や事務所などでもお使いいただけるさりげないデザインです。

Our design makes a space more stylish and elegant.The producer works as a ﬂower
decorator, she makes it. We can make original item and planning in your order.

We don't change the traditional Shinto altar thought and adapted the shape to contemporary
houses and living. Craftsmen carefully ﬁnish using Japanese cypress. It is a casual design that
you can use not only in houses but also in stores and ofﬁces.

■企業情報
住所

■企業情報

■企業PR

住所
自社ブランド商品

MARUSHIN MATERIAL CO.,LTD establish in 1947. We always have a commitment our
products. Its take over many generations, that besed on the technology, we performed the
possibility of the aluminium. Main products: Building materials In-house brand.

133,Furuuchi,Shimofunao-machi,
Joban,Iwaki-shi,Fukushima,972-8312,
Japan

■企業PR

65,Kariyado-cho,Ashikaga-shi,Tochigi,
326-0826,Japan

木材の可能性を追求し地域社会と環境をはぐくむ、をスローガンに創業100年を迎えた材木屋。木

TEL

0284-71-1639

の文化、伝統を次世代に継承していきたいと木工業者とともに「モコノコ」ブランドを立ち上げ、新

TEL

0246-43-6006

URL

http://www.alart.jp

しい神棚を発売。

URL

http://masakiyawood.com

947年創業の工場創設と共に育まれてきた物作りに対するこだわり、思い。先代から培ってきた技術
を土台に新たな目線でアルミ素材の可能性を展開しています。主力商品：建材

〒326-0826 栃木県足利市借宿町65

〒972-8312 福島県いわき市常
磐下船尾町古内133

担当

代表取締役

坂本 勇樹

CEO Yuuki Sakamoto

ブランドURL
http://i-moconoco.com

Timber company with 100 years in Fukushima prefecture. Launched the "Moconoco" brand
and released a new Shinto shelf.

担当

代表取締役社長

大平 宏之

President HIROYUKI OHIRA

…地域資源活用

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

花材はもちろんパッケージのデザインにもこだわったプリザです
preserved ﬂower

東4SME-021

プリザーブドフラワー

いつでも 暖かい たしかさ Rhus ブランドの天然漆製品

完成品

出展商品

（株）Duco
Duco Co.,Ltd

東京都

preserved ﬂower

■自然紋ARTパネル■チタンに本塗チタンカップ■アクセサリー
■Natural Pattern Panel

■Titanium Urushi Laquer cup

■Accessories

パッケージにもこだわったプリザでお花屋さんはもちろん雑貨店でもお店の雰囲気に
なじむデザインです。
また、
プリザと雑貨・お菓子・アクセサリーなどセットで販売できる
クリアケースをご用意しましたので、母の日やホワイトデーなど季節のイベントにも贈
答用の商品をお客様にご提案できます。

弊社は20年以上もの間、修理も営んでいます。原因の経験値より、ガラスや金属に漆
を塗る商品開発をしてきました。本来の漆工芸の良さにこだわる一方で、新素材と漆で
新しい概念を生み出すの製品が弊社の特色です。
インテリア小物だけに限らず、家具そ
して装飾内装材への商品開発と販売を目指しています。

Preserved ﬂower sticking to the package. It is a design that adapts to the atmosphere of the
shop even at the ﬂower shops. We also prepared a clear case that can be sold as a set
including preserved ﬂower and miscellaneous goods.

We have been repairing Laquerware for more than 20 years.Those days, we ventured to
apply it on glass, acrylic and titanium, and developed a new type of material in a traditional
way. New concepts with new materials, We create a new life style.

■企業情報

■企業PR

住所

プリザーブドフラワーの企画・製造・販売を行っております。国内生産のため、品質・納期ともに高水

4-20-12,Hamadayama,Suginami-ku,
Tokyo,168-0065,Japan

準です。ボタニカルなデザインにこだわっており、お店の雰囲気作りにも貢献します。
We are planning and selling preserved ﬂowers. Quality delivery date for domestic production
is high level. Contributing to the botanical design also contributes to making the atmosphere
of the shop.

〒168-0065 東京都杉並区浜田山
4-20-12

TEL

03-3312-4184

URL

http://www.ﬂorowrap.com/

担当

代表取締役

森久 雄大

CEO Morihisa Yudai

暮らしにアートを、文化的な豊かさを。

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

Art in daily life, enjoy a pleasure of culture

東4SME-022
東京都
出展商品

■企業情報

■企業PR

住所

透明素材や金属等の木製以外の新素材と漆で新しい概念を生み出すの製品が弊社の特色です。
イ

ARTE & L'ART Co.,Ltd

います。漆を使用した内装施工をしながら小物からインテリアまで総合的なご提案が可能です。
Duco Co., Ltd. has been dealing with urushi lacquer for tableware,room interior and
architecture use. It's the material of natural ingredient, used in Japan as long as 9000 years.
We developed in a new type of material with traditional technique.

アートは最高のギフトになります。単にデザインが優れているというだけでなく、
ストー
リーや文化的な背景があり、いにしえの時代に想いを馳せたり、気づきや知識も与え
てくれます。芸術は敷居の高いものと捉えられがちですが、複製や再現により気軽に取
り入れられ、
アートギフトで文化的な豊かな暮らしを叶えてくれます。

代表取締役

大堀 和子

Representative Director Kazuko Ohori

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

（株）鈴木茂兵衛商店
Suzuki Mohei Shoten Co., Ltd.

すずも提灯
SUZUMO CHOCHIN

SUZUMO CHOCHIN is a contemporary lighting ﬁxture that can be used in the lifestyle
today. It features new technology like LEDs creating the appearance of candlelight, and
sound sensors that enable you to turn it on and off by clapping your hands.

■企業情報
住所

アートのある暮らしをテーマに、西洋画・日本画の複製、再現を中心としたアートグッズを扱ってい
ます。美術館や版権所有社、高い技術力を持つ国内複製工房、
イタリア再現工房を通したアートの
臨場感を感じられる高品質なギフトです。
アートギフトを通して芸術とのふれあいを広げると共に、

TEL

美術館への支援にもなっています。

URL
担当

On the theme of living with art, high quality reproduction of paintings are available.
Expertise at ateliers in Japan and Italy make art presence and widen art appreciation. Art gifts
elevates daily lives while beneﬁtting to museums' preservation.

http://www.duco.co.jp

担当

「すずも提灯」は今のライフスタイルに合わせたコンテンポラリーな照明器具です。提
灯本来の たためる を守りながら、倒れても形が崩れない起き上がりこぼし機能や
ローソク独特のゆらぎLED光源の採用など、安全性とともに様々な生活環境や人々に
対応するよう設計されています。

Art will be the best pleasurable gift for receiver, giver, and society. Not only design is
outstanding, but also each has stories and cultural background behind, therefore it give the
receiver inspiration, knowledge, and thoughts to the era.

■企業PR

042-724-6623

URL

Innovating the Lighting Fixtures Shine the Future from Japan

出展商品

Interior art decorations, Reporduction, Tablewares, Prints, Stationary

TEL

麗しの灯りを日本から

茨城県

複製画、浮世絵版画、屏風、西洋画再現画、アート食器、一筆箋

〒194-0042 東京都町田市東玉川学園
2-29-22
2-29-22,Higashi-TamagawaGakuen,
Machida-shi,Tokyo,194-0042,Japan

ンテリア小物だけに限らず、家具等の商品開発及び装飾内装材としてARTパネルを製造販売して

東4SME-024

（株）アルテ＆ラール

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

Always warm certainness with your life. "Rhus" brand of natural lacquer products.

東4SME-023

（株）
フロロ
Floro Co.,Ltd

東京都
出展商品

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

〒108-0071 東京都港区白金台
4-16-8-3F

■企業情報

■企業PR

住所

3F,4-16-8,Shirokanedai,Minato-ku,
Tokyo,108-0071,Japan

慶応元年(1865)より提灯の製造卸しを続ける鈴木茂兵衛商店は、従来の製法と今日の技術により

03-3473-2828

ミック•イタヤの 手 が ける、M I Cシリーズ はデ ザインの 世 界 に お いても高く評 価されており、

http://www.a-r-t-e.net
経営企画室 代表取締役

1-7-5,Hakamatsuka,Mito-shi,Ibaraki,
310-0055,Japan

新しい提灯を作り続けています。
「ICHI-GO」
「SWINGシリーズ」がグッドデザイン賞を受賞しております。

TEL

029-221-3966

URL

http://www.suzumo.com/

担当

鈴木 由香利

Corporate Planning Division
Managing director YUKARI SUZUKI

代表取締役

鈴木 隆太郎

CEO Ryutaro Suzuki

Suzuki Mohei Shoten has produced chochin since 1865. By bringing the techniques of
traditional craftsmanship up to date, they believe they are playing a vital role to ensure that
Japanese culture will be more appreciated from all over the world.

…地域資源活用

〒310-0055 茨城県水戸市袴塚1-7-5

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

花を装い、水をきれいに保つ「植物のためのジュエリー」
Keeps Water Clean, Flowers Fresh

東4SME-025

山中漆器のロクロ挽き技術による、木が透けるほど薄いシェード。
Ultra-thin wooden lampshade that lets the light glow through to bring out the unique grain of each.

東4SME-027

（株）TRINUS
TRINUS Inc.

東京都
出展商品

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

出展商品

PLANT'S JEWEL

守田漆器（株）
Morita Shikki Co.,Ltd

石川県

PLANT'S JEWEL（プランツジュエル）

山中 ウスビキライト
YAMANAKA Usubiki Light

一輪の花も華やかに飾る「植物のためのジュエリー」。本体部分を、お皿やグラスなど
の器に入れ、植物の茎を挿しこむだけでうまく固定でき、気軽に華やかな生花が完成
します。また、本体部分に高機能抗菌技術を施しているため、水質をきれいに保ち、お
水を変える手間を減らす機能を併せ持っています。

400年以上前から続く漆器の産地である山中温泉。その山中で「薄挽き
（うすびき）」と
呼ばれる高いロクロ挽き技術により、木が薄く透けるまでシェードを薄く削り出してい
ます。極限まで薄く挽かれたシェードからは温かな光が透け、ひとつひとつ異なる木目
が温かみのある表情を映しだします。

A lineup of accessories that make even a solitary ﬂower look wonderful. Special anti-bacterial
plating ensures that any water coming into contact with PLANT'S JEWEL stays clean, reducing
the hassle of having to regularly change the water.

Its distinctive wooden lampshade is hollowed out of a piece of wood by artisans in
YamanakaOnsen Japan. It's partially less than 1mm thick and lets the light glow through to
bring out the unique grain of each light.

■企業情報

■企業PR

住所

世界が認める日本の技術とデザインを繋ぎ、
まったく新しい驚きに溢れた商品をあなたにお届けし

407,Venture KANDA,1-1-5,Uchikanda,
Chiyoda-ku,Tokyo,101-0047,Japan

ます。
インテリア雑貨、食器、文具、
アパレル雑貨など、
ジャンルの垣根を越えて、生活を楽しくする小
さなイノベーションをたくさん生み出します。
We connect Japanese technology and design and deliver products with full of new surprises.
We create a lot of small innovations that make life fun across genres such as interior goods,
dishes, stationery and apparel accessories.

〒101-0047 東京都千代田区内神田
1-1-5 ベンチャーKANDA 407

TEL

03-5244-5796

URL

https://trinus.jp/

担当

代表取締役

CEO Shinya Sato

人感センサー付きLEDライトが優しい光でお部屋を照らします。
LED light with human sensor lights the room with gentle light.

東4SME-026
大阪府
出展商品

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

EIKO Co.,Ltd

品など幅広く取り扱っております。

LEDライトを使用した、新しいフラワーライトの商品を多数企画、販売しています。お花
の「優しい光」がお部屋の中を照らします。ギフトとしても喜ばれる商品です。

TEL

0761-78-0106

URL

http://urusi.jp

担当

代表取締役社長

守田 進

President Susumu Morita

鬼瓦家守に『守られて暮らす』

出展商品

LED light ﬂower

〒922-0106 石川県加賀市
山中温泉上原町ワ528
528,Wa,Uwabara-machi,Yamanaka-onsen,
Kaga-shi,Ishikawa,922-0106,Japan

す。山中漆器の最大の特徴である木地ろくろ挽き物をメインに異業種とのコラボレーションした商

愛知県

LEDライトフラワー

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

新東（株）
SHINTO Co.,Ltd

鬼瓦家守〜onigawara iemori〜

『鬼瓦家守』は、従来の鬼瓦と比べ大幅にダウンサイジングし、
ウォールナットの木枠に
固定されています。新築祝いなどの贈答品、ビジネス用途の記念品として最適です。
『鬼瓦家守』は9人の三州鬼師が参加し、高浜市の「ふるさと名物応援宣言」を受け、経
済産業省「地域産業資源活用事業計画」に認定されている事業です。

We design and sell a variety of ﬂower lights which use LED. The "soft light" from ﬂowers
illuminate a room. They also make excellent gifts.

■企業情報
住所

LEDライトを使用した、新しいフラワーライトの商品を多数企画、販売しています。お花の「優しい

〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀
1-6-8
1-6-8,Tosabori,Nishi-ku,Osaka-shi,Osaka,
550-0001,Japan

光」がお部屋の中を照らします。ギフトとしても喜ばれる商品です。
We design and sell a variety of ﬂower lights which use LED. The "soft light" from ﬂowers
illuminate a room. They also make excellent gifts.

住所

400年以上続く漆器の産地である山中温泉で、高級茶道具から業務用漆器までを製作しておりま

東4SME-028

Formosa Flowers（（株）永光）

■企業PR

■企業情報

■企業PR

We've enganed in the production of ﬁnest Japanese laquerware in YamanakaOnsen Japan
where world-class artisanship has lived for 400 yrs. We deliver the culture of Japan to the
world as a pioneer who continues to create the tradition of lacquerware.

佐藤 真矢

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

TEL

06-6445-4457

URL

http://formosaﬂowers.com/

担当

代表取締役社長

■企業情報

■企業PR

住所

〒444-1314 愛知県高浜市論地町4-7-2
4-7-2,Ronchi-cho,Takahama-shi,Aichi
444-1314,Japan

粘土瓦の3大生産地の一つである愛知県の三河地方（主に高浜市・碧南市）を中心とする三州瓦の
製造を行っています。三州瓦のリーディングカンパニーとして、高品質で安全かつ環境に配慮した瓦
を製造しています。販売先は「大手ハウスメーカー」や「全国各地の工務店」を初めとして多く取り
扱っていただいています。

TEL

0566-53-2631

URL

http://www.shintokawara.co.jp/

担当

東瀬 亞希子

代表取締役

石川 達也

President Tatsuya Ishikawa

CEO Akiko Tose

…地域資源活用

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

身近なところに和の装いを提供します。
東4SME-029

なぜ､この地球上に｢枕｣が生まれたのか？をテーマにした枕。
東4SME-031

（株）丸九製陶所
Maruku Pottery Inc.

滋賀県
出展商品

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

出展商品

陶産地・信楽で焼き物・陶器製品を作っている会社です。
陶器製品ならば、なんでもジャンルを問わず製造しております。
こんなものが作りたい、などご希望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

まくら
（株）
MAKURA Co.,Ltd

千葉県

信楽焼き陶器、手洗い鉢、
ミニ火鉢など

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

The Pillow（ザ・ピロー） 地球で眠る、すべての人へ

地球上で枕が必要な理由は、重力､直立歩行､睡眠欲の3点。そのような切り口から、睡
眠時、地球の重力を効率的に分散できる構造を採用しました。
シンプルで眠りやすい枕
であることはもちろんのこと、3Dポリゴンメッシュという特殊素材を使用した枕で、高
反発性、通気性、耐久性に優れた枕になっています。

■企業情報
■企業情報

■企業PR

住所

信楽焼き、その他の陶器製品を製造する会社です。

770,Nagano,Shigaraki-cho,Koka-shi,
Shiga,529-1851,Japan

多数の職人と専門機械でさまざまなジャンルの製品を作っております。
一品物、量産品どちらでもオーダーメイドを受け付けております。

住所

〒529-1851 滋賀県甲賀市信楽町
長野770

TEL

0748-82-0059

URL

http://www.maruku.co.jp/

担当

代表取締役

■企業PR

4F,Kashiwasomeya Bldg.,4-8-14,
Kashiwa,Kashiwa-shi,Chiba,
277-0005,Japan

枕を中心とした寝具類の企画開発、及びインターネットでの販売。年間で10商品以上の新商品をリ
リースしており、
また企業さまとのコラボ商品やOEM商品の開発も行っています。主力取扱商品と
しては、王様の夢枕や王様の抱き枕、ザ・ピロー、そば夢物語、
らっかせいまくらなど、当社オリジナ

TEL

04-7167-3007

ル商品を多数取り扱い中。

URL

http://www.pillow.co.jp/

担当

今井 廣

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

Try to feel forest air with the art of charcoal

東4SME-030
静岡県
出展商品

Ascam Co.,Ltd

Handy suction brush for the allergenic removal of pollen, PM2.5, tick,alien substance.

京都府

森の炭の森

出展商品

Mori no Sumi no Mori

森でできた炭を使って作った木の形の脱臭剤。S、M、Lの3サイズあるので、何本か集め
れば、お部屋の中に炭の森が作れます。炭の脱臭機能は有名ですが、
インテリアに馴染
むかたちを追求した結果、円錐状のかわいらしい木の形になりました。木のてっぺんに
精油をたらして、
アロマプレートとしても使うことが出来ます。

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

（株）Ｈ＆Ｃ技術研究所
H&C Technical Raboratory Co.,Ltd

アレルゲン吸引ブラシ（花粉PM2.5、ダニ、ペット、異物）
Allergenic suction brush (pollen,PM2.5, tick, pet, alien substance)

アレルゲン吸引ブラシは、衣服に付いた花粉・PM2.5除去、布団のダニアレルゲン除
去、ペットのフケ・抜毛除去、食品工場における作業着の異物除去など、各用途用にシ
リーズ化を行いました。いずれも①ブラシで微粒子を弾き出し、②ファンで吸引し、③
フィルターで捕集しますので、
アレルギー予防に役立ちます。

Mori no Sumi no Mori creates a comfortable space by charcoal.

We serialized various allergenic suction brushes.The ﬁelds are the removal of pollen and
PM2.5 on the wear, the removal of the tick allergen on the futon, the removal of the alien
substance on the work clothes in the food factory.

■企業情報

■企業情報
住所

間伐材から生まれる「セラミック炭」と自然素材が持つ機能を活かしたものづくりを通じて、日本の

〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡
356-1
356-1,Kataoka,Yoshida-cho,Haibara-gun,
Shozuoka,421-0303,Japan

森にも人々の生活にも役立つライフスタイルを提案します。
Suggesting a Life-style that will beneﬁt both the forests and your lives

小松 明代

花粉・PM2.5・ダニのアレルゲン除去にハンデイ吸引ブラシ！
東4SME-032

（株）アスカム

■企業PR

商品企画部

Product Planning Department
Akiyo Komatsu

President Hiroshi Imai

森から生まれた炭で、お部屋に森を

〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14
柏染谷ビル4F

TEL

0548-33-0163

URL

http://www.ascam.net

担当

代表取締役

松浦 紘一

President Koichi Matsuura

住所

■企業PR
「人と社会の健康的な空気環境形成のために」を企業理念とし、長年培った空気清浄技術（集塵・

2F,Rabo,Keihanna-Plaza,1-7,Hikaridai,
Seika-cho,Soraku-gun,Kyoto,
619-0237,Japan

脱臭・殺菌）を活用して、健康機器・機能性材料の研究開発・製造販売を一貫して推進しています。
大学との共同研究を推進し、各種公的助成金を活用して、オンリーワン製品の研究開発に邁進して
います。

TEL

0774-98-2291

URL

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

担当

We hold air clean technology (dust collection, deodorization, sterilization). Our company
develops a healthy apparatus and functional materials. We promote the collaborative
investigation with the university and develop an only one product.

…地域資源活用

〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台
1-7 けいはんなプラザラボ棟2F

代表取締役

田原 修

Representative Director Shu Tahara

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

春夏秋冬、
リネンと共に自然に暮らす

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

Spring, summer, fall, winter, living with linen

東4SME-033

出展商品

We will produce the only one pet ﬁgure in the world for our customers.

東4SME-035

（株）ケンランド
KENLAND Inc.

山形県

お客様のために世界に一つだけのペットフィギュアを製作します
（株）ゆほびか
Yuhobica Inc.

北海道

ストール、
タオル、マルチマット、ディッシュクロス、靴下

出展商品

Stall, Towel, Multi mat, Dish cloth, Socks,

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

3Dプリンタを用いて製作するオーダーメイドペットフィギュア等
Made-to-order pet ﬁgure etc produced by 3D printer.

一年を通じて気持ちよく過ごせることをテーマに、
リネンニットを提案しています。

当社のオーダーメイドペットフィギュアは、すでにペットが亡くなっている場合など、写
真がほとんど残っていない場合でも製作可能です。1枚の写真しか残っていなくても、
お客様との密なやり取りによって、写真に写っていないペットの特徴を十分に把握し、
それを製品に忠実に表現いたします。

The theme is linen knit that you can spend pleasantly throughout the year.

We can make 3D pet ﬁgure even if there is only one picture.
Our skilled technicians fully understand the characteristics of pets and express them faithfully.
We will exhibit lots of samples, so please come and visit us.

■企業情報

■企業PR

住所

リネンニットの製造、販売。
アパレル製品（Ｔシャツ〜ジャケット）、寝具、
タオル、生活雑貨。
Production and sale of linen knit. Apparel products (T-shirt - Jacket), Bedding, Towels,
Household goods.

〒990-0065 山形県山形市双月町
1-3-36
1-3-36,Sotsuki-machi,Yamagata-shi,
Yamagata,990-0065,Japan

TEL

023-633-1155

URL

http://www.kenland.co.jp/

担当

代表取締役社長

大沼 秀一

Managing Director Syuichi Onuma

本皮革製品のカビの発生を防ぐ、新保存袋。

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

The new preservation bag which prevents outbreak of the mold of leather products.

東4SME-034
愛知県
出展商品

TOPDOU Co.,Ltd

スを行っている札幌の会社で、3Dデータ作成から3D出力まで、一貫して自社生産しております。
From 3D data creation to 3D output, we work out consistently in Sapporo city.We produce
mainly made-to-order 3D pet ﬁgure from snap pictures sent by a customer, using a 3D printer .
And we produce many kind of animal character goods too.

TEL

011-624-5081

URL

http://www.yuhobica.jp

担当

代表取締役社長

坂井 敦行

President Toshiyuki Sakai

昔の職人の技を現代の職人が高度なハイテクノロジーで蘇えらせた
Contemporary craftsmen revived the techniques of old craftsmen with advanced high technology

出展商品

KABINAI-Bag for leather produsts.

〒063-0813 北海道札幌市西区琴似3条
7丁目5-22
7-5-22,Kotonisanjou,Nishi-ku,Sapporo-shi,
Hokkaido,063-0813,Japan

リジナル雑貨の製作販売、
フルカラー3Dプリンタによる出力サービスおよび3Dデータ作成サービ

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

工房「利八」
（（株）ワークステーション）
RIHACHI FACTORY

群馬県

本皮革用カビナイバッグBIG

版木絵（版木に彩色）、超立体焼き絵（桐箱に浮彫加工+彩色）
Woodblock painting (painted on boards), super story grilling (relief processing on paulownia boxes )

弊社が開発した封をするだけでカビを防ぐことが出来る「カビナイバッグ」に、新たにこ
れまで有効的な保管方法がなかった本革製品用に開発したしました。
カビを防ぐだけ
でなく、UVカット機能で色あせ防止効果など、今までとは次元の異なる新保存袋です。

ハイテクノロジーの加工技術を駆使して、日本の伝統文化である浮世絵を異次元の発
想で蘇えらせたアート・インテリア商品。
Arts and interior goods that made use of high technology processing technology to revive
Ukiyoe, traditional Japanese culture with different dimension ideas.

An effective safekeeping method developed it for the leather products which there was not
newly until now and made up for "KABINAI-bag" which could prevent mold just to seal it
which we developed. And fade by a UV cut function; a prevention effect.

■企業情報

■企業情報
住所

食品パッケージなどを中心としたグラビア印刷を主力に行っております。
また、
グラビア印刷を中心に

〒441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字
ヌノ割28-2
28-2,Nunowari,Jinnoshinden-cho,
Toyohashi-shi,Aichi,441-8077,Japan

デザインから製袋加工まで幅広く取り扱い他、環境対応した水性印刷を先駆けて導入しております。
It is a company doing gravure printing.

住所

写真1枚からお作りするオーダーメイドペットフィギュア製作を軸として、ペットをモチーフとしたオ

東4SME-036

（株）
トップ堂

■企業PR

■企業情報

■企業PR

TEL

0532-32-2475

URL

http://www.topdou.com

担当

代表取締役社長

天野 陽祥

President Haruyoshi Amano

住所

■企業PR
本業の医療、半導体関連で培われた高度な加工技術を駆使して、国産の杉・桐材を使用して木材の

14-1,Nishishin-machi,Ota-shi,
Gunma,373-0847,Japan

表面に超立体及び繊細な浮彫り加工を施し、彩色したアート・インテリア商品。
製法特許2件出願済

商標登録3件登録済

TEL

0276-33-9107

URL

http://www.koubou-rihachi.jp

担当

we applied domestic cedar and paulownia wood to superﬁne and delicate relief processing on
the surface of wood and painted art · interior products.
Production patent 2 cases Application completed Trademark registration 3 cases registered.

…地域資源活用

〒373-0847 群馬県太田市西新町
14番地1

開発部 取締役

海老沼 大鑑

DEVELOPMENT SECTION DIRECTOR
TAIKAN EBINUMA

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

日本国内で100年の技術で作ったタスマニアラム寝具です。
Otsukeori since 1816, usu the ﬁne Tasmanian Lamb Wool to produce the ﬁne bedclothings from Japan.

東4SME-037

日本の伝統文化を現代ヴァージョンにアップデート

出展商品

Otsukeori since 1816, use the ﬁne Tasmanian Lamb Wool to produce the ﬁne bedclothings from Japan.

Kimono Tango
Kimono Tango Co.

東京都

希少性の高いタスマニアラムを使ったブランケットとひざ掛け。

トート、ショルダー、クラッチなどのバッグ、クッションカバー
tote bag, clutch bag, shoulder bag,cosmetic pouch, pen case, cushion cover, panel,

大津毛織は、本国内で100年間ウールに携わり続け、
カシミヤをはじめとする紡毛糸の
紡績技術を積み上げてきました。
この度、大津毛織のオリジナル原料のオーストラリア
のタスマニア島で育ったLamb（子羊）のやわらかい原料をブランケットとひざ掛けに
使いました。

素材は100％シルクの帯なので、
とても軽くしかも丈夫です。
トートバッグはA4サイズ
の書類を入れても十分な大きさがあるため通勤バッグとしても素敵ですし、マグネット
でハンドバッグスタイルに変形すればパーティーやフォーマルシーンにもぴったりで
す。柄のヴァリエーションは無限で、同じものはありません。

Otsukeori continued being engaged in wool spinning and produce blankets in Japan since
1816, just 100 years. This blankets are made by the ﬁne and soft raw materials of the lamb
which grew up in Tasmania Island in Australia.

Kimono tango is a contemporary designer making exquisite products from one of Japan s
most traditional and loved art forms - the Kimono. We seek to bring this cultural heritage
into contemporary life through our work.

■企業情報

■企業PR

住所

大津毛織は100年の歴史で、
カシミヤをはじめウールの紡毛糸を開発する紡績技術から最終製品

1-22-23,Ikeura-cho,Izumiotsu-shi,Osaka,
595-0024,Japan

の毛布、ひざ掛けまでを日本国内で開発できる会社です。
Otsukeori is the company which can produce high quality blankets. We develop new
products from our original spinning technology including cashmere and ﬁne wool yarn in the
history of 100 years in Japan.

〒595-0024 大阪府泉大津市池浦町
1-22-23

TEL

0725-22-2637

URL

http://otsukeori.co.jp/

担当

寝装営業部 取締役部長

東4SME-038
東京都
出展商品

住所

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

代生活にマッチした商品に作り替えて百貨店などで販売しております。オリジナルな発想から生ま
れた当社商品はリピーターが多く外国人にも好評です。着物を使ってインテリアを作るワークショッ

AZFIT Co.,Ltd

03-3227-2782

URL

http://www.c-style-jp.com

出展商品

凛彩 美濃和紙タオル：和紙糸を使用、吸湿・速乾性に優れ、消臭効果を持った天然素
材。御苑 TP：透かし模様は、多く見られるプリントではなく和紙由来の「透き合わせ技
法」を駆使して、美しさと肌ざわりを両立させた至高の一品。温感マスク：湿気を吸って
発熱し空隙に暖まった空気を蓄え、心地よい暖かさを感じます。

代表

髙橋 千鶴子

Owner Chizuko Takahashi

枕でつくる楽しい眠り。
まくら選びにピリオドを。

群馬県

凛彩 美濃和紙タオル、凛彩 和柄石鹸、御苑TP、
温感マスク

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

眠り製作所（（株）
プレジール）
Nemuri-seisakusyo

抱かれ枕アーチピローシリーズ／
レ・ムールシリーズ

肩やヒジまでも包み込む独特のフォルムが特徴の抱かれ枕。
今までにないファーストクラスのような寝心地です。
無段階に調整できるエアサポートシステムが特徴のレ・ムール。

■企業情報
■企業PR

TEL

Recycling exquisite Kimono Obis into pillow covers, palels, tote bags, and clutch bags,etc.
unique in the world.All our fabrics are made from authentic Japanese silk, and most (over
99%) are from Nishijin, Kyoto.

東4SME-040

アズフィット
（株）

〒164-0011 東京都中野区中央2-11-13
2-11-13,Chuo,Nakano-ku,Tokyo,
164-0011,Japan

西陣織を中心とした高級着物や帯を、本来の美しさを生かしながらバッグやインテリア雑貨など現

担当

BLANKET Div Manager Kiyotaka Usutani

和紙タオル：和紙糸を使用、温感マスク：発熱する温感素材を使用

■企業情報

■企業PR

プはインバウンド対策にも最適です。

臼谷 喜代孝

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

Recycling exquisite Kimono Obis into pillow covers, tote bags, and clutch bags unique in the world.

東4SME-039

大津毛織（株）
Otsukeori Co.,Ltd

大阪府
出展商品

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

住所

家庭紙卸売業を中核事業としつつ｢紙と不織布｣を素材とした製品開発にも積極的に取り組んでお
ります。
グループ企業が持つ紙や不織布に関する幅広い素材知識や加工ノウハウ、そして当社が卸

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町
四丁目9番2号 本栄ビル

■企業情報
■企業PR

住所

Honei Bldg.,4-9-2,Nihombashihon-cho,
Chuo-ku,Tokyo,103-0023,Japan

誰もが望む良質な眠り、爽やかな目覚め。

664-20,Nakao-cho,Takasaki-shi,Gunma,
370-0001,Japan

眠り製作所 は枕をはじめ、楽しい眠りに役立つ商品を素材にこだわり、機能性を追求し真面目に

売業を通じて培った｢お客様視点｣を加え、
クライアントや消費者の皆様にもご満足いただける価値

TEL

03-6264-8216

取り組んでいる会社です。

ある製品づくりを心がけています。

URL

http://www.azﬁt.co.jp/

Sleep for happy ♪

担当

営業本部 課長代理

〒370-0001 群馬県高崎市中尾町
664-20

眠り製作所は眠りで日本を幸せにします！

後藤 和也

TEL

027-370-1588

URL

https://www.plaisir-ltd.co.jp/

担当

sales division deputy section manager
kazuya gotou

代表取締役社長

登坂 好正

Representative Director Yoshimasa Tosaka

…地域資源活用

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

伝統の瓦の色「いぶし銀」をデザイン性の高い作品にしました。
The Bricks is made using a traditional color "IBUSHIGIN".

東4SME-041

出展商品

GaRock"The Bricks"

GaRock The Bricks は英数字を利用した瓦素材のインテリア商品です。
コンセプト
には侘び・寂び、数寄屋、いぶし銀など日本の美意識を取り入れ、文字の形、重量感、経
年と共に変化する色合に美しさを見出しています。これまでにない商品のため日経
MJ、TBSテレビ「あさチャン」で紹介されています。

住所

弊社は手作りにて社寺用鬼瓦を製作しています。近年では京都八坂神社、永平寺の鬼瓦を製作し

〒444-1323 愛知県高浜市田戸町
7-3-43
7-3-43,Tado-cho,Takahama-shi,Aichi,
444-1323,Japan

ています。この 様 な 伝 統 的 鬼 瓦 製 作 に 対し、平 成 2 6 年より伝 統 的 な 素 材 、意 匠 に 拘らな い

Iwatsuki Onigawara has been handcrafting traditional roof ridge-end tile for over 100 years.
GaRock is a new brand by Iwatsuki Onigawara.

TEL

0566-53-0171

URL

http://www.e-oni.com

担当

代表取締役

出展商品

アロマ和ろうそく灯之香

絵ろうそくギフト

Japanese Scented Candles "HONOKA" ,Flower-Decorated Candles

■企業情報

■企業PR

住所

う製和ろうそくと薫香の製造販売を手懸けてまいりました。創業当時から脈々と受け継がれた技術
と伝統は、多くの方々よりご支持をいただき、おかげさまで曹洞宗大本山永平寺様をはじめ、各宗

TEL

0776-22-0986

URL

http://www.kodaikokuya.co.jp/

WASHILIFE Co.,Ltd

出展商品

Original Washi paper frame

一点一点、違う表情を、染の技術を感じてください。

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

Beside your life, God. Open up the red seal of memories and decorate.

岐阜県

創作和紙額（インテリア額）

大津 伊平

暮らしのそばに、神様を。思い出の御朱印を開いて飾る。
東4SME-044

（株）和紙来歩

代表取締役

CEO Ihei Ohtsu

Kodaikokuya began making and selling traditional Japanese candles made from Japan wax in
the Keio era at the end of the Edo period and has continued doing so now for six generations
spanning more than 150years. Currently located on Gofukumachi Street.

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

〒910-0023 福井県福井市順化2-15-9
2-15-9,Junka,Fukui-shi,Fukui,
910-0023,Japan

江戸時代、慶応年間に和ろうそくづくりを手がけて以来、現在の6代目に至るまで百五十余年、木ろ

担当

CEO HIDEYUKI IWATSUKI

WE OFFER YOU JAPANESE GRACIOUSNESS THROUGH OUR PRODUCTS

京都府

kodaikokuya co.ltd

派の御用達を務めております。

岩月 秀之

日本の美をあなたに
東4SME-042

（株）小大黒屋商店

While still honoring the traditional Japanese candle concept that has been passed down
through the ages, we added an extra touch of style to create a candle ﬁt for the modern
lifestyle.

■企業情報

展開しています。

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

江戸時代から和ろうそくを製造してきたメーカーです。伝統的な製品をベースにしつつ
今の時代に寄り添うような時代性を取り入れたものづくりに挑戦してきています。

Letters and numbers made out of tile for use in interior decoration. The design incorporates
Japanese aesthetic concepts such as wabi-sabi, sukiya, and ibushi-gin, lending the shapes
both beauty and meaning.

「GaRock」ブランドを立ち上げアクセサリー、
インテリア、マンガ火の鳥キャラクターなどの商品を

Aromatic Japanese candles perfect for the modern lifestyle.

福井県

GaRock"The Bricks"

■企業PR

受け継がれた技術を研きすませ新たな和蝋燭をお届けします。
東4SME-043

GaRock（（有）岩月鬼瓦）
IWATSUKIONIGAWARA GaRock

愛知県
出展商品

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

山田木管工業所
Yamada wood factory

モダン御神札（おふだ）額・見開き御朱印帳額。他
Modern Wisdom Bud (Ohda) Amount · Facing Double Buddhist Book Amount. Other

今の住宅は、和室の無い家やアパート等が多くなっていますが、御札をどう飾って良い
か分からない、従来の神棚では部屋にマッチしない、壁に傷を付けたくないのでイヤと
いう方のニーズを聞き制作しました。
また見開き御朱印帳額も、御朱印を切ったりせず
にそのまま飾りたいとのニーズを聞き制作しました。

Feel the variety of expression made by different dyeing techiniques, that each of our
products has.

I do not know how to decorate the bill, because I do not want to hurt the walls that do not
match the room in the traditional Shinto shelf, I heard the needs of those who do not care.

■企業PR

■企業情報
住所

「日本の美は、
しとやかで美しい」をコンセプトに、MADE IN JAPANの和紙のある豊かな生活を提

52,Tsunoda-cho,Kamitoba, Minami-ku,
Kyoto-shi,Kyoto,601-8104,Japan

案しています。日本全国のさまざまな産地の生産者と共に、伝統ある職人技と新しい技術、
まさに日
本の伝統と革新を活かした商品開発に日々取り組んでいます。
With The beauty of Japan is a graceful beauty as aconcept, considering how to make Washi
(Japanese paper) a commonplace in our modern lives, we present a wide variety of factory
and hadnmade Washi from all over Japan.

〒601-8104 京都府京都市南区
上鳥羽角田町52

TEL

075-681-9123

URL

http://www.washilife.com/

担当

代表取締役

加藤 富美代

■企業情報

■企業PR

住所

大手住宅メーカーの部品製造で培った品質等の基準そのままで、
よそにないチョット素敵なインテ

〒501-2114 岐阜県山県市佐賀
159番地1の1
159-1-1,Saga,Yamagata-shi,Gifu,
501-2114,Japan

リア雑貨を製造販売しています。いずれも販売店様に喜んで頂ける商品ばかりです。
We manufacture and sell lovely interior sundry goods which are not standing as it is with the
standards of quality etc cultivated in the manufacture of parts by a major home maker. Both
items are pleasing to dealers.

TEL

0581-22-1230

URL

http://www.yamamoku-gifu.com/

担当

President FUMIYO KATO

代表

山田 等

Representative Hitoshi Yamada

…地域資源活用

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

人生を、共にするハブラシ。

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

The toothbrush you will treasure for a lifetime.

東4SME-045

出展商品

The traditional aesthetic sense of Japan, "wabi" "sabi" "iki" is the product concept of youyouang

東4SME-047

（株）グレーアンドネイビー
Grey and Navy Inc.

東京都

伝統的な美意識である「侘び」
「寂」
「粋」が商品コンセプト

出展商品

BYTAPS toothbrush

（有）悠々庵
YOUYOUANG Co.,Ltd

群馬県

BYTAPS

祈りと癒しのお線香・天然精油のお線香・天然香木のお線香・他
incense, incense holder

BYTAPSは、理想的なブラッシングや正しいブラシ交換を簡単にし、歯磨きに愉しさを
与える新しいハブラシブランドです。機能性や使い心地に対しユーザーの皆さまから
高い評価を頂いている他、国内外のメディアへの掲載や、デザインホテルのアメニティ
に選定される等、様々な場所で評価頂きはじめています。

悠々庵の商品はいずれも斬新で、色も香りも従来のものと違って既製の概念を越えて
自由な発想のもとで作られている。品質・見た目ともにお香業界に革命を起こしたとい
われるゆえんである。ここ5年は「お線香」の販売を開始し仏具業界に進出、業界全体
が縮小している中で逆行して売り上げを伸ばしている。

BYTAPS is a innovative toothbrush which comes with crafted aluminum handle, replaceable
cartridge and subscription service that will make your toothbrushing more easy and cozy.
Recently selected as a amenity by a design hotel designed by Tadao ANDO.

Youyouang's products are innovative and are made from free ideas for color and scent. It is
said to have revolutionized incense industry in quality / appearance.

■企業情報

■企業PR

住所

グレーアンドネイビーは"Own Everyday Life"のビジョンのもと、何気ない日常生活のより良い

人々に提供していきます。
Grey and Navy was founded to inspire people to "Own Everyday Life".
We aim to redesign everyday life with artistic craftsmanship, cutting-edge technologies and
our unique perspective on everyday life, for making your living more cozy and exciting.

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-17-1
TOC 第2ビル 3F
3F,TOC 2nd Bldg.,1-17-1,Shibuya,
Shibuya-ku,Tokyo,150-0002,Japan

カタチをどこまでも追求し、
リデザインする会社です。
追われるのではなく、自ら選び取る日常生活を、そしてその先にあるワクワクする人生を、世界中の

TEL

03-6327-5243

URL

https://www.bytaps.co/

担当

代表取締役

出展商品

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

SISIKU ADDKREIS CORPORATION

027-230-5251

URL

http://www.youyouang.com/

担当

代表取締役

吉田 可南子

ナチュラル志向のライフスタイルをお楽しみください

キッチン・
ダイニング

We hope you enjoy Nature-Oriented Life Style.

ヤマコー（株）
YAMACOH Co.,Ltd

木製の生活雑貨（国産材の国内加工品から外材の海外生産品まで）
Wooden Household Goods, made or assembled of domestic or imported materials.

和風なカタチでお部屋を彩る「一輪挿し」、伝統工芸品の和ろうそくを楽しむ「ろうそく
たて」、家紋をモチーフにした和モダンな「三徳」など様々な商品を揃えております。是
非お立ち寄りください。

「木」の雑貨に五感でお楽しみください。 お客様のご希望あれば、オリジナル特注品の
製造も承ります。
Please enjoy the blessing of nature, wood products with full senses. We can customize
products in accordance wuth your request.

Variety of items are exhibited such as Japanese style "WALLFLOWER", "Candlestand" and
Japanese Candles, modern style trivet "Santoku" which are designed based on Japanese
family crest. Please feel free to stop by any time.

■企業情報
住所

当社は、キャスター・台車・生活小物の企画・製造・販売を行っています。生活小物は、
「 和＋鉄」を基

〒920-0867 石川県金沢市長土塀
1-16-15丸昌ビル
Marusho Bldg.,1-16-15,Nagadohe,
Kanazawa-shi,Ishikawa,920-0867,Japan

本としています。この「和＋鉄」とは、日本古来の和のカタチを、当社が長年培ってきた金属加工技

Our company is engaged in design, manufacture and sales of castors, hand trucks and
sundries. Sundries are based on the conception of "Wa + Iron" to realize the harmony of the
traditional Japanese style with our technology.

TEL

Representative Director Kanako Yoshida

出展商品

WALLFLOWER, Trivet, Candlestand and Mosquito coil, etc.

術を活かしてつくることです。

線香・香皿・香炉・におい袋・キャンドルなど）を企画・販売している。

岐阜県

一輪挿し、五徳、
ろうそくたて、蚊とり線香たてなど

〒371-0103 群馬県前橋市富士見町小暮
2350-1
2350-1,Kogure,Fujimi-cho,Maebashi-shi,
Gunma,371-0103,Japan

目。会社創立から22年目になる。オリジナルブランド「悠々庵」でお香を中心に香りの商品（お香・お

東4SME-048

シシクアドクライス（株）

■企業PR

住所

当社は平成6年からお線香企画製造・卸販売を営んでいる。前橋市に拠点を移転して今年で11年

Founder / CEO Tomonori Nakamura

Enjoy "Wa" of the SISIKU style

石川県

■企業情報

■企業PR

Our company is engaged in planning, manufacturing, wholesale sales of incense from 1994.
It is 22 years since the company was founded.

中村 友憲

SISIKU流に和を楽しむ
東4SME-046

ホーム・
ライフスタイル
（リビング）

TEL

076-221-0449

URL

http://www.sisiku.com

担当

代表取締役社長

家倉 平八

President Heihachi Iyekura

■企業情報

■企業PR

住所

〒509-9298 岐阜県中津川市坂下275-1
275-1,Sakashita,Nakatsugawa-shi,
Gifu,509-9298,Japan

「ホテルレストラン向けの業務用木製調理道具・器」の企画製造を行っています。今回は、業務用商品
のノウハウをいかした「生活雑貨」をご提案いたします。木製のキッチン雑貨（調理道具から弁当箱な
ど）、浴場用品（風呂桶・風呂椅子等）、客室用品（ティッシュボックス、
ゴミ箱）等、
ご提案いたします。

TEL

0573-75-3470

URL

http://yamaco.jp

We are active in the Hotel & Restaurant Supplies sector, handling mainly Wooden Tableware
& Cookware. For example, Wooden Kitchen Goods, Cookware, Lunch box, Bathroom Goods,
Bathtub, Bath chaur, Amenity Goods, Tissue Box and Rubbish Bin.

担当

…地域資源活用

代表取締役社長

村山 千利

President CHITOCHI MURAYAMA

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

フチを巻かずに厚みを残す、深型の賄いボウル。

キッチン・
ダイニング

Stainless steel bowl with depth,leaving thickness without rolling edge.

東4SME-049

出展商品

出展商品

"Makanai" stainless bowl / "Makanai" round plate / "Makanai" round plate with holes

清峰堂（株）
SEIHOUDO. Co.,Ltd

石川県

まかないボウル・まかない丸バット・まかない平ザル

九谷和グラス
KUTANI-WA-GLASS

まかなう は「賄い」であり「巻かない」。巻いていないのはステンレスボウルにつきも
ののカールした縁のこと。巻かないことで粉がつまらず、洗うのが簡単。毎日の台所仕
事の気持ちをほんのちょっぴり、楽に、楽しくしてくれます。
ステンレスボウル、丸型バッ
ト、浅型パンチングボウル各3サイズ、9アイテムの展示です。

手作り、手描きにこだわった九谷焼のステムと、一つ一つ丹念に手作りされた国内生
産の型吹きガラスを独自の接合技術にて融合。双方の職人の心意気と手作りの温か
み、和の雰囲気が持つ「なごみ」をお楽しみいただきたい、こだわりがたくさん詰まっ
たグラスです。

"Makanai" is a "catering" "not rolled". The not rolled is common curled edge of stainless steel
bowl.By not rolled around the edge,without cogging the powder,easy to wash.

The stem is carefully hand-made and hand-painted Kutani-yaki and the elaborate
made-in-Japan hand-blown glass is assembled with our original adhesive techniques. Please
enjoy Nagomi, which embodies a Japanese aura with the hand-made warmth and heart of
craftsmen. It is a unique and characteristic glass.

■企業情報

■企業PR

住所

49-7,Tsubame,Tsubame-shi,
Niigata,959-1288,Japan

conte（コンテ）はステンレス加工の一大産地、新潟県燕ならではの道具を作るブランドです。街全
体が工場と言える、分業の技の積み重ねで出来上がった台所道具は、派手さはありませんが、毎日
の調理に欠かせなくなる使い心地になりました。展示はステンレス加工につきものの

フチまき

のない、
まかない道具です。

〒959-1288 新潟県燕市燕49番地7

URL

http://www.conte-tsubame.jp/

担当

取締役

江口 広哲

HIROAKI EGUCHI

キッチン・
ダイニング

"fufu" the beautifully textured wooden tableware gift set

東4SME-050
福井県
出展商品

Style of Japan Inc.

樹脂成型品とは一線を画す、木製特有の温かみと柔らかさのある仕上がりを実現。収
納時の「陰影」に独特のカラーが現れる、美しく心躍る仕掛け。器は裏面のみ色をつけ、
表面は木本来の素材感を残しました。二点組みの為「漢数字の二を ふぅ と呼ぶ音」
にちなみ、贈って「ふふっ」と嬉しくなるギフトブランド名としました。

担当

本社 代表取締役

清水 則徳

President Noriyoshi Shimizu

現役ママが特許取得。子育て体験から生まれた育児応援グッズ。

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

ロンプベイビー（（有）光巨プロジェクト）
Rompbaby

Rompbaby「究極のオムツポーチ」
「あんしんな食器」
Rompbaby's "Ultimate Diaper Pouch", Rompbaby's "Safe Dishware"

Rompbaby is the best choice as ceremonial gifts, like baby's new born, birthday, and
seasonal festivals.

■企業情報
住所

当社は、福井県小浜市の地域資源である「若狭塗箸」を主力に、
シンプルながらも形状や塗りにひ

〒917-0078 福井県小浜市大手町7-4
Nビル3F
3F,N Bldg.,7-4,Ote-cho,Obama-shi,
Fukui,917-0078,Japan

と手間加えた品質基準の下、独自の食洗機対応塗り技法や、天然うるしを活用した仕上げ、付加価

Under advanced handcraft with high quality, elaborated laquer paint so called WAKASANURI
and simple design to use, SOJ produces Japan's new generation-chopsticks and tablewares as
its original brand.

http://www.kutani-wa-glass.com/

Based on our projects, manufacturing, and sales of Kutani-yaki products, currently our main
product is Kutani-wa glass, consisting of hand-made and hand-painted Kutani-yaki,
hand-made glass from Japan. The combination of different materials is highly reputed and
we won the New Realm Design Award in the 2006 Good Design Award. We aspire to provide
products that are safe to use, and we will repair any purchased products.

子育て生活を楽しく豊かにするため、現役ママの子育て体験から生まれたアイデアと、
創意工夫を重ねたデザインにより新しい価値を創り、子供達や家族、そして未来の役に
立てる製品開発を目指しています。

Warm and smooth feelings for touch of wooden bowls and plate, which are only back-side
colored to express the shade of itself which is based on Japan's sense of beauty and is to
reserve the texture of natural wood on its surface.

統的螺鈿箸も食洗機対応で好評です。

0761-57-2133

URL

出展商品

【fufu】

値の高い箸の企画製造を行っています。売れ筋品の塗り技術は卓越しており、従来不可能だった伝

TEL

製品のご提供がモットーです。

神奈川県

【fufu】

〒923-1102 石川県能美市新保町ヲ48
48,Wo,Shimbo-machi,
Nomi-shi,Ishikawa,923-1102,Japan.

年度グッドデザイン賞（新領域デザイン部門）を受賞。
ご購入後の修理を行うなど、
より安心、安全な

東4SME-052

スタイル・オブ・ジャパン（株）

■企業PR

住所

を融合した「九谷和グラス」を主力商品としています。異素材同士の接合技術が高く評価され2006

0256-63-7211

暮らしを彩る上質なお箸と器のギフト

■企業情報

■企業PR
九谷焼製品の企画、製造販売を軸に、現在は、手作り手描きに拘った九谷焼と国産の手作りグラス

TEL

"conte" is a brand making tools in the major production area for stainless steel processing of
Tsubame, Niigata Prefecture.

キッチン・
ダイニング

Kutani-wa glass, a natural harmony of Japanese and non-Japanese

東4SME-051

conte（一菱金属（株））
conte

新潟県

和洋空間の自然な調和「九谷和グラス」

TEL

0770-52-1835

担当

代表取締役

大森 一生

■企業情報

■企業PR

住所

グッドデザイン賞とキッズデザイン賞をW受賞した、育児をサポートする特許商品や、子どもたちの

〒231-0801 神奈川県横浜市中区新山下
1-5-4
1-5-4,Shinyamashita,Naka-ku,
Yokohama-shi,Kanagawa,231-0801,Japan

安心と未来のことを考えた商品など、今までとは違う視点で見たり考えたりすることで、新たなニー
ズに気づき、生まれたアイデアを源泉に、優れた機能やデザインにより、独創的で革新的な価値の
創出を心がけています。

CEO Kazuo Omori

TEL

045-232-4777

URL

http://www.rompbaby.co.uk

担当

代表取締役

土屋 光巨

President and CEO Mitsuoo Tsuchiya

…地域資源活用

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

心和む日本の遊び
東4SME-053

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

日本の筆造り発祥の地で約300年の伝統を守る

出展商品

（株）あかしや
AKASHIYA Co.,Ltd

奈良県

にほんごであそぼシリーズ、漢字博士シリーズ、
武井武雄犬ぼう等

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

We have maintained the traditional skills of making writing brushes for over 300 years.

東4SME-055

（株）奥野かるた店
Okuno Karuta Co.

東京都
出展商品

かるたは知識と文化の宝庫です

水彩毛筆【彩】/新毛筆【古都】/天然竹筆ペン/和紙ペンケース
SAI Coloring Brush Pen/KOTO Brush Pen/Natural Bamboo Body Brush Pen/Japanese Paper "WA-SHI" Pen Case

弊社の商品は楽しく遊んでいただけることは勿論のこと、その品質の高さにもこだわ
りを持っております。既に学校、塾、介護施設等でたくさんのご利用を頂いております。
また、
ご贈答でもご好評いただいております。是非一度お手にとってご覧いただきたい
と存じます。

現在も原料を厳選するところから完成に至るまで全て一貫生産にて管理しております。
筆ペンにおいてもその高い造筆技術を活かし、一本ずつ手造りで仕上げた本格的な
タッチを再現しております。
We produce brushes in a consistent manner from careful selection of materials to
completion.We take advantage of brush maker's expertise in brush pens.They are all
handmade and write well like a real brush.

■企業情報

■企業PR

住所

弊社の製品はすべて日本製なので、安心してご利用他だけます。
また、長くお使いいただけるよう丈

2-26,KandaJimbo-cho,
Chiyoda-ku,Tokyo,101-0051,Japan

夫でしっかりとした製品づくりを心掛けております。ルールは簡単でわかりやすく、小さなお子さま
からご年配の方まで幅広い世代の方にお楽しみいただけます。

〒101-0051 東京都千代田区神田
神保町2-26

TEL

03-3230-1041

URL

http://www.okunokaruta.com

担当

代表取締役社長

奥野 誠子

■企業情報

■企業PR

住所

匠の技を継承し、高い品質を守りぬくことで、書家や専門家を中心に今も高い評価をうけています。
Akashiya has engaged in making brushes as a traditional brush maker for over 300 years.We
have been inheriting the skill of the craftmanship which is fostered by history and tradition
and maintaining a high quality.We get reputation by many people.

TEL

0742-33-6181

URL

http://www.akashiya-fude.co.jp/
index.php

担当

newly and retrospective birds motif gifts handling by the desiner who also paints.

東4SME-054
静岡県
出展商品

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

KOTORITACHI,Inc.

Are you really satisﬁed with signs that nobody notices?

宮城県

食器、弁当箱、タオル、筆記用具。ギフトセットのライセンス提案

出展商品

tableware, lunch box, towel,stationery.making a proposal of the licence among a set of gift.

花鳥画家デザイナーのブランドです。結婚式、進学、誕生日、お年賀、バレンタインデー
等、様々なシーンで喜ばれる小鳥雑貨をご用意。
インコ、文鳥、ペンギン、梟、大型鳥。日
本発の独創的なデザイン図案は飾っても楽しめるこだわりが詰まっています。製品以外
にも広告や販促、
コラボ企画等のご商談も幅広く受付中です。

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

Araki Optics
Araki Optics

光ってくっきりセーフティーマーク
Clearly iluminated safety plaque

大学と共同研究してきた光学技術をベースに、独自の配光技術による視認性の高い
「光ってくっきりセーフティーマーク」を商品化しました。本商品が数多くの車に取り付
けられることで、昼も夜も周りの車に注意を促し、社会全体が身障者の方により優しい
運転となって行きます。

The brand by the desiner who paints ﬂowers and birds.Miscellaneous goods of small birds in
wedding,proceeding to the school,birthday.True parrot,Java sparrow,Penguin, Owl.Enjoying
ornament. Welcome advertisement,promoting sale,collaborating plan.

Working togather with Tohoku Uni. , We have developed a unique optical technology ,
Clearly iluminated safety plaque, We are conﬁdent that with our device driving at night will
be safety than ever befor we will make the world more handy capable.

■企業情報
住所

鳥をテーマとしたデザイン図案の制作、選定工場と商品開発。
ライセンス契約先雑貨メーカーへの
デザイン提供及び製品共同開発。各地雑貨店弊社イベント等の運営。食器、弁当箱、靴下、文具、

〒421-0103 静岡県静岡市駿河区
丸子5000-1

住所

フロントライト用導光板、空中表示画像光学系、目線一致ディスプレイ、光導波路、照明用レンズな
始めとする商品を、考案・企画して行きます。その他、照明用レンズの設計も受託しております。

TEL

054-256-5025

結婚式引き出物の引合や記念日の贈り物が主力。他販促製品も手掛けています。

URL

http://p.kotoritachi.com

担当

■企業情報

■企業PR

5000-1,Mariko,Suruga-ku,Shizuoka-shi,
Shizuoka,421-0103,Japan

バッグ、布小物等300種を越える商材をご用意。

producing design conceptualizing birds,commodity development. Offering design to
grocer,collaborated .Managing events in grocery stores.Arrange 300 kinds of goods,
tableware, socks,stationery.Gift at weddings or memorial days.promoting sales.

水谷 豊

周りの人が気が付かないマークに、満足できていますか？
東4SME-056

（株）KOTORITACHI

■企業PR

代表取締役社長

President Mizutani Yutaka

President Tomoko Okuno

画家デザイナーが手掛ける新しくもレトロな鳥モチーフの贈り物。

〒630-8016 奈良県奈良市南新町78-1
78-1,Minamishin-machi,Nara-shi,Nara,
630-8016,Japan

あかしやは、古く大和の国において筆司として筆造りに従事しており、歴史と伝統につちかわれた

代表取締役社長

髙原 綾

President and CEO Aya Takahara

4-10-1,Sumiyoshidaihigashi,Izumi-ku,
Sendai-shi,Miyagi,981-3222,Japan

ど、大学と共同研究してきた技術をベースに、光を用いた「光ってくっきりセーフティーマーク」を、

Based on the technology developed with Tohoku Uni.,We have realized Crearly iluminated
safety plaque-as well as front light guide plate, eye to eye techhnology,
free space imaging etc..Our products will enhance safety notitication visibility conveniently
and cost effectively.

…地域資源活用

〒981-3222 宮城県仙台市泉区
住吉台東4-10-1

TEL

090-2957-4754

URL

http://www.araki-optics.com

担当

代表

荒木 俊行

Organizer Toshiyuki Araki

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

織物を生かして金型技術と紙容器成形技術を融合した新パッケージ
東4SME-057

赤ちゃんの快適性を追求した「世界一のきもちいい。
をめざして」
"Feels Good" is best present for baby from Mom. We help it with good fabric and Japanese quality.

東4SME-059

蔵前産業（株）
KURAMAE INDUSTRIES Co.,Ltd

群馬県
出展商品

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

出展商品

Molded fabric container

育児工房（（株）オオサカヤ）
Ikuji-Kobo

愛知県

絞り布容器

オーガニックコットンを使った国内生産のベビー服・育児雑貨
Baby clothes and goods,made in Japan and made from fabrics with organic cotton by our speciﬁcation.

織物と板紙を貼り合わせたものを金型により加熱成形した新しいパッケージであり、
当社の金型技術と絞り紙容器の成形技術を伝統的な織物と融合させることで、付加価
値の高い商品を求める顧客に対し、織物をデザイン的に使用した商品価値を創造する
1ランク上の｢おもてなし容器｣をご提供します。

当社の製品は素材選びにこだわることで、
「赤ちゃんのきもちいい。」を追求していま
す。厳選された素材の持つ機能性の高さと触り心地の良さが赤ちゃんの脳に心地よい
刺激を与え心身両面での健やかな発育につながります。加工が難しく日本国内の高い
技術が生かされた「メイドインジャパン」の信頼にふさわしい商品です。

It is a new package with textile and paperboard stuck together and by offering our hospitality
with traditional textiles we offer "ranked hospitality container" of one rank to create
commodity value using woven fabrics design I will.

One of our sepecialities is the fabrics. We produce from fabrics which is good for baby. And
ordering to selected special factories of each items, fabrics softly but difﬁcult to saw, make
selected items for babies. Japan quality make good pruducts.

■企業情報

■企業PR

住所

材料調達からの一貫生産で高精度加工への特化を特徴とする「機械加工事業」を中心とし、
さらに紙

176-44,Kamioshima-cho,Maebashi-shi,
Gunma,379-2153,Japan

容器事業や診断機事業を進めている「Explo事業」を展開する開発型のものづくり中小企業です。
It is a development-oriented manufacturing small and medium enterprise that develops
Explo business, which is advancing machine processing business and paper container
business etc., which specializes in high-precision processing.

〒379-2153 群馬県前橋市上大島町
176-44

TEL

027-261-3552

URL

http://kamiutsuwa-kuramae.com/

担当

代表取締役

松下 信一

全て手作り、Made in JAPANで製造

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

All handmade, manufactured in Made in JAPAN

東4SME-058
兵庫県
出展商品

住所

Soundspice Co.,Ltd

場で別注生産したオリジナル生地を使い、現代の子育てライフスタイルを取り入れたデザインを国
内の高い技術を持った専門工場で生産する「Made in JAPAN」のベビー服です。国内有名百貨店
でも取扱いただいています。

TEL

0569-26-0120

URL

http://www.ikuji-kobo.jp

担当

カラーサンドアレンジ

出展商品

オリジナルデザインのカラーサンドアレンジやキャラクターの細部まで「砂」で作られた
アレンジ、今年は「砂」では再現できなかった絵柄やデザインなどを「UVインクジェッ
ト」の技術を導入しまったく新しい商品を展示いたします。是非、サウンドスパイスブー
スにお立ち寄りください。

本部 代表取締役社長

瀧本 真

Headquarters President
Makoto Takimoto

生活の中の「あったらいいな」を形にしていきます。

福岡県

Character, original color sand arrangement

〒475-0836 愛知県半田市青山2-19-5
2-19-5,Aoyama,Handa-shi,Aichi,
475-0836,Japan

オーガニックコットンを原料にしたベビー服を企画・販売。国内に残る伝統素材を生産する織物工

東4SME-060

（株）サウンドスパイス

キャラクター、オリジナル

■企業情報

■企業PR

We make and produce cloths and goods for baby made from "organic cotton" . All our
products are made in Japan using rare fabrics which are made by very old style way
machines. We produce good qualities by having alliance with good factories near us.

President Shinichi Matsushita

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

（有）
ヨコタウッドワーク
YOKOTA WOOD WORK Co.,Ltd

折り畳み収納デスク「畳むんデス」
モバイル学習台「マナベル」

1955年より木製机の製造を致しております。長年に培った技術とノウハウを応用し今
回、折り畳み式収納型デスク「畳むんデス」を開発いたしました。現代のライフスタイル
やオフィススタイルの変化に沿った製品を是非ご覧ください。

Arrange made with "sand" up to details of color sand arrangement and character of original
design, "UV inkjet" technology such as picture and design which could not be reproduced
with "sand" I will.

■企業PR

■企業情報
住所

弊社独自の技術でカラーサンド
（砂）だけでキャラクターの顔などを作成。開発、製造、販売まで一貫

TRIBE Bldg.,3-3-20,Higashitsujii,
Himeji-shi,Hyogo,670-0084,Japan

生産で行っています。新商品として「UVインクジェット印刷」の技術を導入。
ガラスに直接印刷する
ことで、
これまで「砂」では不可能であった絵柄やデザインを再現可能になりました。
Creating the face etc of the character with color sand (sand) with our own technology. We
are engaged in integrated production from development, manufacture, to sales. Introduced
"UV inkjet printing" technology as a new product.

〒670-0084 兵庫県姫路市東辻井3丁目
3-20 TRIBEビル

TEL

079-269-9991

URL

http://www.soundspice.jp/

担当

代表取締役

■企業情報

■企業PR

住所

〒831-0041 福岡県大川市小保968
968,Kobo,Okawa-shi,Fukuoka,
831-0041,Japan

日本一の木工産地である福岡県大川市にて、創業より60余年、木製書斎家具を中心に机に関する
製品を豊富に製造する唯一のメーカーです。長年培った技術とノウハウで現代のライフスタイルに
寄り添った製品づくりを心掛けています。

TEL

0944-86-3822

URL

http://yokotaww.com/

担当

増田 知也

代表取締役

横田 圭蔵

Chief Executive Director Keizo Yokota

CEO TOMOYA MASUDA

…地域資源活用

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

富士山の恵みによる日本唯一の富士山草木染め。

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

Japan s only dye made from plants found on and blessed by Mt. Fuji

東4SME-061

出展商品

出展商品

Small fashionable items and goods using natural dye. Fujiyamazome towel.

富士山の草木や伏流水を用いた、富士山の恵みによる日本唯一の富士山草木染め。

まくらのキタムラ（（株）Kitamura Japan）
KITAMURA MAKURA

愛知県

草木染めのファッション小物と雑貨。富士山染めタオル。

スポーツ・
ビューティ・
ヘルス

Pillows made by Japanese craftsman. Established in 1923.

東4SME-063

フジチギラ（株）
FUJICHIGIRA CO.,LTD

山梨県

職人がつくる日本のまくら。大正12年創業。

オリジナル枕

ジムナストシリーズ

Original brand pillow "KM" series.

寝返りがしやすく、横向きの姿勢も心地よく保つ。
創業90年を越える老舗枕メーカーが作る、日本人の体型と習慣にピッタリ合った熟睡
まくら。

Using plants and underground water from Mt. Fuji, this is Japan s only dye made using plants
found on and blessed by Mt. Fuji.

"KM" is designed to help your head turn smoothy and support you to keep ideal posture
while sleeping on your side. With our 90 years of experience,We provide pillows that ﬁts
perfectly to Japanese bodies and habits.

■企業情報

■企業PR

住所

原料（糸）から生地・製品まで一貫したこだわりのものづくり。
A special manufacturing process from the thread to the cloth and product.

2-25-26,Shimoyoshida,Fujiyoshida-shi,
Yamanashi,403-0004,Japan

TEL

0555-22-2152

URL

http://www.fujichigira.com/

担当

代表取締役社長

加藤 誠

PRESIDENT MAKOTO KATOH

生活習慣に気づきを与える郵送検査キット「カラダチェック」
東4SME-062
愛知県
出展商品

■企業情報

■企業PR

〒403-0004 山梨県富士吉田市
下吉田2-25-26

スポーツ・
ビューティ・
ヘルス

住所

1923年に創業、
まくらの専門メーカー。

Healthcare Systems Co.,Ltd

創る。その想いを込めて、快眠をお届けしています。
Our company started our business in 1923 and specialize in pillow manufacture. We have
established our original brand KITAMURA MAKURA. Our goal is to create cheerful "Good
morning!"greetings. We provide you quality sleep with our philosophy.

0568-23-0213

URL

http://www.kabu-kitamura.com/

担当

代表取締役

北村 圭介

President and CEO Keisuke Kitamura

スポーツ・
ビューティ・
ヘルス

High-performance socks made in Nara which I make it with an original technique and put up

出展商品

生活習慣を変える「カラダチェック」は名古屋大学発ベンチャーのヘルスケアシステム
ズが企画開発した郵送検査キットです。全国の医療機関の他、調剤薬局にて取扱いさ
れ、健康的な生活を送るための未病検査という事で注目されています。

TEL

独自技術で創り上げた奈良の高機能な靴下・サポーター
西垣靴下（株）
NISHIGAKI SOCKS Co.,Ltd

奈良県

ソイチェック、
サビチェック、
シオチェック、
ビフィチェック

16-2,Kozaki,Tokushige,Kitanagoya-shi,
Aichi,481-0038,Japan

これまでの経験と技術から、オリジナルブランド まくらのキタムラ を確立。元気な｢おはよう!!｣を

東4SME-064

（株）ヘルスケアシステムズ

〒481-0038 愛知県北名古屋市
徳重小崎16-2

特許を使った、日常生活に使用する疲れにくい健康靴下
The health socks which are hard to be worn-out to use for the everyday life using the patent

疲れにくい靴下シリーズの商品として、歩幅が伸びて疲れにくい「ノンスリップ・テーピ
ング靴下」エコノレッグ・バリエ ® は平成26年度近畿地方発明表彰奈良県発明協会会
長賞を受賞、靴下が初めて発明品になったのです。本年度も「疲れにくいビジネス用靴
下」デキる男の靴下 ®が近畿地方発明表彰奨励賞を受賞しました。
"The non-slip taping socks" which a step increased, and were hard to be worn-out won
association of Nara invention's chairperson Prize, and it was for an invention for the ﬁrst
time. Socks for the business won it in this year.

■企業PR

■企業情報
住所

名古屋大学発ベンチャーとして、食生活と健康に関連したバイオマーカーの研究開発を手掛ける。

2-22-8,Chikusa,Chikusa-ku,Nagoya-shi,
Aichi,464-0858,JAPAN

エクオール産生能検査『ソイチェック』をはじめとする郵送検査『カラダチェック』シリーズは発売4
年で80,000名を超える実績。食生活や生活習慣に気づきを与える未病検査として全国のクリニッ
ク、医療機関で展開中。

〒464-0858 愛知県名古屋市
千種区千種2-22-8

TEL

052-734-8885

URL

https://hc-sys.com/

担当

代表取締役

瀧本 陽介

CEO Yosuke Takimoto

■企業情報

■企業PR

住所

靴下の大産地奈良で60年、ISO9001認証の靴下・サポーター工場で、健康がテーマの高機能商品

61,Otani,Yamatotakada-shi,Nara,
635-0076,Japan

であるエコノレッグを開発、つまずき予防靴下・外反母趾対策・冷え症対策・お肌の潤い・歩きやすく
疲れにくいノンスリップ・テーピングウオーキングソックス等など足元にこだわった健康補助商品を
提案しています。

TEL

0745-52-0088

URL

http://www.nishikutu.co.jp/

担当

Health develops ECONOLEG which is the high-performance product of the theme in socks
factory of the ISO 9001 certiﬁcation in production center Nara of socks in 60 and suggests the
health assistance product that was particular about the step.

…地域資源活用

〒635-0076 奈良県大和高田市
大字大谷61番地

代表取締役社長

西垣 和俊

PRESIDENT KAZUTOSHI NISHIGAKI

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

日本の伝統と、美と健康を考えたら、
こんなカタチになりました
Now this form if you think Japan's tradition, beauty and health

東4SME-065

マイクロナノバブル専業メーカーの無添加化粧品とシャワーヘッド
Additive-free cosmetics & shower head produced by specialized manufacturer of microbubble technology

東4SME-067

嵯峨乃や
Saganoya

岐阜県
出展商品

スポーツ・
ビューティ・
ヘルス

出展商品

Five ﬁnger health geta GETALS

（株）オーラテック
AURA TEC Co.,Ltd

福岡県

五本指健康下駄・GETALS（ゲタル）

無添加化粧品「椿なの」、マイクロバブルシャワー「ピュアブル」
Additive-free cosmetics TSUBAKI NANO made in Japan, Microbubble shower head PUREBBLE

GETALS（ゲタル）は、単なるファッションの下駄ではなく、美と健康を増進させるもの
として捉え、製造販売をしています。五本指健康法を根本としているこのGETALS（ゲタ
ル）は、血行促進、外反母趾緩和、体幹をよくするなど、着用効果は無限大です。

世界で初めて、独自のナノミキシング技術により界面活性剤を使用せず水と天然オイ
ルを安定混合、さらに防腐剤無添加で長期保存を可能にした無添加化粧品。髪、肌、
足、ワキ用と「椿なのシリーズ」でご提案。新登場のマイクロバブルシャワー「ピュアブ
ルBaby」は゛水はねしない″優しいシャワーで、ギフト箱入りです。

GETALS is a mere fashion clogs, not as something to enhance the beauty and health, has
manufacturing and sales. This GETALS ﬁve ﬁnger health law to root, blood circulation
promotion, outside the wearing effects, such as bettering the anti mother toe relaxation and
body are endless.

Our patented technology was applied to produce additive-free cosmetics and microbubble
shower head for your daily use. PUREBBLE BABY was designed featuring a convergent water
ﬂow which provides a comfortable bathing for your baby.

■企業情報
住所

■企業PR
岐阜県恵那市を拠点にして、岐阜県東濃地方のお客様に対して、着物を美しく着用いただくための

発につながりました。
To base, beautiful wearing a kimono for the customers of Gifu Prefecture, ENA city activities. Geta
was born from the interaction with the customer, this exhibit will show that. Led to the development
of completely new look and functionality, such as testimonials in the form results, products.

〒509-7122 岐阜県恵那市武並町
竹折1648-195
1648-195,Takeori,Takenami-cho,
Ena-shi,Gifu,509-7122,Japan

活 動 をしております 。そ の お 客 様との やり取りの 中 から生 まれ た の が 、今 回 出 展 する 下 駄
（GETALS・ゲタル)です。お客様の声を形にした結果、見た目や機能などがまったく新しい商品の開

0573-28-3171

URL

http://www.kimono-saganoya.
com/getals/

担当

代表

大阪府
出展商品

住所

マイクロ・ナノバブルの特許技術を数多く保有し大学や企業と共同研究又は技術提供をしていま

President Masato Omori

スポーツ・
ビューティ・
ヘルス

We have been continuously researching on microbubble technology for more than decades
and applying its proven skill to manufacture and sell our own developed products. We
manufacture safe and environmentally friendly products.

KURUN Co.,Ltd

北海道

歯周ケアロールブラシ「ルンダ」、回転歯ブラシ「NEWクルン」

出展商品

Periodonic Care Roll Brush "Runda" & "New Kurun"

回転する歯ブラシ！通常の歯ブラシの約20倍近い16000本（通常の歯ブラシは800
本 程 度 ）の 毛を 円 形 に 加 工した ものです。普 通 の 歯ブラシ の 3 分 の 1 程 度 の 細さ
（0.076ｍｍ）の毛を使用しているので歯と歯茎の上を転がすだけで、歯垢除去だけで
はなく、歯茎のマッサージが同時に行える画期的な商品です！

TEL

0942-32-2504

URL

http://aura-tec.com/

担当

代表取締役

江口 俊彦

PRESIDENT TOSHIHIKO EGUCHI

自然のハーブが持つ力でやさしく素肌をいたわるスキンケアコスメ
東4SME-068

クルン（株）

〒830-0047 福岡県久留米市津福本町
1725-2
1725-2,Tsubukuhon-machi,Kurume-shi,
Fukuoka,830-0047,Japan

境や人にやさしいものづくりを行っています。

大森 将人

Toothbrush revolution! Ultimate dental plaque and periodontal care method.

■企業情報

■企業PR
す。その技術を応用し民生品でマイクロバブルシャワーや無添加化粧品の製造販売しています。環

TEL

新常識！歯を磨かないで歯垢除去！歯肉のマッサージで口腔ケア！
東4SME-066

スポーツ・
ビューティ・
ヘルス

スポーツ・
ビューティ・
ヘルス

（株）
シー・ビー・エス
CBS Co.,Ltd

イナース

ラベンダープラスシリーズ

北海道でエステサロン専用化粧品を20年つくり続けてきた北海道のメーカーが、家族
みんなの肌をみずみずしく、潤いある素肌美に導きたいという想いで原料からこだ
わったオーガニックハーブをメインに開発した「イナースシリーズ」。自然のハーブが持
つ力でやさしく素肌をいたわるスキンケアコスメをぜひお試しください。

Periodontal care roll brush "RUNDA" & "NEW KURUN" is more than 20 times the number of
brushes of conventional toothbrush.
Take a plaque in the friction of the brush or a lot of brushes takes entwined absorbed.
This is a big difference!

■企業PR

住所

弊社は髪の毛より細い、小極細のナイロンを円形状に加工した、歯周ケアブラシを製造しておりま

の口腔ケアブラシを世界に！
Manufacturer of periodontal care roll brush. Made in Osaka Japan.
We propose, New periodontal care from Japan to the world!

〒552-0001 大阪府大阪市港区
波除5-10-8
5-10-8,Namiyoke,Minato-ku,Osaka-shi,
Osaka,552-0001,Japan

す。私たちは、口腔環境の改善を通して、健康な生活を送るお手伝いが出来ればと考え、平成9年に
製品のコンセプトが出来てから、日々努力、研究を重ね製品の改善に努めてまいりました。日本発

■企業情報

■企業情報

TEL

06-6584-3234

URL

http://www.kurun.co.jp/

担当

代表取締役

住所

■企業PR
私達は、エステティックサロン向けプロユース化粧品、オリジナル化粧品の製造メーカーとして研究

〒003-0003 北海道札幌市白石区東札幌
3条6丁目1-2 第一小竹ビル3F
3F,Daiichikotake Bldg.,6-1-2,
Higashisapporosanjou,Shiroishi-ku
Sapporo-shi,Hokkaido,003-0003,Japan

開発から製造に至るまでの人の目、人の手を大切に女性の美を追求する製品を提供してまいりまし
た。小ロットのOEM、PB化粧品の受注など、化粧品が出来上がるまでの全ての工程を自社で行うこ
とができるメーカーです。

TEL

011-867-7277

URL

https://www.cbs-inc.co.jp/

担当

林 伸彦

代表取締役

圓田 照夫

CEO TERUO MARUTA

President Nobuhiko Hayashi

…地域資源活用

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

新しい紙の表現

立体抄紙で広がる紙製品の世界

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

A world of paper products spreading in three-dimensional paper molding.

東4SME-069

出展商品

東4SME-071

プラス産業（株）
PURASU INDUSTRIAL Co.,Ltd

静岡県

めくってもめくっても絵柄が消えない「ななめもーる」

出展商品

Framed paper "Gachlaft", paper capsule "Egg Box" etc.

これ紙！？と思わせるようなもの創ります。紙だからこそ優しい手触り、軽さ、描くこと切
ること貼ることなど自在に使える楽しみを製品にしています。

■企業情報
住所

紙の新しい表現、パルプモールドで立体デザインを形にするプラス産業。音響部品製造40年で培っ

ケージ等OEMのご相談も承ります。
We always go forward to the creation of new paper products by material developments and
pulp molding technology. Now we are producing various paper goods for many different
ﬁelds. We also have any kind of OEM production.

〒422-8046 静岡県静岡市駿河区
中島907-1
907-1,Nakajima,Suruga-ku,Shizuoka-shi,
Shizuoka,422-8046,Japan

た素材開発、立体成型技術を活用した、紙製品創りに取り組んでいます。立体デザインをほどこし
た額縁と平面を一体成型したガクラフトや各種パッケージなど製造しています。ユニークな紙パッ

TEL

054-281-9870

URL

https://purasu.localinfo.jp/

担当

代表取締役

出展商品

住所

製品「ななめもーる」や付箋などのユニークで機能的なステイショナリーを企画しOEMやノベル
ティに提供しております・・・さらに「PEN&DELE］
ブランドで海外販売戦略を展開しております。

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

http://www.taiseibijutsu.jp/
代表取締役社長

新保 大八

ひっくり返して大変身！創造力を刺激するやわらかブロック
new-sense educational silicone toy "nocilis series".

東4SME-072
大阪府

BOXYというオリジナルブランド、
メガネケース。

出展商品

Original brand "BOXY"．Our main products are eyeglass cases．

ICI Design Institute Inc.

子どもの発想力を引き出す知育玩具ノシリス、他
Educational silicone toy nocilis series.[Made in Japan]

ひっくり返しておさえて、形の変わる特許取得のシリコン積み木です。遊びながら手指
の発達を促します。煮沸消毒もできる安全性と、創造力と想像力を刺激する画期的な知
育玩具として、専門家からの評価も高く、
メディア掲載多数。キッズデザイン賞、大阪製
ブランド認証。

We started this eyeglasses brand "BOXY" in 1975．Since then, we have been pursuing the
function and design of eyeglass case．We also exhibit some cases that make you enjoyed
visually.

A square changes into a butterﬂy, and various images appear by ﬂipped out or squeezed.
This kind of play encourages creative-thinking and tactile learning. Good design prize, iF
product award etc., receiving many prizes.[Made in Japan]

■企業情報

■企業情報
住所

1974年に創業。BOXYというメガネケースブランドを立ち上げました。以来42年以上BOXYにし

〒132-0035 東京都江戸川区
平井4-19-20
4-19-20,Hirai,Edogawa-ku,Tokyo,
132-0035,Japan

かないオリジナルメガネケースを生み出し続けている。企画から製造、販売まで、一貫して行ってお

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

（有）アイ・シー・アイデザイン研究所

たかがメガネケースされどメガネケースですがメガネケースは大切なメガネを保護す
る役割があります。当社は1975年からBOXYというオリジナルブランドを立ち上げ、
メ
ガネケースの機能、デザインを追求しつづけてきました。視覚で楽しんでもらえるケー
スも展示しております。

We started this eyeglasses brand "BOXY" in 1974. Since then, we have produced some
original eyeglass case．We are engaged in planning, manufacturing and sales．Our main
products are eyeglass case, OME eyeglass case,OME hearing aid case and so on．

03-3552-3830

URL

PRESIDENT Daihachi Shimbo

Takahashi optical case K.K.

ります。主力商品メガネケース、OEMメガネケース、OEM補聴器ケース。

TEL
担当

髙橋ケース（株）

■企業PR

〒104-0043 東京都中央区湊1-9-9
1-9-9,Minato,Chuo-ku,Tokyo,104-0043,
Japan

弊社は創立64年の総合印刷会社ですが、一般印刷の他『広告文具』ブランドを立ち上げ特許取得

President Tsukasa Osuga

I can't help taking it!" I want the customers to say this words when they ﬁnd our products.

東京都

■企業情報

■企業PR

大須賀 司

『思わず手に取りたくなる』そんな思いを形にしたメガネケース。
東4SME-070

「ななめもーる」
・
「フィットメイト付箋」

ご予算や使用目的に合わせてオリジナルデザインや仕様のメモ･付箋等のノベルティ
をご提案いたします。
ご要望をお聞かせください・・・弊社でしかできないユニークで訴求力のある販促品を
ご提供します。

Is it paper really? We create such an amazing products. Our paper products have a smooth
feeling, better writing feeling, and easy cutting that give you to the pleasure of new creative
activity world.

■企業PR

（株）大成美術印刷所
Taisei Bijutsu Printing Co.Ltd

東京都

額付き画用紙「ガクラフト」紙製カプセル「たまごボックス」等

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

TEL

03-3637-5411

URL

http://www.boxy.co.jp/

担当

代表取締役

髙橋 龍三

CEO Ryuzou Takahashi

住所

■企業PR
3次元CADを活用したデザイン、製品設計・機構設計、製造まで商品開発を行うデザイン事務所。自

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町
2-82-21-705
2-82-21-705,Yagumohigashi-machi,
Moriguchi-shi,Osaka,570-0021,Japan

社商品の展開を図っており、
「笑顔のデザイン」をコンセプトに使用側、作り側、考える側がともに満
足できる商品の提供を行っています。平成22年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者

TEL

06-6909-5095

として表彰されました。

URL

http://www.ici-design.co.jp

担当

…地域資源活用

代表取締役

飯田 吉秋

President Yoshiaki Iida

ICI Design Institute is actively involved mainly on industrial design,using large stock of
kwonledge of technolicies,materials and 3DCAD.

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

地域産業や工芸にこだわった上質なハンドメイドの道具
High quality handmade tools made by the selective use of regional products and the best craftsmanship.

東4SME-073

CODDLEはあなたの大切なものを守ります。

徳島県

Cohana

出展商品

Cohana

田島テクニカ（株）
TAJIMA TECHNICA Co.,Ltd

CODDLE+PAPERシリーズ
CODDLE+PAPER

CohanaはMade in Japanにこだわり、伝統的な匠の技術や素材産地と共に製作し
た、モダンで上質なデザインが特長。使いやすく実用的なハンドメイドをするための道
具です。

CODDLEは自社の加工技術・素材の特性を最大限に生かしたアイテムばかりです。
EVAを使用した立体看板の製作も出来ます。
また、比較的小ロットでのOEM、オリジナ
ル商品、緩衝材のご相談にも乗りますので、お気軽にご連絡ください。

Cohana of the modern and high-quality design is the integration of the Japanese traditional
artisan and the local materials. Every aspect of the product is made in Japan, making it an
easy to use and practical handmade handicraft.

CODDLE is only the item for which the special quality of the in-house processing technology
and copy was utilized to the full. OEM by a small lot also counsels original goods and
cushioning material relatively, so please make a contact any time.

■企業情報

■企業情報

■企業PR

住所

手芸・ソーイングの分野で培った経験と強みを活かし、新たなことにチャレンジできないか模索して
ことに注目し、
コレクションやギフトとして購入いただける商品を開発することになりました。
We have been pursuing to create the best tools for the joy of all those who love handicraft.
Handmade tool brand Cohana has been created, bringing you handcraft tools which can be
forever cherished as gifts, interior decoration and collections.

TEL

03-3241-2101

URL

http://www.kwgc.co.jp/

担当

代表取締役

出展商品

〒779-3404 徳島県吉野川市
山川町湯立402
402,Yudachi,Yamakawa-cho,
Yoshinogawa-shi,Tokushima,779-3404,
Japan

生まれたオリジナルブランドです。

TEL

0883-42-2176

URL

http://www.coddle.jp/

担当

代表取締役

田島 淳次

CEO Junji Tajima

CEO KEIJIRO KAWAGUCHI

Small fragrance for interior ﬂower and green products.

埼玉県

当社は、企画提案型のものづくり集団です。発泡体のスライス加工、
ラミネート加工、精密カット加工
を自社で一貫して行うことができます。CODDLEはEVAの素材特性や自社の加工技術を生かして

Our company is a manufacturing group of the plan suggestion type. CODDLE is the original
brand born using the material special quality of EVA and an in-house processing technology.

河口 慶二郎

インテリアフラワー、
グリーン商材専用の小さなフレグランス
東4SME-074

住所

■企業PR

〒103-0022 東京都中央区
日本橋室町4-3-7
4-3-7,Nihonbashimuro-machi,Chuo-ku,
Tokyo,103-0022,Japan

いました。道具がハンドメイドの道具としてだけでなく、生活雑貨や文房具としても利用されている

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

CODDLE will protect your important things

東4SME-075

（株）KAWAGUCHI
KAWAGUCHI Co.Ltd.

東京都
出展商品

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

町田ローソク
（株）
MACHIDA ROSOKU Co.,Ltd

ROSEROSINA
ROSEROSINA

キャンドルサシェ

CANDLE SASCET

創業40年以来のキャンドル製造技術が小さなフレグランスの中に凝縮されています。
ROSEROSINAキャンドルサシェがブリザーブドフラワ―やアーティフィシャルフラ
ワーにたおやかな香りを与えます。
Candle manufacturing technology since the foundation 40 years has been condensed in
small fragrance.ROSEROSINA CandleSachet gives a elegant fragrance to preserved ﬂowers
and artiﬁcial ﬂowers.

■企業PR

■企業情報
住所

キャンドル全般およびワックス加工品の製造販売。
自社で研究開発をし、
ワックスの処方から製品化ま

7-27,Nishikobari,Ina-machi
Kitaadachi-gun,Saitama,362-0811,Japan

でのすべてを自社で実施しています。近年ではワックスの特長を生かした香りグッズを中心に企画開発
しています。
We ｍanufacture and sale of candles in general and processed wax products.And in recent
years we have developed scented products that make full use of the features of wax.

〒362-0811 埼玉県北足立郡伊奈町
西小針7-27

TEL

048-728-9271

URL

http://www.candle-factory.jp

担当

代表取締役

町田 隆弘

President TAKAHIRO MACHIDA

…地域資源活用

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

南会津の伝統的な技術力とデザインが融合した食器とおもちゃ
Tableware and Toys combining traditional technology of Minamiaizu and high sense design

東4SME-077

手作り感のある鎚目が人気のステンレスカトラリーです。
東4SME-079

（株）マストロ・ジェッペット
Mastro Geppetto Corp

福島県
出展商品

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

出展商品

Wooden Toy and Biomass plastic tableware for Baby and Kids

弊社は「作り手」を大事にしたものづくりを行っており、製材から販売まで一貫して行っ
ているため、小回りが利くのも弊社の強みです。デザインにおいては、グッドデザイン
賞、
グッドトイ賞、TheWonder500など、複数の賞や認定をいただいております。玩具
以外のOEMやODMもお気軽にご相談ください。

（有）草土
SOHDO Co.,Ltd

滋賀県

木製玩具・乳幼児向け食器（バイオマスプラスティック）

キッチン・
ダイニング

ステンレスカトラリー

WASABIシリーズ

一見錫とも思えるこのカトラリーは、
ステンレスでできています。
まるで職人の手で打ち
だしたような鎚目が、無機質なステンレスに暖かみと高級感を与えています。また、傷
も目立ちにくく和食器・洋食器にもよく合います。
These random patterns look like the handiwork of a blacksmith. However,Wasabi Cutlery is
made of stainless steel with a pressing process by Japanese cutlery artisans. And a nice
characteristic of stainless steel is that it does not show scratches.

Our company cherishes the manufacturer and manufactures. Since we are consistent from
lumber to sales, the advantage of small turning is our strength. We have received multiple
awards, such as Good Design Award in Japan. OEM and ODM are available.

■企業情報
住所

■企業PR

66,Minamisimohara,Tajima,
Minamiaizu-machi,Minamiaizu-gun,
Fukushima,967-0004,Japan

マストロ・ジェッペット社は、福島県南会津にて製材所＋木工職人＋デザイナーによって2010年設
立された木製玩具の会社です。2015年より食器のデザイン企画開発に着手しました。インテリア

〒967-0004 福島県南会津郡南会津町
田島南下原66

■企業情報

■企業PR

住所

本業の陶器製造販売の傍ら、オリジナル商品を国内外様々な異素材の商品を作成しています。

〒529-1851 滋賀県甲賀市信楽町
長野1497-56
1497-56,Nagano,Shigaraki-cho,
Koka-shi,Shiga,529-1851,Japan

商品のデザイン性にも定評があり、陶器の場合は、独自の焼成方法及び釉薬調合の技術がある為、

性、
コミュニケーション力のあるハイセンスなデザインを採用して、国産の高い技術力で安全かつ高

TEL

0241-62-1600

品質に作り上げています。

URL

http://www.mastrogeppetto-jp.
com

TEL

0748-82-2413

URL

http://www.sohdo.com

担当

代表取締役

担当

Mastro Geppetto cooperation is the company making high quality woodworking toys,
established by sawmills and woodworking craftsmen and designers at Minami Aizu in 2010.
We began designing and developing tableware from 2015. All made in Japan.

他社との差別化を図れます。現在の主力商品はWASABIステンレスカトラリーです。

児山 文彦

CEO Fumihiko Koyama

水陸両用！お風呂もお部屋も傷つけずに遊べる新しいステッカー
東4SME-078
東京都
出展商品

代表取締役

福田 英明

President HIDEAKI FUKUDA

ファンシー・
ホビー・キッズ・
ステーショナリー

割れない陶器風アルミ食器アルミックの「むすび」
シリーズ8点
Eight pieces of Musubi series from Almic, the unbreakable ceramic-like aluminium tableware

東4SME-080

（株）アポロ製作所
Aporo Manufacturing Co. Ltd.

富山県

遊べる・彩れる！
壁を傷つけない新しいバス・ウォールステッカー

出展商品

キッチン・
ダイニング

（株）砺波商店
TONAMI SHOTEN Co.,Ltd

割れない陶器風アルミ食器アルミックの「むすび」シリーズ
Musubi series from Almic, the unbreakable ceramic-like aluminium tableware

特徴1.オフセット並みの高画質を実現（とにかくきれい！従来品よりも高画質の品質は
オンデマンドでは業界トップクラス！）特徴2.特殊オンデマンド製法（高額な版・型代が
不要。少量多品種でも作成可能！）特徴3.高品質・高性能（独自の技術で貼りやすく、剥
がしても糊が残らない！様々な凹凸のある壁にも対応）

割れない陶器風アルミ食器アルミックを展示し、来場者に対しては、実際にその場で床
に落として頂き、割れない事を体験して頂きます。
まだ、介護施設など医療関係の給食
施設に於いて、一定量のサンプル提供し、モニターを行って頂き、実際の購入に繋げて
いくよう注力します。
Visitors can try dropping Almic, the unbreakable ceramic-like aluminium tableware, at our
exhibition booth to see for themselves how unbreakable this product is. Samples will be
provided to nursing homes and cafeterias at medical institutions so that customers can use
and ﬁnally purchase the product.

■企業PR

■企業情報
住所

中国や同業他社がわからない・できない・やりたくないとしたものづくり、特殊印刷加工が得意な元気

Aporo Bldg.,1-49-11,Nishinippori,
Arakawa-ku,Tokyo,116-0013,Japan

な町工場です。特殊印刷加工（UVシルクスクリーン印刷、特殊インクジェット印刷等）及びステッカー・
マーク・メタルプレート、
サイン等製造のノウハウを生かした、
ノベルティーや雑貨が主力商品となって
おります。

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里
1-49ｰ11 アポロビル

TEL

03-3802-3291

URL

http://www.aporo-ss.co.jp/

担当

代表取締役社長

白井 健一

President & CEO Kenichi Shirai

■企業情報

■企業PR

住所

〒933-0804 富山県高岡市問屋町75
75,Tonya-machi,Takaoka-shi,Toyama,
933-0804,Japan

アルミ素材をベースに、食品衛生法に適応した耐熱塗料を、焼成時間と温度を工夫する事で、多重
層に塗装して、陶器の色調と質感を表現した、落としても割れない陶器風アルミ食器「アルミック」

TEL

0766-21-1677

シーンでの贈り物に最適です。

URL

http://www.tonami-tkm.co.jp

Almic is ceramic-type aluminium tableware made from aluminium using a heat-resistant
coating that complies with the Food Sanitation Law. By adjusting the temperature and ﬁring
time, multiple coatings express ceramic-like colours and texture. This product does not break
when dropped, is lightweight, and is ideal for children and the elderly as it is safe to use. It is
an ideal gift for weddings and other celebrations.

担当

は、軽量でお年寄りからお子様まで、安心してお使い頂けます。結婚式などの引出物やめでたい

…地域資源活用

代表取締役社長

礪波 俊吉

Toshikiti Tonami

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

味と香りを、調える。Jewelry・Glass

キッチン・
ダイニング

Set up the taste and the fragrance. Jewelry・Glass

東4SME-081

出展商品

出展商品

Jwelry・Glass

虹やオーロラと同じ現象を吹き込んだ、
まるで宝石のように輝くJewelry・Glassは、赤
ワインを注げばルビー色に、
ウイスキーを注げば琥珀色にと、注ぐものによって何通り
にも表情を変えます。
また、
ミラーなのに透けるグラデーションカラーが輝きに趣を与
え、使い手を楽しませてくれます。

住所

きな支持を得ています。

〒427-0103 静岡県島田市中河528-1

〒307-0001 茨城県結城市結城12-2

0547-38-1414

0296-33-3111

http://nissho-kogyo.jp/wordpress/

結城紬の可能性を日々探求し、希少な素材である「真綿」の良さをいかしたものづくりを行います。

TEL

URL

URL

http://www.yukitumugi.co.jp

担当

企画営業部 部長

With the technical succession of home Yuki-tsumugi registered with UNESCO Intangible
Cultural Heritage, I search possibility of new Yuki-tsumugi and perform the manufacturing
that kept a good point of "the silk ﬂoss" which is rare material alive.

担当

小長井 克久

Planning and Sales Department Manager
Konagai Katsuhisa

クラフト・
伝統

COLOR YOUR LIFE WITH HAGIYAKI

出展商品

住所

TEL

生活のワンシーンに萩焼を…

山口県

■企業情報

■企業PR
古来より継承されてきた本場結城紬の技術は、2010年にユネスコ無形文化遺産に登録され、国の

Jewelry-glass is created by ﬁnest titanium and the best craftsman technology.
It coated titanium applied space technology and created each one carefully in our workshop.
Due to its high technical capabilities, making arts and objects in the world.

東4SME-082

Shawl by making use Yuki-tsumugi of technology

528-1,Nakagawa,Shimada-shi,Shizuoka,
427-0103,Japan

最上級のチタンと最高の職人技術によって創られたJewerly・Glassそして、宇宙開発技術を応用
技術力により、世界中の美術品などを手掛けながらも自らもコレクションにて世界の愛酒家達に大

結城紬の技術をいかしたショール

Silk fabric to represent Japan,Yuki-tsumugi.By weaving the spun from ﬂoss silk yarn,when
touched to the skin comfort is born and amazing lightness and soft.I would like you to touch
product with ancient wisdom to many people.

■企業情報

したチタン加工は、自らの小さな工房にて頑なにひとつひとつ丁寧に創りあげています。その高い

奥順（株）

日本を代表する絹織物、結城紬。素材である真綿から丁寧につむがれた糸を織ること
で、驚くほどの軽さとやわらかさ、そして肌に触れたときの心地よさがうまれます。ぜひ
多くの方に、先人の知恵とともに製品に触れていただきたいと思います。

The Glass shining like a jewelry is same phenomenon with the rainbow and the aurora.The
color changes with the color of the drink poured for this glass.Though it's a mirror, the
transparent gradation color gives the appearance to delights the users.

■企業PR

クラフト・
伝統

Okujun Co.,Ltd

茨城県

Jewelry・Glass

まとう喜びを

The form of the Yuki-tsumugi joy that wears for you

東4SME-083

SUNFLY（（株）日翔工業）
SUNFLY

静岡県

新しい結城紬のかたち

重要無形文化財にも指定されています。その本場結城紬製品とともに、合理化した技術で織られる

会津漆器の伝統技法
東4SME-084

（有）萩陶苑
SHUTOEN Co.,Ltd

福島県

現代のライフスタイルに溶け込む萩焼の器

出展商品

The traditional pottery "HAGIYAKI" that match the modern life style

400年の伝統から得た技術と、やさしい色合いなど、
「 萩焼」の持つ良さを生かしなが
らも、現代のライフスタイルに溶け込むモノづくりに努めています。一定品質の商品を
量産できる設備をもつ窯元としての強みを活かして、
「萩焼」をもっと身近に感じてい
ただけるようなデザイン、色合い、価格帯の商品を展示いたします。

12-2,Yuki,Yuki-shi,Ibaraki,307-0001,
Japan

代表取締役

奥澤 武治

CEO Takeji Okuzawa

会津絵

クラフト・
伝統

（有）遠藤正商店
ENDO TADASHI SHOUTEN Co.,Ltd

会津漆器

会津絵

会津絵は、会津塗独特の伝統的な漆蒔絵です。松竹梅と破魔矢、糸巻などを 桧垣を思
わせる雲形の縁取りの中に配した縁起の良い吉祥文様は、武家文化の色合いを強く
残した印象的な技法です。

"HAGIYAKI",a traditional pottery made in Hagi, has tradition of 400 years.We are one of the
potteries that can mass-produce HAGIYAKI that match the modern life-style. We want to
apeal the charm of HAGIYAKI through the products of our pottery.

■企業PR

■企業情報
住所

らも、現代のライフスタイルに溶け込むモノづくりに努めています。モノづくりを通して、萩焼の魅力

〒758-0061 山口県萩市大字椿3775
3775,Tsubaki,Hagi-shi,Yamaguchi,
758-0061,Japan

1974年創業の萩焼窯元。伝統から得た技術と、やさしい色合いなど、萩のもつ良さを生かしなが
を発信し、長く愛される日本の伝統産業として「萩焼」を遺せるよう努力しています。

TEL

0838-22-2441

URL

http://www.hagiyaki.co.jp/

We've made "HAGIYAKI" ,a traditional pottery made in Hagi,Yamaguchi since founding in
1974.We're trying to manufacture "HAGIYAKI" that match the modern life-style.We want to
tell many people the charm of "HAGIYAKI" and hand over in the future.

担当

代表取締役

■企業情報

■企業PR

住所

会津の伝統工芸品や張り子等の民芸品を、現在のライフスタイルに合った商品として再生させ新た

〒965-0056 福島県会津若松市
金川町1-4
1-4,Kanagawa-machi,Aizuwakamatsu-shi,
Fukushima,965-0056,Japan

な伝統として継承していく、物作り企業を目指しています。郷土に根付く民工芸において繊細かつ
柔軟な技術を持つ職人と共に、製販一体となった商品開発を得意としております。

礒部 直樹

TEL

0242-23-1567

URL

http://www.ten-craft.com/

担当

President Naoki Isobe

代表取締役

遠藤 明美

Managing Director AKEMI ENDO

…地域資源活用

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

出雲のご縁で結ぶ
東4SME-085

出雲大社表参道

クラフト・
伝統

出雲大社表参道「出雲

出展商品

出雲大社表参道の登録商標「縁結び箸」は多くの雑誌・ＴＶなどマスコミに取り上げら
れ、大切な人へのご縁を結ぶ贈り物としてのギフトやご縁で結ばれた仲間が集う各種
大会記念品、又法人様からお客様へのご縁を結ぶ感謝の品としてご採用いただいてい
ます。
ご縁に気づき、
ご縁で結ばれ、
ご縁で生かされるー出雲 縁結び箸。

住所
縁結び箸」他ご縁を結ぶ商品を販売し、出雲のより良き

〒691-0001 島根県出雲市平田町991
991,Hirata-cho,Izumo-shi,Shimane,
691-0001,Japan

弊社は島根県出雲市に本店を置く、創業109年（明治40年）の会社です。60年ぶりの大遷宮を終え
た出雲大社表参道において登録商標「出雲

蒼築舎（株）

左官仕事による調理器具・壁掛け飾り

石灰とスサを混ぜた土を何層にも塗り付けた後、鏡のように磨き上げる「大津磨き」と
いう左官の伝統工法で作られた作品は、土本来の柔らかい光沢とフォルムが美しく、
イ
ンテリアとしても楽しんでいただけます。左官職人がひとつひとつ心を込め手作業で御
作りしております。

■企業情報

ご縁を全国にお届けする為、平成28年秋より全国にアンテナINショップの展開をスタートしました。

クラフト・
伝統

Sochikusya Co.,Ltd

三重県

縁結び箸」

■企業PR

土磨きの美しさ、日本の土の文化を後世に伝える。
東4SME-087

縁結び箸（（有）ひらの屋）

Izumotaisha Omotesando Enmusubibashi Hiranoya Co.,Ltd

島根県
出展商品

感謝の贈り物「出雲 縁結び箸」

■企業情報

■企業PR

住所

建築及び左官仕上げによる内外装仕上げの設計/施工/管理。

〒510-0031 三重県四日市市浜一色町
16番35号
16-35,Hamaisshiki-cho,Yokkaichi-shi,
Mie,510-0031,Japan

かまど・土のプロダクトデザイン製作/販売。

TEL

0853-63-4649

URL

http://www.enmusubi-izumo.com/

TEL

059-397-7444

本店 代表取締役

URL

http://tutikabe.net/

担当

平野 裕二

担当

Honten ceo Hirano yuji

代表取締役

松木 憲司

CEO/PLASTERER MASTER Kenji Matsuki

知事指定 大阪の伝統工芸品 和泉蜻蛉玉 伝統を伝説にしない
Tradithional Crafts of Osaka Izumi-tombodama. I do not make a tradition a legend

東4SME-086
大阪府
出展商品

クラフト・
伝統

日本伝統技法組子細工と意匠象嵌を用いたデザイナーズ木工製品
Designers' wood product using the Japanese traditional technique set child workmanship and inlay

東4SME-088

山月工房
Sangetsukobo

富山県

和泉蜻蛉玉の装飾品・古からのガラス棒（新材料）
・彫り物の目

出展商品

（株）河島建具
KAWASHIMATATEGU Co.,Ltd

『日本伝統木工技術おもてなし製品−TATE GOOD−』

Eyes of accessories, old glass stick (relay), the carving of the Izumi-tombodama

"Japanese traditional woodworking technique hospitality product-TATE GOOD-"

当工房は、奈良時代以前からの伝統を忠実に継承する唯一の工房です。
この技術で世
界遺産である京都の宇治 平等院鳳凰堂 阿弥陀如来坐像（国宝）の瓔珞を（平安時代
に付いていた垂れ飾り）復元しました。

当社の建具職人が魅せる精巧な組子細工・象嵌など日本の高度手加工伝統技術は、繊
細さと力強さ、柔らかさなどさまざまな表現力を秘めている。和建具の技術の一面を表
現に用い、時代のニーズに合った製品へ開発を進め、日本の心の文化おもてなし製品
として形をかえ、世界中の幅広い年齢の方に触れて使っていただきたい。

Our studio is the only studio succeeding to a tradition from the past faithfully in the old. I
restored the necklace of the Uji "Byodo-in Temple Chinese phoenix temple" of Kyoto that
was a world heritage Amitabha sedentary image in this technique.

■企業PR

Japanese high hand processing woodworking technique keeps the expressive power in
delicacy, forcefulness and softness the set child workmanship and inlay. It's to a way to the
all over the world as a cultural hospitality product at the Japanese heart.

■企業情報
住所

大阪の伝統工芸品「和泉蜻蛉玉」世界で唯一の伝統技術を継承、当工房ただ1件で製造していま

〒594-0065 大阪府和泉市観音寺町
862-5
862-5,Kannonji-cho,Izumi-shi,Osaka,
594-0065,Japan

す。
また、先代亡き後、長女の松田有利子がただ一人となり現在も技術を継承しています。
It produces the only tradition techniques in our succession studio mere one case in the
world. In addition, Yuriko Matsuda of the eldest daughter becomes only alone and succeeds
to a technique after death of predecessors in the family line now.

クラフト・
伝統

TEL

0725-46-2670

URL

http://izumi-tombodama.com/

担当

代表

松田 有利子

Representative Yuriko Matsuda

■企業情報

■企業PR

住所

高度手加工技術を保有し、創業83年を迎える。生産はその都度お客様のニーズに合わせたオー
ダーメイド型であり、組子細工の高精度はもちろんの事、当社の独創的なデザイン性はお客様に大
満足頂いております。

TEL

0763-32-0105

URL

http://kawashima-tategu.com/

担当

代表取締役

河島 隆志

Company Executive Kawashima Takashi

A designers' high hand processed product by our joinery person who inherited a carpenter
traditional technique by which Japan takes pride in its set child workmanship, bend
technique and inlay technology, for a customer, big, you're satisﬁed.

…地域資源活用

〒939-1324 富山県砺波市荒高屋511-2
511-2,Aradakaya,Tonami-shi,Toyama,
939-1324,Japan

当社建具職人には、組子細工技法や曲げ技法、象嵌技術など日本が誇る木工伝統技法を受継いだ

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

上質でおしゃれな「和泉木綿」By2ストールシリーズ

クラフト・
伝統

Elegant and fashionable "Izumi Cotton" By2 Stole series

東4SME-089

出展商品

出展商品

By2 Stole

婦人衣料雑貨部門において人気の高いコットンストール。色違いを揃えるリピーターも
多く、
ちょっとした外出時のファッションアクセントとして、紫外線防止として、冷房対策
から防寒対策まで、年中使える便利さが受けてます。古色の美・ベンガラ染と京染・引き
染の2通りの染技法を活かした1点物。

住所

東京オリンピックが開催される2020年に、創業101年目を迎えます。日本の風土に中で、永年にわ

■企業情報

〒590-0813 大阪府堺市堺区神石市之町
16-16
16-16,Kamiishiichino-cho,Sakai-ku
Sakai-shi,Osaka,590-0813,Japan

たり庶民の生活に密着し育まれてきた小巾白木綿の素材に、注染本染を駆使した製品（歌舞伎・落

We will mark the 101st anniversary in 2020, the Tokyo Olympics year. We design and
produce Yukata (summer kimono) and Tenugui (Japanese towel) on dying to white cotton.
They are essential for Japanese traditional arts such as Kabuki, Rakugo, Buyo.

TEL

072-261-9425

URL

http://izumimomen.com

担当

代表取締役

京都府
出展商品

住所

■企業PR
〜漆の文化を伝える漆器〜使う程に美しく変化し愛着を感じる漆器。古くから日本の文化として育

平山 康夫

クラフト・
伝統

な材料と技術を使い、現在の暮らしに自然に溶け込む漆の器を作っています。

peace dye

出展商品

「新万葉染め」を応用した加工技術での商品及びサービスを提案してます。自然の色で
染められたこれらのアイテムは優しい笑顔と共に風景や香りを想像する事ができ体験
できます。

担当

宮﨑 愛

クラフト・
伝統

ラブジャパンブランド
（株）
LOVE JAPAN BRAND Co.,Ltd

真田紐キーストラップ、真田紐ペンケース等
Sanada Tibbon Key Strap、Pen Casem、etc

It is the string of the tradition industrial art object which a Japanese samurai
SANADA made.

住所

京染の技術伝承と環境に優しいモノづくりを中心に捺染と染めの加工している工場です。福祉施設

〒600-8107 京都府京都市下京区五条通
室町西入東錺屋町165番地 林英ビル3F
3F,Hayasiei Bldg.,165,
Higashikazariya-cho,Shimogyo-ku
Kyoto-shi,Kyoto,600-8107,Japan

と栽培・加工契約を結び「新万葉染め」の新技術開発を進めています。先代目で呉服屋を廃業した
場を目指しています。

代表

Miyazaki Ai

YUKIMURA

■企業情報

「川端商店」を10年ぶりに復刻。工場内ワークショップも同時運営し今では地元に愛される染や工

http://okinamorinokiniain.wixsite.
com/urujyu

戦国武将である真田幸村が刀の柄に巻いたと言われる真田紐は、織り柄が美しく強く
丈夫な紐として現代の伝統工芸品として残っています。その真田紐を製品にしました。
サムライの心がいつまでも残りますように。

peace dye is the name of dyeing by natural pigment. that is, the material is plants or insects
and so on Furthermore,it which use just only organic solvent are good for your health.

■企業PR

080-6116-2047

URL

It is the string which a samurai YUKIMURA SANADA wrapped the sword with.

長野県

one cup hippie product

TEL

戦国武将真田幸村が刀の柄に巻いたと言われる真田紐
東4SME-092

peace dye（カワバタプリント）

〒622-0013 京都府南丹市園部町
本町28
28,Honmachi,Sonobe-cho,Nantan-shi,
Kyoto,622-0013,Japan

まれてきた漆を、今を生きる作家の手を通してこれからの未来へも伝えたい。そのために、伝統的

Lacquer ages beautifully with use, and will become a part of you.
Long been part of Japan since ancient times, we as makers hope to pass on these traditions
to future generations.

CEO Hirayama Yasuo

30second Natural dye
東4SME-090

(Category) urushi ware (Name) form of cloud, trace of ﬁreﬂy

These urushi are made with traditional technique,but the design is very modern.So these
urushi ware not only mach japanese style but various life styles. After long time use,urushi
will return to dust.It remind you of circulation of life.

■企業情報

語・舞踊などの伝統芸能に不可欠な浴衣・手拭などの文化的商品他）を企画製造販売しています。

（製品・技術）京漆器（商品名）雲の象、手跡

伝統的な京漆器の技法でありながら、モダンなデザインは和だけでなく洋の食卓にも
自然に溶け込みます。多様なモノであふれる現代で、長くお使いいただいた後、やがて
土に還っていくのが漆の器。命の循環を思い出させてくれます。

Cotton Stole is nowadays very popular for women's fashion. You can enjoy it through the
year as a fashion item, and protection from UV rays or chilliness. Let's enjoy the beauty of
Japanese color and our special dying skill whenever you use it.

■企業PR

urujyu
Urujyu

京都府

By2ストール

クラフト・
伝統

Lacquer ages beautifully with use, and will become a part of you.

東4SME-091

平山繊維（株）
Hirayama Textile Co.,Ltd

大阪府

毎日使う、変わりゆく、愛しい漆器〜

TEL

075-343-4817

URL

http://kawabataprint.com/

担当

代表

川端 康夫

■企業情報

■企業PR

住所

伝統工芸品（帯、真田紐、着物地）を新たな形で提案した商品の企画、開発、デザイン、
プロデュース

〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町
長倉2722-1 ラ・カーサフェリーチェ B204
B204,2722-1,Nagakura,Karuizawa-machi,
Kitasaku-gun,Nagano,389-0111,Japan

を行い、日本文化と共に世界へ発信。代表者のデザイナーとしての経験を活かした商品をジャパン
ブランドとして日本国内はもとより、世界へ輸出を広げています。現在の主力商品は真田紐製品。
I plan the product which arranged a Japanese tradition industrial art object into modern form
and sell it.

TEL

0267-45-3719

URL

http://www.lovejapanbrand.com/

担当

Representative Yasuo Kawabata

代表取締役

鈴木 衣里子

CEO ERIKO SUZUKI

…地域資源活用

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

伝統的なつづれ織りを、現代的な視点で見つめ直しました。
I looked back at the traditional tapestry with a modern perspective.

東4SME-093

色漆を使った伝統技法「漆絵」を描いたガラスウェア

出展商品

businesscardcase、bowtie, shuttleｍagnetbar

つづれ織りの良さは、独自の組織構造を持つ生地にあります。上質な質感、光沢は画像
からはその良さを十分に伝える事が出来ません。是非、実際に触れて、その目でお確か
め下さい。

（有）丸三漆器
Limited company Marusan sikki Co.,Ltd Co.,Ltd

岩手県

名刺入れ、蝶ネクタイ、金封ふくさ、懐紙入れ、マグネットバー

漆絵グラスシリーズ
Wine Glasses Decorated with Japanese Lacquer

木地から加飾まで一貫した物作りをしている工房です。オーダーメイド、OEMに幅広く
対応しております。
「漆絵グラスシリーズ」は外国人のお客様へのプレゼントとして人気
があります。価格帯も様々でブライダル、記念品にもおすすめです。漆の色や模様を
オーダーしたOEMにも対応しています。名入れも可能です。

The goodness of a tapestry is in a fabric having its own organizational structure.Quality
texture, gloss can not convey its goodness sufﬁciently from the image.Come and touch it,
please check with your eyes.

It is a rare workshop with a consistent process."Lacquer painting glass series" is popular as a
gift for foreign customers.Price range is also various, it is also recommended for bridal and
souvenirs.

■企業情報
住所

■企業PR

〒524-0011 滋賀県守山市今市町136-1
136-1,Imaichi-cho,Moriyama-shi,Shiga,
524-0011,Japan

4000年の歴史を誇るつづれ織りを、室町時代から継承している滋賀県唯一の織元です。動力を一
切使わない昔ながらの手織り機で、婚礼用の袱紗や名古屋帯等を長年制作してまいりました。昨

TEL

対応いたします。
ガラス、
プラスチック、金属等、天然木以外の材質に漆を塗ることができ、
「漆絵グ

http://www.kiyoharaorimono.jp

URL

ブランドURL
http://www.omuro-sohachi.com
代表取締役

清原 憲治郎

CEO KIYOHARA KENJIRO

道具としての化粧ブラシの分かり易いメリットをご体験ください。
Please feel clear difference of quality and merit by using our brushes

東4SME-094
広島県
出展商品

クラフト・
伝統

Takeda Brush Inc.

出展商品

cosmetic brushes, retractable brushes, washing face brushes, technical consultation for development

国民栄誉賞副賞のスペアを展示。技術者が新製品開発の技術相談を受け付けます。
「化粧ブラシを使うメリット」
「化粧ブラシの品質の見方」を、
どなたにも分かり易い形
で説明させていただきます。
オリジナルブランドが主軸の弊社ならではの、少量入荷の希少原料（毎回性質が異な
る）を使った限定品（新製品）も展示。

■企業PR

0191-75-3153

URL

http://hidehiranuri.jp/

担当

代表取締役

青柳 一郎

Representative Director Aoyagi Ichirou

クラフト・
伝統

いなせや（郡東京店）
KORI TOKYO TEN CO.,LTD

日本古来より続く腰下げ、巾着、合切袋などを提案します。

「祭り」
「江戸」のイメージを醸し出した江戸袋物。腰下げ、巾着、合切袋。当時は、細部
にこだわりを持ち、個性的なおしゃれを楽しんでいました。鯔では材料や江戸ならでは
の粋にこだわり、
ここにしかない、いなせな袋物を提案します。

■企業情報
住所

広島熊野の化粧ブラシの専門メーカー。国民栄誉賞副賞受注製造（2011年 内閣府 なでしこJAPAN）

〒731-4214 広島県安芸郡熊野町
中溝4-8-1
4-8-1,Nakamizo,Kumano-cho,Aki-gun,
Hiroshima,731-4214,Japan

常に世界初、世界一の製品開発をめざしており、今までに世界初、業界初の製品をいくつも生み出し、
世界からコピーの対象にされる事も多数。

TEL

実用新案、国内特許、国際特許等の実績も多くあります。

URL
担当

Cosmetic Brush speciality manufacturer that have many patents and metal patterns in
Kumano. Our Products had been used as gift by Government on National Honor Awardon
2011. We always keep in mind to make world best quality and world-ﬁrst products.

TEL

いなせな、粋な、受け継がれるべき日本の文化を現代に。

東京都

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

〒029-0523 岩手県一関市大東町
摺沢字但馬崎10
10,Tajimasaki,Surisawa,Daito-cho,
Ichinoseki-shi,Iwate,029-0523,Japan

It is a rare workshop with a consistent process.In the factory you can paint lacquer on
materials other than glass, plastic, natural wood."Lacquer painting glass series" fuses the
transparency of glass and the luxury feel of lacquer.

東4SME-096

（有）竹田ブラシ製作所

The hair name do not always make exactly reference for quality.
We must choice and know what hight quality would be.
Please look at our many species of real hight quality hairs in our choice.
And We have skill to take advantage of them.

住所

当工房は木地〜加飾まで一貫した工程を持つ希少な工房です。オーダー商品、各種OEMに幅広く
ラスシリーズ」はガラスの透明感と漆の高級感が融合します。

ます。

担当

■企業情報

■企業PR

077-583-5711

年、オリジナルブランド「SOHACHI」を立ち上げ、現代の感覚に合わせたプロダクトを展開してい

Tapestry weaving began in the 15th century BC with the Coptic weaving of Ancient Egypt.Our
company was started in the Muromachi Period. Legend says it was founded in Omuro, Kyoto.

クラフト・
伝統

Glassware depicting the traditional technique using color lacquer "Lacquer painting"

東4SME-095

（株）清原織物
KIYOHARAORIMONO Co.,Ltd

滋賀県
出展商品

クラフト・
伝統

■企業情報

■企業PR

住所

〒111-0054 東京都台東区鳥越2-2-5
2-2-5,Torigoe,Taito-ku,Tokyo,111-0054,
Japan

様々な素材にインクジェットプリントを施します。自社ブランドの製品を通して認知されていくこと
を目標にしています。

082-854-0144

TEL

03-3851-7131

http://takeda-brush.com/

URL

http://www.kori.co.jp/

代表取締役社長

担当

竹田 史朗

社長

郡 六勇

PRESIDENT KORI MUTSUO

President and Chief Executive Ofﬁcer
Shiro Takeda

…地域資源活用

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

象り、嵌める。手になじむ、暮らしになじむ、日常の象嵌。
Inlay craft called Zogan. Rustic but universal beauty, inlay products for daily use.

東4SME-097

日本国有数産地の華麗なる共宴!!この泡 絶品! 体感あれ!!
東4SME-099

（有）夢工房
Yumekobo Inc.

岩手県
出展商品

クラフト・
伝統

出展商品

Inlaid chopsticks, chopstick rest, tea saucer, clock, lighting

木地を彫り、貝の内側にある真珠層や色の異なる木をはめ込み、絵や模様を表した箸
や箸置等、木製のテーブルウェアや木製雑貨。世界遺産「中尊寺」の螺鈿に触発された
先代が生み出した独自の象嵌（ぞうがん）技法で作られる繊細な製品は、天然木の美し
い色合いや木目も楽しんでいただけます。

（株）ウチキ
UCHIKI Co.,Ltd

石川県

箸、箸置、茶托、
トレー、時計、ほおずき照明、等

クラフト・
伝統

産地コラボ漆磨カップ 金箔華シリーズ/箔銅華シリーズ

漆磨シリーズは、18-8ステンレスカップの内側を燕市の研磨技術で加工してあり、外
側には、山中漆器の塗装技術で漆芸調の落ち着いた味わい深い「高級感漂う逸品」に
仕上げております。付属品には、今治産の柔らかクロスや越前和紙コースターが添えて
あります。

We produce tableware and other miscellaneous goods with tradithional Japanese inlay
designs. Fragments of mother of pearl or variously-coloured pieces of wood are inserted into
carved recesses in a wooden base to create patterns or pictures.

■企業情報

■企業PR

住所

20-70,Murasakino,Kitakami-shi,Iwate,
024-0004,Japan

古くから伝わる工芸技法「象嵌」を弊社独自の技法に発展させ、色の異なる木や貝で模様をはめ込
んだ木製品の製造と卸販売。箸、和食器、和雑貨といった日々の暮らしにお使いいただける製品を、
岩手の女性達の手で一つひとつ丁寧に作っております。オリジナル品、OEM対応。
We creates wooden products inlaid with patterns and designs using pieces of shells and
different colored wood. Products such as chopsticks, dishes are made carefully and cordially
by women living in Iwate. We also take orders for original product.

〒024-0004 岩手県北上市村崎野20-70

TEL

0197-68-2230

URL

http://www.iwate-yumekobo.com

担当

代表取締役

岐阜県
出展商品

住所

今回の展示品であるステンレス製の漆磨カップシリーズは、従来の木/プラスチック以外の素材へ
加飾を施す事により、今までに無い「日本の伝統工芸の美山中漆器」の魅力の演出ができる商品と
なっております。

TEL

0761-77-1616

URL

http://uchiki-co.com/

担当

Representative Director and President
Hatsumi Fujita

クラフト・
伝統

Y's TEXTILE

クラフト・
伝統

Reﬁned Amber made of the oldeest amber in the world

出展商品

当社ジャガード織物の特徴である高級感のある生地をお客様のデザインで織物グッズ
（商品）にいたします。
プリントや写真とは違う当社独自の織技術でオーダーメイド商品
を提案します。先染めジャガード織物による高級感あふれる織物ポーチやコースター
さらには織物マウスパッドまで、今までにない新しい商品を提案いたします。

打出 浩喜

世界最古の琥珀で作られたリファインドアンバー

岩手県

ジャガード織物製品のオーダーメイド生地・織物パネル

代表取締役

President HIROKI UCHIDE

東4SME-100

Y's TEXTILE

〒922-0262 石川県加賀市柏野町イ61
61,I,Kashiwano-machi,Kaga-shi,
Ishikawa,922-0262,Japan

創業128年、伝統工芸山中漆器の塗装や蒔絵技術を用いて商品作りと販売を行ってまいりました。

藤田 初朱

お客様のデザインを当社技術で他社にはない最高級な織物にします
東4SME-098

■企業情報

■企業PR

久慈琥珀（株）
KUJIKOHAKU CO.,LTD

久慈琥珀 Amberlogue
Amberlogue

海外の琥珀4500万年前ですが、久慈産は8500万年前の恐竜が生きていた時代の琥
珀です。
この希少な琥珀を集めて作られたニューライン。
カジュアルにフォーマルに。温
もりとやわらかな輝きに満ちたジュエリーが凛とした女性の自分らしいスタイルを演
出します。
While world ambers are 45 million years old, Kuji amber is 85 million years old, from the era
of dinosaur. Our new line Amberlogue features this precious amber, made for both casual
and formal occasions, illuminating sophisticated styles of women.

■企業PR

■企業情報
住所

当社のジャガード織物の最大の特徴は、写真、
イラスト、デザインをほぼ原画の通りにジャガード織

4-78-2,Nakamaeborashin-machi,
Kakamigahara-shi,Gifu,504-0021,Japan

物で再現できることであり、複雑な柄を織ることができます。
この技術を活かしデザイン事務所への
オリジナルジャガード織物生地（服地やバック生地）、
プロ野球球団にグッズ（織物ポーチや織物トー
トバック、など）を製作しています。

〒504-0021 岐阜県各務原市
那加前洞新町4-78-2

TEL

058-371-7213

URL

http://www.ystextile-ori.com/

担当

安田 由美子

■企業情報

■企業PR

住所

国内最大の琥珀産地で唯一の専門工場で制作しています。昨年発表した新ブランドAmberlogue

〒028-0071 岩手県久慈市小久慈町
19-156-133
19-156-133,Kokuji-cho,Kuji-shi,Iwate,
028-0071,Japan

は、弊社オリジナル技術で作られた国内唯一のリファインアンバー商品です。
We are located at the biggest amber production area of Japan, operating the country's only
amber-dedicated workshop. Our new brand "Amberlogue," released last year, features the
only Reﬁned Amber products in Japan, realized with our unique skills.

TEL

0194-59-3821

URL

http://www.kuji.co.jp/

担当

Yumiko Yasuda

本部 代表取締役社長

新田 久男

PRESIDENT HISAO SHINDEN

…地域資源活用

・・・新連携

・・・農商工連携

・・・
「Rin crossing」参加メーカー

私たちについて
中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構（ 中 小 機 構 ）は 、日 本 の 中 小 企 業 政 策 の 総 合
的な実施機関として中核的な役割を担う経済産業省所管の独立行
政法人です。
全 国 ９ ヶ 所 に 展 開 す る 地 域 本 部 を 通 じ 、中 小 企 業 の 発 展 と 地 域 振 興
基 盤 の 強 化 を は じ め と す る 中 小 企 業 の 様 々 な ニ ー ズ に 対 し 、経 営 ア
ド バ イ ス 、研 修 、フ ァ ン ド を 通 じ た 資 金 提 供 な ど 多 様 な 支 援 メ ニ ュ
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事業紹介

マッチングWEBサイト

展示会・商談会

ポップアップショップ・販売催事

商品情報だけでなく、新しい
ライフスタイルを国内外に発信！

季節やテーマを設定した展示会・
商談会で、欲しい商品に出会える！

地域ならではの素材と
伝統技術を紹介！

●個々の商品の魅力度・商品力アップや売り
場展開イメージ創出に貢献
●日本各地の上質で地域性・デザイン性の高
い商品を紹介

●創り手から直接聞けるこだわりストーリーと
の出会い

●売り場の活性化・販売促進に向けたコー
ナー展開も可能

の皆様の新たな取組に対して、スタートから事業化までサポートします。
業計画により新たに開発された商品・サービスの販路開拓・拡大を支援
するプロジェクトです。NIPPON MONO ICHIとして販売会や展示商談
会の開催等、認定事業者と市場とをつなぐ取り組みを実施しています。
第83回 東京インターナショナル・ギフトショー春
新連携

地域資源活用

農商工連携

東京ビッグサイト 東4ホール
ブース番号：東4-T32-48

今回は、
【Amazing Souvenir Products by Rin crossing】
をブーステーマに、来日される外国の方が自国に戻ってからプライベートで
使用する自分への「Nipponのおみやげ」
をRin crossingの目線でセレクトしました。
日本独特の技術や日本らしいデザインを持った各地
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のMade in Japanをご紹介します。

