
中小企業総合展 in Gift Show 2018　出展企業一覧

会社名 都道府県 出展製品 ホームページ

アイオーティカーボン(株) 富山県 炭草花BLACK メンズシューキーパー http://iotc.co.jp/

(有)アイ・シー・アイデザイン研究所 大阪府 子どもの発想力を引き出す知育玩具ノシリス、他 http://www.ici-design.co.jp

(株)あかしや 奈良県 水彩毛筆【彩】/新毛筆【古都】/天然竹筆ペン/和紙ペンケース http://www.akashiya-fude.co.jp

奄美大島泥染め　肥後染色 鹿児島県 奄美大島泥染めＴシャツ・ストール・ブラウスetc http://dorozome.com/

ALART（丸信金属工業(株)） 栃木県 デザイン花器・彫刻・印刷アイテム http://www.alart.jp

アンベル(株) 愛知県 pentagon79/HEAT BLOCK/colont™ https://www.amvel.net/

育児工房（(株)オオサカヤ） 愛知県 ベビー肌着・ベビーウェア・ガーゼを使ったウェア・育児雑貨 http://www.ikuji-kobo.jp

伊田繊維(株) 群馬県 【日本製】作務衣・甚平 http://idaseni.com

市川織布工場 愛知県 イチオリガーゼ（ガーゼケット・ハンカチ等） http://ichiori.com

イヅハラ産業(株) 群馬県 世界初！超抗菌性ふわっふわっ美マスク http://izuharasangyo.co.jp

いなせや（郡 東京店） 東京都 合切袋、腰下げ（エイ革、オーストリッチ、蛇、チョウザメなど） https://koritokyo.wixsite.com/inaseya

岩月鬼瓦 GaRock（(有)岩月鬼瓦） 愛知県 GaRock”招鬼猫” http://www.e-oni.com/

岩手製鉄(株) 岩手県 岩鉄鉄器 http://iwateiron.co.jp/

ウイル企画(株) 千葉県 膝ケアクリーム、ネイルセラム、森の精、雪花ジェンヌ、AQUA http://www.willkikaku.com/

(株)植杢 滋賀県 ”癒しの空間つくり”「屋内ビオトープ」 http://www.uemoku.com

うららかGPSウォーク（(株)トレイル） 兵庫県 GPS機器内蔵可能靴”GPSウォーク®” http://www.uraraca.net/

(株)AH Products 東京都 LaLaCo (ララコ）チェア http://www.ah-pro.com/

(株)エトフ 兵庫県 EtoffeのOEMオリジナル製品 http://etoffe.jp/

(株)オーキッド 香川県 カードケース、小銭ケース、長財布（富嶽三十六景）、バッグ　など http://www.wristbd.info/orchid/index.html

大橋メリヤス 群馬県 昔ながらの編機で編んだ”ふんわりニット製品” http://amiza.net/

(株)オーラテック 福岡県 マイクロバブルシャワー・ピュアブル　　椿なのシリーズ化粧品 http://aura-tec.com/

(株)沖縄ＵＫＡＭＩ養蚕 沖縄県 Vilanjeシルクボディ スポンジ、シルクボディ パウダー http://www.okinawa-ukami.co.jp

奥順(株) 茨城県 結城紬　育てるショール http://www.okujun.co.jp

奥野かるた店 東京都 百人一首「入門敷島」　かるた「にほんごであそぼ」シリーズ http://okunokaruta.com/

OKKO真珠(株) 三重県 ロボジャリ、チームカックン4 http://www.okko.co.jp/

加栄レース(株) 群馬県 美濃和紙を編み込んだ窓に貼るレースシート http://www.kaeilace.com/

軽部草履(株) 山形県 竹皮草履‐竹粋‐、竹皮草履サンダル‐円竹‐ https://karubezouri.com

kinokoto ((株)アスカム） 静岡県 森の炭の森、炭のチョコラ、炭のルームウエア― http://www.ascam.net/

(同)きのわ 福島県 木はり絵アートキット http://www.kinowa.co.jp/

久慈琥珀(株) 岩手県 久慈琥珀Amberlogue http://www.kuji.co.jp/

(有)グッドワーク 香川県 くみくみダン　くみくみボール

蔵前産業(株) 群馬県 熱絞り紙容器・熱絞り布容器 http://www.kuramae.co.jp/

クルン(株) 大阪府 歯周ケアロールブラシ「クルン」「RUNDA」 http://www.kurun.co.jp/

(株)KEiKAコーポレーション 兵庫県 シルクモヘア　ショートニットブーツ http://www.keika.ne.jp

(株)ケンランド 山形県 ストール、タオル、プルオーバー、マスク、アームカバー、パンツ、ジャケット http://www.kenland.co.jp/
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(有)小池経編染工所 栃木県 座・布団（THE BUTON) http://www.nemuricom.sakura.ne.jp/

（有）佐賀ダンボール商会 佐賀県 有田焼の万華鏡、万年筆、オルゴール、腕時計、グラス、堺包丁等 http://www.arita-mangekyo.jp/

(株)サクラワクス 東京都 Sottiluna  TOKYO GA‐MA 革製品、ガマグチ、財布、ペンケースなど http://leather-handmade.com/

(株)サニーアワーズ 東京都 大豆と蜜蝋でできた石ころクレヨン、キッズタビ、ボタンタイなど http://www.sunnyhours.org

三代目板金屋（(株)山崎製作所） 静岡県 新商品コームＫＡＮＺＡＳＨＩ　3種「ブーケ」「ボタニカル」「リトルフラワー」等 https://www.bankin-ya.jp/

(株)シーダース 兵庫県 こねこのしっぽ http://seeders.jp/

(株)シオザワ 東京都 ①「描きGoKoRo」　　　②「はる楽ノート」 http://www.shiozawa.co.jp/

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

上越クリスタル硝子(株) 群馬県 トーンセンタープレート、カーブグラス、夕焼けのやま http://tsukiyono-kobo.jp

(株)浄法寺漆産業 岩手県 角杯セット、浄法寺漆器 http://www.japanjoboji.com/

昌和莫大小(株) 奈良県 はだし靴下 http://oleno.jp

(有)シラキ工芸　挑朕堂 福岡県 提灯照明　懐紙　貼箱　封筒　包装紙　ポチ袋キット http://www.chouchin.com/

(株)ジル・インターナショナル 東京都 MAISON MAYUMI/LE KOOGEI（ルコーゲイ） http://www.gil-inter.com/

新東(株) 愛知県 鬼瓦家守～onigawara iemori～ http://www.shintokawara.co.jp/

(株)鈴木茂兵衛商店 茨城県 すずも提灯(水府提灯) http://www.suzumo.com/

Studio08 愛知県 Rose drop https://www.facebook.com/studio08.glass

スフェラーパワー(株) 京都府 スフェラーランタン，スフェラースティック http://sphelarpower.jp/

(株)添島勲商店 福岡県 OTO/Soejima Tatami Insole http://www.soejima.com/

(有)竹田ブラシ製作所 広島県 化粧筆群、携帯用化粧筆群、洗顔ブラシ　製品開発等の技術的相談 http://takeda-brush.com/

(有)たけなか 山口県 夏みかんオイル「萩の雫（リモネン・精油）」 http://www.natsumikan.co.jp/

田島テクニカ(株) 徳島県 CODDLE＋PAPERシリーズ http://www.coddle.jp/

田中帽子店 埼玉県 埼玉県春日部市の伝統工芸品　麦わら帽子 http://tanaka-hat.jp/

団陶器(株) 長崎県 ｃｈａｔ（ポット）・ｓｗｉｎｇ（スパイスケース）　等々 http://www.danran-life.com/

(株)つかもと 栃木県 kamacco（1合土釜） http://www.tsukamoto.net/

(株)DMB 東京都 本革メッシュバッグ https://www.dmb-asakusamade.co.jp/

(株)TMプラネット 岩手県 世界にひとつ、本格蒔絵時計のアートな逸品「浄雅」 http://www.tokeishop.com

(有)豊岡クラフト 静岡県 「augmenter」ハンドバック、クラッチバック http://www.toyocraft.com/

(株)TRINUS 東京都 花色鉛筆 https://trinus.jp/

(有)中ぺン塗装店 青森県 マグピタシート・マグピタペイントの磁石が着く建材！ http://www.nakapen.jp

(株)中村製作所 広島県 Kei、Nao、Moe、Ａｉ　シリーズからなる　Lady n http://www.kumano-nakamura.jp

西垣靴下(株) 奈良県 高機能靴下・サポーターのブランド「エコノレッグ」商品 http://www.nishikutu.co.jp/

ハキハキ工房（ (株)クレオ） 宮城県 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 http://www.creo88.com

ハリマウス(株) 京都府 ハリマウス／切手・印紙貼器／連続投与出来るテープ剤貼器 http://harimouse.com

(株)ビッグバイオ 熊本県 自然界の微生物・天然素材を使用した製品の紹介 http://www.big-bio.com/

(株)ひのうえ松楽園 　香川県 インテリア盆栽『Jubon （ジュボン）』 http://jubon.jp/index.html
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Hime‐Kagura媛香蔵（三洋興産(株)） 愛媛県 Hime‐Kagura媛香蔵 http://kagura-store.com

福徳産業(株) 広島県 CuCuRa、吸ちゃん、高耐切創手袋、デオセル糸使用消臭靴下 http://fukutoku-sangyo.co.jp/

PROGRESS（(株)日翔工業） 静岡県 Jewelry・Glass http://nissho-kogyo.jp/wordpress/

フロロ ラッピング（(株)フロロ） 東京都 プリザーブドフラワー　ハーバリウム　完成品 http://www.florowrap.com/

(株) ベティスミス 岡山県 ECO BETTY http://www.betty.co.jp/

(有)北辰工業所 富山県 「ＦＵＫＩＴＯ］シリーズ、アルミ鋳物洋食器皿 http://www.meivan.com/meiban/index.html

前掛けAnything（(有)エニシング） 東京都 日本伝統の前掛け http://www.anything.ne.jp

まくらのキタムラ（(株)Kitamura Japan） 愛知県 オリジナル枕　ジムナストシリーズ http://www.kabu-kitamura.com/

(株)正木屋材木店 福島県 モダン神棚「かみだな」 しろ/むく/しろ×むく http://masakiyawood.com/

町田ローソク(株) 埼玉県 和蝋燭「花灯窓」 http://www.candle-factory.jp

(株)松井ニット技研 群馬県 ニットマフラー、帽子、手袋他小物 http://www.matsui-knit.com/

松葉畳店 静岡県 イ草香るブックカバー、igusaバブーシュ(新製品仮称) http://www.matsubatatamiten.jp/

(株)マハロカンパニー 香川県 【マハロバスケット】【マハロパイナポット】【スリープベール】 http://www.e-mahalo.co.jp

(有)丸三漆器 岩手県 漆絵ワイングラス・重箱セミオーダー http://hidehiranuri.jp/

丸中(株) 群馬 緒琵（おび）シリーズのポーチやインテリア雑貨と宝石染マフラー http://www.saien-marunaka.com

丸山繊維産業(株) 奈良県 蚊帳生地ふきん・タオル、蚊帳生地オーガニックタオル、枕カバー http://www.maruyama-seni.co.jp/

(株)丸利玉樹利喜蔵商店 岐阜県 RikizoTamaki(ｽﾘｰﾙ・ｱﾐｭｰｽﾞ・ﾌﾛｰﾗ) http://www.maruri.ne.jp

三星刃物(株) 岐阜県 和NAGOMI http://nagomi.mitsuboshi-cutlery.com/

南出メリヤス(株) 大阪府 ランダムリブニット(綿100％のリブ編みのニット) http://www.minamide.jp/

結姫（アクティライフ(株)） 福井県 巾着袋に・ペンケースに変わるご祝儀袋 http://actilife.co.jp/

 (株)モス山形 山形県 コケマット　コケボード　コケアート　苔玉、苔盆栽 http://mos-yamagata.com/

守田漆器(株) 石川県 山中ウスビキライト http://urusi.jp/

(有)やまうち 徳島県 徳島の藍で（天然灰汁発酵建て）制作した手作りの布製品 http://aizomeya.jp/

山田木管工業所 岐阜県 モダン神具シリーズ（神守　,神木, 神室） http://www.yamamoku-gifu.com/

山脇刃物製作所 大阪府 青一墨流し（ダマスカス）和包丁シリーズ/拵えシリーズ http://www.yamawaki-hamono.jp/

結納センターつちだ 香川県 水引で製作した、結納飾り・ブーケ・髪飾り・アクセサリー http://mizuhiki-studio.com/

(有)悠々庵 群馬県 祈りと癒しのお線香、天然香木のお線香、天然精油のお線香 http://www.youyouang.com/

(有)夢工房 岩手県 箸、箸置、木製コップ、茶托、トレー、ほおずき照明、等 http://www.iwate-yumekobo.com

Rompbaby（ロンプベイビー） / corom（コ

ロン）（(有)光巨プロジェクト）
神奈川県 corom「デザインを楽しむ、機能的なポーチ。」 http://www.rompbaby.co.uk

Y's TEXTILE 岐阜県 高級感のあるオリジナル生地製品 https://www.ystextile-ori.com/
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