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南4SME-01 富山県 天野漆器株式会社 螺鈿ガラス　金杯（万華鏡）　桜（貝入）黒 クラフト・伝統 ●

南4SME-02 愛知県 岩月鬼瓦 GaRock（（有）岩月鬼瓦） 鬼師kumiの瓦人形「鍾馗、アマビエ、招鬼猫」 クラフト・伝統

南4SME-03 愛媛県 fifu（（株）ウエイアウト) fifu 草木染オーガニックコットンマスク クラフト・伝統 ●

南4SME-04 東京都 株式会社エーゾーン 「ki-gu-mi」「wa-gu-mi」「si-gu-mi」 クラフト・伝統

南4SME-05 東京都 前掛けエニシング（（有）エニシング） 前掛け クラフト・伝統

南4SME-06 群馬県 加栄レース株式会社 【えんとくん】 クラフト・伝統

南4SME-07 東京都 株式会社柿沼人形 江戸木目込　招き猫 クラフト・伝統

南4SME-08 宮城県 有限会社川商 Jewel Kiriko クラフト・伝統 ●

南4SME-09 東京都 有限会社きれ屋 三布三用　三布前掛け クラフト・伝統 ●

南4SME-10 茨城県 株式会社鈴木茂兵衛商店 すずも提灯(「風鈴提灯えん」「MICシリーズ」) クラフト・伝統 ●

南4SME-11 愛知県 スタジオ０８ ガラスの漬物容器ミニ クラフト・伝統

南4SME-12 大阪府 株式会社デザインポケット 全国グルメ食品サンプル工作キット クラフト・伝統

南4SME-13 静岡県 デジタルファブリケーション株式会社 富士山麓檜を使用した微細な透かし彫り製品 クラフト・伝統

南4SME-14 大阪府 平井木工挽物所 黒檀・紫檀・屋久杉等世界中の銘木から作った万年筆とボールペン クラフト・伝統

南4SME-15 東京都 有限会社丸越商事 国産桐下駄を使用したサンダル・地球履優 クラフト・伝統

南4SME-16 東京都 株式会社森銀器製作所 善興作　純銀湯沸　立筋 クラフト・伝統 ●

南4SME-17 徳島県 有限会社森工芸 rays tray クラフト・伝統 ●

南4SME-18 長崎県 有限会社山下陶苑 nucca JIYUシリーズ 茶碗/箸置/プレート クラフト・伝統

南4SME-19 岩手県 有限会社夢工房 象嵌箸、箸置、木製コップ、小皿、茶托、トレー、等 クラフト・伝統

南4SME-20 大阪府 旭紡績株式会社 いとやのタオル ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-21 石川県 株式会社アシストエリア ATTE chouchou（メイン商品）、ATTEスプレーシリーズ ホーム・ライフスタイル

南4SME-22 栃木県 ALART　丸信金属工業株式会社 NOIR（花器） ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-23 埼玉県 株式会社アルナ 2019年グッドデザイン賞を受賞したALUMIUMシリーズ ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-24 愛知県 石川メリヤス有限会社 作業用手袋ブランド「サイコロ印」シリーズ ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-25 東京都 株式会社AH Products LaLaCoチェア ホーム・ライフスタイル

南4SME-26 大阪府 Formosaflowers（（株）永光） 人感センサー機能付き　LEDライトフラワー ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-27  京都府 株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所 衣服・布団に付着した飛沫・花粉・ダニを除去する各種吸引ブラシ ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-28 大阪府 ゑびす足袋　本舗（エビス（株）） 土踏まず丈の足袋『こたび』、くるぶし丈の足袋『くるたび』 ホーム・ライフスタイル

南4SME-29 岡山県 株式会社大島屋 「igusaism」シリーズ ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-30 愛媛県 株式会社オフィス・ラボ
ピタットチェア２０、ピタットクッション、ピタットテーブル、スマイ

ルチェア、杖ホルダー「つえポン」
ホーム・ライフスタイル ●
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南4SME-31 東京都 グラーストウキョウ株式会社 ペーパーインセンス、マスクスプレー、香の具、tetote　他 ホーム・ライフスタイル

南4SME-32 兵庫県 株式会社KEiKAコーポレーション プライバシーパネル付段ボールベッド　ひらいてポン ホーム・ライフスタイル

南4SME-33 大阪府 清水産業株式会社 （マイクロファイバー＆タオル）のプリント製品類全般。 ホーム・ライフスタイル

南4SME-34 長崎県 株式会社スワン 五島列島産つばき油配合洗濯洗剤・柔軟剤「ツバキスト」シリーズ ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-35 香川県 株式会社タナベ刺繍 風ドラ（”風を感じる”夏用ドライマスク） ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-36 岡山県 有限会社ニイヨンイチ サスティナブルデニムペットグッズ ホーム・ライフスタイル

南4SME-37 奈良県 株式会社日本抗菌総合研究所 HOTAPA+薬用ハンドジェル（消毒ノンアルコールジェル） ホーム・ライフスタイル

南4SME-38 和歌山県 有限会社橋爪商店 思わず頬ずりしたくなるバスマットプレミアム ホーム・ライフスタイル

南4SME-39 新潟県 有限会社畑山建築 アクリルスティックディフューザー ホーム・ライフスタイル

南4SME-40 香川県 株式会社マハロカンパニー
【マハロバスケット】　【パイナポット】　【マルシェバッグ（2020年

12月発売予定）】
ホーム・ライフスタイル

南4SME-41 群馬県 丸中株式会社 ダンシャット（本体ごと凍らせせて使うネッククーラー） ホーム・ライフスタイル

南4SME-42 山形県 株式会社モス山形 苔盆栽・苔テラリウム手作りセット　苔盆栽　苔パッケージ ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-43 岐阜県 山田木管工業所 木枠付き飛沫感染防止パネル ホーム・ライフスタイル

南4SME-44 新潟県 合同会社アルチザン 急須、茶筒、タンブラー、酒器、カトラリー キッチン・ダイニング

南4SME-45 東京都 稲元マーク株式会社 アルミ素材のミニマルな美を表現した容器　ＳＥＮ（せん） キッチン・ダイニング ●

南4SME-46 福岡県 神楽フィースト株式会社 神楽デキャンタ（透明、緑、青、赤（新色）の４色＋エッチング） キッチン・ダイニング

南4SME-47 岐阜県 芳泉窯（（有）カネ芳製陶所） 『likestone』 キッチン・ダイニング

南4SME-48 佐賀県 株式会社大慶 究極のごはん鍋CRC＆有田焼食卓セット キッチン・ダイニング ●

南4SME-49 和歌山県 株式会社角田清兵衛商店 紀州桧くり抜き弁当箱（食洗機対応） キッチン・ダイニング ●

南4SME-50 京都府 株式会社西川貞三郎商店 酒器渕花小紋：京焼・清水焼ｘ曲げわっぱ キッチン・ダイニング ●

南4SME-51 和歌山県 塗り工房ふじい
黒江塗り食洗器対応木製漆器「MUKU」　食洗器対応漆ガラス漆器

「MAJO」
キッチン・ダイニング

南4SME-52 福井県 株式会社ふくいブルー 福井市原産笏谷石でつくった酒杯、皿、箸、湯呑 キッチン・ダイニング ●

南4SME-53 大阪府 株式会社文芸向上 陶磁器キッチンツール「Kitchen Objet」 キッチン・ダイニング

南4SME-54 岐阜県 前畑株式会社
ステンレス製ボトル、テーブルウェア、カトラリー、コーヒーウェア、

キッチンウェア
キッチン・ダイニング

南4SME-55 岐阜県 丸新製陶有限会社 陶磁器。　Logo Deco（陶磁器でオリジナル商品の製作） キッチン・ダイニング ●

南4SME-56 石川県 守田漆器株式会社 “かがの朝ごはん膳”　“かがの酒器膳” キッチン・ダイニング ●

南4SME-57 岐阜県 ヤマコー株式会社 「臺處（だいどころ）シリーズ」 キッチン・ダイニング

南4SME-58 大阪府 有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所 子どもの創造力をはぐくむ知育玩具ノシリス、他
ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ
●

南4SME-59 愛知県 育児工房（（株）オオサカヤ） オーガニックコットンを原料にした新生児用肌着・ガーゼ雑貨
ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ
●

南4SME-60 東京都 株式会社奥野かるた店 漢字博士№１　川上澄生とらむぷ繪　膝栗毛滑稽雙六
ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ
●
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南4SME-61 愛媛県 カミイソ産商株式会社 マスキングテープ、シール、和紙千代紙、コースター、懐紙
ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ

南4SME-62 福島県 合同会社きのわ 木はり絵アートキット
ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ

南4SME-63 東京都 株式会社CHIMERA 財布・名刺入れ・小銭入れ・キーケース・キーホルダー
ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ

南4SME-64 京都府 大染工業株式会社 KIKI PARFAIT
ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ
●

南4SME-65 京都府 ハリマウス株式会社 ハリマウス(セロハンテープ貼付器)
ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ

南4SME-66 東京都 株式会社扶桑 アイロン不要の布用シール　”irodo”
ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ

南4SME-67 大阪府 株式会社水野製作所 Sheet metal key chain　「Amaryllis」
ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ

南4SME-68 石川県 金箔ジュエリーGold-Knot（（株）エイチツーオー） 金箔ジュエリーGold-Knot（ゴールド・ノット） 服飾 ●

南4SME-69 大阪府 大津毛織株式会社 ベビーカシミヤ１００％を使ったセーター 服飾

南4SME-70 兵庫県 オリエンタル製靴株式会社 ふかふかソックスバレエシューズ 服飾

南4SME-71 千葉県 株式会社シュウトレーディング 貴石やヨーロッパのグラス石を用いたファッションジュエリー 服飾

南4SME-72 奈良県 昌和莫大小株式会社 はだし靴下、アルティメットソックスシリーズ 服飾 ●

南4SME-73 兵庫県 トゥデイズ（（株）ハートビート） トラッドショートブーツ 服飾

南4SME-74 鹿児島県 肥後染色 奄美泥染めコットンリネンワンピース 服飾

南4SME-75 大阪府 manri マンリ LION：機能的で上質ワンピースやスーツでも持てるリュック。 服飾

南4SME-76 鹿児島県 有限会社アジャスト デンチャーブラシ® ビューティー・ヘルス

南4SME-77 沖縄県 株式会社沖縄ＵＫＡＭＩ養蚕 Vilanjeプレミアムシルク（スポンジ、パウダー、ソープ） ビューティー・ヘルス

南4SME-78 香川県 香川シームレス株式会社 ふくらはぎサポーター、膝サポーター、着圧ソックス ビューティー・ヘルス

南4SME-79 栃木県 有限会社小池経編染工所 「座・布団」は尾骨部分の圧力を「首枕」は頸椎の圧力を取り除く ビューティー・ヘルス

南4SME-80 広島県 ＧＯＥＩ　ＤＩＡＭＯＮＤ（（株）呉英製作所） 介護用ダイヤモンド爪ヤスリ『ネルファＷ』 ビューティー・ヘルス ●

南4SME-81 広島県 有限会社竹田ブラシ製作所 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 ビューティー・ヘルス ●

南4SME-82 愛知県 TSUYOMI株式会社 携帯するタブレット歯みがき「CAMUGAKI・カムガキ」 ビューティー・ヘルス

南4SME-83 岐阜県 テクナード株式会社
「シリカクリン立体抗菌マスク」「シリカクリン　ＩＫＥマスク」「合

唱できるマスク」
ビューティー・ヘルス

南4SME-84 東京都 株式会社ドットジャパン Tamaya コスメ　（タマヤ コスメ） ビューティー・ヘルス

南4SME-85 愛知県 株式会社トップ堂 マスクケース用カビナイバッグ ビューティー・ヘルス

南4SME-86 群馬県 株式会社プレジール 抱かれ枕シリーズ、首も眠る枕シリーズ、エクスケアDi ビューティー・ヘルス ●

南4SME-87 沖縄県 ベナスタス株式会社 YUKUIアメニティ、バスソルト三種、ナチュラルソープ各種 ビューティー・ヘルス

南4SME-88 愛知県 まくらのキタムラ（（株）Kitamura Japan） オリジナル枕　ジムナストシリーズ ビューティー・ヘルス

南4SME-89 三重県 株式会社丸八土建 柚子香オールインワンジェル ビューティー・ヘルス ●

南4SME-90 群馬県 有限会社山本農場 洗顔用こんにゃくスポンジKOMACHI ビューティー・ヘルス
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