
服飾

クラフト・
伝統

株式会社井助商店01

有限会社フレイムス02

有限会社萩陶苑03

前掛けエニシング((有)エニシング)04

株式会社西川貞三郎商店05

KAMAHACHI（(株)金森合金）06

有限会社川商07

株式会社北山正積商店08

有限会社金照堂09

光洋製瓦株式会社10

ル・コーゲイ（(株)ジル・インターナショナル）11

七窯社（(有)鈴研陶業）12

有限会社鋳心ノ工房13

ifuki（(有)中村製作所）14

中島清吉商店15

有限会社丸越商事19

株式会社柿沼人形16

岩月鬼瓦　GaRock（(有)岩月鬼瓦）17

和のナージュ（(同)異文化交流協会）18

まくらのキタムラ（(株)KitamuraJapan）46

ステーショ
ナリー・
ホビー・
キッズ

株式会社コスモテック48

コム・ラボ有限会社49

アイファン（イイダ靴下(株)）50

TSUYOMI株式会社51

ナチュラルアビリティ52

西垣靴下株式会社53

株式会社プラスプ54

プランドゥシー・メディカル株式会社55

つぶつぶセラピー（(株)万喜）56

有限会社山本農場57

東5ホール 入口

東京ビッグサイト  東5ホール
小間番号：東5SME-01-東5SME-90

東京ビッグサイト 東5ホール

東5SME-01　 東5SME-90

合同会社アルチザン84

丸新製陶有限会社85

株式会社ふくいブルー86

PROGRESS（(株)日翔工業）87

株式会社スズ木88

株式会社大泉物産89

ヤマコー株式会社90

ビューティー・
ヘルス

クルン株式会社47

キッチン・
ダイニング

株式会社カワキタ25

ヤマ庄陶器株式会社20

象嵌　夢工房（(有)夢工房）21

有限会社マルス22

有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所23

育児工房（(株)オオサカヤ）24

合同会社きのわ26

タグド（(株)共生社）27

ぼうそうものづくりネット・MOVA（昌和プラスチック工業(株)）28

植物セラピーあろあろ29

株式会社ATE30

株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所68

コーマ株式会社69

香老舗　松栄堂（(株)松栄堂）70

アムツムグ（(有)シンメ）71

有限会社きれ屋72

バイタップス（(株)グレーアンドネイビー）73

ファントレック（(有)シライデザイン ）75

ゑびす足袋本舗（エビス(株)）74

株式会社やまもく 58

株式会社マハロカンパニー63

株式会社ヤマト屋59

やまちょう60

剣謙心株式会社61

ALART（丸信金属工業(株)）62

Resin+（(有)芳賀製作所）64

株式会社インキュベーション・アライアンス65

有限会社岩谷容器66

株式会社AH Products67

芳泉窯（(有)カネ芳製陶所）76

大津毛織株式会社77

有限会社スマッシュ78

北央銘木 × HOKUON

79 A Product（世良鉄工(株)）

80

株式会社セラミック・ジャパン81

株式会社タナベ刺繍82

マンリ83

ホーム・
ライフスタイル

アンプリームス（アンドール(株)）33

株式会社石田製帽34

金箔ジュエリーGold-Knot（ゴールド・ノット）（(株)エイチツーオー）35

白無垢 -結-((株)エコマコ）36

アルファ株式会社37

有限会社ティーツーカンパニー38

和の彩（(株)ピースプランニング）39

肥後染色40

株式会社モントルロロイ41

カラダキレイ（(株)アビサル・ジャパン）43

株式会社ALHAMBRA44

コスメメゾン・セインムー（(株)セインムー）45

株式会社Y.FACTORY42

結 （々アクティライフ(株)）31

株式会社タカアキ32

中小企業総合展 in Gift Show 2022 出展者一覧

東4
ホール

東1
ホール

東2
ホール

東3
ホール

ガレリアリンクスペース

東6
ホール東7

ホール

東8
ホール

東5
ホール

https://giftshow.smrj.go.jp/

詳しくはこちらお問い合わせ先：中小企業総合展 in Gift Show 2022事務局［（株）JTB内］
〒163-0426 東京都新宿区 西新宿2-1-1 新宿三井ビル26階　TEL：03-6635-1952   E-mail：giftshow2022@jtb.com

※中小企業総合展 in Gift Show 2022事務局は独立行政法人中小企業基盤整備機構より株式会社ＪＴＢが事務局業務を受託し運営しております。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

中小企業
総合展

Gift Show
in

2022

東京ビッグサイト
第93回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2022内10:00～18:00 最終日は17:00まで

2022 TUE THU2.8 2.10̶ 東5ホール（東5SME）
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中小企業総合展 in Gift Show 2022 は日本全国のギフト関連

商品を取り扱う中小企業の厳選された逸品を一堂に展示。技を

極めた、90のものがたりをご紹介します。

出展者一覧（50音順）

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

出展者名 小間番号都道府県 頁

象嵌　夢工房（(有)夢工房）

株式会社タカアキ

タグド（(株)共生社）

株式会社タナベ刺繍

有限会社鋳心ノ工房

つぶつぶセラピー（(株)万喜）

TSUYOMI株式会社

剣謙心株式会社

有限会社ティーツーカンパニー

中島清吉商店

ナチュラルアビリティ

七窯社（(有)鈴研陶業）

西垣靴下株式会社

株式会社西川貞三郎商店

バイタップス（(株)グレーアンドネイビー）

肥後染色

ファントレック（(有)シライデザイン ）

株式会社ふくいブルー

株式会社プラスプ

プランドゥシー・メディカル株式会社

有限会社フレイムス

PROGRESS（(株)日翔工業）

芳泉窯（(有)カネ芳製陶所）

ぼうそうものづくりネット・MOVA（昌和プラスチック工業(株)）

北央銘木 × HOKUON

前掛けエニシング（(有)エニシング）

まくらのキタムラ（(株)KitamuraJapan）

株式会社マハロカンパニー

有限会社丸越商事

丸新製陶有限会社

有限会社マルス

マンリ

結 （々アクティライフ(株)）

株式会社モントルロロイ

ヤマコー株式会社

ヤマ庄陶器株式会社

やまちょう

株式会社ヤマト屋

株式会社やまもく

有限会社山本農場

ル・コーゲイ（(株)ジル・インターナショナル）

Resin+（(有)芳賀製作所）

株式会社Y.FACTORY

和の彩（(株)ピースプランニング）

和のナージュ（(同)異文化交流協会）

21

32

27

82

13

56

51

61

38

15

52

12

53

05

73

40

75

86

54

55

02

87

76

28

80

04

46

63

19

85

22

83

31

41

90

20

60

59

58

57

11

64

42

39

18

岩手県

兵庫県

兵庫県

香川県

山形県

石川県

愛知県

新潟県

大阪府

山形県

東京都

岐阜県

奈良県

京都府

東京都

鹿児島県

東京都

福井県

東京都

大阪府

東京都

静岡県

岐阜県

千葉県

北海道

東京都

愛知県

香川県

東京都

岐阜県

群馬県

大阪府

福井県

東京都

岐阜県

滋賀県

三重県

東京都

岐阜県

群馬県

東京都

京都府

山形県

山梨県

兵庫県

P11

P13

P12

P26

P09

P19

P18

P21

P15

P09

P18

P08

P19

P07

P24

P15

P24

P27

P19

P19

P06

P27

P24

P12

P25

P06

P17

P21

P10

P27

P11

P26

P13

P16

P28

P10

P20

P20

P20

P20

P08

P21

P16

P15

P10

ENG

30

23

50

71

44

62

84

37

33

24

34

01

14

66

17

65

67

68

79

74

89

77

16

06

43

25

07

08

26

72

09

35

47

10

70

69

45

48

49

03

29

36

88

78

81

東京都

大阪府

佐賀県

大阪府

東京都

栃木県

新潟県

福井県

兵庫県

愛知県

岡山県

京都府

富山県

奈良県

愛知県

兵庫県

東京都

京都府

北海道

大阪府

新潟県

大阪府

東京都

石川県

北海道

大阪府

宮城県

和歌山県

福島県

東京都

佐賀県

石川県

大阪府

兵庫県

京都府

大阪府

大阪府

東京都

大阪府

山口県

兵庫県

長野県

三重県

宮城県

愛知県

P13

P11

P18

P23

P16

P21

P26

P15

P14

P11

P14

P06

P09

P22

P10

P22

P22

P22

P25

P24

P28

P25

P09

P07

P16

P12

P07

P07

P12

P23

P08

P14

P17

P08

P23

P23

P17

P17

P18

P06

P13

P14

P27

P25

P26

株式会社ATE

有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所

アイファン（イイダ靴下(株)）

アムツムグ（(有)シンメ）

株式会社ALHAMBRA

ALART（丸信金属工業(株)）

合同会社アルチザン

アルファ株式会社

アンプリームス（アンドール(株)）

育児工房（(株)オオサカヤ）

株式会社石田製帽

株式会社井助商店

ifuki（(有)中村製作所）

有限会社岩谷容器

岩月鬼瓦　GaRock（(有)岩月鬼瓦）

株式会社インキュベーション・アライアンス

株式会社AH Products

株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所

A Product（世良鉄工(株)）

ゑびす足袋本舗（エビス(株)）

株式会社大泉物産

大津毛織株式会社

株式会社柿沼人形

KAMAHACHI（(株)金森合金）

カラダキレイ（(株)アビサル・ジャパン）

株式会社カワキタ

有限会社川商

株式会社北山正積商店

合同会社きのわ

有限会社きれ屋

有限会社金照堂

金箔ジュエリーGold-Knot（ゴールド・ノット）（(株)エイチツーオー）

クルン株式会社

光洋製瓦株式会社

香老舗　松栄堂（(株)松栄堂）

コーマ株式会社

コスメメゾン・セインムー（(株)セインムー）

株式会社コスモテック

コム・ラボ有限会社

有限会社萩陶苑

植物セラピーあろあろ

白無垢 -結-((株)エコマコ）

株式会社スズ木

有限会社スマッシュ

株式会社セラミック・ジャパン

P30

P31

P30

P33

P33

P32

P30

P33

P29

P35

P35

P36

P33

P29

P36

P35

P31

P29

P32

P34

P30

P36

P30

P35

P31

P32

P36

P30

P33

P33

P33

P30

P34

P32

P30

小間番号都道府県 頁出展者名

: English profile available（P29-P36）ENG

ガイドブックの読み方

出展者一覧（50音順） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P01

出展企業紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P06

Exhibitor Information ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P29

出展者特集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P38

: English profile availableENG

出展者一覧（地域別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P04

出展者一覧（カテゴリー別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P02

INDEX

■認定等マーク

地域資源活用 新連携 農商工連携

■カテゴリー

キッチン・ダイニング

クラフト・伝統

ホーム・ライフスタイル

ステーショナリー・ホビー・キッズ

ビューティー・ヘルス

服飾

■QRコード
(企業のWEBサイトにつながります)

小間番号：東5SME-01-東5SME-90

中小機構のご紹介

独立行政法人中小企業基盤整備機

構（中小機構）は、事業の自律的発

展や継続を目指す中小・小規模事

業者・ベンチャー企業のイノベーシ

ョンや地域経済の活性化を促進し、

我が国経済の発展に貢献すること

を目的とする政策実施機関です。

経営環境の変化に対応し持続的

成長を目指す中小企業等の経営

課題の解決に向け、直接的な伴走

型支援、人材の育成、共済制度の

運営、資金面での各種支援やビジ

ネスチャンスの提供を行うととも

に、関係する中小企業支援機関の

支援力の向上に協力します。

〒105-8453

東京都港区虎ノ門3-5-1

虎ノ門37森ビル

URL：https://www.smrj.go.jp

法人番号：2010405004147

P31

P33

P34

P32

P34

P36

P32

P31

P31

P31

P29

P30

P34

P34

P34

P34

P35

P35

P36

P35

P30

P29

P32

P29

P29

P31

P35

P29

P31

P32

P29

P34

P34

P32

P33

P33

P31

P32

P36

P35

P35

ENG
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出展者一覧（カテゴリー別）

01京都府 P06株式会社井助商店酒器 IKKON シリーズ

02東京都 P06有限会社フレイムス透花スタンド

03山口県 P06有限会社萩陶苑萩焼

04東京都 P06前掛けエニシング（(有)エニシング）前掛け

05京都府 P07株式会社西川貞三郎商店酒器黒地金銀雪月花：京焼・清水焼ｘ曲げわっぱ

06石川県 P07KAMAHACHI（(株)金森合金）KAMAHACHI Kenzan

07宮城県 P07有限会社川商ジュエル切子

08和歌山県 P07株式会社北山正積商店棕櫚たわし・ボディたわし・ペットたわし（犬用・猫用）

09佐賀県 P08有限会社金照堂有田焼抗菌 麟 Lin NY+ 酒器セット

10兵庫県 P08光洋製瓦株式会社MOMO　タイルキット

11東京都 P08ル・コーゲイ（(株)ジル・インターナショナル）カゴバッグ・インテリアバスケット

12岐阜県 P08七窯社（(有)鈴研陶業）女性陶芸作家や職人が手づくりする美濃焼タイルのアクセサリー

13山形県 P09有限会社鋳心ノ工房ティポット＆コーヒードリッパー

14富山県 P09 ifuki（(有)中村製作所）ifuki/CAGE A

15山形県 P09中島清吉商店名入れのつげ材根付（好きな文字を入れられますイラストもOK）

16東京都 P09株式会社柿沼人形招き猫・木目込みトレイ

17愛知県 P10岩月鬼瓦    GaRock（(有)岩月鬼瓦）鬼師kumiの瓦人形

18兵庫県 P10和のナージュ（(同)異文化交流協会）和のナージュ

19東京都 P10有限会社丸越商事天然素材、リサイクル材を使用したSDGｓな履物【地球履優】

20滋賀県 P10ヤマ庄陶器株式会社Hangout

21岩手県 P11象嵌    夢工房（(有)夢工房）木製象嵌箸、箸置、コップ、小皿、茶托、アクセサリーなど

カテゴリー 小間番号都道府県 ページ出展者名主な出展製品 カテゴリー 小間番号都道府県 ページ出展者名主な出展製品 

クラフト・
伝統

84 P26新潟県合同会社アルチザン抜群の保温力で「熱燗」「冷酒」など日本酒に最適な酒器

86福井県 P27株式会社ふくいブルー笏谷石（しゃくだにいし）の器

85岐阜県 P27丸新製陶有限会社LogoDeco

88三重県 P27株式会社スズ木キッチンスタジオパンダ食堂　ごはん鍋

87静岡県 P27PROGRESS（(株)日翔工業）ジュエリー・グラス

90岐阜県 P28ヤマコー株式会社-木の匠- 日本の酒器シリーズ

89新潟県 P28株式会社大泉物産カトラリー　カイ・ボイスン　グランプリ

55大阪府 P19プランドゥシー・メディカル株式会社NMNー3800ULTIMATE及びパナスEXシリーズ

56石川県 P19つぶつぶセラピー((株)万喜）つぶつぶセラピー

57群馬県 P20有限会社山本農場オーガニックこんにゃくスポンジKOMACHI

46愛知県 P17まくらのキタムラ（(株)KitamuraJapan）オリジナル枕　ジムナストシリーズ

47大阪府 P17クルン株式会社飛沫の飛びにくい　ローラー型歯周ケア歯ブラシ　クルンシリーズ

48東京都 P17株式会社コスモテック素肌シール

49大阪府 P18コム・ラボ有限会社ワンプッシュ噴射型除菌剤「除菌バスター」光触媒コーティング

50佐賀県 P18アイファン（イイダ靴下(株)）ふくらはぎ着圧サポーター

51愛知県 P18TSUYOMI株式会社携帯するタブレット型歯磨き粉「CAMUGAKI(カムガキ)」

52東京都 P18ナチュラルアビリティ貼って動かす　コロバニィ リカバリーテープ

53奈良県 P19西垣靴下株式会社パフォーマンスを高める靴下SocksLabo

54東京都 P19株式会社プラスプshenpi 高濃度酸素サイバーCFOC-Hg

ホーム・
ライフスタイル

78宮城県 P25有限会社スマッシュCOMPACT SCREEN

80北海道 P25北央銘木 × HOKUONキャンプ用カッティングボード

79北海道 P25A Product（世良鉄工(株)）アイアンオーブン

82香川県 P26株式会社タナベ刺繍”風を感じる”ドライマスクⅡ『風ドラⅡ』

81愛知県 P26株式会社セラミック・ジャパンカードディフューザー

83大阪府 P26マンリリオンイコール

58岐阜県 P20株式会社やまもく壁掛仏壇「MIMAMORI」と「NUKUMORIの窓」

59東京都 P20株式会社ヤマト屋超軽量ポリカーボネート薄合皮製ファッションバッグ

60三重県 P20やまちょうおてぶとん®

61新潟県 P21剣謙心株式会社剣謙心　キッチンバサミ　KS-1　黒仕上げ

62栃木県 P21ALART（丸信金属工業(株)）COUP

63香川県 P21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、マハロトートバッグ

64京都府 P21 Resin+（(有)芳賀製作所）ブビンガの和モダンレジンテーブル

65兵庫県 P22株式会社インキュベーション・アライアンスグラフェンのスローリリース機能を利用したアロマディフューザー

66奈良県 P22有限会社岩谷容器桐箱風紙箱・VカットBOX・桐箱

67東京都 P22株式会社AH ProductsLaLaCoチェア（ララコチェア）

68京都府 P22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

69大阪府 P23コーマ株式会社FOOTMAX®、FOOTMAX® LifeFit

70京都府 P23香老舗    松栄堂（(株)松栄堂）香りのおうち（本棚）／香りのおうち（こだま）

71大阪府 P23アムツムグ（(有)シンメ）畳のスマートフォンケース

72東京都 P23有限会社きれ屋三布三用　三布前掛け

73東京都 P24バイタップス（(株)グレーアンドネイビー）BYTAPS

74大阪府 P24ゑびす足袋本舗（エビス(株)）こたび

75東京都 P24ファントレック（(有)シライデザイン ）ファントレック　バッグシリーズ

76岐阜県 P24芳泉窯（(有)カネ芳製陶所）Porous Objet（ポーラス　オブジェ）

77大阪府 P25大津毛織株式会社コットンガーゼケット・敷きパッド

43北海道カラダキレイ（(株)アビサル・ジャパン）カラダキレイ

44東京都株式会社ALHAMBRATHERA YOJO灸(ジョジョキュウ)　

45大阪府コスメメゾン・セインムー（(株)セインムー）セインムー　ボーテロンド

キッチン・
ダイニング

31福井県 P13結 （々アクティライフ(株)）結々　水引アクセサリー

33兵庫県 P14アンプリームス（アンドール(株)）透け・汗シミ・ニオイ 男性のお悩み対策下着「助っ人らん」

32兵庫県 P13株式会社タカアキRANSTA　大人用ランドセル

34岡山県 P14株式会社石田製帽「ウオッシャブル」～石田製帽の洗えるストローハットシリーズ～

35石川県 P14金箔ジュエリーGold-Knot（ゴールド・ノット）（(株)エイチツーオー）金箔ジュエリーGold-Knot　SDGs×金沢箔

36長野県 P14白無垢 -結-((株)エコマコ）白無垢　-結-

37福井県 P15アルファ株式会社フロートキッズ

38大阪府 P15有限会社ティーツーカンパニーW*ltブレイザーUSBポート付きダイヤルロック付きリュック

39山梨県 P15和の彩（(株)ピースプランニング）和の彩 wanoiro 金銀糸アクセサリー

40鹿児島県 P15肥後染色奄美泥染めリネンワンピース

41東京都 P16株式会社モントルロロイブシップウオッチ

42山形県 P16株式会社Y.FACTORYSA-FU・e/RHODS

服飾

小間番号：東5SME-01-東5SME-90

22群馬県 P11有限会社マルス野生動物大世界地図

23大阪府 P11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

24愛知県 P11育児工房（(株)オオサカヤ）オーガニックコットンの日本製ベビー服/育児工房

25大阪府 P12株式会社カワキタ抱っこバッグ「ノルン」とSDGsのOEM製品

26福島県 P12合同会社きのわ木はり絵アートキット

27兵庫県 P12タグド（(株)共生社）全天候型のアウトドアで使用できるメモの出展「TAGGED」

28千葉県 P12ぼうそうものづくりネット・MOVA（昌和プラスチック工業(株)）ハンドル取付けホルダー　MOVA　ハンドレット ®

29兵庫県 P13植物セラピーあろあろアロマレター「Florioフロリオ」

30東京都 P13株式会社ATEフリーハンド洗えるタブレットホルダー

ステーショ
ナリー・

ホビー・キッズ

P16

P17

P16

ビューティー・
ヘルス
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大阪府

近 畿

四 国

出展者一覧（地域別）

04

奈良県

P19　西垣靴下株式会社
P22　有限会社岩谷容器

京都府

P06　株式会社井助商店
P07　株式会社西川貞三郎商店
P21　Resin+（(有)芳賀製作所） 
P22　株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所
P23　香老舗    松栄堂（(株)松栄堂）

兵庫県

P08　光洋製瓦株式会社
P10　和のナージュ（(同)異文化交流協会）
P12　タグド（(株)共生社）
P13　植物セラピーあろあろ
P13　株式会社タカアキ
P14　アンプリームス（アンドール(株)）
P22　株式会社インキュベーション・アライアンス

和歌山県

P07　株式会社北山正積商店

滋賀県

P10　ヤマ庄陶器株式会社

P11　有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所
P12　株式会社カワキタ
P15　有限会社ティーツーカンパニー
P17　コスメメゾン・セインムー（(株)セインムー）
P17　クルン株式会社
P18　コム・ラボ有限会社
P19　プランドゥシー・メディカル株式会社
P23　コーマ株式会社
P23　アムツムグ（(有)シンメ）
P24　ゑびす足袋本舗（エビス(株)）
P25　大津毛織株式会社
P26　マンリ

鹿児島県

九 州

P15　肥後染色

香川県

P21　株式会社マハロカンパニー
P26　株式会社タナベ刺繍

佐賀県

P08　有限会社金照堂
P18　アイファン（イイダ靴下(株)）

P06　有限会社萩陶苑

山口県

P14　株式会社石田製帽

岡山県

中 国

愛知県

中 部

P10　岩月鬼瓦    GaRock（(有)岩月鬼瓦）
P11　育児工房（(株)オオサカヤ）
P17　まくらのキタムラ（(株)KitamuraJapan）
P18　TSUYOMI株式会社
P26　株式会社セラミック・ジャパン

岐阜県 三重県

P08　七窯社（(有)鈴研陶業）
P20　株式会社やまもく
P24　芳泉窯（(有)カネ芳製陶所）
P27　丸新製陶有限会社
P28　ヤマコー株式会社

P20　やまちょう
P27　株式会社スズ木

新潟県

関 東

静岡県

P27　PROGRESS（(株)日翔工業）

東京都

P06　有限会社フレイムス
P06　前掛けエニシング（(有)エニシング）
P08　ル・コーゲイ（(株)ジル・インターナショナル）
P09　株式会社柿沼人形
P10　有限会社丸越商事
P13　株式会社ATE
P16　株式会社モントルロロイ
P16　株式会社ALHAMBRA
P17　株式会社コスモテック
P18　ナチュラルアビリティ
P19　株式会社プラスプ
P20　株式会社ヤマト屋
P22　株式会社AH Products
P23　有限会社きれ屋
P24　バイタップス（(株)グレーアンドネイビー）
P24　ファントレック（(有)シライデザイン ）

P21　剣謙心株式会社
P26　合同会社アルチザン
P28　株式会社大泉物産

栃木県
P21　ALART（丸信金属工業(株)）

千葉県

P12　ぼうそうものづくりネット・MOVA
　　　（昌和プラスチック工業(株)）

長野県
P14　白無垢 -結-((株)エコマコ）

山梨県

P15　和の彩（(株)ピースプランニング）

群馬県

P11　有限会社マルス
P20　有限会社山本農場

P07　KAMAHACHI（(株)金森合金）
P14　金箔ジュエリーGold-Knot（ゴールド・ノット）
　　     （(株)エイチツーオー）
P19　つぶつぶセラピー((株)万喜)

石川県

P09　 ifuki（(有)中村製作所）

富山県

P13　結 （々アクティライフ(株)）
P15　アルファ株式会社
P27　株式会社ふくいブルー

福井県

北 陸

P16　カラダキレイ（(株)アビサル・ジャパン）
P25　A Product（世良鉄工(株)） 
P25　北央銘木 × HOKUON

北海道

北海道

岩手県

P11　象嵌    夢工房（(有)夢工房）

P07　有限会社川商
P25　有限会社スマッシュ

宮城県

P09　有限会社鋳心ノ工房
P09　中島清吉商店
P16　株式会社Y.FACTORY

山形県

P12　合同会社きのわ
福島県

東 北
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酒器 IKKON シリーズ

じっくりと育てる漆の酒器。
家飲みを艶やかに。

世界の人々に漆塗りの器でお酒を優雅に楽しんでも
らいたい、という思いで開発した新しい酒器シリー
ズです。艶やかな漆の黒や朱をベースに、特殊な塗
りの技法によって金属にも見える「銀さび」が際立
ち、他にない特別感を演出しています。

株式会社井助商店
住所：〒600-8066 京都府京都市下京区柏屋町344
電話：075-361-5281
URL：https://www.isuke.co.jp/

東5SME-01 京都府 クラフト・伝統

萩焼

日々の暮らしの中で「育てる」ように
使う、彩り豊かな萩の器

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致し
ます。

有限会社萩陶苑
住所：〒758-0061 山口県萩市大字椿３７７５
電話：0838-22-2441
URL：http://www.hagiyaki.co.jp/

東5SME-03 山口県 クラフト・伝統

前掛け

海外でも評価された日本伝統の
仕事着「前掛け」

前掛けは、昔から働く人の腰を守り、広告宣伝も兼ね
て使われてきました。弊社は、安価に大量生産される
前のぶ厚く丈夫な生地を復活し、現代に合わせて染
色・プリントしました。使い込む程に美しく変化する
前掛けは、海外でも高く評価されています。お仕事の
ユニフォーム、ホビー、アウトドアに、実用性の高い
仕事着です。

前掛けエニシング（(有)エニシング）
住所：〒107-0051 東京都港区元赤坂1-7-10 グランドメゾン元赤坂902
電話：03-5843-0247
URL：http://www.anything.ne.jp/index.html

東5SME-04 東京都 クラフト・伝統

透花スタンド

日本古来からの障子を彩る組子
細工の柄をレーザー加工により再現

【光からはじまる　くつろぎの時間を】日本古来から
ある障子を彩る組子細工の柄をレーザー加工により
再現しました。和紙を通した光美しい陰影を映し出し
花柄が浮かび上がります。消灯時はシンプルな和紙と
木枠の構成。点灯させると趣ある花柄がお部屋を彩
ります。

有限会社フレイムス
住所：〒197-0012 東京都福生加美平1－6－4
電話：042-551-3941
URL：http://www.flame-s.com

東5SME-02 東京都 クラフト・伝統

酒器黒地金銀雪月花：京焼・清水焼ｘ曲げわっぱ

華やかな京焼・清水焼と
木目美しい曲げわっぱのコラボ酒器

京の遊び心を愉しむ華やかな酒器揃え。清水焼の蓋
とぐい呑みに秋田の伝統工芸品「曲げわっぱ」の銚
子を併せた冷酒用の酒器。京都と秋田、それぞれの
伝統工芸品の特徴を生かしたコラボ商品は他に類を
見ない逸品。秋田杉の木目と清水焼の華やかな金銀
の雪月花文様の上絵付けが織りなす京都の遊び心を
お愉しみいただけます。

株式会社西川貞三郎商店
住所：〒605-0841 京都府京都市東山区大和大路通五条上ル山崎町３７７番地
電話：075-541-5191
URL：https://www.t-nishikawa.co.jp/

東5SME-05 京都府 クラフト・伝統

ジュエル切子

ＪＥＷＥＬ宝石のような切子細工

宝石のようにキラキラ輝く切子のグラスに新しく
JEWEL、アクセサリーが登場しました。(Jewel Kiriko 
商標取得済 No.6026817,No.6026696 ）

有限会社川商
住所：〒981-0943 宮城県仙台市青葉区国見 5-4-11
電話：022-301-7225
URL：https://www.craft-style.jp

東5SMEｰ07 宮城県 クラフト・伝統

棕櫚たわし・ボディたわし・ペットたわし（犬用・猫用）

技術と思いが詰まった本物のたわし

植物の天然繊維が原材料であるたわしは物だけでな
く人や動物にも安心して使える優れもの。職人の手で
つくれば繊維の強さ、毛足の長さなど職人の経験と
技術で目的にあわせて調整された最適なたわしがで
きます。身体洗いに、大切なペットに、高価なお鍋に。
弊社は現代の生活にぴったりな現在進行形のたわし
をつくっています。

株式会社北山正積商店
住所：〒640-0401 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖517
電話：0736-64-3943
URL：https://kitayamamasatsumu.com/

東5SMEｰ08 和歌山県 クラフト・伝統

KAMAHACHI Kenzan

「花」をもっと身近に手軽に
楽しめる、針のない剣山

剣山といっても針はなく、凹部に花を挿して使うユニ
ークな設計。それ自体がオブジェのような佇まいで、
ガラス製の器でモダンに、陶器製の器でクラシックに。
お部屋のイメージに合わせて、印象を変えることが出
来ます。人にも花にも優しく、銅イオンの抗菌効果で
水をきれいに保ち、花を167％長持ちさせます。

KAMAHACHI（(株)金森合金）
住所：〒920-0348 石川県金沢市松村6丁目100番地
電話：076-267-3003
URL：https://www.kanamori1714.jp

東5SMEｰ06 石川県 クラフト・伝統
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有田焼抗菌 麟 Lin NY+ 酒器セット

非日常の世界にひたる
有田焼の抗菌メタリック酒器

光触媒の仕組みを利用した抗菌効果のある酒器で
す。佐賀大学の一ノ瀬正道特任教授が開発した酸
化チタンをコーティングしました。酸化チタンによる
メタリックでオーロラのような輝きが、非日常感の
世界へと誘います。117回有田国際陶磁展(2021年
度)で、「サガテレビ賞」受賞。

有限会社金照堂
住所：〒844-0024 佐賀県西松浦郡有田町赤坂丙2351-169
電話：0955-43-2007
URL：http://www.lin-japan.jp/

東5SME-09 佐賀県 クラフト・伝統

カゴバッグ・インテリアバスケット

外出やお家時間を豊かにする
『ル・コーゲイ』のアートピース 

沖縄の島の豊かな自然が薫る趣深い『クージ』で編ま
れたLE KOOGEI(ル・コーゲイ)のカゴバッグや、2020
年夏デビューしたLE KOOGEI MAISONのインテリア
バスケットの遊びごころあふれるデザインがお家や外
で過ごす時間を豊にしてくれる環境にもやさしいサス
ティナブルファッションです。

ル・コーゲイ（(株)ジル・インターナショナル）
住所：〒180-0005 東京都武蔵野市御殿山2-21-18
電話：0422-26-5882
URL：https://maison-mayumi.com

東5SME-11 東京都 クラフト・伝統

女性陶芸作家や職人が手づくりする美濃焼タイルのアクセサリー

美濃焼の伝統×女性作家の感性で
生まれるやきものアクセサリー

タイルの会社が生みだす「やきものアクセサリー」は、
美濃焼の伝統技法やデザインを用いながらも現代女
性の感性を取り入れて、一点一点手作りされています。
女性陶芸作家や職人の手によって生み出された作品
は美しくも温か。同じものが一つとしてないやきもの
アクセサリーは、微妙な表情の違いが魅力です。

七窯社（（有）鈴研陶業）
住所：〒507-0018 岐阜県多治見市高田町8-106
電話：0572-22-0388
URL：https://nanayosha.com/

東5SME-12 岐阜県 クラフト・伝統

MOMO　タイルキット

日常に少しだけ伝統と上質を
とりいれる

100年をかけて積み重ねてきた光洋製瓦のいぶし技
術をと最新の発砲セラミックを合わせた、水に浮くほ
ど軽量ないぶしタイルです。ホームユースでお楽しみ
いただけるタイルキット「MOMO」で現代の住まいに、
日本伝統のエッセンスをまとう上質な空間を演出でき
ます。

光洋製瓦株式会社
住所：〒679-2101 兵庫県姫路市船津町5241-5
電話：079-232-5295
URL：https://www.koyoseiga.co.jp

東5SME-10 兵庫県 クラフト・伝統

ティポット＆コーヒードリッパー

お茶とコーヒーを美味しく楽しむ
ドリッパー付鋳物ポット

コーヒーを楽しむためにポットに合わせたドリッパー
付き鋳物ポット。鋳物ポットは熱の保温力が高く、冷
めにくく美味しくお茶を飲むことができます。このポッ
トに合わせたドリッパーを使えば、お茶とコーヒーを
１つのポットで楽しむことができます。ドリッパーは磁
器性、色は鋳物ポットに合わせた黒、青、赤茶の３色

有限会社鋳心ノ工房
住所：〒990-0051 山形県山形市銅町２－１－１２
電話：023-625-4485
URL：http://www.chushin-kobo.jp

東5SME-13 山形県 クラフト・伝統

名入れのつげ材根付（好きな文字を入れられますイラストもOK）

従来の製品にとらわれずオリジナリティの
高い製品で贈り物に最適

オリジナリティを全面に出しお客様個々のお名前を入
れたりイラストなどにも対応できます。

中島清吉商店
住所：〒994-0046 山形県天童市田鶴町２－２－２
電話：023-653-2262
URL：https://www.shogi-koma.com

東5SMEｰ15 山形県 クラフト・伝統

招き猫・木目込みトレイ

ふだん使いできる伝統工芸品で
日常生活に豊かなひと時を

縁起物の招き猫を伝統技法の「江戸木目込み」技術を
用い、より現代のライフスタイルに合った姿にアップデ
ート致しました。また、人気の「木目込みトレイ」は新
色を追加し、よりモダンで高級感あふれる商品に仕上
がりました。別注品のご相談もお待ちしております。

株式会社柿沼人形
住所：〒116-0011 東京都荒川区西尾久2-13-2
電話：048-964-7877
URL：https://www.kakinuma-ningyo.com

東5SMEｰ16 東京都 クラフト・伝統

ifuki/CAGE A

伝統的な香炉でも用いられる、
透かしの技法で仕上げました

富山県高岡市にある中村製作所が、2021年春、オリ
ジナルブランド「ifuki」を立ち上げました。ロストワッ
クス精密鋳造の技術を盛り込んだアイテムを展開して
います。使っているときはアクセサリーのように、使わ
ないときはモダンスカルプチャーのように、空間を華
やかにしてくれるアイテムを展開しています。

ifuki（(有)中村製作所）
住所：〒933-0951 富山県高岡市長慶寺774
電話：0766-21-1821
URL：https://www.nakamura-seisakusyo.co.jp/

東5SMEｰ14 富山県 クラフト・伝統
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鬼師kumiの瓦人形

人々の願いを形に、
女性鬼師が作る瓦人形

日本の屋根には人々の願いが込められた鬼瓦、瓦
人形等が飾られています。忘れ去られた屋根文化を
鬼師kum iが三州鬼瓦伝統的工芸品の手法で制作
し、心安らぐ商品にしました。鬼師は粘土で様々な
モノを作る技術を持っていますので、ホテル、飲食
店、商業施設向け瓦製キャラクター、グッズなどの
商品開発も承っています。

岩月鬼瓦　GaRock（(有)岩月鬼瓦）
住所：〒444-1323 愛知県高浜市田戸町7－3－43
電話：0566-53-0171
URL：https://www.e-oni.com

東5SME-17 愛知県 クラフト・伝統

天然素材、リサイクル材を使用したSDGｓな履物【地球履優】

日 【々地球履優】を履くことで
地球や環境への配慮が実感できます

日本の伝統的履物の良さや機能を生かし、日常履くこと
で地球環境への意識を高めることができます。室内履き
底材にはストッキング端材、天然ゴム使用し、外履きに
は香川県瀬戸内産オリーブリーフ、ストッキング端材、天
然ゴム、コーンスターチ、ひまし油を使いMade in Japan
の技術力で作り上げた唯一無二の商品

有限会社丸越商事
住所：〒111-0031 東京都台東区千束3-9-10
電話：090-5829-1830
URL：www.earth-friendly-sandals.co.jp

東5SME-19 東京都 クラフト・伝統

Hangout

創業80年ヤマ庄陶器より　信楽焼　新ブランドリリース
「作る＆食べるをもっと楽しむ！」をコンセプトに 

キッチンとアウトドアの境目を無くし、もっと自由に料
理を作ること食べることを楽しみたい！そんな願いか
ら生まれました。陶器の味わいそのままに直火OKのタ
フさが魅力。コンロからテーブルへ直行のラクさと、食
材の旨味を閉じ込めたジューシーな仕上がり。アウト
ドアはもちろん、おもてなし料理の器としてもお勧め
です。 

ヤマ庄陶器株式会社
住所：〒529-1851 滋賀県甲賀市信楽町長野560-1
電話：0748-82-0045
URL：http://yamasho-touki.co.jp/

東5SME-20 滋賀県 クラフト・伝統

和のナージュ

日本の伝統から異文化の伝授。
自分で作る喜び和のナージュ

どこの家庭にもある日本の伝統衣装のアンティークや
リサイクル帯を使用する。不器用なハンドメイドに無
縁だった方、インバウンドで来日した外国人と組んビ
欧米人にも、縫うことなく簡単に制作が可能な帯バッ
グの開発とそのワークショップを展開。豪華なシルク
で作られた商品は、海外向けギフト商品としても展開
が可能です。

和のナージュ（(同)異文化交流協会）
住所：〒652-0004 兵庫県神戸市兵庫区楠谷町24-14
電話：078-599-6188
URL：https://wanonage.jp/

東5SME-18 兵庫県 クラフト・伝統

木製象嵌箸、箸置、コップ、小皿、茶托、アクセサリーなど

手になじむ、暮らしになじむ、
普段づかいの象嵌。

夢工房は、色の異なる木や貝の真珠層を模様で表す、
象嵌（ぞうがん）という加飾法を用いた木製品を作っ
ています。無垢の木を使った製品は、象嵌箸などのカ
トラリー、コップ、新しくアクセサリー等、日々の暮ら
しの中で楽しんで使えるものばかりです。自社工房で
製作しているため、オリジナルや小ロットにも対応い
たします。

象嵌　夢工房（(有)夢工房）
住所：〒024-0004 岩手県北上市村崎野20-70
電話：0197-68-2230
URL：https://www.iwate-yumekobo.com

東5SME-21 岩手県 クラフト・伝統

子どもの創造力をはぐくむ知育玩具ノシリス、他

ひっくり返して大変身！創造力を
刺激する日本製やわらかブロック

ひっくり返しておさえて、形の変わる特許取得のシリ
コン製ブロック。様々にかわる形からイメージングす
ることで子どもの創造力と想像力をはぐくみます。煮
沸消毒もできる安全性、程よい弾力で遊びながら手
指の発達を促す画期的な知育玩具として専門家から
高く評価されています。メディア掲載多数。大阪製ブ
ランド認証。

有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所
住所：〒570-0021 大阪府守口市八雲東町2-82-21-705
電話：06-6909-5095
URL：http://www.nocilis.jp

東5SMEｰ23 大阪府

オーガニックコットンの日本製ベビー服/育児工房

1gの軽さを追求することで
赤ちゃんのきもちいいを実現します

「赤ちゃんの1gは大人の20g」～生まれた時の体重
が成人の20分の1以下の赤ちゃんにとってわずかな違
いが大きな差になります。私たちはわずか1gの違いを
追求したこだわりで、赤ちゃんの「きもちいい。」を実
現するものづくりを行っています。

育児工房（(株)オオサカヤ）
住所：〒475-0836 愛知県半田市青山2-19-5
電話：0569-26-0120
URL：https://www.ikuji-kobo.jp

東5SMEｰ24 愛知県

野生動物大世界地図

800種を超える動物画を
生息域に収載した世界地図

野生動物大世界地図は800種を超える圧倒的な緻密
な動物画および和名、学名を収載した、動物マニアで
も納得の他にはない世界地図となっております。手元
で広げると縦728×横1030mm(B1サイズ)の迫力で
す。また全て英語表記の英語版もございます。

有限会社マルス
住所：〒371-0013 群馬県前橋市西片貝町１－２９６－７
電話：027-235-5187
URL：http://www.malth.jp

東5SMEｰ22 群馬県

ステーショナリー・ホビー・キッズ ステーショナリー・ホビー・キッズ

ステーショナリー・ホビー・キッズ
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抱っこバッグ「ノルン」とSDGsのOEM製品

抱っこ紐、ベビーカーを卒業したら
カワキタの抱っこバッグ

「歩育」を提唱する今までにない「抱っこバッグ」。
安全性はもちろん機能性、デザイン性の3拍子揃っ
た歩き始めたお子様向けのちょい抱っこ用バッグで
す。お出掛け時に、いつでもどこでもサッと抱っこで
き、抱っこしない時はバッグとして使用できます。お
子様が大きくなってもバッグとしてずっと使い続け
ることが可能です。

株式会社カワキタ
住所：〒577-0843 大阪府東大阪市荒川2-4-6
電話：06-6723-0002
URL：https://k-kawakita.com/

東5SME-25 大阪府

全天候型のアウトドアで使用できるメモの出展「TAGGED」

水に強いタフなツール新登場！
【TAGGED OUTDOOR】ロープ付き

元々、クリーニングタグ製造メーカーとして洗浄時に
つけたまま洗える紙の識別タグを作るメーカーとして
業種を特定した商品づくりをしてきたが、昨今その特
徴ある洗えるほど丈夫な紙を文具や知育教材として
展開をしたり印刷コンテンツを盛り込んだ特徴あるメ
モブロックなども制作しています。

タグド（(株)共生社）
住所：〒660-0833 兵庫県尼崎市南初島町１０－１３２
電話：06-6488-2777
URL：https://kyosei.co.jp

東5SME-27 兵庫県

ハンドル取付けホルダー　MOVA　ハンドレット ®

ハンドルでタブレット、運転席の
スキマ時間をオフィスに・・・

駐車中、車内の長い待ち時間に。高速PA、コンビニ駐
車場の昼休憩、お子様の送迎待ち、病院受診待機、災
害時避難。◎ニュース、ドラマ長時間視聴でも姿勢良
く、首を痛めない◎どのハンドルでもかけるだけ、止
め具不要◎クラクションを押さない◎カタログや書類
が立てられる、Ａ４サイズ◎書類へメモがしやすい

ぼうそうものづくりネット・MOVA（昌和プラスチック工業(株)）
住所：〒297-0034 千葉県茂原市中の島町946
電話：0475-25-0123
URL：http://www.showaplastics.jp

東5SME-28 千葉県

木はり絵アートキット

「切る」「貼る」「香る」
新しいジャンルの木製アート

全く新しいジャンルの木製品「木はり絵」は木製品の
ナチュラルな雰囲気はそのままに、木製品では考えら
れなかった精密なアート作品が手作りできるキット型
の商品です。難易度別に商品が分かれているので幅
広いターゲットが狙える商材です。手づくり好きの方、
それをプレゼントする方どちらにも満足頂いておりま
す。

合同会社きのわ
住所：〒965-0825 福島県会津若松市門田町黒岩南青木２４３
電話：0242-77-4296
URL：http://www.kinowa.co.jp/

東5SME-26 福島県

アロマレター「Florioフロリオ」

届けたい、想いと香り

アロマシート内包のレターカードセットです。アロマ
業界初液体のアロマオイルを粉末加工したアロマシー
トを内包したレターカードは、郵便切手を貼付し送る
ことが出来ます。大切なあの人に、手書きのメッセー
ジと癒しの香りを送りましょう。人気の香り５種セッ
トです。

植物セラピーあろあろ
住所：〒665-0807 兵庫県宝塚市長尾台２丁目11-16
電話：072-767-6434
URL：https://aloalo-aroma.com

東5SME-29 兵庫県

結々　水引アクセサリー

繊細で美しい伝統技術を現代に
活かした水引アクセサリー

水引職人が丁寧に結んだ水引から生まれたアクセサ
リーは、貴金属とは違った輝きを持ち、人々に温もり
を与えます。「理想の自分に近づきたい・自分らしさ
を表現したい」と思っている方々にお役立ちできれば
と考えております。

結 （々アクティライフ(株)）
住所：〒918-8112 福井県福井市下馬３丁目３０１番地
電話：0776-32-7100
URL：http://actilife.co.jp/

東5SMEｰ31 福井県

RANSTA　大人用ランドセル

スタイリッシュに持てる
大人のためのランドセル

すっきりとした縦長のフォルムはスマートな印象を演
出し、地面に置いても形が崩れることなく自立するた
め、ビジカジスタイルに最適です。また、一定の条件
をクリアした企業のみ、審査を受けることが認められ
る地域ブランド、「豊岡鞄」の厳しい審査基準に合格
しました。

株式会社タカアキ
住所：〒668-0052 兵庫県豊岡市九日市下町100-1
電話：0796-22-7723
URL：https://k-takaaki.com/

東5SMEｰ32 兵庫県

フリーハンド洗えるタブレットホルダー

両手を開けた状態で使える
タブレットケース、水洗いできて清潔

コロナ禍で清潔さが求められる時代に、洗えるタブレ
ットケースを作りました。メシュ素材なので、水洗いで
きます。立ち仕事や、タブレットを使う業種（オフィス
・倉庫作業・建築現場・医療現場・展示会接客）の方
に便利。また、両手をあけた状態で、バインダーやノー
ト作業としても使えます。

株式会社ATE
住所：〒173-0023 東京都板橋区大山町4-4-407
電話：03-6325-4567
URL：http://ate-co.jp

東5SMEｰ30 東京都ステーショナリー・ホビー・キッズ ステーショナリー・ホビー・キッズ

ステーショナリー・ホビー・キッズ ステーショナリー・ホビー・キッズ

ステーショナリー・ホビー・キッズステーショナリー・ホビー・キッズ

服飾 服飾
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透け・汗シミ・ニオイ 男性のお悩み対策下着「助っ人らん」 

至福の着ごこち肌ごこち
年中快適に過ごせる機能インナー

しっとり滑らかな肌触りと抗菌・防臭性能に優れた
「茶の実レーヨン」を使用した機能インナーのシリ
ーズです。読売・神戸新聞に掲載された男性向けお
悩み対策下着「助っ人らん」や女性向け快適下着「
茶実衣油」があります。いつもの日常に最適な着ご
こちや工夫を盛込んだ下着で上質な新しい定番を
目指します。  

アンプリームス（アンドール(株)）
住所：〒662-0918 兵庫県西宮市六湛寺町12-10 サングリーンビル3階
電話：0798-23-6081
URL：https://www.anprimus.jp/ 

東5SME-33 兵庫県

金箔ジュエリーGold-Knot　SDGs×金沢箔

SDGs×金沢箔、伝統工芸の
サスティナブルファッション

伝統的工芸品「金沢箔」とレース編みの融合から生
まれた「Gold-Knot」。軽くて優しいつけ心地が魅力
です。金箔の街、金沢で活躍するデザイナー木和田里
美が「伝統工芸を日常に身に着けてほしい」と立ち上
げました。製造工程で生じる金箔の端材を生かした
軽やかなブローチはサスティナブルファッションです。

金箔ジュエリーGold-Knot（ゴールド・ノット）（(株)エイチツーオー）
住所：〒920-0919 石川県金沢市南町5-6 
電話：076-205-6202
URL：https://gold-knot.com/

東5SME-35 石川県

白無垢　-結-

SDGsを意識した
ジャパンエシカルスタイルの雑貨小物

【白無垢-結-】は日本文化を活かした「ヒト」×「モノ」
×「コト」が一体となって作りあげていくエシカルな商
品です。SDGsの目標でもある「つくる責任、使う責任
」をファッションから考えるきっかけをもたらすことが
できる商品です。（2018OMOTENASHI Selection
受賞）

白無垢 -結-（（株）エコマコ）
住所：〒380-0936 長野県長野市岡田町96-5
電話：026-224-5165
URL：https://ecomaco.com/

東5SME-36 長野県

「ウオッシャブル」～石田製帽の洗えるストローハットシリーズ～

シンプルで美しいフォルムの自宅で
気軽に洗えるストローハット

ラフィアや和紙など天然素材系ブレードを使ったスト
ローハットで、シャワーなどで気軽に洗えます。素朴
な素材感を活かしながら、業界最高水準の縫製＆加
工技術を活かして生産しています。シンプルで美しい
フォルムにより装いの雰囲気を壊すことなく、やわら
かく快適なかぶり心地に仕上げています。折りたたみ
もOKです。

株式会社石田製帽
住所：〒714-0012 岡山県笠岡市小平井６８２
電話：0865-62-2088
URL：http://www.ishidaseibou.com

東5SME-34 岡山県

フロートキッズ

壊れにくい子供用サングラス。
頭部の大きさを選ばない構造。

2022年メガネ大賞【キッズ部門】を受賞した子ども
用偏光サングラスです。テンプル(ツル)に①金属蝶番
がないので頭のサイズを問わない②芯材が入ってい
るので細やかな調整ができるという特徴があります。
軽くしなやかな特殊樹脂を採用しているので、アクテ
ィブに活動するお子さんにぴったりです。

アルファ株式会社
住所：〒916-0022 福井県鯖江市水落町7-28-6
電話：0778-52-3453
URL：https://alpha-jpn.com/

東5SME-37 福井県

和の彩 wanoiro 金銀糸アクセサリー

本物の輝きと驚きの軽さ！伝統の
金糸銀糸のモダンなアクセサリー

伝統の技で受け継がれた金糸・銀糸をジュエリーデ
ザイナーがアレンジしたアクセサリー。純金・純銀の
輝きによって本物の美しさを湛えています。ボリュー
ムがありながら、しなやかでとても軽く、身につけて
いるのを忘れてしまいそうなエアリーな装着感。豊富
なデザインと幅広い価格帯の商品を取り揃えています。

和の彩（(株)ピースプランニング）
住所：〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目４ー６
電話：055-235-9798
URL：https://ps-planning.jp/

東5SMEｰ39 山梨県

奄美泥染めリネンワンピース

奄美大島の大自然の
染め「泥染め」ワンピース

古くから奄美大島に伝わる紬の製法と「泥染め」技法。
この土地でないと出せない色。車輪梅の染料と泥。
やわらかな肌さわり、落ち着いた色彩は自然が豊富
な奄美の泥から生まれます。

肥後染色
住所：〒894-0107 鹿児島県大島郡龍郷町戸口2176
電話：0997-62-2679
URL：http://dorozome.com

東5SMEｰ40 鹿児島県

W*ltブレイザーUSBポート付きダイヤルロック付きリュック

USBポートやダイヤルロック付きの
ビジネスリュック

モノマガジンに掲載。ビジネスでも普段でも使える万
能リュック。満員電車などで、鞄の中身を守るダイヤ
ルロック鍵つきで、開けられる心配がないです。また、
USBポートもついているので、お手持ちのバッテリー
を鞄の中でつないでおけば、鞄の外で充電することが
できます。撥水生地仕様なので、少々の雨でも大丈夫
です。

有限会社ティーツーカンパニー
住所：〒590-0152 大阪府堺市南区和田493-2
電話：072-292-8655
URL：https://t2company.co.jp/

東5SMEｰ38 大阪府

服飾 服飾

服飾 服飾

服飾 服飾

服飾 服飾
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ブシップウオッチ

50年代に米海軍特殊部隊用に
作られた名作モデルを復刻時計

1940年代～50年代に米海軍特殊部隊、水中爆破
チーム(UDT = Underwater Demol i t ion Team)
の隊員用に開発された特殊防水腕時計を忠実に復
刻。大型のリューズキャップがが最大の特徴で今で
もキャンティーン（水筒）という愛称で愛されていま
す。使いやすいクオーツにて製作。

株式会社モントルロロイ
住所：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町12-3フローラ代官山202
電話：03-5728-5321
URL：https://montre-roroi.jp/

東5SME-41 東京都

カラダキレイ

北海道のテンサイ糖と野菜の
新生児からシニアの肌健康スキンケア

ドライソープ「カラダキレイ」は水無しで、肌（顔・体）
の汚れをきちんと落とし保湿します。直接スプレーし
て拭き取るだけでアウトドアや日々の衛生に..。医療
現場で肌トラブル解消の有効データを取得し。災害時
避難所などで使用実績有す。北海道福祉のまちづくり
賞受賞。さっぽろスタイル認証。新生児から使用可能。

カラダキレイ（(株)アビサル・ジャパン）
住所：〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西12丁目1304-4
電話：011-530-6500
URL：https://www.abyssal.jp

東5SME-43 北海道

THERA YOJO灸（ジョジョキュウ）

火を使わず臭いも気にならない、
アロマ水で焚く新感覚のお灸。

● 火を使わずに温まるお灸 ●1 回 5 分で OK。気軽に
お灸体験 ●お仕事や家事をしながらちょっとした時間
に簡単セルフケア ● 使用するのはお水だけ。 煙が発
生せず、部屋や洋服への匂い移りも無し ● 体調や温か
さに合わせて簡単に貼り直しが可能 ● シールを剥がし
てお水に浸けるだけの簡単な使用方法

株式会社ALHAMBRA
住所：〒154-0002 東京都世田谷区下馬２－１６－１１
電話：03-3419-6626
URL：https://www.alhambrainc.com/

東5SME-44 東京都

SA-FU・e/RHODS

帆布という身近な素材に
よる新しい切り口の提案

８号帆布のしっかりとしたワンマイルバックの”SLANT 
BAG”。９号の”菊水”ブランドを用いた”PAIL BAG"。い
ずれも今までの帆布に無い新しい提案。

株式会社Y.FACTORY
住所：〒992-0012 山形県米沢市金池5-6-16
電話：0238-40-1737
URL：https://yfactory.style/

東5SME-42 山形県

セインムー　ボーテロンド

バストアップ＆先進スキンケア
有効成分最高濃度配合美容液

塗ったところにだけ脂肪をつける「部分太り®」を提
案する唯一の化粧品。美容医療と同じく、質量を増や
すことにより実現できる最先端の切り口のエイジング
ケア&ボディメイクを実現バストのサイズだけでなく、お
顔のシワ、くぼみ改善、加齢による痩せによる老け見え
に対して全身に有効なエイジングケアができます。

コスメメゾン・セインムー（(株)セインムー）
住所：〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3-4-14　三興ビル406
電話：06-7162-6057
URL：https://seinsmous.com/

東5SME-45 大阪府

飛沫の飛びにくい　ローラー型歯周ケア歯ブラシ　クルンシリーズ

今までの常識を変える、非研磨歯
ブラシを次世代標準歯ブラシに！

100年以上変わっていない、今の「擦る」歯ブラシ。
これからは「擦らない」が常識に！弊社の歯ブラシは
極細ブラシを360度植毛。10000本以上の細かなブ
ラシに歯垢を付着させ歯垢を取る、歯みがきに革命
を起こす歯ブラシです。（通常の歯ブラシは1000本
程度の植毛数）擦らないので飛沫も飛びにくい！

クルン株式会社
住所：〒552-0001 大阪府大阪市港区波除５－１０－８
電話：06-6584-3234
URL：https://kurun.co.jp

東5SMEｰ47 大阪府

素肌シール

きず跡やタトゥーを隠す、
素肌のようになじむシール

「素肌シール」は快適なつけ心地とカバー力を両立した、
きず跡、シミやタトゥーを隠す肌に貼るシールです。
0.02mmの極薄、本物の肌に近い反射率、なめらか
なグラデーション、4色のカラーバリエーションで貼っ
ても目立たず隠せます。水に強く1週間継続使用が可
能、日本製で各種試験をクリアした安心安全の品質
です。

株式会社コスモテック
住所：〒190-0022 東京都立川市錦町５－５－３５
電話：042-526-1411
URL：https://www.cosmotec.ne.jp/

東5SMEｰ48 東京都

オリジナル枕　ジムナストシリーズ

大正12年創業。
職人がつくる、日本のまくら。

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。商品は全て職
人が手作りする日本製です。

まくらのキタムラ（（株）KitamuraJapan）
住所：〒481-0038 愛知県北名古屋市徳重小崎16-2
電話：0568-23-0213
URL：http://www.kabu-kitamura.com/

東5SMEｰ46 愛知県服飾 服飾

ビューティー・ヘルスビューティー・ヘルスビューティー・ヘルス ビューティー・ヘルス

ビューティー・ヘルスビューティー・ヘルス
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ワンプッシュ噴射型除菌剤「除菌バスター」光触媒コーティング

ワンプッシュで霧状の光触媒が
部屋の隅々まで除菌コーティング

コロナ禍における感染対策商品です。メリットは、
①専門業者に頼むと高額となる光触媒コーティング
施工が、安価でしかも5分間でできます、②安全安
心な天然素材（光触媒酸化チタン）が部屋の隅々ま
でコーティングしかも効果は３ヶ月続きます、③幼
稚園、小学校、市役所、交番、飲食店などで採用さ
れています。

コム・ラボ有限会社
住所：〒574-0027 大阪府大東市三住町６－２１
電話：06-6948-8983
URL：http://com-institute.co.jp

東5SME-49 大阪府

携帯するタブレット型歯磨き粉「CAMUGAKI(カムガキ)」

タブレット型ハミガキ、
2022年秋、宇宙へ！ 

当製品はJAXAによる宇宙生活をより快適にする生活
用品の公募に、ISS搭載候補品として昨年選定された
タブレット型歯みがき粉です。水の使用が限られた空
間でも口腔ケアできる機能性に優れた製品として認め
られました。口腔衛生の大切さが見直されている今、い
つでも手軽にハミガキできる希少性の高い製品です。

TSUYOMI株式会社
住所：〒464-0858 愛知県名古屋市千種区千種2-22-8 名古屋医工連携インキュベータ417号
電話：052-746-5688
URL：http://www.tsuyomi.co.jp/

東5SME-51 愛知県

貼って動かす　コロバニィ リカバリーテープ

長年悩んでいた肩こり、腰痛が
改善したと喜びの声が続 ！々

神経コンディショニング技術を用いたキネシオオジー
テープです。痛みやコリのある部分に貼って、簡単な
ストレッチをすることで症状に改善が見られます。ス
トレッチをサポートする商品という位置づけのため、
薬機法に抵触せずにベネフィットを表現することが可
能です。

ナチュラルアビリティ
住所：〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-39-1　サンワールドビル3F
電話：03-6631-4540
URL：https://natural-ab.co.jp/

東5SME-52 東京都

ふくらはぎ着圧サポーター

段階着圧で一日中快適な履き
心地のふくらはぎサポーター

素材には綿を使用し、肌触りを重視しています。足首
からふくらはぎにかけて段階的な着圧にすることで下
肢の形状に沿った形にし、かつ筋ポンプ作用をサポー
トしています。また前後を分かりやすくする為に履き
口内側に「マエ」の文字を入れ、足首部分はヘム編（
フラット編み）を取り入れ長く着用できる様に工夫し
ました。 

アイファン（イイダ靴下(株)）
住所：〒849-0501 佐賀県杵島郡江北町大字山口１６１９
電話：0952-86-3211
URL：https://iida-socks.co.jp/

東5SME-50 佐賀県

パフォーマンスを高める靴下SocksLabo

パフォーマンスを
高める靴下SocksLabo 走る靴下

マラソンの救護所で「リタイヤしそうなランナーの足
裏に縦のテーピングをしたら、復活し再度走り出した
」というトレーナーの体験を基に開発。ランニングや
マラソン用の靴下に横テーピング型の靴下は多いが、
足裏を縦方向に引っ張ることで縦のアーチを立体的
に形成する特許技術を採用した世界初の、「走るため
の靴下」です。 

西垣靴下株式会社
住所：〒635-0076 奈良県大和高田市大字大谷６１番地
電話：0745-52-0088
URL：https://www.nishikutu.co.jp

東5SME-53 奈良県

NMNー3800ULTIMATE及びパナスEXシリーズ

NMN純度99％以上
サプリメントと特許成分配合化粧品

高純度NMNを1カプセル100mgと国産馬プラセンタ、
乳酸菌、レスベラトロール、ヒハツエキスを配合。卸販
売や直販など幅広い展開を目的とし業界ではかなり
低価格の販売価格に設定。弊社特許成分乳酸桿菌培
養液プラス国産馬・豚プラセンタ配合エイジングケア
化粧品シリーズ

プランドゥシー・メディカル株式会社
住所：〒533-0022 大阪府大阪市都島区都島中通1-16-16
電話：06-4253-0038
URL：http://www.pdsm.co.jp

東5SMEｰ55 大阪府

つぶつぶセラピー

刺激で鎮痛!薬剤不使用の
鎮痛製品【一般医療機器】

一般医療機器の鎮痛製品です。薬剤を使用せずビー
ズの皮膚刺激だけで痛みを緩和します。更にビーズの
指圧が血行を良くし、筋肉のこりをほぐし、筋肉の疲
れをとることでケアにもなり、慢性痛を改善する他に
は無い新しい鎮痛方法です。

つぶつぶセラピー（（株）万喜）
住所：〒929-1172 石川県かほく市松浜イ31-1
電話：076-285-0258
URL：http://www.manki.jp/

東5SMEｰ56 石川県

shenpi 高濃度酸素サイバーCFOC-Hg

酸素摂取量の低下を濃度でカバー、
細胞を酸欠から護る

グループ企業の医療機器メーカー国内自社工場(電位
治療器ISO13485認証取得)での組立て、品質管理、
アフターメンテナンスを実施。JIS T 7209:2018（医
用電気機器―酸素濃縮装置の基礎安全及び基本性
能に関する個別要求事項） 規格試験適合、安定した
高濃度酸素供給

株式会社プラスプ
住所：〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町9-7 千代田21ビル3階
電話：03-3518-9420
URL：https://www.prasp.co.jp/

東5SMEｰ54 東京都

ビューティー・ヘルスビューティー・ヘルスビューティー・ヘルス

ビューティー・ヘルスビューティー・ヘルス

ビューティー・ヘルス

ビューティー・ヘルスビューティー・ヘルス
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オーガニックこんにゃくスポンジKOMACHI

肌に優しく汚れを落とす
サスティナブル洗顔スポンジ

お湯に入れるとふわふわに膨らみます。膨らんだス
ポンジの表面は弱アルカリ性の水の膜で覆われ、弱
酸性の肌の汚れを優しく洗い流します。有機JAS認
証を取得したこんにゃく粉を100％使用しています。
パッケージには森林認証100％再生紙を使用し、製
品・パッケージともに石油由来成分は一切使用して
いません。

有限会社山本農場
住所：〒370-2452 群馬県富岡市一ノ宮1447
電話：0274-63-4566
URL：https://www.yamamotofarm.co.jp/

東5SME-57 群馬県

超軽量ポリカーボネート薄合皮製ファッションバッグ

話題に事欠かない超軽量バッグ

劣化しにくいポリカーボネート薄合皮製バッグを中心
に、ネタ探しに困らないPOPUP展開が可能。インフ
ルエンサーのチームとのデザイン開発で、ターゲット
は三世代！ 安心の日本製！

株式会社ヤマト屋
住所：〒111-0051 東京都台東区蔵前三丁目１４番５号
電話：03-5829-6161
URL：https://www.yamatoya-tokyo.co.jp/

東5SME-59 東京都

おてぶとん®

お母さんのぬくもりを思い出す
おてぶとん

冬の寒い日に温めてくれたお母さんの手をイメージし
て作りました。お母さんの手だから安心安全なものを。
お母さんの手だからホッとできるものを。ベビー服で
利用される素材を使い、丁寧な縫製技術を持つ国内工
場で製造しています。ハンドケア商材として開発をスタ
ートしたので、保温・保湿効果にも優れています。

やまちょう
住所：〒515-3133 三重県津市白山町南家城1093-1
電話：059-262-3003
URL：https://893yamachou.info

東5SME-60 三重県

壁掛仏壇　「MIMAMORI」と「NUKUMORIの窓」

ライフスタイルに合わせた
新しいモダン壁掛仏壇

生活空間に溶け込むありそうで無かった現代仏壇【
MIMAMORI】と【NUKUMORIの窓】。壁掛け・据置
きなど、壁面コーナーなど場所にとらわれない使い方
が可能。国内自社工場製作の国産仏壇。すぐに使え
る仏具５点セットとフォトフレーム付き。簡単取付。取
り外した後、ピンの跡も目立ちません。

株式会社やまもく 
住所：〒501-2114 岐阜県山県市佐賀８３番地１
電話：0581-22-1230
URL：https://www.yamamoku-gifu.com/

東5SME-58 岐阜県

剣謙心　キッチンバサミ　KS-1　黒仕上げ

燕三条の技術を注ぎ込んだ！
黒染ステン キッチンバサミ登場！

ステンレス製ハサミに黒染め加工を施した漆黒キッチ
ンバサミ！調理での『切る』だけでなく、栓抜・フタを
回す・フタを開けるなど多目的に使えます！分解して
洗えますのでお手入れラクラク！切れ味はもちろん信
頼のmade in燕三条製！

剣謙心株式会社
住所：〒955-0056 新潟県三条市嘉坪川1-14-12
電話：0256-33-8321
URL：https://tsurugi-kenshin.jp/

東5SME-61 新潟県

マハロバスケット、パイナポット、マハロトートバッグ

おうち時間をもっと楽しく！ 

【マハロバスケット】オシャレなマイカゴとして、また
収納や行楽にも大活躍。【マルシェバッグ】お買物も
便利とお洒落を両立したいユーザー向け商品。【パイ
ナポット】作り置き食材をそのままテーブルにも並べ
られる見せる密封保存容器。今回は讃岐白味噌とレ
シピブックとをパッケージした贈答商品も新たにライ
ンナップ。

株式会社マハロカンパニー
住所：〒761-8032 香川県高松市鶴市町 573-4
電話：087-832-8839
URL：https://www.e-mahalo.co.jp

東5SMEｰ63 香川県

ブビンガの和モダンレジンテーブル

木材+レジン＝「大黒柱になるような
一点物の製品」

弊社のレジンテーブルは材料のレジン（樹脂）もこだわ
り、国内生産の製品を使用しております。透明度や黄変
への強度など他製品より優れているだけでなく、メー
カーと協力体制を組み日々改善・改良を行っておりま
す。また国内最大級のレジンテーブルを製作・納品し
た実績もあり、ご希望に沿う製品を作成いたします。

Resin+（(有)芳賀製作所）
住所：〒629-2502 京都府京丹後市大宮町河辺2331番地
電話：0772-68-0811
URL：https://www.resin-plus.com/

東5SMEｰ64 京都府

COUP

色遊び。花あしらい。
オブジェのような花器にいちりん。

ニュアンスのあるカラーをセレクトし、花色にあわせ
て選ぶ楽しみのある花器です。

ALART（丸信金属工業(株)）
住所：〒326-0826 栃木県足利市借宿町65
電話：0284-71-1639
URL：https://www.alart.jp

東5SMEｰ62 栃木県ビューティー・ヘルス
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06 2322

グラフェンのスローリリース機能を利用したアロマディフューザー

新素材グラフェンでアロマオイルを
たっぷり吸収・香り長持ち

独自製法で成形した当社のグラフェン多孔質体は
親油性で自重の3倍の吸収量があり、アロマオイル
を徐放する特性があります。代表例でシトロネロー
ルという香料を含侵して2ヶ月経過して尚40％香料
を保持しますので香りが長く持続します。グラフェ
ンのアロマ関連商品の適用とグラフェン模様を特許
出願しております。

株式会社インキュベーション・アライアンス
住所：〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町１丁目2番2号402
電話：078-651-1332
URL：https://incu-alliance.co.jp

東5SME-65 兵庫県

LaLaCoチェア（ララコチェア）

椅子を変えると姿勢が変わる！？
フレイル予防

歩行や立ち上がりに使う大腿筋や腰痛の原因となる
脊柱起立筋を座りながら楽に動かすことができる
LaLaCoチェア。シニアの方の健康維持（フレイル予
防）にLaLaCoチェアはいかがですか？大学の研究で
姿勢が良くなる効果と筋活動（大腿筋・脊柱起立筋・
腓腹筋)が証明されました。

株式会社AH Products
住所：〒153-0063 東京都目黒区目黒1-4-16　目黒Gビル７F 
電話：03-5778-4906
URL：http://ah-pro.com

東5SME-67 東京都

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

世界初！小型軽量で使い勝手の良い、
飛沫・アレルゲン吸引ブラシ

新開発の充電式アレルゲン吸引ブラシは、衣服や布団
に付着したアレルゲン（花粉・ダニアレルゲン）に加え
て、（ウイルスを含む）飛沫痕も同時除去する優れモノ
です。内蔵のフィルターは抗ウイルス抗アレルゲン機能
を有し、安全性に配慮されています。花粉用、ダニ用、
ペット用、業務用などのシリーズ化製品も展示します。

株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所
住所：〒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
電話：0774-98-2291
URL：http://www.handc-techno.co.jp

東5SME-68 京都府

桐箱風紙箱・VカットBOX・桐箱

こう見えて「紙箱」です！

今、時代はSDGs。高級感とサステナブルの両方をあ
なたの商品に！桐箱風紙箱は再生紙を利用して製造、
紙としてリサイクル可能な桐箱にそっくりな紙箱です。
また、自社工場で製造しているVカットBOXはシャープ
なエッジが特徴的です。そして、アルコール消毒可能な
サステナブルな箱。岩谷容器の新しいページが開きま
す。 

有限会社岩谷容器
住所：〒633-0045 奈良県桜井市山田２０２２番地
電話：0744-42-9037
URL：https://iwataniyouki.com

東5SME-66 奈良県

FOOTMAX®、FOOTMAX® LifeFit

肉体との一体化を追求し、
進化するソックス

トップアスリートからの意見を取り入れ、競技別に商
品を企画開発。国内外で取得した特許製法「3DSOX
」を駆使した「FOOTMAX®」　フィット感、履き心地
にこだわり、スポーツのみならず普段の生活の中でも
使いやすく、足にお悩みのある方へも一助となるべく
開発された「FOOTMAX®Life Fit」

コーマ株式会社
住所：〒580-0043 大阪府松原市阿保3-6-27
電話：072-332-1136
URL：http://www.cooma.co.jp/

東5SME-69 大阪府

畳のスマートフォンケース

日本の文化「畳」がモバイルに進化。
「快適」を携帯する時代へ

今や誰もが手にするスマートフォン。そのケースに心
地良い畳を使用。畳には空気の浄化・湿度調整・リラ
ックス効果などの機能があります。日本の風土に適し
た伝統的な素材でありながら、細かい加工が難しい
畳を弊社の特許技術でスマートフォンケースに。国産
イ草にこだわり、畳の存続の一助になりたいという想
いも込めて。

アムツムグ（（有）シンメ）
住所：〒569-1022 大阪府高槻市日吉台二番町２番４号
電話：072-688-2567
URL：https://www.amtsumg.com

東5SMEｰ71 大阪府

三布三用　三布前掛け

日常生活の中に
手ぬぐいのある暮らし

キッチンに、ガーデニングに、趣味の時間などにおし
ゃれな「三布前掛け」を。ショート、ミディアム、ロング
の３種類、男性にもカッコよく着けていただけるデザ
イン。また手ぬぐいをオリジナルで作る事で（２００枚
以上）、オリジナルな前掛けとしても作成します。ギフ
トとしても最適な「たとう紙」パッケージになります。

有限会社きれ屋
住所：〒190-0164 東京都あきる野市五日市1番地
電話：042-596-5144
URL：http://kireya.com/contents/

東5SMEｰ72 東京都

香りのおうち（本棚）／香りのおうち（こだま）

本に見立てた匂い香と
おうち型桐箱のセットです

お部屋を彩る新しい香りのインテリア。2サイズでの
展開。『香りのおうち～本棚』は匂い香を本に見立て
たケースの中に入れ、一緒に立てた本にやさしい香り
を移します。『香りのおうち～こだま』は玄関先にお
いて、鍵などの定位置に、小物を飾ってインテリアに。
匂い袋からほのかな香りが漂います。

香老舗　松栄堂（(株)松栄堂）
住所：〒604-0857 京都府京都市中京区烏丸通二条上ル東側
電話：075-212-5590
URL：https://www.shoyeido.co.jp

東5SMEｰ70 京都府
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06 2524

BYTAPS

"世界一のハミガキ時間"をつくる

新潟・燕三条の職人が１本１本ていねいに仕上げた
アルミ削り出しのハンドル、水だけで圧倒的な洗浄
力を発揮する特別なブラシ、そして大幅にプラスチ
ック廃棄量が削減できる環境性。BY TAPSは次の
時代のハブラシのあり姿を提案するブランドです。

バイタップス（(株)グレーアンドネイビー）
住所：〒105-6004 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー4F
電話：03-6327-5243
URL：https://www.bytaps.co/

東5SME-73 東京都

ファントレック　バッグシリーズ

歩きながら発想のファントレック

No,114アーティストリュックやNo.905散策リュック
は厚手帆布や撥水帆布使用で、自然繊維ゆえの吸湿
膨張作用で防水します。環境への負荷も少なく土に還
る素材です。フィールドでのテストを経て製品化した
リュック、バッグは安心してお使いいただけ、何年ご
使用でも修理いたします。

ファントレック（(有)シライデザイン）
住所：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目-2-15-1403
電話：03-6868-4315
URL：http://www.shiraidesign.co.jp

東5SME-75 東京都

Porous Objet（ポーラス　オブジェ）

豊かな自然物にインスパイアされた
インテリアディフューザー。

自社開発した、より吸水性を高めた多孔質粘土。この
粘土を使用して、美濃地方の豊かな自然物からその造
形をモチーフとした全く新しい『インテリアディフュー
ザー』ブランド。第一弾として、スタンディングタイプ
の『balancing stone』とモビールタイプの『Moving 
nuts』を販売する。

芳泉窯（(有)カネ芳製陶所）
住所：〒509-5401 岐阜県土岐市駄知町１８０４－１７
電話：0572-59-2748
URL：https://www.housen-nendo.com

東5SME-76 岐阜県

こたび

老舗足袋メーカー開発！足の不調を
改善する足サポーター・こたび

足に違和感を感じてる人も病院に行くほどではない
と放置。開帳足、モートン病、外体重、扁平足、O脚、
外反母趾、浮腫み、膝・股関節痛などの症状が改善し
たと、リピーター続出。履くだけで、重心が取りやすく
なり安定する。日常的に靴下の中に履ける人間工学
に基づいて作った足サポーター。2019年グッドデザイ
ン賞受賞

ゑびす足袋本舗（エビス(株)）
住所：〒540-0004 大阪府大阪市中央区玉造2-4-13 上町ロングピア２階
電話：06-6765-6333
URL：https://www.ebisutabi.co.jp

東5SME-74 大阪府

コットンガーゼケット・敷きパッド

こだわりのガーゼと中わた、
天然繊維コットンに包まれて眠る幸せ

肌にやさしい綿100%無染色ガーゼ生地と吸水性の
高い脱脂綿わたを組み合わせた寝具です。染色を施
さず過剰な加工を避け、生地自体を優しく仕上げてい
ます。耐久性にもこだわり、「肌にやさしく、やわらか
く、強い」ガーゼを作り上げました。肌にふれるもの
だからこそ、天然繊維のコットンガーゼ寝具をお使い
下さい。

大津毛織株式会社
住所：〒595-0024 大阪府泉大津市池浦町1-22-23
電話：0725-22-2637
URL：https://otsukeori.co.jp/

東5SME-77 大阪府

アイアンオーブン

持ち運べるオーブン・
オールステンレス製組立式焚火台

アイアンオーブンはすべて錆や耐熱性に強いステンレ
ス鋼板で出来ており、使用時は各部品を40秒程度で
組み立てることが可能です。また持ち運びの際にはす
べてのパーツを分解することで厚さわずか25㎜に収
納でき、省スペースで持ち運ぶことが可能です。

A Product（世良鉄工(株)）
住所：〒078-1303 北海道上川郡当麻町３条西４丁目11-10
電話：0166-84-3111
URL：http://www.seratekkou.co.jp/

東5SMEｰ79 北海道

キャンプ用カッティングボード

北海道産の硬質な樹種で作る
薄く強靭なカッティングボード

屋外での荒い使用に耐えられるように特に硬質な樹
種で作られたカッティングボード。キャンプシーンを想
定した携帯性と使いやすさを両立させた丁度いいサイ
ズ感と硬質な樹種だからこその耐久性。表面はカン
ナ仕上げオプションでガラスを浸透・硬化させ耐候性
を高めた商品もあります。ロゴやSNSのネーム入れ可
能。

北央銘木 × HOKUON
住所：〒078-1315 北海道上川郡当麻町5条東4丁目２－１
電話：0166-84-5001
URL：https://hoku-on.com

東5SMEｰ80 北海道

COMPACT SCREEN

持ち運びできるミニマルデザインの
デスクパーティション

工具不要で組み立てられ、コンパクトに折りたたんで
運搬できるデスクパーティションです。ユーザー目線
にこだわって開発しており、「シーズンオフに収納でき
る機構」「スクリーン越しに会話したくなる質感」とい
う特長を備えています。製品のビジュアル、機能性が
認められ、2021年度グッドデザイン賞を受賞しました。

有限会社スマッシュ
住所：〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明108番
電話：022-387-0721
URL：https://smash-sendai.jp/

東5SMEｰ78 宮城県
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06 2726

カードディフューザー

ご機嫌なメッセージを
「さりげない香り」と一緒に

陶器で作られたカード型のアロマディフューザーは
専用の木台がついています。1枚用と2枚用があり、
カードのメッセージも2種類。玄関先やバスルーム、
デスクの脇など小さなスペースで香りを楽しむこと
の出来るアイテムです。

株式会社セラミック・ジャパン
住所：〒480-1218 愛知県瀬戸市中品野町60-4
電話：0561-42-0182
URL：https://www.ceramic-japan.co.jp/

東5SME-81 愛知県

リオンイコール

ワンピースやスーツにも
似合う行儀のいいリュック

・ＬＩＯＮ＝（リオンイコール）これまでにないワンピースやスーツにも
似合う美しいリュック、機能性はもちろんＰＣも入る優れものです。シン
プルなデザインで今までにない行儀のいいリュック。タテ型のリオンが
先行し好評ですが、荷物の多い方から横型を作ってという声から生まれ
ました。持つ人がこうあったらいいなと思う機能を詰め込んでいます。国
内生産なのでお修理やメンテナンスも承ります。・ＨＡＬＵ（ハル）カー
ドがタテに入る長財布、ＹｏｕＴｕｂｅで２２万回再生されました。

マンリ
住所：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町1-38-18
電話：080-3818-2414
URL：https://www.manri.shop 

東5SME-83 大阪府

抜群の保温力で「熱燗」「冷酒」など日本酒に最適な酒器

日本酒をじっくり愉しむ方に。
二重構造で美味しい温度を保つ酒器

金属加工の有名産地、新潟県 燕と富山県 高岡に拠点を
置く職人のタッグで生まれた「折燕ORI-EN」の酒器。二
重構造のステンレスの表面に独特な着色（実用新案登録
済み）を施し、熱燗を入れても素手で持っても熱くない上
に見た目も美術品のように美しい。まさに使う所作も含め
て美しい「絵になる酒器」の誕生です。

合同会社アルチザン
住所：〒959-1201 新潟県燕市灰方417-5
電話：0256-63-3446
URL：https://artisan-web.jp

東5SME-84 新潟県

”風を感じる”ドライマスクⅡ 『風ドラⅡ』

アウトドアスタイルに最適
吸汗速乾仕様の抗ウィルス布マスク

高い通気性に吸汗速乾と抗ウィルスの機能を持つ布
マスクです。アウトドアコーデにピッタリのボディカラ
ーと縁かがりカラーの組み合わせによる全６色を展
開。耳が痛くならないオリジナルカラーゴム紐が特徴
です。

株式会社タナベ刺繍
住所：〒769-2604 香川県東かがわ市西村1023番地
電話：0879-25-5108
URL：https://www.e-tanabe.net/

東5SME-82 香川県

LogoDeco

小ロット低価格で陶器に立体の
オリジナルロゴを入れることが可能

従来は、石膏型から造らないとできなかった立体のロ
ゴ入れを石膏型を使わずに造ることで低価格、小ロッ
トでオリジナルデザインを陶器に入れることが出来ま
す。この製法は特許取得技法の為、他社には真似す
ることが出来ない製法になっております。形状は２８
形状から、カラーは３６色の中からお選びが可能です。

丸新製陶有限会社
住所：〒509-5401 岐阜県土岐市駄知町1252-2
電話：0572-59-3158
URL：https://marushin-pottery.jp

東5SME-85 岐阜県

ジュエリー・グラス

最上級チタンと最高の職人技術に
よって創られたジュエリーグラス

チタンは身体親和性が高い「人に最も優しい金属」
です。鮮やかなグラスの色彩は、光の色と呼ばれる虹
やオーロラと同じ光の屈折にて表現。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、グラ
ス内面のチタンミラーが飲み物の色や揺らぎを映し出
し、ひとつのグラスが何通りにも表情を変えます。

PROGRESS（(株)日翔工業）
住所：〒427-0011 静岡県島田市東町2112
電話：0547-39-3277
URL：http://nissho-kogyo.jp/wordpress/

東5SMEｰ87 静岡県

キッチンスタジオパンダ食堂　ごはん鍋

釡戸で炊いた美味しさを食卓に。
火加減不要のごはん鍋。

ガス火・レンジで余計な火加減調整なしで簡単に炊飯
できます。土鍋内側には便利な水加減ライン付。水を
量る必要がありません。料理のにおい移りや汚れが
付着しにくいセラミック加工を施しているため炊飯以
外の調理にも使用でき、サッと洗浄することができま
す。キッチンスタジオパンダ食堂監修・レシピ付属。

株式会社スズ木
住所：〒510-0815 三重県四日市市野田一丁目2-12
電話：059-331-8636
URL：https://kksuzuki.com

東5SMEｰ88 三重県

笏谷石（しゃくだにいし）の器

いにしえの時代から伝わる、
蘇生笏谷石（しゃくだにいし）「福井の輝き」

綺麗な色と加工のしやすやが受けて、かつて北前船
で全国に運ばれていた福井市産出の笏谷石（しゃく
だにいし）を用いてます。現在は採掘されておらず入
手困難な希少性や天然石のため一つとして同じ風合
いの無い一品物、環境へのやさしさなどがお客様に
支持されています。

株式会社ふくいブルー
住所：〒910-0018 福井県福井市田原2丁目20-17
電話：0776-23-2911
URL：https://www.fukuiblue.co.jp/

東5SMEｰ86 福井県

ホーム・ライフスタイル

ホーム・ライフスタイルホーム・ライフスタイル

キッチン・ダイニング キッチン・ダイニング

キッチン・ダイニング キッチン・ダイニング

キッチン・ダイニング
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カトラリー　カイ・ボイスン　グランプリ

デンマーク王室御用達
KAY・BOJESENのカトラリー

デンマーク著名デザイナーKAY・BOJESENのカト
ラリー全世界分の製造を任されております。決して手
を抜かず安心・安全で、品質の良さを認めていただき
近年では海外デザイナーからの製造依頼も増えてお
ります。KAY・BOJESENカトラリーはシンプルで美
しいフォルムで全世界で愛され続けております。

株式会社大泉物産
住所：〒959-1286 新潟県燕市小関151
電話：0256-63-4551
URL：https://www.ohizumibussan.jp

東5SME-89 新潟県

-木の匠- 日本の酒器シリーズ

岐阜県産桧材の
酒器セット（徳利＆ぐい呑み） 

ひのき製の徳利＆ぐい呑みで、ひのきの香りをお楽し
みください。ひのきは、岐阜県産材を主材としていま
す。ひのき材特有の杢目の美しさも特徴です。

ヤマコー株式会社
住所：〒509-9298 岐阜県中津川市坂下275-1
電話：0573-75-3470
URL：https://yamaco.jp

東5SME-90 岐阜県キッチン・ダイニング キッチン・ダイニング

Exhibitor Information（Posted only for some applicants）

Main Products

Company Name
ADDRESS
TEL
Website(URL)

�����������

BOOTH NUMBER・PREFECTURES Category (Icon)

Product PR (Public Relations) Comment

IKKON

ISUKE& CO., LTD.
ADDRESS: 344 Kashiwaya-cho, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 600-8066      
TEL: 075-361-5281
URL: https://www.isuke.co.jp/

��������������������������������������
������	�������
���������������������������������	������
This is a new series of sake cups developed with the hope that people around the world will enjoy 
drinking sake elegantly in lacquered cups.Based on the glossy black or vermillion lacquer, the 
"silver rust" that looks like metal stands out due to the special lacquering technique, creating a 
unique and special feeling.

EAST5SME-01・KYOTO Crafts and Traditions

Flower vase stand

Flames Co.,Ltd
ADDRESS: 1-6-4 Kamidaira, Fussa, Tokyo, Japan 197-0012
TEL: 042-551-3941
URL: http://www.flame-s.com

��������������	������������������������

��������������������������������������������������
【A relaxing time that begins with light】The pattern of Kumiko Crafts, which has been used to decorate shoji screens 
since ancient times in Japan, has been reproduced by laser processing. The light passing through the Japanese paper 
reflects beautiful shadows, and the floral pattern emerges. When the light is off, it consists of simple Japanese paper 
and a wooden frame.  But when the lights are on, the atmospheric floral patterns decorate the room.

EAST5SME-02・TOKYO Crafts and Traditions

MAEKAKE

MAEKAKE'　Anything（AnythingCo.,Ltd）
ADDRESS: Grand Maison Motoakasaka 902, 1-7-10 Motoakasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan 107-0051
TEL: 03-5843-0247
URL: http://www.anything.ne.jp/index.html

�����������������������������������������������������
	���������	������ ������
� � � � � �Maekake has been used since ancient times to protect the waist area of workers as well as for advertising 
purposes. We have revived the thick and strong fabric before it was mass-produced at low cost, dyed, and 
printed it to suit the modern age. The more you use it, the more beautifully it changes, and it is highly 
valued overseas as well. It is very practical workwear for work uniforms, hobbies, and outdoor activities.

EAST5SME-04・TOKYO Crafts and Traditions

Sake Server Magewappa Setsugekka Black

T. Nishikawa & Co., Inc.
ADDRESS: 377 Yamazaki-cho Yamato-oji Gojo Agaru Higashiyama-ku, Kyoto, Japan 605-0841
TEL: 075-541-5191
URL: https://www.t-nishikawa.co.jp/

����������������������
�	�	������������������
�����������	������������������
������	����
� � � � � �A gorgeous assortment of sake cups to enjoy the playful spirit of Kyoto. A Kiyomizu-yaki porcelain lid and sake cup are combined with 
an Akita traditional craft "bent-wappa" choshi (sake bottle) for cold sake.  It is a unique product with the collaboration between Kyoto 
and Akita and makes the most of the characteristics of each traditional craft. The wood grain of Akita cedar and Kiyomizu-yaki's 
gorgeous gold and silver overglaze paintings of snow, moon, and flower patterns are woven together to create a playful Kyoto style.

EAST5SME-05・KYOTO Crafts and Traditions

KAMAHACHI Kenzan

KAMAHACHI（Kanamori  Alloy Co.,Ltd）
ADDRESS: 6-100 Matsumura, Kanazawa-shi, Ishikawa, Japan 920-0348
TEL: 076-267-3003
URL: https://www.kanamori1714.jp

�������������������������������������	������
���������������������������������
Although it is called a kenzan, there is no needle, and it is uniquely designed to be used by putting flowers into the 
concave portion. It has the appearance of an object in itself. It creates a modern look with glassware and a classic 
atmosphere with ceramic ware. The impression can be changed according to the image of the room. It is gentle to both 
people and flowers, and the antibacterial effect of copper ions keeps the water clean and the flowers last 167% longer.

EAST5SME-06・ISHIKAW Crafts and Traditions

Jewel Kiriko

Kawasho Co.,Ltd
ADDRESS: 5-4-11 Kunimi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, Japan 981-0943
TEL: 022-301-7225
URL: https://www.craft-style.jp

������������������������
����������

New JEWEL and accessories are now available for the Edo kiriko glass that sparkle like jewels. 
(Jewel Kiriko: registered trademarks No.6026817, No.6026696)

EAST5SME-07・MIYAGI Crafts and Traditions

SHUROTAWASHI・BODYTAWASHI・PETTAWASHI(DOG・CAT)

KITAYAMAMASATSUMUSHOTEN CO,LTD
ADDRESS: 517 Marusu, Kishigawa-cho, Kinokawa-shi, Wakayama, Japan 640-0401
TEL: 0736-64-3943
URL: https://kitayamamasatsumu.com/

��	������������������������	������������������
�����������������	��
� � � � � �Scourers are made from natural fibers of plants and are safe to use not only on things but also on people and animals. 
They are made by craftsmen's handwork. The strength and length of the fibers are adjusted by the experience and 
skills of the craftsman to create the best possible scourer for the purpose. For washing your body, precious pets, and 
expensive pots and pans. We are making the most advanced scourers that are perfect for modern life.

EAST5SME-08・WAKAYAMA Crafts and Traditions

Arita porcelain antibacterial Lin NY + Sake set

Kinshodo Co.,Ltd
ADDRESS: 2351-169 Akasaka-hei, Nishimatsuura-gun, Arita-cho, Saga, Japan 844-0024
TEL: 0955-43-2007
URL: http://www.lin-japan.jp/

����������������������������������������������
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This is a sake cup with an antibacterial effect using the photocatalyst. It is coated with titanium 
oxide developed by Masamichi Ichinose, a special professor at Saga University. It won the "Saga 
Television Award" at the 117th Arita International Ceramic Exhibition (2021).

EAST5SME-09・SAGA Crafts and Traditions

MOMO TILE　KIT

KOYO SEIGA　Co.,Ltd
ADDRESS: 5241-5 Funatsu-cho , Himeji-shi, Hhyogo, Japan 679-2101
TEL: 079-232-5295
URL: https://www.koyoseiga.co.jp

����	��	�����������������������������������������������
�

Ibushi Kawara Tile floats on water, combining the smoke technology of Koyo Seigta that has been 
accumulated over 100 years with the latest foamed ceramics. With the tile kit "MOMO" that you can 
be used for interior decoration, you can create a high-quality space that has the essence of 
Japanese tradition in your modern home.

EAST5SME-10・HYOUGO Crafts and Traditions

海外展開相談コーナー

中小企業総合展内で、海外展開に関する無料相談を行っています。ご興味のある方は是非、お

立ち寄りください。 

（無料・予約不要）

中小機構では、海外展開支援を行っております。

詳細は以下のURLよりご確認ください。

�����������������	�������� ��������������
��	��� ��������������

（独）中小企業基盤整備機構 販路支援部海外展開支援課

Tel: 03-5470-1522 

Mail:kei-kokusai@smrj.go.jp 

お問合せ先
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Kago bag/Interior Basket

LE KOOGEI（GiL INTERNATIONAL Co.,Ltd） 
ADDRESS: 2-21-18 Gotenyama, Musashino-shi Tokyo, Japan 180-0005
TEL: 0422-26-5882
URL: https://maison-mayumi.com

�����������������������������������������������
�
�����
����	����������
� � � � � �LE KOOGEI's basket bags, woven in "kooji" style with the rich nature of the island of Okinawa.  LE 
KOOGEI MAISON's interior baskets, which were launched in the summer of 2020, have playful 
designs that will enrich your time spent at home or outside. This is a sustainable fashion that is also 
environmentally friendly.

EAST5SME-11・TOKYO Crafts and Traditions

Heartwarming handmade porcelain accessories by craftsmen and artist.

nanayosha（Suzuken Porcelain Tile Laboratory Co.,Ltd）
ADDRESS: 8-106 Takata-cho, Tajimi-shi, Gifu,  Japan 507-0018
TEL: 0572-22-0388
URL: https://nanayosha.com/

���	�����������������
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� � � � � �A tile company creates "pottery accessories". Each piece is handmade using the traditional 
techniques and designs of Mino ware, with the sensibilities of a modern woman. The works created 
by the hands of female ceramic artists and craftsmen are beautiful and warm. The only one in the 
world, accessories are fascinating with subtle differences in expression.

EAST5SME-12・GIFU Crafts and Traditions

Teapot with Coffee dripper

Chushin Kobo Co., Ltd
ADDRESS: 2-1-12 Do-machi, Yamagata-shi, Yamagata, Japan 990-0051
TEL: 023-625-4485
URL: http://www.chushin-kobo.jp

���������������������������������������������	������

A cast-iron pot with a dripper to match the pot for enjoying coffee. Cast iron pots retain heat very 
well, keeping tea warm and flavor. With a dripper to match this pot, you can enjoy tea and coffee in 
one pot. The dripper is made of porcelain and comes in three colors to match the cast iron pot: 
black, blue, and reddish-brown.

EAST5SME-13・YAMAGATA Crafts and Traditions

ifuki/CAGE A

ifuki（NAKAMURA SEISAKUSYO）
ADDRESS: 774 Chokeiji, Takaoka-shi,Toyama, Japan 933-0951
TEL: 0766-21-1821
URL: https://www.nakamura-seisakusyo.co.jp/

����� �����	���������������
��������������
������������������	�������	�����������������������
� � � � � �Nakamura Seisakusho, located in Takaoka City, Toyama Prefecture, launched its original brand 
"ifuki" in the spring of 2021. The brand offers items that incorporate the lost wax casting method. 
The items are like accessories when in use, and like modern sculpture when not in use, making your 
space more colorful.

EAST5SME-14・TOYAMA Crafts and Traditions

luckycat/kimekomi tray

Kakinuma Ningyo Co.,Ltd
ADDRESS: 2-13-2 Shinkoshigaya, Koshigaya-shi, Saitama, Japan 343-0857
TEL: 048-964-7877
URL: https://www.kakinuma-ningyo.com

������������	������������������	��������������������
�����������������	���
Using the traditional "Edo Woodgrained technique", we have updated the Maneki-Neko (a lucky cat) 
to better fit the modern lifestyle. The popular "Woodgrained Tray" is now available in new colors, 
giving it a more modern and luxurious look. We look forward to hearing from you about special 
orders.

EAST5SME-16・TOKYO Crafts and Traditions

Wanonage   

Wanonage（Cross Cultural Exchange associatioinLLC）     
ADDRESS: 24-14 Kusudani-cho, Hyogo-ku,   Kobe-shi, Hyougo, Japan 652-0004      
TEL: 078-599-6188
URL: https://wanonage.jp/
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It uses antique and recycled "obi", the sash used in traditional Japanese kimono. We develop obi 
bags that can be easily produced without sewing and we offer workshops for overseas travelers and 
tourists, even those who are not accustomed to creating handmade crafts. Our products are made 
of luxurious silk that can also be developed as gift items for overseas markets.

EAST5SME-18・HYOUGO Crafts and Traditions

SDGs footwear using natural and recycled materials 【earth-friendly-sandals】

Marukoshi　Co.,Ltd      
ADDRESS: 3-9-10 Senzoku, Taitou-ku, Tokyo, Japan 111-0031
TEL: 090-5829-1830
URL: www.earth-friendly-sandals.co.jp

�����������【�����������	������	���】�������	�����������
��������������	������������������������	������������
����� � � � �
� � � � � �By making use of the goodness and functions of traditional Japanese footwear, you can raise your 
awareness of the global environment through daily wear. The soles of indoor shoes are made of 
stocking scraps and natural rubber, while the soles of outdoor shoes are made of olive leaves, stocking 
scraps, natural rubber, cornstarch, and castor oil from the Setouchi region of Kagawa Prefecture.

EAST5SME-19・TOKYO Crafts and Traditions

Hangout　  

YAMASHOTOUKI　Co.,Ltd
ADDRESS: 560-1 Shigarakichonagano, Koka-shi, Shiga, Japan 529-1851
TEL: 0748-82-0045
URL: http://yamasho-touki.co.jp/

����������������������
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We want to eliminate the boundary between the kitchen and the outdoors and increase the time to 
enjoy cooking and eating more freely! It was created to fulfill wishes.

EAST5SME-20・SHIGA Crafts and Traditions

Inlay wooden chopsticks, cutlery, cup, coaster, accessories and more

YUMEKOBO（Ｙｕｍｅｋｏｂｏ Inc.）     
ADDRESS: 20-70 Murasakino, Kitakami-shi, Iwate, Japan 024-0004
TEL: 0197-68-2230
URL: https://www.iwate-yumekobo.com

������������������	������������ ��������������	���	
��������	���������
� � � � � �Yume-Studio makes wooden products using a decorative technique called Zogan, which is a technique that uses 
different colors of wood and pearl layers of shells to create patterns. The products made of solid wood include 
cutlery such as Zogan chopsticks, cups, and new accessories, all of which can be enjoyed and used in our daily 
lives. Since the products are made in our own workshop, we can handle original products and small lots.

EAST5SME-21・IWATE Crafts and Traditions

World map of wild animals  

Malth Co.,Ltd      
ADDRESS: 1-296-7 Nishikatakai-machi, Maebashi-shi, Gunma, Japan 371-0013      
TEL: 027-235-5187
URL: http://www.malth.jp

���������������	�����������������������������
����
����
������������������ � � � � �
� � � � � �The World Map of Wild Animals is a unique map of the world with over 800 species of overwhelm-
ingly detailed animal drawings, Japanese names, and scientific names that will satisfy even the 
most dedicated animal enthusiast. When unfolded at hand, it is a powerful 728 x 1030 mm (B1 size). 
The name in English is also available.

EAST5SME-22・GUNMA Stationery, Hobby, Kids

Car steering wheel holder  Handle-let ™　  

Mova.mononet（SHOWA PLASTICS Co., Ltd. ）     
ADDRESS: 946 Nakanoshima-cho, Mobara-shi, Chiba, Japan 297-0034      
TEL: 0475-25-0123
URL: http://www.showaplastics.jp

���������������������������������	������������
���������������� � � � � �
� � � � � �For a long wait while parked or in the car, lunch break at highway PA, convenience store parking lots, waiting for 
children to be picked up and dropped off, waiting at a hospital, evacuation during disasters. ◎Good posture even 
when watching news or drama for a long time, no neck pain. ◎Just hang it on any handle, no need for fasteners 
◎No need to press the horn ◎Can hold catalogs and documents (A4 size) ◎Easy to take notes on documents

EAST5SME-28・CHIBA Stationery, Hobby, Kids

"nocilis"a shape-changing educational play toy for baby　&　kids  

ICI Design Institute Inc.     
ADDRESS: 2-82-21-705 Yagumohigashi-machi, Moriguchi-shi,Osaka, Japan 570-0021      
TEL: 06-6909-5095
URL: http://www.nocilis.jp

���������������	�
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Patented silicone block that can be turned upside down and reshaped. Children's creativity and imagination 
are nurtured by imaging the various shapes that can be changed. It is safe to be disinfected by boiling and 
has been highly evaluated by experts as an innovative educational toy that encourages hand development 
while playing with moderate elasticity. Published in many media. Osaka-made brand certification.

EAST5SME-23・OSAKA Stationery, Hobby, Kids

AROMA LETTER 「Florio」  

Phyto therapy aloalo      
ADDRESS: 2-11-16 Nagaodai, Takarazuka-shi, Hhyogo, Japan 665-0807      
TEL: 072-767-6434
URL: https://aloalo-aroma.com

��������������	�������������	��������� � � � �
� � � � � �
This is a set of letter cards with aroma sheets inside. For the first time in the aromatherapy industry, the 
letter cards, with an aroma sheet containing powdered liquid aromatic oil, can be sent by post. Send a 
handwritten message with a beautiful scent to loved ones. A set of 5 popular scents.

EAST5SME-29・HYOUGO Stationery, Hobby, Kids

Ikuji-Kobo/baby wear made in  JAPAN  with organic cotton  

Ikuji-Kobo（OSAKAYA Corp）     
ADDRESS: 2-19-5 Aoyama, Handa-shi, Aichi, Japan 475-0836　      
TEL: 0569-26-0120
URL: https://www.ikuji-kobo.jp

���������������������������������������
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"1g for a baby is 20 grams for an adult" ～ For babies who weigh less than 1/20 of an adult at birth, a small 
difference can make a big difference. We are committed to creating products that make babies feel good.

EAST5SME-24・AICHI Stationery, Hobby, Kids

KIHARIE Art Kit  

KINOWA Co.,Ltd     
ADDRESS: 243 Minamiaoki, Kuroiwa, Monden-machi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima, Japan 965-0825       
TEL: 0242-77-4296
URL: http://www.kinowa.co.jp/

�������������������	���
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A completely new genre of wood products, "KIHARIE" is a kit product that allows you to handcraft precise 
artworks that were never thought possible with wood products while maintaining the natural atmosphere of 
wood products. The products are divided into different levels of difficulty that can be targeted at a wide range 
of people. Our products are perfect for both those who like handicrafts and those who like to give presents.

EAST5SME-26・FUKUSHIMA Stationery, Hobby, Kids

“TAGGED” memos that can be used outdoors in all weather conditions  

TAGGED（KYOSEI CORPORATION）     
ADDRESS: 10-132  Minami Hatsushima-cho, Amagasaki-shi, Hhyogo, Japan  660-0833      
TEL: 06-6488-2777
URL: https://kyosei.co.jp

��������������������
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���������������	������� � � � � �
� � � � � �The company originally started out as a manufacturer of cleaning tags, making paper identification tags that 
can be washed while still attached to the tags.  We have recently expanded into stationery and educational 
materials using strong, washable paper, as well as memo blocks with unique printed content. We are also 
producing memo blocks with unique printed contents.

EAST5SME-27・HYOUGO Stationery, Hobby, Kids

musu-musu

musu-musu（ACTILIFE Co.,Ltd）     
ADDRESS: 3-301 Geba, Fukui-shi, Fukui, Japan 918-8112   
TEL: 0776-32-7100
URL: http://actilife.co.jp/

���������������������������������	����������	����������
���	����������������������
�	������
��� � � � � �
� � � � � �The accessories are made from Mizuhiki, a very delicate work by Mizuhiki craftsmen. They have a different 
radiance from precious metals and give warmth to people. We hope to help people who want to "get closer 
to their ideal selves and express their individuality.

EAST5SME-31・FUKUI Clothing

Transparent, sweat stain, odor: Underwear for men's problems "Suketto Ran"

Anprimus（ANDOR,Inc.）     
ADDRESS: Sun Green Building 3F, 12-10 Rokutanji-cho, Nishinomiya-shi,Hhyogo, Japan 662-0918
TEL: 0798-23-6081
URL: https://www.anprimus.jp/

��������� ����	�����
����������������������������������	���
����
A series of functional innerwear made of "Chanomi oil Rayon（Japanese tea oil rayon）," which is moist and smooth to the 
touch and has excellent antibacterial and deodorant features by tea catechin. Men's underwear "Suketto Ran" and 
Women's comfort underwear "Chamiiyu" which were published in the Yomiuri and Kobe newspapers are offered. Aiming 
to create a new standard of high quality with underwear that brings the best comfort and ingenuity to everyday life.

EAST5SME-33・HYOUGO Clothing

washable line   

ＩＳＨＩＤＡＳＥＩＢＯＵ　Co,Ltd      
ADDRESS: 682 Obirai, Kasaoka-shi, Okayama, Japan 714-0012      
TEL: 0865-62-2088
URL: http://www.ishidaseibou.com

����
������	������������������	����������������
�������������������	������
�� � � � � �
� � � � � �This straw hat is made of natural materials such as raffia and Japanese paper and can be easily washed. Our 
products are manufactured using the industry's highest level of sewing and processing technology while 
making the best use of an unsophisticated texture. The simple and beautiful form of the hat makes it soft and 
comfortable to wear without ruining the atmosphere of your outfit. Foldable bag.

EAST5SME-34・OKAYAMA Clothing

“wearing traditional crafts in everyday life”, Gold-Knot  

“Gold-Knot”～Gold leaf jewelry～（H2O Inc.）     
ADDRESS: 5‐6 Minamicho, Kanazawa- shi, Ishikawa, Japan 920-0919
TEL: 076-205-6202
URL: https://gold-knot.com/

���������������������������������������������
�
���	��������������� � � � � �
� � � � � �"Gold-Knot" was created from the fusion of the traditional craft "Kanazawa foil" and lace knitting. It is light 
and gentle to wear. Satomi Kiwada, a designer active in Kanazawa, the city of gold leaf, launched the brand 
in the hope that people would wear traditional crafts in their daily lives. This light brooch is made of gold leaf 
scraps produced in the manufacturing process and is a sustainable fashion.

EAST5SME-35・ISHIKAWA Clothing
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Wall hanging Buddhist altar    "MIMAMORI" and "NUKUMORI's window"  

YAMAMOKU CO.LTD      
ADDRESS: 83-1 Saga, Yamagata-shi, Gifu, Japan 501-2114      
TEL: 0581-22-1230
URL: https://www.yamamoku-gifu.com/

������
�	�������������������		��������������
�������������������� � � � � �
� � � � � �Modern Buddhist altars "MIMAMORI" and "NUKUMORI window" blend into your living space. They can 
be used anywhere, such as on the wall or in a stationary room. A domestic Buddhist altar manufactured 
by our own factory in Japan. Comes with a set of five ready-to-use Buddhist items and a photo frame. 
Easy installation. After removing it, the traces of the pins are not noticeable.

EAST5SME-58・GIFU Home, LifeStyle

shiromuku YUI  

ECOMACO.Inc      
ADDRESS: 96-5 Okada-machi, Nagano-shi, Nagano, Japan 380-0936      
TEL: 026-224-5165
URL: https://ecomaco.com/

��������������������
����������������	�����������
������������������ � � � � �
� � � � � �【Shiromuku-Yui-】 is an ethical product that makes the best use of Japanese culture by integrating 
"people" x "things" x "events". Along with the goal of SDGs, It is a product that can give an opportunity to 
think about "responsibility to produce and use", from fashion. (Awarded 2018 OMOTENAHI Selection)

EAST5SME-36・NAGANO Clothing

FLOAT KIDS  

ALPHA Co.,Ltd      
ADDRESS: 7-28-6 Mizuochi-cho, Sabae-shi, Fukui, Japan 916-0022      
TEL: 0778-52-3453
URL: https://alpha-jpn.com/

����������������������������������	�����
��������������������	������� � � � � �
� � � � � �These polarized sunglasses for children won the 2022 Eyeglass Award in the ""Kids Category"". The temples 
(1) do not have metal hinges so that any head size can be accommodated, and (2) contain a core material so 
that fine adjustments can be made. A special resin is used to make them light and flexible, and it is perfect 
for children who are active.

EAST5SME-37・FUKUI Clothing

Buships watch  

Montre roroi Co.,Ltd     
ADDRESS: Flora Daikanyama 202, 12-3 Uguisudani-cho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0032      
TEL: 03-5728-5321
URL: https://montre-roroi.jp/

����������������
�����������������	������	��������������
�������������������	������������������� � � � � �
� � � � � �This is a faithful reprint of a special waterproof wristwatch developed in the 1940s and 1950s for the United 
States Navy SEALs and the Underwater Demolition Team (UDT). The most distinctive feature of this watch 
is the large crown cap, which is affectionately known as the "Canteen". Made with user-friendly quartz.

EAST5SME-41・TOKYO Clothing

W*lt BLASER USBPORT 3WAY FULLOPENRUCKSACK with DIALLOCK  

T2COMPANY.LCC     
ADDRESS: 493-2 Wada, Minami-ku, Sakai-shi, Osaka, Japan 590-0152       
TEL: 072-292-8655
URL: https://t2company.co.jp/

��������������������������������	�	�������� � � � � �
� � � � � �
As the COVID-19 pandemic is disrupting, we have created a washable tablet case for an era when cleanliness is 
required. It is made of mesh material and can be washed with water. It is convenient for a job that required a lot 
of standing or industries where tablets are used (offices, warehouse operation, construction sites, medical 
sites, and customer service at exhibitions). It can also be used as a binder or notebook with both hands-frees.

EAST5SME-38・OSAKA Clothing

Gold and Silver thread accessories "wanoiro"  

wanoiro（P's　Planning Co.,Ltd）     
ADDRESS: 5-4-6 Sumiyoshi,Kofu-chi,Yamanashi, Japan 400-0851      
TEL: 055-235-9798
URL: https://ps-planning.jp/

�����������������������	�����������������������	���
��������������������	�����������	���	�������������	�� � � � � �
� � � � � �Gold and silver threads passed down through traditional techniques are arranged by jewelry designers to 
create accessories. The shine of pure gold and silver gives it a genuine beauty. Despite its volume, it is supple 
and light, with an airy feel that makes you forget you're wearing it. We have a wide variety of designs and 
products in a wide price range.

EAST5SME-39・YAMANASHI Clothing

KARADA KIREI  

KARADAKIREI（ABYSSAL JAPAN Co.,Ltd）     
ADDRESS: 12-1304-4 Minami 4-jonishi Chuo-Ku,Sapporo-shi, Hokkaido, Japan 064-0804      
TEL: 011-530-6500
URL: https://www.abyssal.jp

����	���������������	����������������������������
����������������������������� � � � � �
� � � � � �The dry soap "Karada Kirei" properly cleans and moisturizes the skin (face and body) without water. Just 
spray it directly and wipe it off for outdoor activities and daily hygiene.... It has been proven to be effective in 
eliminating skin problems in the medical field and used in evacuation centers during disasters. Received the 
Hokkaido Welfare Town Development Award. Sapporo Style Certification. Can be used for newborn babies.

EAST5SME-43・HOKKAIDO Beauty and Health

THERA YOJO KYU (moxibustion)  

ALHAMBRA Inc.     
ADDRESS: 2-16-11 Shimouma, Setagaya-ku, Tokyo, Japan 154-0002      
TEL: 03-3419-6626
URL: https://www.alhambrainc.com/

��������������
����������������	������������ �����	�
���������������	��������������������
�������� � � � � �
� � � � � �● Moxibustion that warms up without using fire ● OK in 5 minutes at a time. Feel free to experience 
moxibustion ● Easy self-care in a short time while doing work or housework ● All you need is water, so 
you do not smell smoke on the clothing and room ● It is easy to reapply according to your health 
condition and body temperature ● Easy to use by simply peeling off the seal and soaking it in water

EAST5SME-44・TOKYO Beauty and Health

seins mous Beaute Rondo  

seins mous（seinsmous Co.,Ltd）     
ADDRESS: Sankou Bld 4Fl, 3-4-14 Minamikyuhoji-machi, Osaka-shi Chuo-ku, Osaka, Japan 541-0058      
TEL: 06-7162-6057
URL: https://seinsmous.com/

��������������
������	��	�����	�������������
�����
�����������������������������������������	������ � � � � �
� � � � � �This is the only cosmetic product that proposes ""partial weight gain®"", which puts fat only where the serum is 
applied. As with aesthetic medicine, this is the most advanced approach to aging care and body make-up which is 
similar to technology that can be realized by increasing weight. Not only breast size but also wrinkles and hollows 
of the face can be improved. Effective anti-aging treatment for the whole body due to age-related thinness.

EAST5SME-45・OSAKA Beauty and Health

SUHADA seal  

COSMOTEC Co.,Ltd     
ADDRESS:  5-5-35 Nishiki-cho, Tachikawa-shi, Tokyo, JAPAN 190-0022      
TEL: 042-526-1411
URL: https://www.cosmotec.ne.jp/

����������������	���������������	�����������	
��������������������������� � � � � �
� � � � � �A bare skin-like texture seal" is a skin seal that hides scars, blemishes, and tattoos with both comfort and 
coverage. 0.02mm ultra-thin, reflectivity close to real skin, smooth gradation, and four color variations make it 
easy to hide. The seal is water-resistant and can be used for a week. They are made in Japan and have passed 
various tests for safety and security.

EAST5SME-48・TOKYO Beauty and Health

pillow、KM03J  

KITAMURA MAKURA（Kitamura Japan Inc.）     
ADDRESS: 16-2 Kozaki, Tokushige, Kita-Nagoya-Shi, Aichi, Japan 481-0038      
TEL: 0568-23-0213
URL: http://www.kabu-kitamura.com/

����	�	�������������������¡�������������������

�	�����������
��� � � � � �
� � � � � �Turning is no problem and maintains a comfortable sleep on your side. This is a pillow made by a 
long-established pillow manufacturer that has been in business for over 90 years and is perfectly suited 
to the body shape and habits of Japanese people. All products are handmade by Japanese craftsmen.

EAST5SME-46・AICHI Beauty and Health

Roller type periodontal care toothbrush KURUN series   

KURUN Co.,Ltd     
ADDRESS: 5-10-8 Namiyoke, Minato-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 552-0001       
TEL: 06-6584-3234
URL: https://kurun.co.jp

����������������������������������������������������
���	�
����������������������������	��	������������� � � � � �
� � � � � �Today's "scrubbing" toothbrushes have not changed in over 100 years. From now on, "No Scrubbing" is 
conventional wisdom! Our toothbrushes were grafted with 360-degree ultra-fine brushes.  A 
revolutionary toothbrush. More than 10,000 fine brushes adhere to plaque and remove it. (Normal 
toothbrushes have about 1000 brushes) No scrubbing, no splashing!

EAST5SME-47・OSAKA Beauty and Health

One-push spray type disinfectant "5-minute fog bacteria" photocatalytic coating

COM・LAB Co.,Ltd     
ADDRESS: 7-11 Sugawara-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 530-0046
TEL: 06-6948-8983
URL: http://com-institute.co.jp

���������������
��������������������������������������
�����������������

This is a product to prevent infection caused by COVID-19. The advantages are as follows: 1) photocatalytic coating, 
which is expensive if you ask a specialist to do it, can be done inexpensively and in five minutes; 2) safe and secure 
natural material (photocatalytic titanium oxide) coats every corner of the room, and the effect lasts for three 
months; and 3) it is used in kindergartens, elementary schools, city halls, police stations, and restaurants, etc.

EAST5SME-49・OSAKA Beauty and Health

NMN-3800 ULTIMATE and Panas EX series  

PLAN DO SEE MEDICAL Co.,Ltd     
ADDRESS: GLORIA Tokyo 101, 2-32-10 Nishinippori, Arakawa-ku, Tokyo,  Japan 116-0013      
TEL: 06-4253-0038
URL: http://www.pdsm.co.jp

������
�����������������¢��������������	�
���
������������������	������	������ � � � � �
� � � � � �Each capsule contains 100mg of high-purity NMN, domestic horse placenta, lactic acid bacteria, resveratrol, 
and piper longum extract. The price is quite low in the industry for the purpose of a wide range of development 
such as wholesale and direct sales. Anti-aging cosmetic series containing our patented ingredient streptococcus 
themophilus culture filtrate and placenta in farm animals (domestic horse and pig) extract powder.

EAST5SME-55・OSAKA Beauty and Health

Toothpaste Tablets "CAMUGAKI"  

Toothpaste Tablets "CAMUGAKI"（TSUYOMI Inc. ）     
ADDRESS:  417 NALIC, 2-22-8 Chikusa, Chikusa-ku, Nagoya-shi,  Aichi, Japan 464-0858      
TEL: 052-746-5688
URL: http://www.tsuyomi.co.jp/

��������	����
�����������������
�������������������������
��������� � � � � �
� � � � � �This product is a tablet-type toothpaste that was selected last year as a product to be carried on the ISS.  It was 
a JAXA's public contest for making life in space more comfortable. It was recognized as a product with excellent 
functionality for oral care even in spaces where the use of water is limited. Now, people are reevaluating the 
importance of oral hygiene, and this is a rare product that allows people to brush easily at any time.

EAST5SME-51・AICHI Beauty and Health

Performance-enhancing socks　Socks　Labo  

NISHIGAKI SOCKS Co.,Ltd     
ADDRESS: 61 Otani, Yamatotakada-shi, Nara, Japan 635-0076      
TEL: 0745-52-0088
URL: https://www.nishikutu.co.jp

������
������������������������������
£������������ � � � �
� � � � � �This sock was developed based on the experience of a trainer who found that marathon runners were about to 
retire at the waiting room.  After applying a square tape to their sole, they regain energy and start running again. 
There are many socks for jogging and marathon that have a horizontal arch, but we used a patented technology 
that forms an arch from the vertical direction by pulling the sole vertically. These are the first "running socks".

EAST5SME-53・NARA Beauty and Health

Organic Facial Sponge KOMACHI  

Yamamoto Farm Corp     
ADDRESS: 1447 Ichinomiya,Tomioka-shi Gunma, Japan 370-2452      
TEL: 0274-63-4566
URL: https://www.yamamotofarm.co.jp/

������������������������������������������������
��
����������
��������� � � � � �
� � � � � �When placed in hot water, it expands into a fluffy sponge. The surface of the swollen sponge is covered 
with a film of alkalescent water, which gently washes away dirt from mild acidic skin. The product is 
made of 100% organic JAS-certified konjac flour. The package is made of 100% FSC certified paper, and 
no petroleum-derived ingredients are used in either the product or the package.

EAST5SME-57・GUNMA Beauty and Health

Nocturias Calf Supporter  

ifan（IIDA HOSIERY Co.,Ltd)     
ADDRESS: 1619 Yamaguchi, Kouhoku-machi, Kishima-gun, Saga, Japan 849-0501      
TEL: 0952-86-3211
URL: https://iida-socks.co.jp/

���������������������������	����	���
������������
����	�����
����� � � � � �
� � � � � �Cotton is used for the material, with an emphasis on the feel of the skin. The compression is gradual 
from the ankle to the calf to follow the shape of the lower leg and support the muscle pumping. In 
addition, to make it easier to identify the front and back, the word "Mae" is placed on the inside of the 
mouth, and the ankle part is hemmed (flat knitting) to ensure long wear.

EAST5SME-50・SAGA Beauty and Health

Tsurugi Kenshin Kitchen Scissor KS-1 Black Finishe  

Tsurugi Kenshin Co.,Ltd     
ADDRESS: 1-14-12 Katsubogawa,Sanjo-shi,Niigata, Japan 955-0056      
TEL: 0256-33-8321
URL: https://tsurugi-kenshin.jp/

��	������������
��������������������
�����	��	���������������������������� � � � � �
� � � � � �Jet-black kitchen scissors with black-dyed stainless steel scissors! Not only can they be used for 
"cutting", but they can also be used for many other purposes, such as bottle openers, turning lids, and 
opening lids! They can be disassembled and washed for easy cleaning! Of course, they are sharp 
because they are made in Tsubame-Sanjo!

EAST5SME-61・NIIGATA Home, LifeStyle

Ultra-lightweight Polycarbonate Bag. All madein Japan!  

YAMATOYA Co., Ltd.      
ADDRESS: 3-14-5 Kuramae, Taito-ku, Tokyo, Japan 111-0051      
TEL: 03-5829-6161
URL: https://www.yamatoya-tokyo.co.jp/

��������������������������������������
������������ � � � � �
� � � � � �
With a focus on bags made of thin polycarbonate synthetic leather that does not deteriorate easily, we 
can develop POPUP without having trouble finding material. Design and development with a team of 
influencers, targeting three generations! This product was made in Japan!

EAST5SME-59・TOKYO Home, LifeStyle
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ADDRESS: GLORIA Tokyo 101, 2-32-10 Nishinippori, Arakawa-ku, Tokyo,  Japan 116-0013      
TEL: 06-4253-0038
URL: http://www.pdsm.co.jp

japanese modern resin table  

Haga Manufacturing Ltd.     
ADDRESS: 2331 Omiyacho Kobe, Kyotango-shi, Kyoto, Japan 629-2502      
TEL: 0772-68-0811
URL: https://www.resin-plus.com/

���	�¤�������¥���������������	����	�������������
����
�������
��������� � � � � �
� � � � � �Our resin tables are particular about the material and use of domestic products. Our resin tables are not 
only superior to other products in terms of transparency and strength against yellowing, but we also 
cooperate with manufacturers to improve day by day. We have also manufactured and delivered one of 
the largest resin tables in Japan, and we are confident to create products that meet your needs.

EAST5SME-64・KYOTO Home, LifeStyle

MAHALO BASKET, PAINA POT, MAHALO TOTEBAG  

MAHALO COMPANY Ltd.     
ADDRESS: 573-4 Tsuruichi-cho, Takamatsu-shi, Kagawa, Japan 761-8032      
TEL: 087-832-8839
URL: https://www.e-mahalo.co.jp

������������� ���	����������������������
������������� � � � � �
� � � � � �
【MAHALO BASKET】 This is a great product to use as a stylish basket, for storage or for a day out.
【MARCHE BAG】This is a product for users who seek both convenience and stylishness in their 
shopping. 【PAINA POT】An airtight container that can be used to display make-ahead on the table. This 
year's lineup also includes a new gift item packaged with Sanuki white miso and a recipe book.

EAST5SME-63・KAGAWA Home, LifeStyle

COUP

ALART（Marushin Material Co.,Ltd）     
ADDRESS: 65 Kariyado-cho, Ashikaga-shi, Tochigi, Japan 326-0826      
TEL: 0284-71-1639
URL: https://www.alart.jp

������������������������������¦�������
��¦��������������������������������������� � � � � �
� � � � � �This vase is available in a selection of colors with nuance, giving you the pleasure of choosing one that 
matches your flower color.

EAST5SME-62・TOCHIGI Home, LifeStyle

FOOTMAX®、FOOTMAX® LifeFit  

COOMA Co.,Ltd     
ADDRESS: 3-6-27, Ao, Matsubara-shi, Osaka, Japan 580-0043      
TEL: 072-332-1136
URL: http://www.cooma.co.jp/

������������������������������������������������������	�� � � � � �
� � � � � �
Incorporating the opinions of top athletes, we plan and develop products for each competition. 
Patented manufacturing method acquired in Japan and overseas. "FOOTMAX®" that makes full use of 
"3DSOX". "FOOTMAX® Life Fit" was developed to help people with foot problems, as it is easy to use 
not only in sports but also in everyday life, with a focus on fit and comfort.

EAST5SME-69・OSAKA Home, LifeStyle

Suction brushes that remove droplets, pollen, and mites on clothes.  

Ｈ＆Ｃ　TECHNICAL LABORATORY Co.,Ltd     
ADDRESS: Keihanna Plaza Labo 2F, 1-7 Hikaridai, Seika-cho, Souraku-gun, Kyoto, Japan 619-0237
TEL: 0774-98-2291
URL: http://www.handc-techno.co.jp

��������	��� �������
���������������������	��������������
����������������������������������������	�������� � � � � �
� � � � � �The newly developed rechargeable allergen suction brush is excellent for simultaneously removing 
allergens (pollen and mite allergens) as well as droplet nucleus (including viruses) from clothes and 
bedding. The built-in filter has anti-viral and anti-allergen functions, pursuing safety. A series of 
products for pollen, mites, pets, and business use will also be exhibited.

EAST5SME-68・KYOTO Home, LifeStyle

LaLaCo chair  

AH Products Co.,Ltd.      
ADDRESS: Meguro G Building 7F, 1‐4‐16 Meguro, Meguro-ku, Tokyo, Japan 153-0063       
TEL: 03-5778-4906
URL: http://ah-pro.com

�����������������������������������������������������§
������������������� � � � � �
� � � � � �LaLaCo chair allows you to easily move the erector spinal muscles, which cause back pain and the thigh 
muscles used for walking and standing up.  How about LaLaCo chair for seniors to maintain their health 
(prevention of frailty)? This chair has been proven by university research to improve posture and muscle 
activity (thigh muscles, erector spinal muscles, and gastrocnemius muscles).

EAST5SME-67・TOKYO Home, LifeStyle

A paper box that looks just like a paulownia box・VcutBOX・Tung box  

IWATANI BOX FACTORY      
ADDRESS: 2022 Yamada, Sakurai-shi, Nara, Japan 633-0045      
TEL: 0744-42-9037
URL: https://iwataniyouki,com

¨���
��������������������������������������������� � � � � �
� � � � � �
Now is the era of SDGs. You can bring both luxury and sustainability to your products! A paper box that 
looks just like a paulownia box which is made from recycled paper and recyclable as paper. VcutBOX, 
manufactured in our factory, has sharp edges. And the sustainable box can be sterilized with alcohol. It 
is the beginning of a new age of IWATANI BOX FACTORY.

EAST5SME-66・NARA Home, LifeStyle

��������������������������������������
������������ � � � � �
� � � � � �

GRAPHENE FLOWER® Aroma Diffuser with slow release function of graphene  

INCUBATION ALLIANCE INC.     
ADDRESS: 307 Manufacturing Factory D Building, 1-2-25 Wadayamadori, Hyougo-ku, Kobe-shi, Hhyogo, Japan 652-0884    
TEL: 078-651-1332
URL: https://incu-alliance.co.jp

��������
��������������������������������������
������
��	�������������������������� � � � � �
� � � � � �Our nanoporous graphene is lipophilic and absorbs three times its own weight and has the property of 
releasing aromatic oils. A typical example is a citronellol, which retains 40% of its fragrance even after 
two months of impregnation, thus maintaining the fragrance for a long time. We have applied for a 
patent for the application of graphene in aroma-related products and graphene patterns.

EAST5SME-65・HYOUGO Home, LifeStyle

Smartphone　case made of TATAMI  

amtsumg（ＳｈｉｍｍｅCo.,Ltd）     
ADDRESS: 3-19-2 Ankoji-cho,Takatsuki-shi,　Osaka, Japan 569-1029      
TEL: 072-688-2567
URL: https://www.amtsumg.com

����������������������
����������������
�������
�����������������������������������
��������������� � � � � �
� � � � � �Nowadays, everyone has a smartphone.  Comfortable Tatami is used for its case. Tatami has functions 
such as air purification, humidity control, and relaxation effect. Tatami is a traditional material suitable 
for the Japanese climate but difficult to process in detail. We are committed to using domestic rushes 
and hope to contribute to the survival of Tatami.

EAST5SME-71・OSAKA Home, LifeStyle

Kaori no Ouchi Display shelf with Incense  

SHOYEIDO INCENSE CO.      
ADDRESS: 2-12-2 Ningyo-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan 103-0013      
TEL: 075-212-5590
URL: https://www.shoyeido.co.jp

�������������������������	�����������������������	����
��������������������� � � � � �
� � � � � �A new scent to decorate your room, available in two sizes. The "Fragrant Home - Bookshelf" holds 
incense sticks in a case that looks like a book and transfers the gentle fragrance to the book. The 
"Fragrant Home - Kodama" can be placed at the entrance, where you can keep your key or enjoy it as an 
interior decoration. A subtle scent will waft from the scent bag.

EAST5SME-70・KYOTO Home, LifeStyle

BYTAPS  

BYTAPS（Grey and Navy Inc.）     
ADDRESS: 4F Shiroyama Trust Tower, 4-3-1Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-0001       
TEL: 03-6327-5243
URL: https://www.bytaps.co/

������������������������������
�������������	�

BYTAPS is a brand that proposes the next generation of toothbrushes. The handle is made of machined 
aluminum, carefully finished one by one by craftsmen in Tsubame-Sanjo, Niigata.  A special brush that 
demonstrates strong cleaning power with only water, and environmental friendliness significantly 
reduces the amount of plastic waste.

EAST5SME-73・TOKYO Home, LifeStyle

sanpu-sanyo apron  

KIREYA      
ADDRESS: 1 Itukaichi, Akiruno-shi, Tokyo, Japan 190-0164      
TEL: 042-596-5144
URL: http://kireya.com/contents/

����������������������
��������������	����������������������¡���������	�������� � � � � �
� � � � � �A stylish "apron" for the kitchen, gardening, and hobbies. Available in short, medium, and long lengths, 
and also they are designed for men to wear fashionably. You can also make your own towel (more than 
200 pieces) to make your own original apron. The "kimono wrapping paper," is also ideal as a gift 
package.

EAST5SME-72・TOKYO Home, LifeStyle

cotabi  

EBISU（EBISU Co.,Ltd）     
ADDRESS: Uemachi Long Pier 2nd floor, 2-4-13 Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka-shi, Japan 540-0004  
TEL: 06-6765-6333
URL: https://www.ebisutabi.co.jp

��������	���������������������	�������������������
�������������������������������
�����������������
�� � � � � �
� � � � � �People who feel discomfort in their feet but have not seen a doctor yet.  A number of repeat customers have reported that they 
have improved their symptoms such as spread foot, Morton disease, False curvature, flatfoot, bow-legs, big toe, hallux valgus, 
swelling, and knee and hip pain. Just by wearing the socks, the center of gravity becomes easier to control and stabilize. An 
ergonomic foot supporter that you can wear with your socks on a daily basis. Winner of the 2019 Good Design Award

EAST5SME-74・OSAKA Home, LifeStyle

COMPACT SCREEN  

Smash Inc.     
ADDRESS: Aza Shinmei 108, Nakano, Sendai- shi Miyagino-ku, Miyagi, Japan 983-0013      
TEL: 022-387-0721
URL: https://smash-sendai.jp/

���������	������������������
���
������	������ � � � � �
� � � � � �
It is a desk partition that can be assembled without tools and folded compactly for transportation. It has 
been developed from the user's point of view and features "a mechanism that can be stored during the 
offseason" and "a texture that makes you want to talk through the screen". This product won the GOOD 
DESIGN AWARD 2021 for its visual and functionality.

EAST5SME-78・MIYAGI Home, LifeStyle

iron oven  

A Product（seratekkou Co.,Ltd ）     
ADDRESS: 3-Jo Nishi 4-chome, Toma-cho, Kamikawa-gun, Hokkaido, Japan 078-1303      
TEL: 0166-84-3111
URL: http://www.seratekkou.co.jp/

����������������	�������������������������
���
��� �������	� � � � � �
� � � � � �All iron ovens are made of rust and heat-resistant stainless steel plates, and each part can be 
assembled in about 40 seconds when in use. In addition, when carrying it, all parts can be disassembled 
so that they can be stored in a thickness of only 25 mm, making it possible to store it in a small space.

EAST5SME-79・HOKKAIDO Home, LifeStyle

Cotton gauze sleeping goods  

OTSUKEORI Co.,Ltd     
ADDRESS: 1-22-23 Ikeura-cho, Izumiotsu-shi, Osaka, Japan 595-0024      
TEL: 0725-22-2637
URL: https://otsukeori.co.jp/

�������������������������������������	�����������
��		�������	��������� ����������� � � � � �
� � � � � �This bedding combines 100% cotton gauze fabric, which is gentle on the skin, with highly absorbent 
cotton wadding. The fabric itself is gently finished without dyeing, avoiding excessive processing. We 
also pay attention to durability and have created a gauze that is "soft, strong, and gentle to the skin." 
Because it touches the skin, please use natural fiber cotton gauze bedding.

EAST5SME-77・OSAKA Home, LifeStyle

Porous Objet  

HOUSEN-GAMA（Kaneyoshi Inc.）     
ADDRESS: 1804-17 Dachi-cho, Toki-shi, Gifu, Japan 509-5401      
TEL: 0572-59-2748
URL: https://www.housen-nendo.com

������������	��������������	������������������������� � � � � �
� � � � � �
Homegrown fireclay clay with good water absorption. Using this clay, we have created a new brand, 
"Interior Diffusers" based on the motif of the shapes of the abundant natural objects in the Mino region. 
As the first product, the standing type "balancing stone" and the mobile type "moving nuts" will be sold.

EAST5SME-76・GIFU Home, LifeStyle

Funtrek Rucksack & Bags  

FUNTREK（SHIRAI DESIGN Corp）      
ADDRESS: 2-2-15-1403 Minamiaoyama, Minato-ku, Tokyo, Japan 107-0062       
TEL: 03-6868-4315
URL: http://www.shiraidesign.co.jp

������������
��������������	���������������� � � � � �
� � � � � �
No.114 artist backpack and No.905 walking bag are made of thick canvas or water-repellent canvas. 
They are waterproof due to the moisture absorption and expansion effect of natural fibers. These 
materials are environmentally friendly and can be returned to the earth. Our backpacks and bags are 
field-tested and can be used with confidence. They can be repaired after many years of use.

EAST5SME-75・TOKYO Home, LifeStyle

ＬＩＯＮ＝  

ｍａｎｒｉ      
ADDRESS: 1-38-18 Tarumi-cho, Suita-shi, Osaka, Japan 564-0062      
TEL: 080-3818-2414
URL: https://www.manri.shop 

��������������	�����������������������
�������	������������� � � � � �
� � � � � �・LION = (LION Equal) is a beautiful backpack that looks great with a dress or suit, and of course, it is functional and can hold a PC.  It is a simple design 
and a sophisticated backpack that has never been created before. The vertical type LION has been very popular, and this was created for users who 
wish to have a horizontal type in which they can put a lot of luggage.  This backpack is filled with features of user's wishes. It is made in Japan, so 
repairs and maintenance are available. ・ＨＡＬＵ: a  long wallet that can hold cards vertically. It has been viewed 220,000 times on YouTube.

EAST5SME-83・OSAKA Home, LifeStyle

Card Diffuser  

Ceramic Japan Co.,Ltd.     
ADDRESS: 60-4 Nakashinano-cho, Seto-shi,Aichi, Japan 480-1218      
TEL: 0561-42-0182
URL: https://www.ceramic-japan.co.jp/

��������
����������������������������� � � � � �
� � � � � �
The card-shaped aroma diffuser is made of ceramic and comes with a special wooden stand. There are 
two types, one card and a set of two cards, with two different messages on the card. You can enjoy the 
fragrance in a small space such as an entrance, bathroom, and by your desk.

EAST5SME-81・AICHI Home, LifeStyle
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Kitchen studio Panda-Shokudo Rice pot  

SUZUKI Co.,Ltd     
ADDRESS: 1-2-12 Noda, Yokkaichi-shi, Mie,  Japan 510-0815      
TEL: 059-331-8636
URL: https://kksuzuki.com

����������������	�����������
�	���������������������¡�
�����
�������������������	���������������� ����	����
����� � � � � �
� � � � � �Easy to cook rice in a gas fire or microwave without adjusting the heat. There is a convenient water 
adjustment line on the inside of the earthenware pot. There is no need to measure water. The ceramic finish 
prevents food odors and stains from sticking to the pot, so it can be used for cooking and can be cleaned 
easily. Comes with recipes supervised by Kitchen Studio Panda Shokudo.

EAST5SME-88・MIE Kitchen and Dining

Jewelry・Glass  

PROGRESS（Nissho Kogyo Co.,Ltd）     
ADDRESS: 2112 Higashi-cho, Shimada-shi,Shizuoka, Japan 427-0011      
TEL: 0547-39-3277
URL: http://nissho-kogyo.jp/wordpress/

����������������������	��������������������������
�������
���	����������������
������� � � � � �
� � � � � �Titanium is the most people-friendly bio-compatibility metal. The vivid colors of the glass are expressed by 
the optical refraction, the same as the rainbow and aurora, which are called the colors of light. The titanium 
mirror on the inner surface of the glass reflects the color of the beverage so that a single glass can change 
its expression in several ways: ruby when filled with red wine, and amber when filled with whiskey.

EAST5SME-87・SHIZUOKA Kitchen and Dining

Ｃutlery　KAY・BOJESEN　Grand　Prix  

OHIZUMIBUSSAN Co.,Ltd      
ADDRESS: 151 Koseki, Tsubame-shi,  Niigata, Japan 959-1286      
TEL: 0256-63-4551
URL: https://www.ohizumibussan.jp

������������� ・̈���������������������������������
��� � � � � �
� � � � � �
We have been entrusted with the production of cutlery for the famous Danish designer, KAY・BOJESEN, all 
over the world. In recent years, the number of manufacturing requests from overseas designers has been 
increasing, as they have been recognized for their good quality. We also ensure our safety and security. The 
simple and beautiful form of  KAY・BOJESEN cutlery is loved by people all over the world.

EAST5SME-89・NIIGATA Kitchen and Dining

Japanese Sake-ware made of HINOKI-wood  

YAMACO Co.,Ltd     
ADDRESS: 275-1, Sakashita-cho, Nakatsugawa-shi, GIFU, Japan 509-9298
TEL: 0573-75-3470
URL: https://yamaco.jp

�������������������������������¡�
�	�����������
�����������������¡����
������������������ � � � �
� � � � � �Enjoy the scent of Hinoki with Hinoki sake bottle and sake cup. We use Hinoki wood mainly from Gifu 
Prefecture, and it is characterized by its beautiful grain patterns.

EAST5SME-90・GIFU Kitchen and Dining

Superb heat retaining feature-ldeal for both warm & cold sake.  

ARTISAN.LLC      
ADDRESS: 417-5 Haigata,Tsubame-shi,Niigata, Japan 959-1201      
TEL: 0256-63-3446
URL: https://artisan-web.jp

��������������������������
����������������
��	��������������������������������������
��������� � � � � �
� � � � � �"Orien ORI-EN" sake set was created from the collaboration between artisans based in the famous metalworking regions of 
Tsubame, Niigata Prefecture, and Takaoka, Toyama Prefecture. The surface of the double-structured stainless steel is uniquely 
colored (recorded in the Utility Model Register), and it is too hot to hold with a hand even when filled with hot sake. That almost 
seems like a work of art. It is the birth of a beautiful "picturesque sake set" that includes your sophisticated gesture when using it.

EAST5SME-84・NIIGATA Kitchen and Dining

LogoDeco  

marushin pottery      
ADDRESS: 1252-2 Dachi-cho, Toki-shi, Gifu, Japan 509-5401      
TEL: 0572-59-3158
URL: https://marushin-pottery.jp

������	�
�������������������������������������	���
����
���������������������	�������
���������� � � � �
� � � � � �Making a three-dimensional logo without using a plaster mold was not possible in the past. We are able to 
create original designs on ceramics at low cost and in small lots. This method is patented and cannot be 
imitated by any other company. There are 28 shapes and 36 colors to choose from.

EAST5SME-85・GIFU Kitchen and Dining

Shakudani　Natural　Stone  

FUKUI　BLUE Co.,Ltd     
ADDRESS: 2-20-17 Tawara, Fukui-shi, Fukui, Japan 910-0018      
TEL: 0776-23-2911
URL: https://www.fukuiblue.co.jp/

�������������	�����������	�����������������	�������¡�
�����������������	�	�	��������������������
��� � � � � �
� � � � � �It is made of Shakudani stones from Fukui City, which used to be transported all over the country by the 
Kitamae-bune ships, because of its beautiful color and ease of processing. The stone is not mined anymore, 
so it is difficult to obtain. Since it is a natural stone with its scarcity,  each is a precious, one-of-a-kind item. 
Its environmental friendliness is supported by customers.

EAST5SME-86・FUKUI Kitchen and Dining

����
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- 棕櫚たわしの品質は、職人の指先と
ハンドルを回す手の感覚に左右される。

　和歌山は、古くからたわしや箒の原料となる棕
櫚の産地で、今も多種多様な家庭用品がつくら
れている地域である。
「たわしの原料となる棕櫚はヤシ科の木です。
柔らかくてしなやかで強い棕櫚は洗浄用具とし
てとても優秀なんですよ。昔は和歌山にも棕櫚の
木がたくさんありましたが、今では皮を剥がして
繊維を整える腕のいい職人がいなくなりました。
現在、北山正積商店で使っている原料は、上質
なものを海外から吟味して取り寄せています」。
先代から技を受け継ぎ、17歳からたわし一筋
50年以上の北山正積さんは、今も変わらずたわ
しを手づくりする熟練の職人。「たわしの材料
は、棕櫚などの繊維とステンレスの針金だけ。
品質の良し悪しは密度と毛が抜けないように針
金で巻き上げる力加減で決まるんですよ。だか
ら、棒巻き機で切れる寸前まで巻く。巻きすぎ
ると切れてしまうから、指先とハンドルを握る手
の感覚が命です。その力加減を判断できるよう
になるまでには、５、6年はかかるかな」。
棒状に仕上がったたわしを刈り込んで、手作業
で丁寧に仕上げる。繊維の向きや揃い方など微
細な部分までにこだわることで高品質なたわし
が完成する。

- たわし職人がつくる「ペットたわし」は、
愛犬が喜ぶ姿から生まれた。

　2016年に法人化した北山正積商店だが、以前は、
大手企業のたわし制作を請け負っていたことか
ら、オリジナル商品の販売ができなかったという。
「『ペットたわし』をつくったのは家族4人で経
営するようになってから。きっかけは、我が家の
犬がたわしでブラッシングしたら喜んだことで
す。メディアにも取り上げられて大きな反響があ
りました」。そう語るのは広報を担当する次女
の北山亜紀さんだ。
棕櫚の樹皮は耐腐食性、耐水性に優れ、伸縮
性がある。ほどよい硬さが皮膚刺激となって寒
風摩擦と同じような効果が期待できると評判
で、柔らかいサイザル麻（白い部分）と組み合
わせて柔らかさのバリエーションをつくってい
るのもオリジナルだ。「サイザル麻は柔らかく、
棕櫚は少し固め、その配合を変えながら、柔ら
かさのレベルを選べるようにつくっています」。
持ち手に天然木を使用して安心・安全、ホーム
ページに動物医師のコメントを入れるなど、日
本初の天然素材のペットたわしは、飼い主目線
のアプローチで人気を博している。

- 家族で技を継承しながら、時代が求める
生活用品を「女性目線」で届ける。

　「実際自分が台所で使うようになって、洗剤な
しでもすごくキレイになることを実感していま
す。スポンジには洗剤が必要ですし、しっかりゆ
すがないと泡切れしない。でも、たわしならさっ
と洗うと汚れが落ちます。油汚れも洗剤は少し
で大丈夫。水垢や茶渋もすべて落ちます。手荒
れもなく、とてもエコなアイテムなんです。そのこ
とを女性目線で発信していきたいと思っていま
す」と語る長女の松永ひとみさんは、父から手
ほどきを受けながら修行を始めて7年になる。
昔はスポンジがなくても、たわし一つで十分
だった。若い世代には、使ったことがなく、傷つ
きそうなイメージがある人も多いというが、一度
使うとリピーターになるという。
「見た目の印象は大事ですから、オリジナリティ
のあるデザインにもこだわっています。父に新し
いアイデアを話すと、さっとオリジナルのたわし
をつくってくれるので、うちには、専用のたわし
がたくさんあるんですよ（笑）。キャンプ用ダッ
ジオーブンなど鉄鍋も、たわしを使うと汚れがよ
く落ちます。少量多品種に対応できるのも家族
経営の強みです。これからも女性目線のたわし
をつくっていきたいですね」。
初めは父親の背中を追いながら技を覚えという
北山正積さん。今は、娘たちにその技を継承し
ながら、天然素材の棕櫚たわしを未来へつなげ
ている。

和歌山県を東西に流れる紀の川の近くに、伝統的な洗浄用具、棕櫚（シュロ）たわしをつくる北山正積商
店がある。工房には、半世紀以上にわたって本物のたわしづくりに力を注ぎ続ける職人の北山正積さんと
その家族の姿があった。

- 積年の研究開発と新発想の融合。
あるオファーが生んだ「走るための靴下」。

　高機能靴下専門店「エコノレッグ」ブランドで
靴下を企画・製造販売する西垣靴下は、1986
年の設立以来、独自開発商品の靴下やサポー
ター、インナーなどを手掛ける奈良県大和高田
市の企業。そんな老舗メーカーが2021年に新
開発したのが「走る靴下AMENOKAK（アメノカ
ク）」だ。走りのパフォーマンスを上げることに
特化した高機能靴下である。
開発のきっかけは、走りのプロユーザーから寄せ
られた声だった。エコノレッグブランドを愛用する
ランニングトレーナーより、日頃から着用している
靴下に対するフィードバックが届いたのである。
「横アーチの靴下は市場にも多数ありますが、縦
アーチの靴下はありません。御社でつくれません
か？ 」。マラソンで疲労が蓄積して走れなくなっ
たランナーでも、足裏に縦方向のテーピングをす
ると、再び走れるようになるのだという。靴下でそ
の効果を再現できないか、というリアルな声を受
け、代表の西垣和俊さんは、足裏アーチを持続的
に形成しながら、足の疲れや走行の際に発生する
左右のブレを極力抑えることができる編み方を研
究。編み地そのものに足裏への縦テーピングと同
様の効果を発揮する機能を付加する新技術を考
案し、特許を取得した。長年にわたって高機能な
靴下を研究開発・製造販売し続けてきた同社だか

らこそ成し得た新技術である。

-「健脚の鹿」をコンセプトに、学生たちと
じっくりつくり上げた新ブランド。

　特許技術「縦アーチの靴下」は、まったく新しい
技術であるからこそ、「これを機に、日本一の靴下
生産地である奈良のものづくりを、より多くの人々
に知ってもらいたい」という強い思いで、これまで
にない斬新な表現で新製品を発信したいと模索
していた。そんななか、近畿大学で、地元企業と
のコラボレートにより地場産業を盛り上げようと
する動きがあることを知り、若い世代とともに新
しい感覚でコンセプトづくりから商品のブランディ
ングに挑むことを決めたという。2018年秋、近畿
大学文学部文化デザイン学科の研究室とともに
産学連携のプロジェクトがスタートした。
産学連携企画では、企業が抱える課題に対して、
コミュニケーションを重ねながら解決法を探って
いくことが重要となる。西垣靴下は若い学生たち
が持つ「既成概念にとらわれない斬新で大胆な
発想」と、自社の「技術力」による化学反応を期
待して、設定したターゲットや目標へ向かって学
生たちとともに歩み出した。
「『新世代のソックス』をコンセプトに掲げたこ
のプロジェクトは、互いの持てる知識を共有しあ
いながらも手探りの日々でした」と語るのは、企
画部長の矢羽野緑さんだ。商品のデザインはも

ちろん、ネーミング、ロゴデザイン、パンフレット
のデザインに至るまで、互いに切磋琢磨しながら
徹底的に取り組んだ。こうして特許取得から2年
半にわたる試行錯誤の末、2021年1月、満を持し
て「走る靴下 AMENOKAK（アメノカク）」が誕
生したのである。

- 高品質で多品種小ロットで地場産業の
可能性を広げる、独自の開発力。

　自社を「提案・開発型生産メーカー」だと語る西
垣靴下は、多くのアパレルがOEM事業を海外に移
行していくなかで、「価値のある商品」を提供し続
けるため、多品種・小ロットの生産が可能とな
る、奈良という地場産業の高い集積と技術資源な
どを生かせる土地で靴下の生産を続けている。
また特筆すべきは、特許（共同特許含む）4件、
意匠登録20件、商標登録30件といった、独自
技術である。これまでにない新開発技術を多数
発表し、2017年には経済産業省より「地域未
来牽引企業」に選定、2020年には近畿地方の
すべての工業製品から選ばれる近畿地方発明
表彰で「近畿経済産業局長賞」を授与された。
開発者魂で好奇心あふれるものづくりに挑む西
垣靴下は、新商品「AMENOKAK」のネーミング
にもあるように、険しい道も乗り越える神話の鹿
「天迦久神（あめのかく）」のごとく、失敗を恐
れず力強く走り続けていくことだろう。

国産靴下の実に6割以上を生産する奈良で、地場産業を支える企業のひとつ、西垣靴下。創業以来、特許
4件、意匠登録20件と独自技術で高機能な靴下を企画開発し続ける企業だ。これまでにない新しい技術
で独自路線を歩む西垣靴下の開発原動力に迫る。

時代を超えて求められる、職人の手による本物の

「棕櫚たわし」。

台所用のほか、ボディ用やペット用など多彩な品揃え。 質の良いたわしは密度が高く芯の針金が見えない。 代々伝承するたわしづくりの技を家族でつなぐ。

足裏に縦テーピング機能を付加した走る靴下

「AMENOKAK」

筒状に編み上げる丸編み機 産学連携でコンセプト設計から企画に取り組んだ。
東5SME-08　株式会社北山正積商店　棕櫚たわし

走りのパフォーマンス向上に
特化した全く新しい靴下を

東5SME-53　西垣靴下株式会社　走る靴下「AMENOKAK（アメノカク）」

産学連携で新開発！
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- 加賀藩前田家に仕えた鋳物師を祖に、
脈々と継承し続ける匠の技。

　1714年（正徳4年）に高岡で鋳物商を創業し
たことをルーツとする金森合金。江戸時代の屋
号「釡八」は、当時の鋳物師、金森八郎右衛門
の「鍋釡の八郎右衛門」の愛称に由来する。
「1611年（慶長16年）加賀藩主前田利長によっ
て御鋳物師（いもじ）七人衆の一人に任命さ
れ、高岡鋳物の礎を築いた金森家ですが、現在
は銅やアルミ、鉛などを用いた合金で鋳造を
行っています。素材はさまざまながら鋳造技術
は一貫して創業当時からの製法にこだわってい
まに続いているんです」と語るのは、24代目の
高下裕子（こうげひろこ）さん。
古くは鍋釡や銅製の釣鐘などを手掛けていたが、
現在は、産業用の機械部品やオーダー品などを
中心に製造している。多品種少量生産で、1点か
ら製造可能な砂型鋳造製法は、オートメーション
化が進む現代においては非常に手間と工数のか
かるものづくりの手法だが、金森合金では一つひ
とつ丁寧に製造、仕上げをしているのが印象的
だ。そんな鋳造の現場を案内していただいた。

- オーダーメイドのニーズに応える
江戸時代のサスティナブルな製造技法。

　多くの鋳物会社はインゴットという純金属素材

を金属精錬会社から仕入れて加工するのが一般
的だが、金森合金では創業以来、自社の高精度
な精錬技術による「循環型のものづくり」を継承
してきたという。
「ロケット部品用の高純度素材を生み出す技術
を強みに、純素材をはじめ、廃盤部品や削り粉
などを配合・溶解し、日本産業規格（JIS）に適
合した素材に循環させています。例えばアルミ合
金の場合、新聞印刷の使用済みアルミ版を
800°Cの高温で溶解、不純物を除去して高純度
のアルミニウムを生成し、製品へと生まれ変わら
せているんですよ。今でこそ『循環型のものづく
り』が注目されていますが、砂型鋳造は江戸の時
代からサスティナブルだったのです」。

- 銅合金の抗菌効果に着目した生活雑貨
開発で、キャスティングの可能性を拓く。

　自社精錬ならではの強み、そして砂型鋳造が秘
めるポテンシャルを、工業分野にとどまらず身近
な工芸品として、より広く発信できないか、という
思いで2019年に立ち上げたのが、ライフスタイル
ブランド「釡八 KAMAHACHI」だ。その商品のひ
とつ「針のない剣山」はその名の通り針がなく、
花を挿して生けるユニークな花器である。
「銅合金は、さまざまなウイルスや菌類への抗
菌効果が検証実験されていて、花が約1.5倍長
持ちするというデータもあるんですよ。銅は約

6000年という優れた耐久性のある素材なが
ら、精錬すれば再利用できるエコな素材でもあ
ります」と高下さん。さらに、砂型鋳造特有の質
感が表面積を広げ、抗菌効果をより高めている
という。商品の特長はそれだけではない。
「先々代の祖父は、いつも家で花を生けていまし
た。石川県は生け花に携わる人が日本で一番多
く、四季折々の自然を暮らしに取り入れて楽しむ
文化を大切にしています。とはいえ小さな子供が
いる家では、花を楽しもうにもガラスの花瓶や先
の尖った剣山ではハードルが高い。壊れる心配
のない花器なら、気軽に花を楽しむことができま
す。しかも水の腐食を抑えてくれるので毎日水を
変える必要もありません」。まさに伝統技術に女
性目線をリンクさせた発想だ。江戸時代から続く
砂型鋳造製法の、1点からのオーダーにも応える
柔軟性と、循環型のものづくりの利点を活かせ
ば、商材としての価値はより高まる。「現代はさ
まざまな情勢によって小さな町工場の廃業が後
を絶たず、技術・道具が衰退しています。微力な
がら、300年継承してきたものづくりの手法を、
未来に繋げていきたいと考えています」。
2022年夏には工場見学やワークショップを体
験できるスタジオを新設するという金森合金。
ものづくりを知らない子供たちや多くの人々に、
砂型鋳造やそこから生まれる工芸品の魅力を伝
えることで、日本のものづくり精神を繋いでいく
ことだろう。

金沢の地で砂型鋳造業を営む金森合金。銅釡からH-ⅡAロケットの部品、そして剣山など生活雑貨に至るま
で、時代に応じたアイテムを創業から300年以上変わらない製法にこだわってつくり続ける老舗だ。2019年
にライフスタイルブランド「釡八 KAMAHACHI」を発表した金森合金の、ものづくりの取り組みに迫る。

- 100%植物由来のサスティナブルなスキン
ケア用品「こんにゃくスポンジ」一筋に。

　お湯に浸すとふわふわに膨らみ、ぷるぷるとした
こんにゃくの触感と弾力が心地よい「こんにゃく
スポンジ」。これをつくっているのは、世界遺産の
富岡製糸場にほど近い丘陵地にある山本農場だ。
1990年の創業から、「こんにゃくスポンジ」を製
造販売し続ける生活雑貨メーカーである。
「創業当時は、産直野菜がムーブメントとして注
目され始めた時期で、私どもも地元のこんにゃ
く芋をはじめ産直野菜の直販事業を手がけてい
ました。ところが競合も多く、何か独自の製品で
勝負しなければ、と開発したのがこんにゃくス
ポンジです」と語るのは、山本農場の代表であ
る山本浩さんだ。こんにゃく農家に育った山本
さんにとって、こんにゃく芋は身近な素材。それ
を製品化できないかと着目したのが「こんにゃ
くスポンジ」だった。「原料はとてもシンプルな
んですよ。凍み豆腐や寒天と同じで、こんにゃく
芋からつくったこんにゃくを屋根の上に載せて
昼夜の寒暖差で乾燥させるだけです」。
この地方特有の冬季の寒暖差と乾燥する気候
を利用した製法でつくられる「こんにゃくスポン
ジ」は、実は昔から日常的に使われていた実用
品がベースだ。
「祖母は『こんにゃくたわし』と呼んでいました
が、昔はヘチマたわしのように身近な生活用品

だったのでしょう。食器洗いに使っていたという
記録もあります」。実は新商品でありながら、
150年以上前から、赤ちゃんの産湯時の体洗い
に使用されてきた歴史がある、伝統的なスキン
ケアアイテムだったのである。「試作したところ
非常に触感もよくて、こんなに心地よいものな
ら必ず受け入れられるはずだ、という思いで開
発をスタートしました。つくり方はシンプルです
が市場に流通させる製品ですから、昔ながらの
製法で手づくりというわけにはいきません。試
行錯誤を重ね、『洗顔用こんにゃくスポンジ』と
して量産できる体制を整えました」。

- 100%天然成分だけを使った、肌に優しく
汚れを落とすサスティナブルなアイテム。

 「こんにゃくスポンジ」の原料は、群馬県産のこん
にゃく粉100％と水のみ。防腐剤や保存剤、抗菌
剤、人工着色料、石油由来成分を一切使用せず、
天然成分だけを使用した製品づくりにこだわって
いる。こんにゃくの命である水にもこだわり、長野
県の佐久に製造工場を構えた。
「こんにゃくが本来持つ機能を最大限に引き出す
製造方法を採用し、安全性を確保するのはもちろ
ん、トレーサビリティが明確な原料だけを使用し
ています。100%植物由来なので、使用後は土に還
るサスティナブルなアイテムでもあるんですよ」。
お湯に浸して膨らんだスポンジの表面は、弱アル

カリ性の水の膜で覆われ、弱酸性の肌の汚れを石
けんなしで優しく洗い流すという。
使用感の気持ちよさや洗いあがりのさっぱり感が
好評で、各地の温泉地をはじめとする観光地、
オーガニックにこだわるコスメショップなどで販
売され、アトピーに悩む人や肌の弱い人、赤ちゃん
でも使用できるスキンケアアイテムとして支持され
ている。

- 原料&パッケージともにオーガニックに
こだわり、海外市場のニーズにも応える。

「2020年から、有機JAS認証を取得したこんにゃ
く粉を使用して、オーガニックにこだわった商品
としてブラッシュアップしました。
パッケージは森林認証100％再生紙を使用し、
製品・パッケージともに石油由来成分は一切使
用していません。世界の市場ではSDGsの視点
からサスティナブルな商品がスタンダード。こん
にゃくを食べる文化がないからこそ、インパクト
のあるアイテムとして受け入れられています。今
後ますます海外への販路を積極的に開拓してい
きたいですね」。そう語る専務の山本直人さん
は、「こんにゃくスポンジ」のさらなる品質向上
とブランディングに力を注ぐ。
持続可能な社会に対する意識が高い海外市場
で、日本の伝統的なスキンケアアイテム「こんにゃ
くスポンジ」が秘める可能性に期待が高まる。

日本におけるこんにゃく芋の90%以上を生産する群馬県で、日本に古くからある美容品を、現代の暮らし
にマッチしたスキンケアアイテムとして世に届ける山本農場。100%天然成分を使った「こんにゃくスポン
ジ」をつくり続ける、ものづくりの源泉をたどる。

300年変わらぬ砂型鋳造の技法で
つくるライフスタイルブランドで、

未来の暮らしを彩る。

江戸時代の屋号「釡八」を受け継いで
ライフスタイルブランドを展開。

1200℃で融解した銅合金を鋳型に流し込む 江戸から続く鋳物師の真髄を継承する
24代目の高下裕子さん

オーガニックにこだわった
「こんにゃくスポンジ KOMACHI」

お湯に浸すと膨らむこんにゃくスポンジは、
弱アルカリ性の水の膜で覆われ、優しい触感。

原料であるこんにゃく芋。有機JAS認証を取得した
原料にこだわる。

東5SME-06　株式会社金森合金「釡八KAMAHACHI」の剣山

昔ながらの

東5SME-57　有限会社山本農場　こんにゃくスポンジ「KOMACHI」

「こんにゃくたわし」
を、現代のスキンケアアイテムとして新開発。
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贅沢気分になれるアイテム・サステナブルな商品というテーマで「中小企業総合展 in Gift Show 2022」
に出展される商品から370名の方に「使いたい、贈りたい」と思うものに投票していただきました。

調査媒体：　　　　　　　　　　　　　　　　（https://minproject.jp/）　　　調査期間：2021/12/3 - 12/12　　　回答数：370

コーヒーを楽しむためにポットに合わせたドリッパー付き鋳物ポット
ティポット＆コーヒードリッパー
東5SME-13 山形県 有限会社鋳心ノ工房 P.09

87 票

P.27

ガス火・レンジで余計な火加減調整なしで
簡単に炊飯ができる土鍋

キッチンスタジオパンダ食堂　ごはん鍋

東5SME-88 三重県 株式会社スズ木

81 票 象嵌(ぞうがん)という加飾法を用いた木製品の箸

木製象嵌箸

東5SME-21 岩手県 象嵌  夢工房（(有)夢工房）

39 票

400年の伝統から得た技法とやさしい色合い

萩焼：【萩焼 SHUTOUEN】

東5SME-03 山口県 有限会社萩陶苑

32 票

P.08P.06

P.11

非日常の世界にひたる有田焼の抗菌メタリック酒器

有田焼抗菌 麟 Lin NY+ 酒器セット

東5SME-09 佐賀県 有限会社金照堂

26 票

キッチンにあるとお
しゃれだと思う！

女性20代 会社員

鋳物の古き良き部分と現代
のオシャレさをあわせ持っ
た素敵なアイテムだと思いま
した。休日のホッと一息つき
たい時に使いたいです。

女性40代 パート・アルバイト

コーヒーにも日本茶にも
使え、見た目と機能面が
優れていると思います。

女性40代 専業主婦

箸は毎日使うもの。いいも
のを使って食事の時間を
贅沢に楽しみたいです。

女性40代
パート・アルバイト

色が素敵で存在感があ
り、食卓を華やかにして
くれると感じます。

女性50代
パート・アルバイト

素朴さのなかにも高級さ
があって、普段の食卓のな
かで存在感がありそう。

女性40代 会社員

我が家では長年、土鍋でご飯を
炊いています。この美味しさを
もっと多くの人に知って欲しい
です。土鍋炊飯は火加減が難し
いイメージがあると思いますが、
このご飯鍋は火加減調節不要
とのことなので安心できます。

女性40代 パート・アルバイト

1位

2位 3位

4位 5位

家庭の食卓をワンランク高めてくれそうな贅沢なアイテム

ステンレス製ハサミに黒染め加工を施した漆黒キッチンバサミ
剣謙心 キッチンバサミ KS-1 黒仕上げ
東5SME-61 新潟県 剣謙心株式会社 P.21

90 票

P.14

ラフィアや和紙など天然素材系ブレードを使った
洗えるストローハット

「ウオッシャブル」～石田製帽の洗えるストローハットシリーズ～

東5SME-34 岡山県 株式会社石田製帽

33 票
日本の伝統的履物の良さや機能を生かしながら
地球環境への意識も高める

天然素材、リサイクル材を使用したSDGｓな履物【地球履優】

東5SME-19 東京都 有限会社丸越商事

24 票

どこの家庭にもある日本の伝統衣類の
アンティークやリサイクル帯を使用して作られました

和のナージュ

東5SME-18 兵庫県 和のナージュ
（(同)異文化交流協会）

17 票

P.08P.10

P.10

沖縄の島の豊かな自然が
薫る趣深い『クージ』で編まれたバッグ

カゴバッグ・インテリアバスケット

東5SME-11 東京都 ル・コーゲイ
（(株)ジル・インターナショナル）

16 票

一生ものになりそ
う。使ってみたい。

女性40代 会社員

分解して洗えるので、いつま
でも清潔に使える。食材を切
るだけでなく様々な用途で重
宝しそう。末永く大切に使い
たいと思える一品です。

女性60代 専業主婦

キッチンに一つあると何役もこな
してくれて便利そう。長く愛用で
きそうな品物だと感じました。

女性40代 パート・アルバイト

いろいろな用途に使えそ
う。大切に使うことで、長く
使え、味わいも増しそう。

女性50代
パート・アルバイト

アンティークなものが好き
なので、とても素敵で惹か
れます。

女性40代
パート・アルバイト

夏の暑さ対策に帽子はか
かせないもの。自宅で洗う
ことができれば、清潔に長
く使うことができそう。

女性40代
パート・アルバイト

デザインはもちろん、天然
素材、リサイクル材を使用
しているというところがと
てもよいと思いました。

女性50代
パート・アルバイト

1位

2位 3位

4位 5位

何年先も大切に使っていきたいサステナブルな逸品


