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国産ＦＳＣ®認証材を使用した、
「はじめてつみき」

世界の森林を守り育てる木のおもちゃ

特徴は、弊社が小児医療で使われる木のおもちゃ「ぷれぱらウッド」を製造し
ており、そのメーカーがもう一つの弊社の特徴であるFＳＣ森林認証を取得し
ていることから、お子さんが初めて触れるおもちゃ、「はじめてつみき」を作り
ました。

廃版海図を再利用した文具､
日本手拭い､ハンカチ、防水バッグ

マリンライフを楽しく豊かに過ごす製品を皆様に！

船舶用日誌出版で培った専門性を生かし、インテリアから文具、ファッション雑
貨まで様々なマリンスタイルの製品を企画開発しています。船や海に関する冒
険心をくすぐる様な製品を皆様にお届けします。

創業90年　船舶用日誌を初め、船や海に関するマリングッズを専門、一筋に
企画卸販売をしております。マニアの方向けインテリアからお子様に喜んで頂
けるようなお土産製品まで幅広い商品を扱っております。

株式会社小野海事商店

住所：〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目8番16号 
電話：06-6567-2581　URL：http://www.marinegoods-ono.com/

美ら島からの贈り物！
夏のお出かけセット

からだにやさしいキモチにやさしい美ら島キッズギフト

琉球王朝時代から大切にされてきた紅型染めで丁寧に染めあげたキッズT
シャツは安心のコットン100％です。お肌の弱いお子様向けに開発した月桃な
ど沖縄素材を配合した日焼け止め、また７種のアロマオイルを自社ブレンドし
た安心・安全な虫よけスプレーのお出かけセットです（※ディート不使用）

はじまりはわが子のために。ママたちの悩みやアイデアをかたちにしています。
できるだけ沖縄素材を使用し『からだにやさしいキモチにやさしい』そして環
境に優しい商品を開発し、販売、情報を発信しています。

沖縄子育て良品株式会社

住所：〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平259-101
電話：098-996-2550　URL：https://www.kosodate-ryouhin.co.jp/

東5SME-06 沖縄県 ステーショナリー・ホビー・キッズ東5SME-05 大阪府 ステーショナリー・ホビー・キッズ

小田原箱根地方の高度な木工加工技術を使用し弊社の強味である、FSC®森
林認証を１７年間維持し認証製品を作ってきた実績からSDGｓに代表される
ソーシャルグッドな認証木製品を展示します。

堀内ウッドクラフト

住所：〒258-0017 神奈川県足柄上郡大井町西大井400-3
電話：0465-83-7735　URL：http://www.horiuchiwoodcraft.com/jp/pg133.html

東5SME-02 神奈川県 ステーショナリー・ホビー・キッズ

抱っこバッグ「ノルン」・
シューズ関連新製品

プラスチック雑貨～縫製まで、商品製造のことならお任せください

安全性はもちろん機能性、デザイン性の3拍子揃った、歩き始めたお子様を対
象とした抱っこバッグです。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からも
バッグとして永くお使いいただけます。/ 今春発売（予定）の靴関連の新製品
も展示予定！

昭和21年創業。プラスチックを中心に雑貨や文房具のOEMと抱っこバッグの
自社ブランド事業を展開。「歩育」を提唱するdaccolinoとN/ORNはOEMで
培ったノウハウを最大限に活かして誕生しました。

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-03 大阪府 ステーショナリー・ホビー・キッズ

【PETIT PSYCHE】ランドセルカバー

大切なランドセルに込められた想いごと守りたい－。

①世界最高水準の撥水性能（テキスタイルメーカーだからできる世界最高水
準の撥水特殊加工でランドセルを雨・キズ・汚れから守ります。）　②安全性
（手ぶら通学可能の大容量ポケット、高輝度の反射テープをつけました。）
③デザイン性（成長に合わせて長く使える独自カラー「スクールディープ」を
開発しました。）

桐生産地は、江戸時代に分業化したマニュファクチュア制度が確立され、現
在も受け継がれております。当社の企画や独自の技術により、その役割を担う
ことで伝統を守り、さらなる発展に寄与したいと考えております。

加栄レース株式会社

住所：〒376-0013 群馬県桐生市広沢町7-5281-1
電話：0277-52-5652　URL：http://www.kaeilace.com

東5SME-04 群馬県 ステーショナリー・ホビー・キッズ

子どもの創造力をはぐくむ
知育玩具ノシリス、他

創造力をはぐくみ、手から脳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ーン製ブロック。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-07 大阪府

プロダクトデザインを中心とした「つくる」を手がけるデザイン事務所。3次元
CADを活用したデザイン、製品設計・機構設計、製造まで支援します。「笑顔
のデザイン」をコンセプトにメーカーとしても活動を開始。

ステーショナリー・ホビー・キッズ

金属を『曲げる×組立て＝作る』『回転×触覚×音＝楽しむ』

「Amaryllis」は、東大阪の町工場「水野製作所」と「大阪芸術大学」の産学
連携で生まれました。
板金という加工を広く社会に知って貰う活動から、子供が口に入れても安全な
「遊び道具」としてスタートしたキーホルダーです。子供から大人まで、好き
な組み合わせで『見る』『触る』『金属音』を楽しんで下さい。

水野製作所は東大阪にある町工場です。板金という技術を使った体験型商品
を発信し、こどもと大人が一緒に作る体験を通して両者の関係を繋げ、その
時しか得られない思い出を創って貰うコトをコンセプトにしています。

株式会社水野製作所

住所：〒579-8014 大阪府東大阪市中石切町6丁目3番69号
電話：072-982-3450　URL：http://www.mizuno-works.co.jp/

東5SME-01 大阪府

Amaryllis

ステーショナリー・ホビー・キッズ

スマホ用無電源スピーカー「拡音器」

専門メーカーが届ける音を優しく響かせる”不器用”なスピーカー

昭和20年の創業以来77年、拡声音響装置ひと筋で培った経験と技術を詰め
込みました。業務用の堅牢性と拡声器のデザインを踏襲した、無骨でノスタル
ジックなスマホ用無電源スピーカーです。
使い方は、くぼみ部分にスマートフォンを差し込み音楽を流すと、拡声器の構造
により優しく響きノスタルジックな音が広がります。

創業以来77年、拡声器一筋で歴史を紡いできた老舗企業です。移動販売車
の放送装置や清掃車のオルゴール放送、防水型メガホン、汽笛や屋外用ス
ピーカーといったどこかで見かけたことのある製品を作っています。

株式会社ノボル電機

住所：〒573-0072 大阪府枚方市茄子作南町229-1
電話：072-852-5860　URL：https://noborudenki.com/

東5SME-08 大阪府 ホーム・ライフスタイル
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メディフラ

理化学ガラスを使用したミニ花瓶。

昨今、自宅で過ごす機会が増え、いかに暮らしを楽しみ快適に健やかに送る
かという課題が今後の社会テーマになるのではないでしょうか？
デザイン性に優れ、理化学ガラスによる耐久性の高い、だれでも手軽に花を楽
しむことができる花瓶「MEDIFLA」でお花をお楽しみください。

株式会社ケーション

住所：〒143-0023 東京都大田区山王2-8-7
電話：03-6429-7257　URL：https://kfd.keitakawasaki.net

東5SME-09 東京都

KTIONは四季ある日本の花文化の魅力や想いを大切に、お客様に喜んでいた
だけるアート作品・デザイン・商品を提供いたします。

ホーム・ライフスタイル

swelltone.

エサではない。ディナーの為のフードボウル。

ボウルの重量は約600gと程よい重量があるため安定しており、わんぱくな子
でも床にご飯をこぼしたりすることが少なくなるでしょう。またステンレス製な
ので清潔、厚みがあるのでへこんだり、落下しても割れることはありません。
お世話になった方へのギフトとしてもご利用いただけます。

弊社は難削材と呼ばれる金属の量産を得意としています。中でも、自動車用
ターボチャージャーに使用されるタービンハウジングの切削加工では、世界
トップレベルの水準で世界中の自動車に関わらせていただいています。

株式会社恵那金属製作所

住所：〒508-0023 岐阜県中津川市小川町2番18号
電話：0573-62-0002　URL：https://enakin.com/

東5SME-10 岐阜県 ホーム・ライフスタイル

キャンプ用 マカロニブランケット

毛布のまち大阪泉大津市の繊維メーカーが、アウトドアライフを満喫してもら
える毛布を開発しました。寝袋用の毛布として、アウトドア全般の防寒用とし
ても幅広く使えます。暖かさ、軽さ、肌ざわりの良さと、すっぽりと身体を入れ
るだけのマカロニ型の形状が特長です。難燃性にも配慮し、お洗濯などの取
り扱いもらくらく。

大津毛織は、毛織物と毛布の産地である大阪府泉大津市にて創立100年を超
える繊維メーカーです。天然繊維を使った服地用紡毛糸、ニット・織物生地、
毛布を中心とした寝具の製造販売を行っております。

大津毛織株式会社

住所：〒595-0025 大阪府泉大津市旭町17番24号
電話：0725-33-1181　URL：https://otsukeori.co.jp/

大阪府

軽くて暖かく使いやすい、マカロニ型のキャンプ用ブランケット

東5SME-11 ホーム・ライフスタイル

No.103 キャンバスリュック

帆布リュック製造経験を生かしたアクティブシニア向けリュック

長年の帆布リュック製造経験を生かしたアクティブシニア向け帆布リュック。
高齢化社会を見据え、気軽にフィールドへ出かける事を目的に企画。日常の
散策からハイキングまで対応可能。フラップ式のクラシカルデザインは安心
感のあるフォルムで、帆布は使う程身体に馴染みます。国内製造で何年お使い
でも修理可能です。

1985年よりリュック・バッグの製造販売を開始。OEMを含め多くのグッドデザ
イン賞を受賞。国内製造の強みを生かし、修理対応などで顧客様から喜ばれ
ています。

有限会社シライデザイン 

住所：〒107-0062 東京都港区南青山2ｰ2ｰ15ｰ1403
電話：03-6868-4315　URL：http://www.shiraidesign.co.jp

東5SME-12 東京都 ホーム・ライフスタイル

循環型紙容器 edish

立体抄紙技術を活用し、難しいと思われていた形状の紙容器をワンパーツで
創り出しているのが特徴です。原料はパルプやお茶殻、みかんの皮などの廃棄
されていたものも使い、使用後は再び堆肥に戻るという循環システムも構築し
ています。同じ技術を活用し、オリジナルの容器やパッケージ製造も可能で
す。

音響部品のコーン紙製造を国内で行う数少ないメーカー。振動版という繊細
な紙製品製造の技術を活かした紙製品創りに取り組んでいます。環境も優し
いパルプや残渣を使った新たな紙製品創りにもチャレンジしています。

プラス産業株式会社

住所：〒422-8046 静岡県静岡市駿河区中島907-1
電話：054-281-9870　URL：https://purasu.localinfo.jp/

静岡県

アップサイクルで人にも地球にも優しい紙製食器

東5SME-13 ホーム・ライフスタイル

ステンドグラスで空間遊び

シンプルなステンドグラスの光と影は癒しの空間を演出します。

新しいライフスタイルが求められるなかで、空間を自由に遊び心を持って楽し
んでいただける、シンプルなステンドグラスのご提案です。1枚2枚とイメージ
に合わせて選ぶ楽しさもあり、サイズ変更も可能です。

デザインプラナリア

住所：〒335-0023 埼玉県戸田市川岸2-5-30
電話：048-229-6331　URL：http://www.planarea.jp

東5SME-14 埼玉県

重くなりがちなステンドグラスですが、華美なデザインではなくガラスの美しさ
が際立つデザインを心がけています。
主に、住宅や病院、公共施設などに提供する傍ら、身近な商品を提案。

ホーム・ライフスタイル

暑さも寒さも対策できる電気を使わないSDGｓ対応商品です！

蓄熱蓄冷剤を利用することで電気を使わずに快適体感温度をキープでき、繰
り返し使用できるSDGｓ対応商品となっています。暑さ対策の蓄冷は、冷蔵庫
がなくても冷水で可能です。蓄熱蓄冷剤を軟質フォームプラスチックに含浸さ
せることで、固まった状態でも変形性を保つことができ、衣料に適した柔らか
い風合いになります。

桐生産地の優れた技術と日本の伝統文化を、現代のライフスタイルに合った
形へと再デザインすることで、新しい商品を開発してきました。また、地域資
源を活用してより桐生の織物産業に貢献をしたいと努力しています。

丸中株式会社

住所：〒376-0027 群馬県桐生市元宿町3-20
電話：0277-46-3415　URL：http://www.saien-marunaka.com

東5SME-15 群馬県

暑い日も寒い日も
快適体感温度をキープできる衣料

ホーム・ライフスタイル

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。

グッドデザイン賞を3度受賞。創業100年を迎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。寝返りがしやすく、横向きの
姿勢も心地よく保つ。商品は全て職人の手作りによる日本製です。

1923年創業、まくらの専門メーカー。経験と技術から開発されたジムナスト
シリーズはオリジナルブランドとして確立され、下請け業からの脱却を果た
す。国内だけでなく海外へも日本の「MAKURA」を発信。

株式会社Kitamura Japan

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-16 愛知県 ホーム・ライフスタイル
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回って止まって前後にスライド。ラクラク介護椅子！

これは便利！何で今までなかったの？足腰の弱ったお父さん、お母さんへのプ
レゼントに最適！90度でロックが掛かる座面が回って安全に立ち座りを助け
ます。更に座面が前後にスライドするので楽にテーブルに近付けます。今まで
に無かった画期的な機能が海外でも大人気です！

高齢者、障害者の方でも使いやすく介助者の負担も軽減できる様工夫された
家具を開発、販売しており国内にとどまらず香港、台湾、韓国などへも輸出を
行っております。

株式会社オフィス・ラボ

住所：〒791-1106 愛媛県松山市今在家4-9-32
電話：089-958-2483　URL：http://www.officelabo.co.jp

東5SME-17 愛媛県

ピタットチェア

ホーム・ライフスタイル

しらさぎ椀M

温かみのある、ぽってりとしたデザインの汁椀です。

木を使ったものつくりは、どの樹種の、どの部分を使うかが重要。また使用す
る木が良い木であるかどうかを見極めるのが最も難しく、40年以上原木の仕
入れから携わっている弊社だからこそ、良い木を使って丈夫で長持ちするお
椀を作ることができます。

製造メーカーとして35年たった2017年よりオリジナル商品の開発に取り組
み、現代の食卓に馴染むような漆器作りに取り組んでいます。

有限会社白鷺木工

住所：〒922-0117 石川県加賀市山中温泉上野町ｦ-7
電話：0761-78-2045　URL：https://www.shirasagi-mk.com/

東5SME-18 石川県 ホーム・ライフスタイル

ニャンスタクリン

猫をモチーフにした消臭シート。消臭・除湿機能でSDGｓな製品

シリカゲルの能力を最大限に発揮できるようにした可愛い癒しデザインのシー
トです。湿気とニオイを強力にそれもスピーディーに除去でき、さらに繰り返し
使用できるSDGｓな消臭シートです。台紙を変えるだけで様々にデザインが楽
しめて、冷蔵庫や下駄箱、クローゼット、トイレ等に使用できます。

ニオイと湿気に特化して様々な製品づくりを行ってます。特にニッチなアイデ
ア商品を得意としており、楽器を吹いたり飲み物が飲めるマスク等を開発し、
2021年版の中小企業白書の優良事例にも掲載されました。

テクナード株式会社

住所：〒501-6236 岐阜県羽島市江吉良町1134-1
電話：058-393-1525　URL：https://technad.co.jp

東5SME-19 岐阜県 ホーム・ライフスタイル

1枚の木の塊からくり抜いたお弁当箱です。

木目の美しさを活かしながら木の塊をくり抜き、1日に10個程度しか作ること
が出来ない希少で繊細な作りの弁当箱です。ナノコート加工（ガラスコーティ
ング）を施すことにより食器洗浄機に対応しています。塗装をしていますが弁
当箱本体は常に呼吸をしているのでご飯の水分を適度に保ちおいしく弁当を
食べて頂けます。

190年の歴史を持つ角田清兵衛商店は創業より品質や意匠にこだわりモノづ
くりを行ってまいりました。海外製の商品が溢れる中、いま一度原点に立ち戻
り日本回帰のモノづくりを提案します。

株式会社角田清兵衛商店

住所：〒642-0002 和歌山県海南市日方43
電話：073-482-5261　URL：https://www.seibee.co.jp/

東5SME-20 和歌山県

紀州桧くり抜き弁当箱

ホーム・ライフスタイル

プライスレスな品物にはプレミアムな額装を。

国内外の数々のデザイン賞を受賞（グッドデザイン賞：2019，2021，2022、
DFAアジアデザイン賞2020、おもてなしセレクション2021、埼玉県新製品
AWARD2021）した、創業55年の老舗メーカーが国内工場で製造していま
す。付加価値をあげたい、差別化を図る製品を作りたい方、ご相談下さい。

アルミ製の額縁を製造しています。ユニフォーム額をはじめとしたコレクショ
ンケースはプロ野球やJリーグなど多くのプロ球団で採用されています。グッド
デザイン賞をはじめ国内外のデザイン賞を複数受賞しています。

株式会社アルナ

住所：〒333-0801 埼玉県川口市東川口2-2-2 シマネビル22  7号室
電話：048-291-9309　URL：https://aluna.co.jp/

東5SME-21 埼玉県

ユニフォーム額、コレクションケース

ホーム・ライフスタイル

国産材を使ったノベルティ、
グッズ、記念品

環境にやさしい国産材で作ったノベルティ、グッズ、記念品

国産材ノベルティ・グッズ・記念品は、商品によっては、ビニールシート等に一
部石油由来の素材を使用していますが、基本的にはサステナブル材料である
国産材を活用し、最新の精密機械を用いて製作しています。国産材グッズは
企業様の環境に取り組む姿勢を示すと共に、もらった方も安心して使用でき
る商品となります。

総合林業会社であるトライ・ウッドは、杉を育て、柱や梁桁、グッズなどを製
造・販売し、森林を守り、地域の絆を生み、社会や環境の循環を促していま
す。

株式会社トライ・ウッド

住所：〒877-0311 大分県日田市上津江町川原2810-1
電話：0973-55-2656　URL：http://www.try-wood.com/

東5SME-22 大分県 ホーム・ライフスタイル

手すき透かし和紙
ペットメモリアルプレート

柔らかな透かし和紙が大好きなペットを優しく包み込みます。

当社では文様を和紙にすき入れる独特の技術を持つため、これまでにない、
和紙の持つ柔らかでやさしく光を通す美しさを最大限に活かした、新たなイ
メージのメモリアルプレートを製造する事が可能です。
また、店舗でもWebでも、お客様ペット写真をカスタマイズできるシステムを
併せて用意しています。

カミノシゴトは「和紙のある暮らし」をテーマに、1300年の伝統に培われた
美濃和紙を現代の生活の中で身近に楽しんでいただき、そして和紙を次世代
に繋げるために、手すき和紙職人らとともに活動しています。

家田紙工株式会社

住所：〒500-8023 岐阜県岐阜市今町3-6
電話：058-262-0520　URL：https://www.kaminoshigoto.com/

東5SME-23 岐阜県 ホーム・ライフスタイル

畳のスマートフォンケースＲ

スマートフォンケースに使用する畳には空気の浄化・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の畳。スマートフ
ォンのデザインに合わせ弊社独自の技術で加工が難しいとされる畳の角に、
繊細な丸味をつけました。減少し続ける国産イ草存続の一助になりたいとい
う想いも込めて。

創業３９年の繊維資材メーカー。国産花ござ関連資材のシェアは約60％であ
る。２０１７年にイ草の文具雑貨を企画製造販売開始。特許を活かし自社一
貫生産。時代のニーズに適したオンリーワンの商品を創出している。

有限会社シンメ

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

大阪府

日本の文化「畳」がモバイルに進化。「快適」を携帯する時代へ。

東5SME-24 ホーム・ライフスタイル
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フィットネスチェア ワブリー

バランスボールのような椅子で座りながら体をほぐし体幹を強化

新しい生活様式により増えている「おうち時間」。そんな時間に活躍する”な
がら運動”にぴったりな健康椅子、揺れるバランスチェア！次世代のバランス
ボールとも言えるアイテム。底面がドーム状になっているため、座るとチェアが
前後に揺れて、座ったまま運動ができる。体全体を優しくほぐし、リラックス
効果抜群の商品。

簡単で長く続けられるホームトレーニング器具や健康維持のためのリラクゼ
ーショングッズを提供しております

株式会社バランスワン・ジャパン

住所：〒135-0046 東京都江東区牡丹3-32-8 田部井ビル1F
電話：03-6666-2595　URL：http://balance1japan.com

東5SME-25 東京都 ホーム・ライフスタイル

with BIO お風呂の防カビ 貼るタイプ

微生物を使った環境に優しいお風呂用防カビ剤です

有用微生物(BB菌)を利用した環境にやさしい防カビ剤です。環境に配慮しバ
イオマス樹脂を使用しており、温室効果ガス排出量削減にも貢献しています。
お風呂場の天井や壁に貼り付けるだけで約3ヶ月間、カビの発生を防止しま
す。

ビッグバイオでは、水質浄化剤や防カビ剤をはじめとした生活に寄り添った
商品を、天然成分を利用し開発をしています。特に微生物を活用した開発に
ついては、弊社の独自技術で環境浄化を担っています。

株式会社ビッグバイオ

住所：〒869-0615 熊本県宇城市小川町西海東2100
電話：0964-47-5810　URL：https://big-bio.com/

東5SME-26 熊本県 ホーム・ライフスタイル

衣服・布団の花粉・ダニ・飛沫を除去する
各種アレルゲン吸引ブラシ

世界初！ 小型軽量で使い勝手の良い、各種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、使い勝手が良く、衣服や布団に付
着した花粉やダニのアレルゲンに加えて、飛沫痕（ウイルスを含む）も同時除
去する優れモノです。内蔵の高性能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。また、繰り返し使える脱臭剤「エコハニ
カム炭」も展示します。

関西文化学術研究都市に創業して16年、空気清浄技術をベースに健康的で
快適な生活環境の提供を目指し、健康機器・機能材料の開発～販売を推進し
ています。アレルゲン吸引ブラシは当社のオンリーワン製品です。　

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-27 京都府 ホーム・ライフスタイル

グラフェンフラワー®虫よけ
ユーカリレモン

新素材グラフェンで虫除け効果ほのかに長持ち

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倍以上の吸
収量があり、エッセンシャルオイル等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に関した特許出願し
ております。

当社は特許技術で数層グラフェンの直接合成ができる神戸のベンチャーで
す。グラフェンの他、厚肉で高熱伝導を併せ持つ高熱伝導体と高い吸油性と
スローリリース特性を持つグラフェン多孔質体を製造販売しています。

株式会社インキュベーション・アライアンス

住所：〒652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通1丁目2-25神戸市ものづくり工場D棟307号
電話：078-651-1332　URL：https://incu-alliance.co.jp/

東5SME-28 兵庫県 ホーム・ライフスタイル

ESICABOX（エシカボックス）
アルコール消毒可能な紙箱

こう見えて「紙箱」なんです

高級感×SDGs。今時代はサステナブル。桐箱屋がどこまでもこだわって開発
した紙箱「桐箱風紙箱」が、新たに進化しました。アルコール消毒可能な高級
木目の紙箱です。見た目だけではなく手に取って触った感じまで木箱にそっく
りな「紙箱」です。もちろん再生紙を利用し、製造リサイクル可能な環境に優
しい箱をあなたにも。

どこまでも桐箱にそっくりな「桐箱風紙箱」さらに進化した「ESICABOX」と
高級感とサステナブルが両方かなうギフトボックスを製造販売しています。人
気のVカットBOXも自社で製造しています。

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：http://iwataniyouki.com

東5SME-29 奈良県 ホーム・ライフスタイル

イチオリガーゼ

ガーゼケット、ガーゼタオル、ハンカチ、ベビー用ガーゼ製品等

多重織りガーゼを美しい色合いと優しい手ざわりに織り上げる。織物工場が
心を込めて織った良い製品を、より多くのお客様へ届けたいという思いを一
つのストーリーとしてご理解いただき、少しでも良い関係でご商売させていた
だきたいです。

株式会社イチオリ

住所：〒443-0037 愛知県蒲郡市鹿島町西郷90
電話：0533-68-2920　URL：https://www.ichiori.com

東5SME-30 愛知県

地域ブランド認定でもある「三河木綿」のオリジナル製品をはじめ、多重織り
などの高い技術を提供しており、ガーゼ生地、ガーゼ寝具、日よけシェードな
ど様々な製品や生地など国産として高品質に生産しております。

ホーム・ライフスタイル

てのリウム

プリザーブドタイプの苔を用いたミニチュア世界のテラリウム

新規に開発されたプリザーブド苔と様々な植物素材を使用し、手乗りサイズの
ミニチュア世界を構築しています。近年人気の生きた「苔テラリウム」の世界
感を発展的にプリザーブドタイプに落とし込むことで　①ギフト用途に使用し
やすく　②店舗様のお取り扱いが容易に　③海外展開も可能になりました。

苔を用いた作品制作や、制作教室・苔ツアー開催、苔庭の施工管理等、様々
な形で苔を用いた事業を展開しています。苔の利用の可能性を広げるととも
に、地域資源としての苔の活用を様々なレベルで行っています。

苔むすび合同会社

住所：〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ヶ浜2丁目4-22
電話：0467-38-8136　URL：https://kokemusubi.com/

東5SME-31 神奈川県 ホーム・ライフスタイル

サメ革バディバッグPeg

気仙沼産サメ革を使用！ 防災機能付きの丈夫で軽いお財布バッグ

自然災害が多い日本だからこそ生まれた防災機能を搭載したバッグ。日常に
溶け込む防災・常時着用がコンセプト。合理的な設計のため軽量かつコンパク
トながら必需品がすべて入ります。水濡れやキズに強い堅牢性の高い気仙沼
産サメ革を使用した美しく高級感のある仕上がり。素材～製造まですべて純
日本製のプロダクトです。

サメ革モノ専門のレザーブランド。日本一のサメ水揚げ量を誇る気仙沼のサメ
（食資源の副産物）を利活用し、「サメの町」として盛り上げることに注力。
東日本大震災の被災地を経済面から長期支援すべく事業を展開。

合同会社AtelierShark

住所：〒650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通1-7-15 東洋ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2F
電話：050-5050-2522　URL：https://atelier-shark.com/

東5SME-32 兵庫県 ホーム・ライフスタイル
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メッセージアクセサリー5108（コトバ）

言葉をデザインしてネックレスとブックマークにした商品です。

メッセージアクセサリー5108は、贈りたい言葉やお守りにしたい言葉をモチー
フにしたメッセージアクセサリーです。
言葉の持つ不思議な力をそのままカタチにしてお守りや願いごととして身につ
けたり、普段言いにくい感謝の気持ちや大切な思いを解りやすく伝えることが
できる新感覚のアクセサリーです。

「言葉を身にまとう」をコンセプトに応援メッセージや感謝の気持ちを表す言
葉をネックレスとしてデザインしています。パッケージにはすべて異なるキャッ
チコピーを添えて気持ちを伝えるお手伝いをしています。

株式会社5108

住所：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-7-13 麻仁ビル7階
電話：03-5843-1187　URL：https://5108.co.jp/

東5SME-33 東京都 ホーム・ライフスタイル

和NAGOMI OTOMO
(ハサミとトング＋携帯ケース）

“食べやすさは、美味しさになる。”新製品ＯTOMOの誕生。

出産・お食いはじめのギフトとして、必ず必要で喜ばれる贈物として、また、高
齢化社会において、咀嚼能力が衰えたシニア世代にも、素敵に使って元気に
お出かけしてほしい。孫への贈物が、いつか自分にまた戻ってきます。”食を楽
しむ”そんな想いから日本各地の中小企業がその技術と叡智を紡いで
OTOMOは生まれました。

刃物の町岐阜県関市に、刀鍛冶でもあった曾祖父が明治6年に創業。その長
きにわたる伝統と技術の集大成として、そして何より自分達が本当に納得でき
る初めての自社ブランドとして和NAGOMIを創り上げました。

三星刃物株式会社

住所：〒501-3217 岐阜県関市下有知 5178
電話：0575-22-2345　URL：https://nagomi.mitsuboshi-cutlery.com

東5SME-34 岐阜県 ホーム・ライフスタイル

刻音（ときね）
沈澱抽出式ティードリッパー

茶葉をフィルターにして、日本茶をドリップする。 

目指したのは、300年前に誕生した「急須」を超える茶器をつくること。家庭
から遠のく日本茶の茶葉飲用を取り戻すため、また、新たな日本茶ファンを増
やすため、現代のライフスタイルにあわせてゼロから開発。茶葉をろ過フィル
ターにして日本茶をドリップする「沈殿抽出式」というまったく新しい淹れ方
を実現しました。

包装資材で、新しい需要を創造し未来を変えていく、という自負をもって仕事
に取り組んでいます。また、モノだけにとどまらず、マーケティング、ブランディ
ング、デザインまで、トータルでお客様の伴走をします。

株式会社吉村

住所：〒142-0041 東京都品川区戸越4-7-15
電話：03-3788-6111　URL：https://www.yoshimura-pack.co.jp/

東5SME-35 東京都 キッチン・ダイニング

信楽焼 ～Hangout～　
作る＆食べるをもっと楽しむ！

伝統の信楽焼で制作。Brand Hangoutシリーズ 使って便利な使える器をご紹介

「作る＆食べるをもっと楽しむ」をコンセプトに、信楽焼より新ブランド登場
Hangout！耐熱陶器でごはんを炊く。お肉を焼く。使って便利でワンランク上
の日常をご提供。

日本の伝統工芸　信楽焼の産地に位置し、現代のライフスタイルに合う信楽
焼を全国展開。作り手、繋ぎ手、使い手が笑顔になるものづくりを心掛けてい
ます。

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-36 滋賀県 キッチン・ダイニング

細密高台盛器（麻の葉）

細密な古紋様を施した、足付きの料理皿

国産ひのき材にレーザー加工で、古模様の麻の葉柄を施した桧材を使用。高台
になるような猫足形状の脚付の料理皿です。底板には杢目の映える杉材を使
用。和食料理のみならず、和甘味などにもマッチする、ちょっと贅沢な料理皿で
す。 

「ホテルレストラン向けの業務用木製調理道具・器」を企画製造。業務用商
品のノウハウをいかした「生活雑貨」をパーソナルユースでも提案。 

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-37 岐阜県 キッチン・ダイニング

メルペール
「生」食パンスライサーナイフ

オリジナル形状の刃で生食パンを滑らかに切る事ができます！

生食パンを切る際にどうしても出てしまうパンくず、そして断面がボロボロに
なってしまう。これらのウィークポイントを徹底的に検証したオリジナル形状
の”刃”が最大の特徴です。
ポイントは”波刃”と”直線刃”。この形状を採用した事で従来の既存商品のよ
うにパンくずも出ず、切った断面も滑らかな仕上がりになります。

創業以来60年以上、お取引先様との信頼関係を大切にして良品を安定供給
し、独自性の強いOEM商品やオリジナルデザインの商品を企画しております。
また自社ビルを以て60年以上営業させてもらっております。

東亜金属株式会社

住所：〒552-0003 大阪府大阪市港区磯路2-19-21
電話：06-6574-5333　URL：http://www.toa-corp.com/

東5SME-38 大阪府 キッチン・ダイニング

割れない透明急須

約150gの軽さで、持っても熱くない、透明だけど割れない急須

樹脂製ではこれまでにない急須本来の形状を維持し、圧倒的な注ぎやすさ。
さらに、目詰まりを防ぎ、お茶の味を落とさない設計。残湯が残りづらく、二
煎目、三煎目も茶葉の品質を落とさず、美味しいお茶を淹れることができま
す。

株式会社野口徳太郎商店

住所：〒306-0433 茨城県猿島郡境町1144
電話：0280-87-0128　URL：https://www.greentea.co.jp

東5SME-39 茨城県

明治7年に茨城県猿島郡にて初代の野口熊太郎が創業して以来、代々製茶業
を営み、現在で5代目となります。これまで培われてきた伝統と、製茶の技を
大切に守りながら、新しいお茶文化の創造に力を注いでいます。

キッチン・ダイニング

LogoDeco
今までにないオリジナル食器のOEM

小ロット、低価格の今までにない高品質なオリジナル食器

オリジナル食器を造るとなるとかなりの数のロットが必要になるか、よくある
印刷でのロゴ入れが一般的ですが、弊社の特許技法を使うことで小ロット且
つ印刷の様なチープなものではなく立体でオリジナルロゴを入れることが出
来るため、他では出せない風合いのオリジナル商品を作ることが出来ます。色
数も多数あります。

1949年から続く会社で美濃焼という伝統を引き継ぎながらも、新しいことに
チャレンジしその時代に沿った商品を作っています。今では特許技法を用いた
小ロット、低価格のオリジナル商品を数多く取り扱っています。

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-40 岐阜県 キッチン・ダイニング



06 2120

漆のお箸十八膳 くろしろ　

自然の恵みと職人の技を生かした箸

高価で取り扱いにくいものというイメージばかりが先立ち、漆に触れたことも見
たこともない世代が増えてきました。もっと気軽に漆の箸を使ってほしい、とい
う想いから今の暮しになじむ漆の箸が生まれました。天然素材の安心性と、伝
統にとらわれないデザインで、【漆のお箸十八膳】は誕生しました。

昭和25年（1950年）の創業以来、地場伝統産業の箸製造に携わっています。
創業から還暦に当たる60年後2010年に株式会社として新スタートをし、日本
の文化としての漆の箸を紹介しています。

株式会社橋本幸作漆器店

住所：〒928-0023 石川県輪島市気勝平町52番地39
電話：0768-22-7110　URL：https://hashi-hashimoto.com/ 

東5SME-45 石川県

Hana Kasumi

金属のきらめきをカッティングする

アルミニウムとステンレスをカッティングすることで生まれる新しい輝きのプ
ロダクトを身近に置いていただくことで、金属の心地よいきらめきと現代にマ
ッチしたデザインのアイテムを通して心に灯がともるような表現をお伝えでき
るよう、ものづくりをしています。

ステンレスとアルミニウム製のペンスタンドと一輪挿し兼お香立てを製作販売
しています。京都で50年以上金属を削り続け積み重ねてきた切削の技を用い
て、仕上げ面の美しさにこだわった製品を作っています。

速水製作所

住所：〒601-8136 京都府京都市南区上鳥羽岩ﾉ本町296番地
電話：075-682-4101　URL：https://hanakasumi.base.shop

東5SME-44 京都府

縁起物の左馬 ５寸（１５センチ）

将棋駒の形をした左馬の飾り物です。

縁起物の左馬の飾り駒です。これを持つとお金に困らないといわれ、商売繫
盛のお守りでもあります。馬の字を逆さにかいてあるところから「うま」の反対
は「まう（舞う）」なので古来舞はめでたい席で行われてきたところから縁起
の良い招福の駒とされております。裏面に記念やお祝いの文字入れをすること
も可能です。

明治１３年創業、将棋駒専門に製造していたが昭和５０年ころより飾り駒やス
トラップなども製造し始め様々な顧客のニーズに応えています

中島清吉商店

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

東5SME-47 山形県

真珠核のうるし珠 ピアス＆イヤリング　

輪島うるし塗り真珠核ピアス＆イヤリング

漆の表面に美しい艶をだす本業を活かし、うるし珠に重厚感のある深い輝き
を持たせました。うるし珠は上品な大人のピアス＆イヤリングに最適です。自
然塗料として注目されている１００％天然漆を使用しているので、ヒトや環境
に非常に優しい。また表面にクリアコーティングを施しましたので、安心してお
使いいただけます。

輪島塗りの加工技術を活かし、木玉はもちろんのこと、新しく真珠核に漆塗り
加工を施し、うるし珠を使ったピアス、イヤリング、ネックレス、ブレスレット、
念珠等すべて自宅工房で一貫して製造おります。

升井彩本乾漆

住所：〒928-0001 石川県輪島市河井町23-1-103
電話：0768-22-1547　URL：https://www.wajima-masuisai.com

東5SME-42 石川県

クラフト・伝統

クラフト・伝統クラフト・伝統

技に国境はない。見て、触れて日本の漆を世界のURUSHIへ。

漆を使った乾漆という技法で製作された地球儀のオブジェ「chikyu」。若手
の塗り職人が丁寧に時間を掛けて制作しています。主に贈答用に使用され、
台座への名入れや、名入れ札の制作、海外への贈答に、陸地の、日本と取引
先の国に印を付けて納品した実績があります。御用命に応じてカスタマイズが
可能です。

漆器（指物）を木地から製品まで仕上げる工房です。伝統の「秀衡塗」を後世
に繋げ、漆加工をしたガラス製品「漆グラスHidehira」、普段使いに特化した
「FUDAN」と時代に合わせた漆器作りをしています。

有限会社丸三漆器

住所：〒029-0523 岩手県一関市大東町摺沢字但馬崎10
電話：0191-75-3153　URL：https://hidehiranuri.jp/

東5SME-41 岩手県

赤いマグカップ　

使い捨てではなく生涯大切にして頂ける器を目指しています

手びねりによる成形された器は独特のフォルムでかつ深い赤が特徴の器で
す。今までの陶器にはない遊春窯の赤は6回の焼成により生まれます。血赤珊
の赤を目指しました。使い勝手の良い器、普段使いの器、そういう器ではなく
大切に宝石のように愛でながら生涯に渡って使って頂ける器を作っていま
す。

個展　グループ展　陶磁器フェア出展などで販売しています。また各地のギャ
ラリーに卸してもいます。赤い器が特徴です。

遊春窯

住所：〒409-0112 山梨県上野原市上野原8154-94
電話：0554-62-4277　URL：http://utuwa-sakura.ocnk.net/

東5SME-43 山梨県

chikyu（黒・金）、（黒・緑）

クラフト・伝統

クラフト・伝統

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。小ロットで会社やお店のロゴを入れたオリジナルな前
掛けが製造可能です。

日本伝統の仕事着「前掛け」を、一貫して製造～販売しております。前掛けの
産地・愛知県豊橋市の工房を引継いで新工場を建設、百年前の「トヨタ製シャ
トル式織機」も稼働させ、高品質の生地を製造しています。

有限会社エニシング

住所：〒107-0051 東京都港区元赤坂1-7-10 ｸﾞﾗﾝﾄ ﾒ゙ｿﾞﾝ元赤坂902
電話：03-5843-0247　URL：http://www.anything.ne.jp/index.html

東5SME-46 東京都 クラフト・伝統

いきものシェルター鬼ヶ島

全ての生き物を守るSDGsな瓦製の生き物シェルター

人間は身の危険を感じると頑丈な建物に隠れます。小さな生き物も身を守る
隠れ家を持っています。昔話「桃太郎」で鬼ヶ島に住む鬼たちにも隠れ家が
あったことでしょう。鬼瓦は人だけを守るモノではなく、地球上全ての生き物
を守るモノとしてのコンセプトで「いきものシェルター鬼ヶ島」を女性鬼師の
kumiが作りました。

弊社は京都八坂神社、永平寺などの社寺用鬼瓦を製作しています。また、平成
26年より伝統的な素材、意匠に拘らない「GaRock」ブランドを立ち上げアク
セサリー、インテリアなどの商品を展開しています。

有限会社岩月鬼瓦

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-48 愛知県 クラフト・伝統



06 2322

生花保存加工製品

あなたの花が残せます。

ブライダルブーケ等を加工し枯れないようにしますが、出来上がりがよりプリ
ザーブドフラワーより生花に近い状態で長持ちします。ブライダルブーケ以外
でも加工できます。フレームに入れるとより長持ちします。

2016年にものづくりに採択され、生花加工をＳＤＧｓで出来るようになり、理
論上生花店で扱われるすべての花材が加工できることとなります。ブライダル
ブーケ等の生花の加工と自社製品の販売を行っております。

有限会社Ａrknet

住所：〒321-0101 栃木県宇都宮市江曽島本町13-3
電話：028-645-8783　URL：https://www.soarpreserved.com/

東5SME-49 栃木県 クラフト・伝統

Jewel Kiriko

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 ）

和工芸品を職人と語り合い、伝統にモダンなデザインを取り込んだ新しい商
品の企画から販売までを事業内容とし、現在の主力商品は、それらを施した
作務衣や江戸切子などがメイン

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-50 宮城県 クラフト・伝統

風鈴提灯 えん

「縁」を想う灯り

「風鈴提灯えん」は、風にそよいで心地よい音を奏でるだけでなく、優しいあ
かりを灯す懐かしさと新しさを併せ持った今までにない提灯です。普段使い
でもお盆用提灯としてもご使用いただけ、音色と灯りが心に寄り添い、ご先祖
様が帰ってきたような「縁」を感じてもらえます。風鈴提灯構造で特許を取得
しております。

150年以上、茨城県水戸の地で「水府提灯」を製造しております。お祭りやお
盆、看板などで使用する伝統的な提灯をメインに、現在の生活スタイルや用
途に合わせた機能や形状の新しい提灯も生み出しております。

株式会社鈴木茂兵衛商店

住所：〒310-0055 茨城県水戸市袴塚1-7-5
電話：029-221-3966　URL：https://www.suzumo.com/

東5SME-51 茨城県 クラフト・伝統

純銅おろし器　

プロの料理人も絶賛のおろし器　銅のおろし器は一味違います　

プロの料理人がこだわって使うのが「銅のおろし金」です。機械の目立てと違
い、伝統工芸である特殊彫金技術で一目ずつ手で立てられたおろし金は抜群
の切れ味を誇り、その切れ味は繊維と水分を分離せずおろせるので栄養を損
なわず本当に美味しいおろしを味わえます。また、銅の除菌・抗菌効果でいつ
も清潔さを保ち安心です。

創業以来一貫して銅器製造に取組み、高度な技術を駆使し、安全性・機能性
・品質・デザインにこだわり、お客様の声を活かした製品づくりを心がけてお
ります。デザインコンテストにおいて多くの賞を受賞しております。

新光金属株式会社

住所：〒959-1284 新潟県燕市杣木1961-16
電話：0256-63-5481　URL：http://www.copper100.com

東5SME-52 新潟県 クラフト・伝統

A-BONSAI & アートクラフト盆栽

世界が欲したメインテナンスフリーのアーティフィシャル盆栽

A-BONSAIがあるだけで、その空間が、和の上質な雰囲気に満たされます。アー
ティフィシャルであるので、メインテナンスフリーで、生木盆栽のように枯死する
ことがなく、一年中、五葉松盆栽の松葉が緑に輝き続けます。また虫が発生す
ることもなく清潔さを維持できるため、和食レストランなどに適しています。

「日本の歴史、伝統、文化に関係するものを通じて世界中の人々の生活を豊
かにする」ことを企業理念に掲げ事業を遂行している。主力商品として、本物
と見間違える本格的サイズの五葉松アーティフィシャル盆栽販売中。

J-和インターナショナル株式会社

住所：〒168-0074 東京都杉並区上高井戸2-2-41-101
電話：090-5332-7564　URL：https://j-wa-international.com/

東5SME-53 東京都 クラフト・伝統

LOCA コーヒー セラミックフィルター

紙フィルター不要、珈琲の雑味を取り除くセラミックフィルター

紙フィルターいらずでごみを出さないセラミック製コーヒーフィルター。ミクロ
ン単位の無数の穴がえぐみや雑味を70パーセント除去。ほのかに豆の甘みを
感じる、すっきりとまろやかなコーヒーが誰でも簡単に淹れられます。味の違
いは味覚認識装置でも証明済み。400年の歴史を誇る佐賀県有田町で製
造。

日本が誇るものづくりの技術から生まれた有田焼のLOCAコーヒーセラミック
フィルターや日常を豊かにし、エコを実現するリユーザブルカップSTTOKEの
輸入販売等、皆様の生活に心躍る瞬間をお届けします。

株式会社ファンプロジェクト

住所：〒108-0074 東京都港区高輪1-19-11
電話：03-4400-9849　URL：https://locaceramicfilter.com/

東5SME-54 東京都 クラフト・伝統

木製の掛け時計と腕時計

世界中から集めた色鮮やかな天然木を使用した贅沢な逸品です。

「熟練職人+最新設備+100種以上の天然木！」で、世界でココだけ！の時計
を作りました。色鮮やかな天然木と細やかな職人技は一見の価値アリ！！こだ
わりの職人技が詰まった製品はOEMなんかもできちゃいマス。木製の腕時計
はデザインはもちろん、その軽さに驚きますヨ！！

熟練職人の技術力と最新設備を備え、量産可能なハンドメイド製品を開発！
木製の腕時計から自転車まで、幅広いジャンルの製品を開発・販売していま
す！

工房ペッカー

住所：〒078-8358 北海道旭川市東光18条4丁目4-9
電話：0166-33-8783　URL：https://peckerweb.com

東5SME-55 北海道 クラフト・伝統

東京本染 てぬぐいおくるみ

動物型の可愛いおくるみ。使用後はぬいぐるみにして想い出に。

手ぬぐいで作られた｢おくるみ｣です。通気性・吸水性に優れ、使う程に軟らか
く肌に馴染んでいきます。昔から伝わる縁起の良い小紋柄を随所に取り入
れ、子どもの健やかな成長と繁栄を願います。おくるみとしての役目を終えた
ら、ぬいぐるみとして思い出の傍らに。裁縫初心者の方でも気軽にぬいぐる
みを作ることが出来ます。

1889年の創業以来、小巾綿布・和晒にこだわり続けています。
「晒」「ゆかた」「手ぬぐい」「伴天」「無地染」など、小巾綿布の即納体制
や、オリジナル製作の多彩なニーズにワンストップで対応しています。

東京和晒株式会社

住所：〒124-0012 東京都葛飾区立石4-14-9
電話：03-3693-3333　URL：https://www.tenugui.co.jp/

東5SME-56 東京都 クラフト・伝統



06 2524

タイル屋がプロデュースし、
手作りする美濃焼タイルアクセサリー

いつまでも、色褪せない美濃焼タイルアクセサリーの魅力

美濃焼の伝統技法と現代女性の感性、そのコラボレーションから生まれるや
きものアクセサリーは美しくも温かです。デザイナーは自分が身につけたいと
思うものをデザインし、職人と共に数々の工程を積み重ねて手作りします。そ
れは唯一無二の作品。自然素材に関心を持ち、サステナブルな商材を扱うお
店様にもお薦めです。

私たちはタイルの会社です。なぜ、タイル屋がやきものアクセサリーを作るの
か。それは「建物を彩るタイルの美しさで人を彩りたい」と思うからです。皆様
の日常をタイルで彩り、幸せを感じていただきたいです。

有限会社鈴研.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/

西陣織オリジナルネクタイ
プリーツネクタイ

新たな魅力西陣織オリジナル×プリーツネクタイ

伝統工芸品である西陣織にプリーツ加工を施し、立体的で凹凸感のある新た
な魅力を表現しました。縫製も手縫いで行い、日本の最高技術を詰め込んだ
プレミアムなネクタイです。織生地にプリーツを施したものは世界でも珍し
く、意匠登録済みの当社だけのオリジナルネクタイとなっております。

西陣織の伝統技術とオリジナルの技術とデザインを組み合わせ、四季折々で
当社ならでは商品作りを行っております。高密度で織り上げた当社の生地は
光沢感と質感が特徴で長年多くのお客様にご愛顧頂いております。

ネカド株式会社

住所：〒600-8224 京都府京都市下京区東町260-1
電話：075-371-0545　URL：https://www.nekado.co.jp

東5SME-59 京都府 クラフト・伝統

東5SME-57 岐阜県 クラフト・伝統

「ひんやり」をキープする割れないアルミ鋳物のスイーツプレート

1714年から継承する伝統的砂型鋳造で生まれる、銀のような高級感ある質
感。熱伝導性が良く冷蔵庫で冷やして使うと効果的で、デザートやアペタイ
ザーのおいしい温度をキープしてくれます。ロケット部品素材を供給する職人
が、新聞印刷版（アルミ版）を自社内精錬するエシカルな工程で一つ一つ手
作りしています。

創業1714年、加賀藩主前田家に仕えた鋳物師がルーツの鋳物会社。
伝統的砂型鋳造でロケット部品素材など産業用機械部品、生活のシーンを美
しく彩るライフスタイルブランド“KAMAHACHI”を展開。

株式会社金森合金

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-58 石川県

Aluminum Sweets plate

クラフト・伝統

へルッカセラミカ笠間ペリンネ

薄く軽く使いやすい、暮らしにも環境にも優しい、新しい笠間焼。

笠間焼は厚ぼったく重いというこれまでのイメージを変えるべく誕生した『へ
ルッカセラミカ』。薄く軽く作る為の技術を向上させた事により資源の無駄も
無くし、使いやすく、暮らしにも環境にも優しい器となった。2020年に笠間焼
と益子焼と共に日本遺産に認定された事を受け、モダン路線の器に伝統的な
デザインを施した。

国が認定する伝統工芸士が5名在籍し、現在は1５名の陶芸家達が活動してお
り、高い造形技術、知識、体験等、造るために必要なノウハウが豊富であり、
高品質で柔軟なサービスのご提供を可能としている。

株式会社向山窯

住所：〒309-1626 茨城県笠間市下市毛1372-4
電話：0296-72-0509　URL：http://www.kasamayaki.co.jp

東5SME-60 茨城県 クラフト・伝統

素足で味わう、世界の希少な3種類のコットン

世界中の数あるコットンのなかから、希少な3種類を選りすぐり、それぞれの
素材の特徴を最大限に引き出すレシピでシンプルなデザインのソックスをご
用意しました。贅沢な世界のコットンのフルコースをぜひ、素足でご堪能くだ
さい。

くつ下のまち奈良県広陵町で1927年創業。「品質がいいのはあたりまえ、毎
日履きたくなるようなくつ下づくりを追求する」という想いと受け継がれた技
術を大切に、最後までひとつひとつ丁寧につくりあげています。

株式会社創喜

住所：〒635-0824 奈良県北葛城郡広陵町疋相6-5
電話：0745-55-1501　URL：https://www.souki-knit.jp/

東5SME-61 奈良県

Tasting Cotton BOX

クラフト・伝統

へちまローション

防腐剤等無添加のお肌に優しい天然へちま水100%ローション

富山県射水市、北アルプス立山連峰の雪解け水が伏流水となり潤った広大な
大地で、40年近く無農薬栽培されたへちまの茎から採取した天然へちま水
100%完全無添加のローションです。洗顔後、入浴後に全身にお使いいただ
けます。赤ちゃんのおむつかぶれや、日焼け後のお肌のケア、男性のひげ剃り
後にも。

富山県射水市の地域特産物として、無農薬栽培にこだわり、約40年安心・安
全なへちまを提供し続け、現在約2ヘクタールの畑で化粧水原料のへちま水、
サステイナブルな日用品原料のへちまたわしの生産を行っている。

有限会社へちま産業

住所：〒939-0273 富山県射水市中野633
電話：0766-52-5454　URL：https://hechimacocochi.com

東5SME-62 富山県 ビューティー・ヘルス

3次元シリコンテーピングサポーター 
HOLZAC 腰用

国際特許シリコンテーピングが締め付けず強力に関節をサポート

当社のサポーターHOLZACは国際特許技術でシリコンを活用することで、締
め付けすぎず必要な部位をしっかりと固定する特徴を持ったサポーターです。
国内シリーズ累計３０万枚以上を販売しています。海外展開も進めており、今
年はドイツでの展示会にも出展します。本展示会では未発売の腰サポーター
を展示予定です。

70年近い歴史を持つ東京靴下株式会社長野工場を現経営陣が引き受け、前
身含め１００年以上国内で靴下製造を続けている当社は、国際特許を取得し
たサポーターブランドを日本のみならず海外展開も進めています。

株式会社TOSCOM

住所：〒388-8014 長野県長野市篠ﾉ井塩崎130番地1
電話：026-292-2140　URL：http://www.toscom-inc.co.jp/

東5SME-63 長野県 ビューティー・ヘルス

北海道がごめ石鹸セット

北海道の海と緑の恵みを肌にもお届け

成分の効能を最大限に生かすため、コールド・プロセス製法を採用しています。
余計な熱を加えずに作るため、熱に弱い油脂や美容成分なども組み合わせて作
ることが出来ますので、様々な素材の組み合わせでレシピが可能です。ＯＥＭ
製造も幅広く承ってます。

函館近海でしか採れない「がごめ昆布」には栄養が豊富に含まれています。ま
だあまり知られていないこの素材を安心・安全な食品や化粧品に仕立て上げ
て、多くの皆様にお届けしていきたい。私共の担いと考えてます。

株式会社医食同源

住所：〒040-0075 北海道函館市万代町20番10号
電話：0138-40-3938　URL：https://www.ishokudougen.com/home

東5SME-64 北海道 ビューティー・ヘルス
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腹巻型腰サポーター（特許申請中）

さっと履くだけ腰をがっちりサポート！腹巻型腰サポーター

通常の腰サポーターはマジックテープを用いて締め付けますが、どうしても製
品の構成上分厚い製品になってしまいます。そこで丸編み製品の利点を活か
して編地の変化を応用し腹巻タイプで締め付けることで固定力をアップさせ、
かつインナーとして衣服の下に簡単に着用出来ます。

創業103年を迎え靴下製造に注力してきましたが輸入品とコロナ禍で生産が
減少した為に着圧靴下やサポーター等機能商品の開発に力を入れています。
イタリア製の丸編み機を使用することで独自の製品を製造出来ます。

イイダ靴下株式会社

住所：〒849-0501 佐賀県杵島郡江北町大字山口1619
電話：0952-31-3898　URL：https://iida-socks.co.jp/

東5SME-65 佐賀県 ビューティー・ヘルス

オーガニックこんにゃくスポンジ

お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。製品・パッケージともに
石油由来成分は使用していません。使用後は土に還るサスティナブル洗顔ス
ポンジです。

弊社は洗顔用こんにゃくスポンジの製造・販売をしています。弊社の製品は
群馬県産の食用こんにゃく粉を100％使用し、肌に優しい製品づくりをしてい
ます。使用感が非常に気持ちよく、環境にも優しいと好評です。

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-66 群馬県 ビューティー・ヘルス

ボタニカル フェイスシートマスク
（全7種類)

自然素材いろいろ、その日の気分で素材や香りを楽しめます。

沖縄の海と太陽が育むネイチャーパワー。南国の強烈な紫外線を受けて育つ
ボタニカル素材は驚くほどパワフル。植物たちの満ち溢れる生命力と自然のパ
ワーをそのままに、みなぎるチカラをあなたの素肌へたっぷり届けます。目的
別のケア、お好みの素材&香りからセレクトでき、プチギフトにもぴったりで
す。

弊社で製造する化粧品の主成分である水は「久米島海洋深層水」を精製して
使用しています。綺麗な水、自然素材にこだわり、どなたにも「安心して使い
続けられる化粧品」をお客様とともに作り続けています。

株式会社ポイントピュール

住所：〒901-3104 沖縄県島尻郡久米島町字真謝486-12
電話：098-896-8701　URL：https://pointpyuru.co.jp

東5SME-67 沖縄県 ビューティー・ヘルス

履く湯たんぽ！じんわりと優しい温かさと素材の柔らかさを新体験

クロッツやわらか湯たんぽは、ウェットスーツで用いられるクロロプレンゴム
という特殊な素材に、ナイロンジャージを貼った生地で作られており非常に柔
らかく肌触りが良い製品となっております。生地の中にある無数の気泡により
断熱性が高いため、保温性に優れ、じんわり優しい温かさが長時間持続でき
ます。

ウェットスーツで使われている素材クロロプレンゴムの特徴を活かし、特殊な
接着や縫製技術を得意としています。他にはないとてもユニークな製品を全
国へ発信しております。

ヘルメット潜水株式会社

住所：〒873-0202 大分県国東市安岐町瀬戸田1300番地
電話：0978-67-2251　URL：https://www.cloz.co.jp/

東5SME-68 大分県

クロッツ やわらか湯たんぽ
足用ショートタイプ

ビューティー・ヘルス

THERA和漢発酵美容乳液

日本の文化、発酵と漢方の原料と背景を盛り込んだ美容保湿乳液

THERA美容乳液は伸びが良く、肌になじみやすい乳化美容液。オーガニック
保湿成分のアロエベラ液汁やシアバターを配合し保湿だけでなく敏感肌・乾
燥肌・ベビー肌などデリケートなお肌へ柔らかさと潤いを与えてくれます。

日本の古都、奈良が発祥の日本の健康美容文化を製品と共にお届けいたしま
す。

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.thera.jp/

東5SME-69 東京都 ビューティー・ヘルス

お風呂 de サ傘

ビニール生地を張替え式により曇って見えにくい問題解消！

唯一無二のサウナ傘。2018年の発売から現在まで好評を頂いております。特
にコロナ禍になりお家時間を楽しむグッズとしても好評を頂いております。

手軽に自宅のお風呂でサウナを楽しむ、お風呂 de サ傘。サスティナブルな傘
として進化を遂げました。

株式会社ギークルジャパン

住所：〒279-0043 千葉県浦安市富士見1丁目2番1号
電話：090-3961-1101　URL：https://www.geecle.jp

東5SME-70 千葉県 ビューティー・ヘルス

プラークリムーバー クルン

人生100年時代に対応する口腔ケア

「ゴシゴシからクルクルへ」日本発の口腔ケアブラシを世界に！
今の歯ブラシは圧倒的に性能不足。40歳以上の方のほとんどが歯周病か歯
周病予備軍になっています。
弊社は髪の毛より細い、小極細のナイロンを円形状に加工した、プラークリ
ムーバーで簡単に歯垢を除去、健康寿命を伸ばし日本を元気にします！

日本発の口腔ケアを世界に！髪の毛より細い、小極細のナイロンを円形状に
加工した、歯周ケアブラシを製造しております。口腔環境の改善を通して、健
康寿命を伸ばし、日本を元気にします！

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-71 大阪府 ビューティー・ヘルス

立てられるつえ「クロスポッド」

1点杖の不便を解消、どこでも安定して立てらる1点杖

クロスポッドは1点杖を、どこでも安定して立てられる様にした製品です。歩行
時は脚を閉じた状態で、純粋な1点杖として違和感なく使うことができ、手放す
場面、例えばトイレ、レジ、レストラン、ベッド脇等、置いておきたい時には、開閉
脚を開くことで、どこにでも立てられます。特許登録済:特許第6590177号

1998年ケイ・デザイン設立、装置設計、3DCG制作に加え、2017年より自社
開発商品の製造販売をおこなう。これらの商品はオリジナル性が高く、デザイ
ン性に優れている。

ケイ・デザイン

住所：〒870-0047 大分県大分市中島西3-3-13
電話：097-535-2486　URL：https://crosspod.jp

東5SME-72 大分県 ビューティー・ヘルス
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吸水ショーツ「ことはじめ」、
そけい部解放「らく*りんぱ*ぱんつ」

今日から始める失禁ケア。20㎖吸収でサラッとした着け心地

試作と実験を重ね実現した防水構造と、ウィング状にした5層立体吸水パッド
で尿をキャッチし漏れにくくします。お肌にあたる部分は、濡れ戻り感が少な
いパイル地。本体は炭糸綿混生地を全面に使い、炭の抗菌・防臭効果でニオ
イケアもしてくれます。ゴム不使用で食い込み難くズレ難い、安心の深履きシ
ョーツです。

下着作り23年の技術を活かした、女性向け吸水ショーツ、リンパ解放ショー
ツ等フェムテック商品をはじめ、着心地と機能を兼ね備えた人気の炭糸イン
ナー、ブラジャー等を展開しております。

アンドール株式会社

住所：〒662-0918 兵庫県西宮市六湛寺町12-10 ｻﾝｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ3階
電話：0798-23-6081　URL：https://www.andor-inc.com/　https://www.anprimus.jp/

東5SME-73 兵庫県 ビューティー・ヘルス

デンチャーブラシ

片手で簡単！入れ歯専用置き型ブラシ デンチャーブラシ！

デンチャーブラシは今までにない入れ歯専用ブラシです。従来の歯ブラシタイ
プとは違い、置き型で高齢者や手元が不自由な方でも片手で簡単に短時間で
入れ歯をきれいにすることができます。入れ歯を清潔にすることで全身の健
康と健康寿命の延伸にも期待できます。

歯科技工所でありながら人材育成や福祉用具等の販売事業を展開し、近年
では歯科技工の経験と実績からデンチャーブラシという新しい商品の開発・
販売を行っている。今後も世の中のニーズに応えられる企業でありたい。

有限会社アジャスト

住所：〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田2丁目18番16号
電話：099-259-3278　URL：https://www.kg-adjust.jp/

東5SME-74 鹿児島県 ビューティー・ヘルス

アーソロジーシーソルトソープ
アーソロジーチャコールソープ

洗顔時のツッパリ感が軽減され洗うほど肌が心地良くなる石けん。

毎日の洗顔が楽しみになる塩石鹼。洗顔の爽快感を知ってください。全身に
も利用できるので、洗い上りのさっぱり感を楽しめます。海塩30％の塩石鹸。
激レアさんが考えた洗顔革命。

私たちは、塩石けんを製造販売している会社です。肌をケアする石けん、素肌
の健康を第一に考え、防腐剤などの刺激を与える成分は一切使用していませ
ん。素肌の美しさを取り戻せる安全な石けんをご提供いたします。

合同会社ロイス･ライン

住所：〒830-0111 福岡県久留米市三瀦町西牟田815
電話：0942-64-2650　URL：http://royce-line.com/

東5SME-75 福岡県 ビューティー・ヘルス

ならまき めっちゃ薄い腹巻き

カラダもココロも奈良に包まれて。『めっちゃ薄い腹巻き』

『奈良でほっこり。』をテーマにしたライフスタイルブランド『ならまき』の<め
っちゃ薄い腹巻き>。シルクと綿の天然繊維を使用した薄い生地は薄着の際
に着用してもお洋服に響かず、着けている事を忘れてしまう程の着心地です。
奈良の縁のあるワンポイント刺繍がカワイイ、奈良の腹巻きです。

巽繊維工業所は、創業94年の靴下・繊維商品の製造販売会社です。長年の
ものづくりの技術と実績を強みに、現在は自社ブランドの展開に注力し、日本
製の高機能商品の良さを次世代に繋げる取り組みを行っております。

有限会社巽繊維工業所

住所：〒634-0844奈良県橿原市土橋町607番地
電話：0744-22-5229　URL：https://www.choku.co.jp/

東5SME-76 奈良県 ビューティー・ヘルス

素材から縫製まで日本製にこだわった安心安全なものづくり

弊社のショルダーピローは緑豆を使用し適度な重みと天然緑豆に含まれる蒸
気で疲れた肩や首周りを癒してくれます。電子レンジで加熱するだけですぐに
使え、また繰り返し使用できるので経済的です。今回新製品としてオーガニッ
クコットン素材の生地を使用し敏感肌の方にも使っていただける商品を発表
いたします。

当社ではOEMの企画制作を承っています。お客様の要望に沿った刺繍入りの
製品づくりが特長です。製品は、材料・刺繍・縫製まですべて日本国内で行
い、小ロットなどのご要望に対応できます。

株式会社エトフ

住所：〒666-0243 兵庫県川辺郡猪名川町柏梨田字前ヶ谷172-1
電話：072-765-3333　URL：https://www.etoffe.co.jp/

東5SME-78 兵庫県

「椿なの」シリーズ化粧品

天然成分100％界面活性剤・防腐剤不使用の完全無添加化粧水。

界面活性剤を使用せず水と油を安定混合させる特許技術で作る化粧品「椿
なの」シリーズ。防腐剤無添加で長期保存を可能にしました。肌本来が持って
いる力を引き出し、健康的で美しい肌や髪へと導きます。敏感肌やトラブル肌
でも安心してお使いいただける化粧品シリーズです。またOEM受託製造もお
受けしております。

弊社は長年の実績を持つマイクロバブル専業メーカーです。特許技術を数多
く保有し、大学や企業と共同研究及び技術提供をしています。その技術を応
用し、一般用シャワーヘッドや無添加化粧品の製造販売をしています。

株式会社オーラテック

住所：〒833-0027 福岡県筑後市水田1233-1
電話：0942-53-2504　URL：https://aura-tec.com/

東5SME-77 福岡県

ショルダーピロー、アイピロー等の
リラックス効果のあるグッズ

ビューティー・ヘルス ビューティー・ヘルス

KANZASHI　

ラクして、キレイ。 ～ 新感覚ヘアアクセサリー ～

「和服に合わせるもの」というイメージが強い「かんざし」を、今のライフスタ
イルに合った新しい形に進化させた「KANZASHI」。職人が手作業で磨き上
げた丈夫なステンレス製で、使い心地もとことんこだわりました。一本で簡単
におしゃれにまとめ髪ができ、毎日忙しい女性にぴったりのアイテムです。

私たちは金属の魅力と板金の技術、ものづくりの楽しさを次世代に伝えていく
ため、20代～70代の社員が切磋琢磨しています。多品種小ロットを得意と
し、工場機械の部品からアクセサリーまで幅広く製作しています。

株式会社山崎製作所

住所：〒424-0113 静岡県静岡市清水区原134-2
電話：054-361-0610　URL：https://www.yamazaki-metal.co.jp/

東5SME-79 静岡県 服飾

日本製馬革の手編みメッシュハンドバッグ・
ポニーセレブ 

日本製の素上げ馬革を使用した手編みメッシュのハンドバッグ

日本製の馬革は滑らかな手触りと艶やかな発色の良さで他に類を見ない非常
に高品質で貴重な革です。しかし近年、後継者不足等により国内に数件しか
残っていないのが現状です。弊社ではその貴重な革を職人がいる海外工場で
バッグを生産し安価でご提供させて頂くことが可能です。小ロットでのOEMに
も対応いたしております。

当社で企画したハンドバッグ等を日本製の品質が高く貴重な馬革などで、高
い技術を持った職人のいる海外工場にて生産する事で、より高品質な商品を
より安価でお客様に提供する為、日々挑戦を続ける会社です。

株式会社メイク

住所：〒544-0011 大阪府大阪市生野区田島1-17-19　
電話：06-6757-8812　URL：http://make-japan.com/

東5SME-80 大阪府 服飾



06 3130

織ごとに違う表情を見せるバッグ、メイドインジャパンのこだわり

デザインした柄を日本の伝統織物で表現し織生地の良さを生かしたバッグを
作っています。同じ型でも桐生織、尾州織、デニムなど織生地によって表情が
違い楽しんでものづくりを続けています。またオーガンジーのプリントは無公
害で水を使用しない為エコロジープリントと言われております。SDGs14,15対
象商品です。

日本製にこだわり創業から57年、品質本位のものづくりを続けています。デザ
インした図柄を日本の伝統織物で表現し織生地の良さを生かしたバッグを生
産。当社オーガンジー商品は全てＳＤＧｓ１４、１５対象商品。

株式会社パンクリエーション

住所：〒581-0845 大阪府八尾市上之島町北6丁目11-2
電話：072-998-2399　URL：http://pancreation.jp

東5SME-82 大阪府

デコブランシェ 京香シリーズ

革の立体アートをコーディネートしませんか

革に京都伝統の友禅染、さらに特殊加工することで立体的に浮かび上がる豪
華な柄は独創的かつ美しい逸品です。量よりも質を優先し、厳選された職人
が手間を惜しまず作られたメイドインジャパン商品です。創業70年以上、国内
自社工場にて一貫してバッグや小物のOEM製造、また自社ブランドの販売や
卸売を行っています。

創業から70年、真摯に真面目にものづくりを続けてまいりました。職人の高
齢化や若手不足など、様々な課題はありますが、培ってきた技術を活かし、よ
り多くのお客様に満足いただける製品を作り続けてまいります。

株式会社まるふく商店

住所：〒558-0003 大阪府大阪市住吉区長居4丁目10番19号
電話：06-6694-3625　URL：https://www.marufuku-factory.jp/　http://www.decobranche.co.jp/

東5SME-81 大阪府

尾州織バッグ、桐生織バッグ、
デニムバッグ、オーガンジー商品

服飾服飾

京都大学ラグビー部と共同で開発した
スクラムで押し負けない靴下

走る、跳ぶ、登る運動のパフォーマンスが変わる高機能靴下

京都大学ラグビー部と共同開発したスクラムに押し負けないラグビー用靴下。
それを基本にスポーツ用靴下を開発。●足と靴、靴下それぞれのすべりを防ぐ
編込み滑り止め●体のブレを防ぐテーピング編み●激しい使用でも一般靴下
の１０倍長持ち●足がつりにくい着圧技術●強度がパイル編みの１０倍ある
特許のクッション編み

日本一の靴下産地奈良県で独自技術の高機能な靴下・サポーターを製造販
売。代表的な商品「疲れしらずの靴下」は2020年近畿地方発明表彰で近畿
経済産業局長賞を受賞。一般医療医療機器の製造販売の許認可の取得。

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-83 奈良県 服飾

婦人向けオリジナル布製バッグ

オリジナリティーに拘った軽くてお洒落な布バッグ

綿や麻など肌触りの良い天然素材を使い、オリジナリティーを何より大切にし
た、軽くて持ちやすい高品質の布バッグを製作しています。デザインの一部が
持ち手やポケットになっていたりする、遊び心と実用性を兼ね備えた楽しいデ
ィテールが特徴。

元テキスタイル図案家で、婦人服のパターン知識もあるデザイナーが、布の特
性を活かした他にないオリジナルバッグ作りに取り組んでいます。

トモオデザインズ 

住所：〒143-0025 東京都大田区南馬込4-21-5
電話：03-6412-7304　URL：http://www.tomoodesigns.com

東5SME-84 東京都 服飾

独自のリバーシブル染色を施した、
手ぬぐい/ストール/首の肌着

一枚の布の表裏を違う色で染め上げた唯一のリバーシブル染色技術

誰にもまねのできない、唯一のリバーシブル染色技術によって染め上げたてぬ
ぐい生地で、今までにないものづくりにこだわり製作しています。日本の「季
語」をモチーフとしたてぬぐいやストール。今までになかった「首の肌着」など
デザインだけではなく、ストーリーのある商品を展開しています。

OEMの受注がメインでしたが、大量生産を目的とする弊社主軸のロール捺染
の注文がどんどん減り、ロール捺染技術を残すために何か新しいことができ
ないかと模索し、5年前に独自のリバーシブル染色技術を開発した。

竹野染工株式会社

住所：〒599-8266 大阪府堺市中区毛穴町355-3
電話：072-274-1900　URL：http://www.takenosenko.jp/

東5SME-85 大阪府 服飾

スクウェアバッグ

表生地は豪華な柄と光沢のあるベルベットを使用してます。

「Taenaka No Nuno」のバッグや小物は、世界遺産高野山の麓、橋本市高野
口町にある妙中パイル織物株式会社で織られた最高級のベルベット生地を
使用しています。生地の独特な風合いや光沢、豪華さを活かし日常の暮らし
のなかで本当に良いものを使いたいという思いをかたちにしました。

「Taenaka No Nuno」は、弊社の国会議事堂の椅子生地や国内外有名ブランド
が使用しているベルベット生地を商品として身近に使っていただく、というコン
セプトでできたオリジナルブランドです。

妙中パイル織物株式会社

住所：〒649-7206 和歌山県橋本市高野口町向島193
電話：0736-42-3170　URL：http://www.taenaka.com/

東5SME-86 和歌山県 服飾

自社開発の世界唯一生地を使用した
純東京製Tシャツとスウェット

肌が実感する心地よさ。透けないのに柔らかい画期的素材Tシャツ

１０年間試行錯誤してようやく出来上がった生地は適度な厚さを保ちながら
柔らかさと優しい風合いを兼ね備えた世界唯一のものです。創業以来１１０年
間の歴史を紡ぎ、構築した英知と技術を結集した素材と縫製。防菌防臭はも
ちろん洗濯後の極端な縮み型崩れもなくまさに「MADE IN TOKYO」究極至
極Tシャツです。

東京・両国で創業以来１１０年間に渡りTシャツ、スウェット（トレーナー、パー
カー、パンツなど）、バッグなどを心をこめてつくり続けています。「MADE IN 
TOKYO」を世界に向けて発信してまいります。

鐘百繊維工業株式会社

住所：〒130-0011 東京都墨田区石原1丁目八番一号
電話：03-3625-0231　URL：https://kane100.co.jp  https://zatokyo.jp

東5SME-88 東京都

シャークスキンパンプス

柔らかくしなやかなのに丈夫なサメ革を使用した婦人靴です。

希少価値の高いオーストリッチ、シャーク、パイソンなどの革を使用した婦人
靴メーカーです。これらの革を扱うには熟練の技術が必要ですが、弊社は国
内でも随一の製造技術を持ち、世界のハイブランドとも肩を並べる評価をい
ただいています。年齢を重ねても快適でオシャレな靴で、女性にはいつまでも
輝き続けて欲しい。

弊社は、昭和49年に誕生したブランド「shinjukuya」を事業継承しています。
「大阪ものづくり優良企業賞2021」を受賞し、大阪府より「匠」の称号を授
与されている優れた技術があります。

株式会社新宿屋

住所：〒537-0022 大阪府大阪市東成区中本5丁目19番11号
電話：06-6976-9850　https://shinjukuya.com

東5SME-87 大阪府 服飾服飾
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Exhibitor Information
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OKINAWA KOSODATE RYOUHIN  Co., Ltd.
ADDRESS: 259-101 Miyahira, Haebaru-cho, Shimajiri-gun, Okinawa Prefecture, Japan 901-1104
TEL: 098-996-2550
URL: https://www.kosodate-ryouhin.co.jp/

EAST5SME-06 OKINAWA Stationery, Hobby, Kids
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mizuno-works  Co., Ltd.
ADDRESS: 6-3-69 Nakaishikiri-cho, Higashiosaka-shi, Osaka Prefecture, Japan 579-8014
TEL: 072-982-3450
URL: http://www.mizuno-works.co.jp/

EAST5SME-01 OSAKA

『ウオッシャブルハット＆ヴィンテージ素材ハット』
新旧素材競演

気軽に洗えるストローハットと、貴重なヴィンテージ素材シリーズ

機能性和紙などを使った『自宅で気軽に洗えるタイプのストローハット』に加
え、1970～90年代に生産された貴重な素材を使った『ヴィンテージ素材のス
トローハット』を同時にご紹介。新素材が持つ機能性と、年代物の旧素材が
持つ個性や時代性等の対照的な魅力を、当社新アイコン『カンカン帽』など
で表現してみました。

1897年創業の麦わら帽子メーカーです。ブレード（真田紐）縫製をベースに、
製造加工技術の高さは業界でもトップクラス。素材の特徴を活かした、シンプ
ルでかぶり心地が良い美しいフォルムの帽子を作っています。

株式会社石田製帽

住所：〒714-0012 岡山県笠岡市小平井682番地
電話：0865-62-2088　URL：http//www.ishidaseibou.com

東5SME-90 岡山県

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）

“自然のエネルギーを身にまとう”をコンセプトに、環境×ファッションをテー
マにした活動を行っており、2012年にはスティービーアワード国際ビジネス大
賞を受賞し海外からも注目されています。

株式会社エコマコ

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-89 長野県 服飾服飾

Stationery, Hobby, Kids
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ICI Design Institute  Inc.
ADDRESS: 2-82-21-705 Yagumo Higashimachi, Moriguchi-shi, Osaka Prefecture, Japan 570-0021
TEL: 06-6909-5095
URL: http://www.nocilis.jp

EAST5SME-07 OSAKA Stationery, Hobby, Kids
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Horiuchiwoodcraft  
ADDRESS: 400-3 Nishioi, Oi-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa Prefecture, Japan 258-0017
TEL: 0465-83-7735
URL: http://www.horiuchiwoodcraft.com/jp/pg133.html

EAST5SME-02 KANAGAWA Stationery, Hobby, Kids
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KAWAKITA  Co., Ltd.
ADDRESS: 2-4-6 Arakawa, Higashiosaka-shi, Osaka Prefecture, Japan 577-0843
TEL: 06-6723-0002
URL: https://k-kawakita.com

EAST5SME-03 OSAKA Stationery, Hobby, Kids
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KAEI LACE  Co., Ltd.
ADDRESS: 7-5281-1 Hirosawa-cho, Kiryu-shi, Gunma Prefecture, Japan 376-0013
TEL: 0277-52-5652
URL: http://www.kaeilace.com

EAST5SME-04 GUNMA Stationery, Hobby, Kids
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ONOKAIJI SHOTEN   Co., Ltd.
ADDRESS: 3-8-16 Saiwai-cho, Naniwa-ku, Osaka Prefecture, Japan 556-0021
TEL: 06-6567-2581
URL: http://www.marinegoods-ono.com/

EAST5SME-05 OSAKA Stationery, Hobby, Kids
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ENA METAL FACTORY   Co., Ltd.
ADDRESS: 2-18 Ogawa-cho, Nakatsugawa-shi, Gifu Prefecture, Japan 508-0023 
TEL: 0573-62-0002
URL: https://enakin.com/

EAST5SME-10 GIFU home, Lifestyle
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KTION  Inc.
ADDRESS: 2-8-7 Sanno, Ota-ku, Tokyo, Japan 143-0023
TEL: 03-6429-7257
URL: https://kfd.keitakawasaki.net

EAST5SME-09 TOKYO home, Lifestyle
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NOBORU ELECTRIC  Co., Ltd.
ADDRESS: 229-1 Nasuzukuri Minamimachi, Hakata-shi, Osaka Prefecture, Japan 573-0072
TEL: 072-852-5860
URL: https://noborudenki.com/

EAST5SME-08 OSAKA home, Lifestyle

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。
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（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

海外展開ハンズオン支援事業




