


カワいいモノ研究会とは

［カワいいモノブランドデザインセミナー］
西日本地域四府県（広島、香川、大阪、福岡）で開催し
たセミナーでは、「カワいいモノ」の研究成果と具体的
な商品開発事例や意匠権・商標権等の知的財産権の
重要性についても解説いただきました。

［チーム「Moka」との共同開発プログラム］
「カワイイ」感性をいかし、カワいいモノをクリエイトする
Moka（Motto Kawaii）。コーディネータにセメントプロ
デュースデザインの金谷 勉氏、studio 小鳥の大森 鮎
氏を迎え、14名のクリエイターがメーカーとの共同ワー
クで新しい「カワいいモノ」の開発に取り組みました。

［モニター評価会］
広島パルコでの一般ユーザーや広島女学院大学の
学生を対象に、カワイイへの共感度、商品性について
試作品の評価を行い、各メーカーのデザイン改良に
フィードバックしました。

研究会の取り組み

［アドバイザー］

思わず微笑んでしまう、ふと手を伸ばしたくなる、心がなごむ、親しい人に見せたくなる。
そんな“カワイイ”の特性と、高い品質を誇る日本の伝統工芸品・工業製品の
“いいモノ”を掛けあわせた『カワいいモノ』を思考・発信する研究会。
メーカーとクリエイターが参画し、広島大学入戸野准教授の“カワイイ”研究成果を活かし、
気鋭のアドバイザーによる商品開発やデザイン・ブランドの権利化支援、試作評価、
展示会出展や海外販路開拓など、 
開発から流通までのプロセスを一貫してバックアップすることで、
商品力・ブランド力を高め、市場化を目指すプロジェクトです。

「カワイイ」研究／入戸野 宏氏　広島大学大学院 総合科学研究科 准教授
デザインマネジメント／金谷　勉氏　有限会社セメントプロデュースデザイン 代表取締役
知財マネジメント／松井 宏記 氏　レクシア特許法律事務所 代表パートナー・弁理士
海外展開／和田 直子氏　中小企業基盤整備機構中国本部 海外販路開拓支援シニアアドバイザー



水引×和小物

伊予の水引アクセサリー Mizuhiki Flower

●茜 ●桜

●萌黄 ●瑠璃

水引を重ねた密度の濃いしっかりとした作りながら、その軽さに驚きま
す。和装洋装問わずヘアアクセサリーとしてはもちろん、バッグチャーム
やスカーフピンの代わりにもなる、小粋な和小物。グラデーションで表現
された鮮やかな色は注目度大。ワンポイントアクセサリーとしてカラーバリ
エーションを揃えると、毎日大活躍です。

伊予の水引は、紙の産地として知られる四国中央市（愛媛県東部）で始まりまし
た。法皇山脈の山間で取れる三椏、楮、豊かな水、そして乾燥作業に適した松原
に恵まれて紙漉きと共に発展してきました。有高扇山堂は1930年創業、その原点
は結納作り。それから80余年、今では水引のみならず、様々なアイテムを確かな技
術とともにご提供しております。

さりげなく毎日使える
匠の技あり手仕事。

原点は「現代の名工」に認定されるほどの技術力

有高扇山堂　http://aritaka.jp/

●material/紙、鉄
●size/大55×55×45mm　小45×45×40mm
●weight/大12g　小8ｇ
●lot/1～
●price/大¥2,000（plus tax）　小￥1,500（plus tax）
●made in/Ehime Japan
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プリザーブドフラワー ×リング

フラワージュエリー peduncle

シルバーリングは花をホール
ドする台と、細工の出来る受
け部分を設け、イヤリングや
ネックレス等にも展開でき、バ
リエーションを増やせるように
工夫しています。
繊細な受けの部分は古典文
様「麻の葉文様」をモチーフに
デザイン。

シルバーデザインには、神戸の職人による日本の伝統文様を施しまし
た。花は生花から加工されたプリザーブドフラワーに、さらに樹脂加工を
プラス。弾力性と壊れにくさを実現しました。小ぶりの本真珠を雨の雫に
見立てた、自然が生んだ世界にたった一つだけのロマンチックなフラ
ワージュエリーです。

「心が動く時」に携わる花仕事。異人館等で行われる神戸らしいウエディングはもちろ
ん、神戸市の花物語の企画運営や、展示会、各種ファッションショー等のイベントのディ
スプレイやブーケ制作も行っています。創造と交流の拠点として誕生したデザイン都市
神戸のシンボル「デザイン・クリエイティブセンター神戸」。そこを拠点に活動する花屋
「KAMOE」は、フラワーデザインのある古くて新しい暮らしスタイルをご提案しています。

手に花を飾る。
それだけで自然と仕草が
女っぽく、艶っぽい。

皆様の傍に、一輪の花と ともに優しい時間がありますように・・・

有限会社花萌 　https://arnekamoe.amebaownd.com/

●material/生花（加工したプリザーブドフラワー）×シルバー
●size/花 実寸（幅21mm～　高さ25ｍｍ～）　指輪10号・14号（それ以外はオーダーメイド）
●weight/3ｇ～
●lot/5個～（追加1点ずつ対応可）
●price/a）boxタイプ￥9,000（plus tax）　　フラワーboxタイプ￥11,500（plus tax）
　　　  b)boxタイプ￥12,000（plus tax）　  フラワーboxタイプ￥15,000（plus tax）
●made in/Kobe Japan

●チューベローズ

●マム ●ブルースター

●ガーデンローズ

●あじさい
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手漉き和紙×オンデマンド印刷

因州和紙イヤリング 

決して大きすぎないサイズながら、付けた時のその存在感は和紙ならで
は。ひとつひとつ八角形に手折りした縁起の良いデザインには、願いが
叶うような感覚さえ覚えます。洋装はもちろん和装にも合う、丈夫で軽く
て優しい風合いの和紙イヤリング。香りをつけてオリジナルとして楽しむ
こともでき、その使い方はあなた次第。

因州和紙の起源は古く、少なくとも千年以上の歴史があります。何度も紙漉きを
する事で原料がより絡み合い、強くて丈夫な和紙になります。手漉き和紙から生
まれる表情は二つとして同じモノがありません。この和紙にオンデマンド印刷のノ
ウハウをプラスし、デザイン・試作・改良を重ね、YOBOTYは誕生しました。

魅力はその風合いと軽さ。
お気に入りの香りを纏えば
あなただけの和紙イヤリング。

因州和紙の世界を広げるアソビゴコロ満載のアクセサリー。

（株）ティエスピー　www.yoboty.com/

●material/因州和紙   金具：ロジウム（ノンホール）・チタン（ピアス）
●size/パッケージ70ｘ70ｍｍ
●weight/イヤリング・ピアス 1ｇ
●lot/40個
●price/￥1,200（1piece）　
●made in/Tottori Japan　

●Kou（幸）シリーズ　全6種

●華菱 Hanabishi

●緑風 Ryokuhu

●和月 Watsuki

●蝶花 Choka

デザインは、風車のような軽やで可愛らしい細かな折り込み。
反対面は日本古来の家紋に手を加え、「花鳥風月」をテーマ
に古き良き日本の美しい自然の風景を紋様にしています。
どちらが見えても個性引き立つイヤリングです。
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華やかな飾りが
柔らかな肌触りと出会いました。
和の装いに「カワいい」を
添えてみませんか？

今治タオル×和布花

瀬戸内の華ハンカチ ●小版
●水仙／「神仏加護」「立
身出世」●梅／「学問達
成」「安産祈願」●桔梗／

「厄除開運」「立身出世」
●鉄線／「恋愛成就」「夫
婦円満」　
●size/200×200mm
●weight/35g
●price/￥3,800（plus 
tax）

●size/260×260mm
●weight/50g
●price/￥4,600（plus 
tax）

●大版
●牡丹／「富貴繁栄」「子
孫繁栄」●桜／「未来永
劫」「富貴繁栄」●椿／

「延命長寿」「神仏加護」
●蓮華／「神仏加護」「子
孫繁栄」

繊細な和布花と今治タオルとが見事に融合しました。「華」を大胆にあし
らったハンカチは和の装いにぴったり。細部に至るまで丁寧に仕上げら
れた「華」には、そのひとつひとつに意味が込められており、贈り物や引
き出物にも最適です。和のおもてなしに卓上小物として、また、着物の帯
にちょっと挟み込むだけでもより華やかに装うことができます。

徹底した国内素材、国内生産にこだわり、日本ならではの手先の器用さを生か
した創り花モチ－フをご提案しております。レースや布素材を使用して、ひと花ひ
と花に想いを込めて、職人の手づくりで丁寧に仕上げられた花モチーフは定評
をいただいております。この技術を生かした花モチーフのアイテムは、あなた自身
をより華やかに彩ります。

創り花モチーフを通じてよりおしゃれに。

株式会社クレソン　http://cresson1986.com/ ●material/今治タオル　●lot/5セット～　●made in/Okayama Japan　※全て無地との二枚組

水仙 梅 桔梗 鉄線

牡丹 桜 椿 蓮華
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熊野筆×フルーツカラー

果物チックな化粧筆

天然木を使用した化粧筆は実はあまり多く見られません。この熊野筆
は、毛先のイメージカラーと合わせた天然木の中でも珍しいウォールナッ
ト、ケヤキ、ハードメープルを使用することで、暖かみのあるカワいい化
粧筆へと成熟しました。上質な山羊毛を使ったハート型やラウンド型で
肌にフィットし、簡単に肌艶を出すことが出来ます。専用の可愛らしいギ
フトボックスも贈り物にピッタリ。

晃祐堂は伝統的工芸品熊野筆の産地である熊野町で創業しました。書道独特
の曲線や細線を表現するために、特に毛先を大切にする製法が発展。やがて化
粧筆にもその技術が応用されるようになり、肌に吸い付くように密着するなめら
かな肌触りが生まれました。そのため、ムラなく均等に、自然な艶を簡単に出すこ
とができるの特徴です。

天然木の柔らかフォルムと
フルーツカラーが新鮮。
果樹園みたいなメイクブラシ。

この肌さわりの心地よさは書筆から生まれました。

株式会社晃祐堂　http://www.koyudo.co.jp
●material/山羊毛、アルミ、木（ウォールナット、ハードメープル、ケヤキ）
●lot/6セット
●made in/Hiroshima Japan

●ORANGE×HARDMAPLE
　（チークブラシ）

●PEACH×KEYAKI
　（チークブラシ）
●size/毛丈35mm、全長110mm
●weight/10ｇ
●price/¥3,000（plus tax）

●size/毛丈27mm、全長97mm
●weight/10ｇ
●price/¥3,000（plus tax）

●size/毛丈27mm、全長97mm
●weight/10ｇ
●price/¥3,000（plus tax）

●BLUEBERRY×WALNAT
　（ハイライトブラシ）

●LEMON×WALNAT
　( フェイスブラシ )
●size/毛丈38mm、全長74mm
●weight/30ｇ
●price/¥3,800（plus tax）
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子供服 × 動物モデル

くつしたいつ＆ベスト＆スカート

●くつしたいつ＆ベスト＆スカート／うさぎ ●くつしたいつ＆ベスト＆スカート／ねこ

くつしたいつは、可愛いレギンス＆靴下の名コンビ。保育園に通う娘をプ
リンセスのようにしてあげたい！―そう願うママのアイデアから生まれまし
た。だからキッズがよろこぶキュートなデザインがたくさんあります。おしり
やあんよは、いつもぬくぬく。動きやすくて機能的。床の上でも、ほら、
あっという間に裸足になって遊べます。

いちばん身近な子供たちを毎日ギュッってしていますか？　わが子を愛しむ気持
ちが広がるだけで、世界は素晴らしくハッピーになることでしょう。そんな大それた
夢を掲げているわけではないけれど、一緒に笑って一緒に泣いて、子供と共に成
長しているママたちを、Non’Z Houseはいつまでも見守っていきたいと思って
います。

くつしたいつで、
あんよがじょうず。

子供たちのやわらかさに触れる幸せ

Non'Z House（株）　 http://manma-do.baby.jp/

●material/
　くつしたいつ（綿52％、アクリル20％、ポリエステル18％、ナイロン8％、ポリウレタン2％）
　ベスト ボア部分（ポリエステル100％）・スカート ボア部分（ポリエステル100％）・
　ズボン部分（コットン100％）・ウエスト部分（コットン90％、ナイロン10％）
●weight/くつしたいつ70g、ベスト200g、スカート125g
●size/80cｍ　●lot/5～　●price/1セット￥20,000（plus tax）
●made in/Hiroshima＆Osaka Japan　
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播州レザー×チョコデザイン

トートバッグ＆iPhoneカバー

●iPhoneカバー

●ビジネストートバッグ

指先で感じる立体感と本革の優しい肌触りがどこか懐かしさを感じさ
せます。播州レザーを贅沢に使用し、職人の独自技術によるプレス加工
と国内縫製にこだわり、全てに自信を持った ALL HAND MADE IN 
JAPAN。ポケットには iPhoneカバーが収納できます。A4 の書類もすっ
ぽり収まるとっても軽いビジネストートバッグは男性にもおすすめ。

ショコラタンは「指先で感じる立体的チョコレートデザイン」をあらゆる素材で表
現するハイクオリティなチョコレートデザインブランド。エッジの効いた立体的な
デザインを本革に施すことは不可能とされていましたが、試行錯誤の末、商品化
に成功しました。初めてのことへのチャレンジ、モノづくりを楽しんでやまない職
人たちの努力の賜物です。

テーマは
「大人の遊びゴコロ」。
サイドのポイントがお洒落な
本革バッグ。

大人のための CHOCOLATE DESIGN!

（株）ChocolaTan　http://chocolatan.co.jp/

●material/BAG 牛革・馬革（播州レザー）　iPhoneカバー 牛革（播州レザー）
●size/BAG W350×H260×D130mm　外ポケット1ヵ所　内ポケット2ヵ所
　　　iPhoneカバーW75×H141×D12mm
●weight/BAG 572g　iPhoneカバー 72ｇ
●lot/各12～
●price/BAG販売予定価格¥32,800（plus tax）　iPhoneカバー販売予定価格¥13,500（plus tax）
●made in/Kobe Japan

●color/キャメル×チョコ ●color/ブラウン×チョコ ●color/ネイビー×チョコ

●color/チョコ ●color/ホワイト ●color/モカ
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カジュアルライクに楽しめる
しっかりポーチは
使いやすい、
仕舞いやすい、
持ちやすい。

デニム×小物入れ

児島ジーンズのマルチポーチ

まるでジーンズを履きこなすような、固すぎず崩れ過ぎないカジュアルさ
でオンタイムもオフタイムも大活躍するサイズのマルチポーチ。収納のし
やすさ、取り出しやすさに加え、使い込まれたジーンズのやさしい風合
いが魅力です。コスメ用品を入れてもカワイイし、サングラスや香水など
を入れて持ち歩いてもカッコいい。バッグに入れると、散らかりがちな小
物がこれ一つでしっかり収納できます。

2003年、子供たちのジーンズ工場見学のお土産に学校でも使えるようにと、ハギ
レのデニムと余ったファスナーでペンケースを作ったことからはじまりました。バリ
エーション豊かで、誰もが手軽に買えるプライス…まるで駄菓子屋を訪ねるときの
ワクワク感が楽しめる、ミニジーンズの雑貨たち。本物のジーンズ同様、使い込む
程に独特の味わいが出てくるのも魅力的。

コンセプトは、「駄菓子屋のようなジーンズ雑貨」。

（株）ベティスミス　http://www.betty.co.jp/

●エコ ベティ　マルチポーチ
内側の作りにもこだわり、コスメ用品などを収納す
る際、脇から飛び出さないよう工夫されています。
ファスナーは両開きで脇まできっちりと開くので、
中身が取り出しやすい仕様。

カラフルなファスナーでデニム生地と
のコントラストを楽しめます。色違いで
揃えて使い分けするのもGOOD。

●material/デニム
●size/W180×H85×D70mm
●weight/70g
●lot/100個　※ファスナー１色につき
●price/￥1,800（plus tax）
●made in/Kurashiki Japan
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鋳造×アウトドアグッズ

鋳物のミニ七輪

1～2人用のミニサイズ七輪。人数が増えても横に並べて使用でき、持ち
運びもらくらく。通気穴や脚には和をイメージした模様をあしらい、日本
の懐かしい食文化を思わせます。そこからもれるなんともいえない風情
を醸し出す炭の灯りを眺めながらいただく、炭火で焼かれた肉や魚は
もちろん美味しいことこの上なし。本物志向のあなたに、ぜひ。

使用済みパソコンを回収し、データ消去の処理をした後、当社の溶解炉で金属
を溶かしていきます。そして職人たちの鍛錬された鋳造技術によって命を吹き込
み、新たな製品として生まれ変わります。その確かな技から生まれた様々なアイテ
ムはどこか重厚ながらも可愛さを供えた、当社のオリジナル商品です。

受け継がれた鋳造技術でつくる、ディテールの確かな甘辛グッズ。

アボンコーポレーション（株）　http://www.abongcorp.jp

●material/鋳鉄FC250
●size/W130×D130×H140mm
●weight/1300g・2200g
●lot/10～
●price/¥35,000（plus tax）
●made in/Yamaguchi Japan

●ミニ七輪
　繋～ TUNAGU ～
本体はアルミニウム製によ
り軽量化。ロストル（上部の
炭を置く部分）は取外し可
能でお手入れもカンタン。
明るいカラーでキッチンに
も置け、インテリア雑貨とし
ても楽しめます。
●color/桃・赤・橙・青・緑

格上げアイテムで過ごす
贅沢な時間が
オトナスタイル。

●color/黒

付属のアミは表裏
どちらでも調理可能。

セット内容／本体・焼き網・炭火用トング・
火吹きチューブ・敷き板・取扱い説明書
オプション／専用バッグ（帆布）
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陶器×色の魅力

萩焼の茶碗＆カップ mint

色の濃淡や流れ方がひとつひとつ異なる個性的な食器。ピンク色でポ
イント色を施した縁は柔らかみを出しつつ、ミントグリーンの色合いで
クールさをプラス。従来の萩焼には見ない、優しい色合いに仕上げまし
た。カワいいだけではちょっと物足りない、オトナ女子のための毎日使い
たくなる食器です。

400年の歴史がある萩焼。その特徴は、焼き上がりの土の柔らかさとその吸水性
にあります。そのため長年使い込むことによって器の表面にある貫入といわれるひ
び模様に茶渋などが浸透して茶碗の趣が変わり、茶人の間では「茶馴れ」や「萩
の七化け」といって珍重されています。毎日使うことで更なる変化を楽しむことがで
きる、いわば成長する器です。

使い込むほどに変化する微妙な色の移ろいは、ともに歩んできた証。

（有）萩陶苑　http://www.hagiyaki.co.jp

●material/陶器
●size/約φ130×60mm×2個
●weight/約800g
●lot/1セット～
●price/￥3,600（plus tax）
●made in/Yamaguchi Japan

●material/陶器
●size/約φ85×90mm×2個
●weight/約900g
●lot/1セット～
●price/￥5,000（plus tax）
●made in/Yamaguchi Japan

●mint　ペア茶碗（木箱入り）　 ●mint　ペアマグカップ（木箱入り）　

優しい春カラーと
キレイめフォルムが
毎日をもっとカラフルに彩る
萩焼の食器たち。

ピンクの縁取りは、伝統技法の化粧掛けで施し、内側のミントグリーンは、
土と釉薬と萩焼ならではの窯の焚き方で発色させています。
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グラスビーズ×古典柄

ビーズコースター
●淡い色　3個入り ●濃い色　3個入り

グラスビーズは古くはイタリアやインドから日本に渡ってきた技術。すでに
日本のグラスビーズは世界一のクオリティ。日本のグラスビーズと日本古
来からある伝統的な「えんぎがら」をイメージしたデザインを融合し、す
べて手工芸で作り上げた ico beads coaster。だから唯一無二のこだ
わりの逸品が出来上がります。

人類の希少な宝として貴ばれ、愛され、親しまれてきたガラスの小さな玉。そのガラ
ス玉を使った装飾を創業以来作り続けています。当社のビーズは穴を大きく作っ
てあるため1粒あたりの重さが軽く、テグスや糸、ワイヤー等を通せる回数が増え、
しっかりとした作りになります。ブランド「ベストビーズ」は形状にバラツキが少なく、
多数の愛好者に親しまれています。

グラスビーズを広島から全国へ、世界へ。

トーホー株式会社　  http://www.toho-beads.co.jp

●material/
　ビーズ（ガラス）、ナイロン（糸）
●size/75×75mm
●weight/10~15g　
●lot/1セットから可能
　20,000円以上は送料無料
●price/¥4,800/3個（plus tax）
　¥8,800円/6個（plus tax）　
●made in/Hiroshima Japan

落ちついた色合いと
縁起の良い和柄。
揃えて使いたいテーブルウエア。

●濃淡セット　6個入り

13



陶器 × 宮島五景

宮島御砂焼の箸置き OSUNAYAKI Hashioki

●もみじ
　

土の色を生かした、素朴でシンプルなライン。デザインは、もっとも広島・
宮島をイメージできる5 種類を選びました。出しゃばり過ぎない、でも、確
かにそこにあるその存在感は、宮島で受け継がれている伝統工芸の
「御砂焼」だからこそ。また、本物のもみじを一枚一枚はりつけ象った「も
みじ紋」は、透明感のある上品な仕上がりでギフトにも最適です。

江戸時代、厳島神社に参拝した旅人は本殿下の御砂をお守りとして頂き、旅先
の地の土と合わせてお返しする「お砂返し」という風習がありました。その神聖な
御砂を粘土に混ぜて焼いた縁起物の宮島焼は、お砂焼き（おすなやき）、神砂
焼（しんしゃやき）とも呼ばれました。山根対厳堂のお砂焼きは現在でも厳島神
社本殿下の御砂をご祈祷して頂き、粘土に練り込み制作しています。

さりげないけど、
やさしいラインと
上品な色合いが
そこに存在感を示す。

神の力が宿った御砂を混ぜて焼く「御砂焼き」。

宮島御砂焼 山根対厳堂　http://miyajimayaki.jp

●しゃもじ

●もみじ紋　八角 ●もみじ紋　丸

●宮島

●鳥居

●鹿

●material/陶器
●size/Φ4.0×H8mm
●weight/15g
●lot/6セット　
●price/¥3,700（plus tax）
　5色セット 化粧箱入り
●made in/Hiroshima Japan

●material/陶器
●size/Φ3.8×H1.3mm
●weight/20g
●lot/6セット　
●price/¥4,700（plus tax）
　5種類セット 化粧箱入り
●made in/Hiroshima Japan
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※写真はすべて本カタログ用に撮影したもので実際の使用状況と異なる場合があります。
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〒733-0003　広島市西区三篠町 2-19-6 ブランディング事業部トーホー株式会社
2-19-6, Misasamachi, Nishi-ku Hiroshima-shi, Hiroshima, 733-0003, Japan　TEL: 082-237-5151  FAX:082-238-0032　E-mail: info@ico-co.com

〒651-0082　神戸市中央区小野浜町 1-4　デザイン・クリエイティブセンター神戸 402有限会社花萌
1-4-402, Onohamacho, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo, 651-0082, Japan　TEL:078-334-7895　FAX:078-335-7896　E-mail:info@kamoe.com

〒799-0401　愛媛県四国中央市村松町 719株式会社有高扇山堂
719, Muramatsucho, Shikokuchuo-shi, Ehime, 799-0401, Japan　TEL:0896-24-3603　FAX:0896-24-0970　E-mail:info@aritaka.co.jp

〒650-0044　兵庫県神戸市中央区東川崎町１-８-４　神戸市産業振興センター５階５-10 号株式会社ＣｈｏｃｏｌａＴａｎ
5-10, 5F, 1-8-4, Higashikawasakicho, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo, 650-0044, Japan　TEL:078-360-4456　FAX:078-360-4457　E-mail:info@chocolatan.co.jp

〒739-0411　広島県廿日市市宮島口 1-3-39山根対厳堂
1-3-39, Miyajimaguchi, Hatsukaichi-shi, Hiroshima, 739-0411, Japan　TEL:0829-56-0027　FAX:0829-56-2980　E-mail:yamane@taigendo.jp

〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田 1440-23株式会社クレソンCRESSON
1440-23, Fujita, Minami-ku Okayama-shi, Okayama, 701-0221, Japan　TEL:086-296-7004　FAX:086-296-7221　E-mail:cresson@cresson1986.com

〒731-4229　広島県安芸郡熊野町平谷 4-4-7　㈱晃祐堂　化粧筆工房株式会社晃祐堂
4-4-7, Hiradani, Kumano-cho Aki-gun, Hiroshima, 731-4229, Japan　TEL:082-516-6418　FAX:082-516-6408　E-mail:tsuchiya@koyudo.co.jp

〒711-0906　岡山県倉敷市児島下の町 5 丁目 2 番 70 号株式会社ベティスミス
5-2-70, Kojima Shimonocho, Kurashiki-shi, Okayama, 711-0906, Japan　TEL:086-473-7118　FAX:086-473-8411　E-mail:betty@betty.co.jp

〒758-0061　山口県萩市大字椿 3775有限会社萩陶苑
3775, Tsubaki, Hagi-shi, Yamaguchi, 758-0061, Japann　TEL:0838-22-2441　FAX:0838-26-0330　E-mail:shutouen@hagiyaki.co.jp

〒680-0911　鳥取県鳥取市千代水 1-70-1株式会社ティエスピー
1-70-1, Chiyomi, Tottori-shi, Tottori, 680-0911, Japan　TEL:0857-29-5222　FAX:0857-29-5255　E-mail:yoboty@t-s-p.jp

〒747-0012　山口県防府市牟礼今宿一丁目 18 番 14 号アボンコーポレーション株式会社
1-18-14, Mureimajuku, Hofu-shi, Yamaguchi, 747-0012, Japan　TEL:0835-28-3702　FAX:0835-28-3703　E-mail: info@abongcorp.jp

Vendor list
Accessary

Fashion Goods

Tableware

〒728-0014　広島県三次市十日市南４丁目 4 番 13 号Non’Z House 株式会社
4-4-13, Tokaichi Minami, Miyoshi-shi, Hiroshima, 728-0014, Japan　TEL:0824-62-8250　FAX:0824-55-6990　E-mail:manmado.oki@gmail.com

yoshimoto@sannet.ne.jp

Non’Z House
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