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事業⽬的及び実施体制
・本事業は、全国の地⽅経済産業局、クールジャパン機構、ジェトロ、中⼩機構等が連携

し、世界のショーウインドウであるパリにおいて、クールジャパン商品の常設展⽰及び
テストマーケティングの実施を通じて、全国各地の優れたクールジャパン商品の海外販
路開拓を⽀援することを⽬的とします。

・具体的には、パリ市内のショールーム「maison wa（メゾン・ワ）」（運営事業者：SAS 
ENIS（サス・エニス））において、各地のクールジャパン商品合わせて50点程度を陳列
し、原則1年間（半年間の選択も可）のテストマーケティング⽀援を⾏います。

クールジャパン商品を有する事業者

クールジャパン機構

maison wa （メゾン・ワ）

常設展⽰及びテストマーケティング

連
携

商品公募

ジェトロ、中⼩機構 等
連携

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

全国の
地⽅経済産業局

※クールジャパン機構、ジェトロ、中⼩機構、
⾃治体等の⽀援機関と連携し、商品公募及び
商品選定会の開催等を実施します。
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事業概要
（１）クールジャパン商品の募集及び選定
・本事業への参加を希望するクールジャパン商品を公募
・書類選考及び商品選定会を実施し、SAS ENIS責任者が中⼼となって展⽰商品を選定
・最終的に選定されなかった商品については、選定されなかった理由等をフィードバック

（２）パリでの常設展⽰及びテストマーケティング
・出展商品の海外輸出関連⼿続のサポート（通関⼿続、物流）
・SAS ENISが運営するパリのショールームにおいて、出展商品の常設展⽰及びテストマー

ケティングの実施（⼀定程度の在庫保有も可能）
・出展商品に関し、パリで商談や問合せが発⽣した場合、⾔語⾯や営業⾯でのサポート
・テストマーケティング結果のフィードバック（毎⽉）
・特定バイヤーによるコメント取得（半年に1回）
・参加事業者による⾃主的な営業活動について必要に応じて助⾔・サポート等を実施

【本事業で連携する特定バイヤー例】

YANNICK DUFAIT（ヤニック⽒）＜FLEUXʻ バイヤー＞

FLEUXʼは、パリのセレクトショップの中でも、最も多いセレクト商品を取り扱う店の⼀つ。
パリで3店舗を展開しており、顧客の90％近くがフランス⼈、残り10％が外国⼈とされる。
メゾン・エ・オブジェに出展するようなプレゼントしやすい商品を幅広く扱っており、⾼級
過ぎず安過ぎず、FLEUXʻに⾏けば、⼀般的なフランス⼈が今どういう物を求めているのか分
かると⾔う専⾨家もいるなど、フランス市場を反映する代表的なセレクトショップ。
http://www.fleux.com
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参加事業者にとっての主なメリット

・パリ市内の好⽴地な実店舗にて、低コストで⾃社商品を常設展⽰することができます。

・毎⽉、⾃社商品に対する現地消費者等の反応をウォッチすることができます。

・⽇本⼈スタッフが現地に常駐しているため、現地の⾔語が分からなくても、テストマー
ケティングを効率的に実施できます。

・本事業を核に、現地での営業活動や展⽰会出展等、参加事業者が⾃主的に実施する他の
営業活動との組み合わせ次第で、成約率や現地での信⽤度が⾼まる可能性があります。

・本事業における全てのプロセスを⽇本語のみで対応することができます。

・商品輸出に関する煩雑な通関⼿続や関税処理にかかる業務負担を軽減できます。

・定期便を活⽤した混載輸送により、物流コストを軽減できます。

・委託販売⼿数料は事業参加費に充当するため、事業参加費額に達するまでは無料です。

※本事業は、⼩売店舗への売込み等の営業活動は含まないため、より効果のある事業を展
開したい場合は、参加事業者による⾃主的な営業活動を併せて実施することが望ましい。
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出展の基本条件
対象商品 全国各地のクールジャパン商品

※「クールジャパン商品」とは、「地域性及びデザイン性が感じられ、伝統・⽂化・技術・ライフスタイル
等を背景に有する商品」とします。また、本事業では⾷品は対象外とし、輸出可能な商品に限ります。

商品選定数 50点程度（全国計）
※SAS ENIS責任者及び専⾨家による選定

常設展⽰期間 原則1年間 （平成29年4⽉〜平成30年3⽉末）（予定）
※半年間の展⽰も選択可

商品販売形式 委託販売形式
※SAS ENISと参加事業者との直接契約

商品陳列⽅法 SAS ENISに⼀任
申請費⽤ 無料

※最終的に商品選定された事業者については、下記基本費⽤が発⽣します。
基本費⽤
（参加事業者が最低
限負担する必要のあ
る費⽤）
※SAS ENISへ⽀払

・事業参加費（１社あたり）：
【1年間】 30,000円／⽉（税抜） （32,400円／⽉（税込））
【半年間】 35,000円／⽉（税抜） （37,800円／⽉（税込））

・商品輸出⼊関連費： 実費
「国内外運送料及び通関⼿続費⽤」、「関税」、「VAT（通関時⽀払）」

・委託販売⼿数料： 売上の10％
※１ヶ⽉間（⽉末締め）の委託販売⼿数料が、毎⽉の事業参加費（税抜価格）に満たない場合、委託販売⼿

数料は無料とします。ただし、当⽉の委託販売⼿数料が事業参加費（税抜価格）を超える場合は、当該
委託販売⼿数料から事業参加費（税抜価格）を控除し算出した⾦額を、SAS ENISに⽀払う必要があります。

追加的費⽤
（参加事業者が必要
に応じて負担する必
要のある費⽤）
※SAS ENISや⽀援機
関等に随時相談

本事業を有効活⽤するにあたっては、ジェトロや中⼩機構等の各種⽀援施策等の活⽤を含め、
併⾏して⾃主的に下記のような現地営業活動等を実施することが望ましい。
・⾃社商品のテイストに合致する現地展⽰会への出展
・現地専⾨家を活⽤した現地⼩売店等への営業活動
・現地でのワークショップやポップアップイベントの開催
・現地ディストリビューターへのコンタクト
・現地市場調査 等
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事業スケジュール
・商品公募期間 ： 平成28年12⽉ 1⽇（⽊）〜平成29年1⽉20⽇（⾦）
・書類選考結果通知 ： 平成29年 2⽉ 10⽇（⾦） [予定]
・最終商品選定会開催： 平成29年 2⽉下旬頃 [予定] 
・常設展⽰期間 ： 平成29年 4⽉ 〜 平成30年3⽉末 ※原則1年間

本事業は、近畿経済産業局が地域のクールジャパン戦略の⼀環として実施してきた「DISCOVER KANSAIプロジェ
クトin パリ」事業をベースとして、事業の枠組みを発展させる形で⾒直し、全国の地⽅経済産業局と連携し全国ベー
スで実施するものです。「DISCOVER KANSAIプロジェクトin パリ」事業の概要については下記ＨＰをご参照下さい。

【近畿経済産業局HP】 http://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/CCkansai/france/discover.html



※平成28年5⽉時点での事業者ヒアリング結果

（過去事業の主な成果）DISCOVER KANSAI プロジェクト in パリ

主な成果指標 主な実績
①営業拠点としての活⽤実績 ・国際展⽰会出展： 3社

・海外でのポップアップショップ・個展等開催： 2社
・現地専⾨家からの助⾔： 4社 等

②maison waでの⼩売実績 ・プロジェクト全体（10商品）で、商品370個、132万円売上
③バイヤー等他店舗による商品引き合い ・百貨店やミュージアムショップとの商談あり： 3社
④新たなマインドセット創出 ・ディストリビューター経由での商品展開：2社

・現地ワークショップ開催、展⽰会出展等を新たに企画：4社
・⾃治体補助⾦等を活⽤した新たな展開を企画：1社 等

○第1弾（平成27年8⽉〜平成28年3⽉末）

○第2弾（平成28年4⽉〜平成28年9⽉末）
主な成果指標 主な実績

①営業拠点としての活⽤実績 ・国際展⽰会出展： 3社（予定含む）
・ヨーロッパの営業拠点として活⽤： 2社
・パリへ営業に⾏く際の拠点として活⽤： 3社
・現地セレクトショップとの商談進⾏中： 1社
・現地ギャラリーでの展⽰販売が決定： 1社 等

②maison waでの⼩売実績 ・プロジェクト全体（13商品）で、商品240個、59万円売上
③素材等による新たなコラボ創出 ・参加者でコラボし国内で期間限定ショップを開催： 2社
④現地に合わせた商品展開 ・海外市場に合わせて商品改良や価格再設定を実施： 5社
⑤新たなマインドセット創出 ・現地ワークショップを開催： 1社

・他機関補助⾦等を活⽤した新たな展開を企画： 5社 等

※平成28年11⽉時点での事業者ヒアリング結果

6
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（参考資料１）

パリのショールーム運営事業者
SAS ENIS（サス・エニス）



PROFILE

1970年⽣まれ。1992年、早稲⽥⼤学第⼀⽂学部美術史専修在学中に1年間のフランス留学。
卒業1年後に再び渡仏し、ポワチエ⼤学美術史学科修⼠課程に在籍。2005年、勤務先の仏系
会社代表取締役社⻑に就任。2011年、主に⽇本の地域産品をフランスおよびヨーロッパ全⼟
に紹介・販売するための拠点として、共同出資者とともに有限会社ISONOを設⽴し、1店舗
⽬「Discover japan paris」オープン。2015年9⽉、2店舗⽬「Maison WA」オープン。同年11⽉、
社名を「SAS ENIS」に変更。同⽉、クールジャパン機構は同社への約1億円の出資を決定。

SAS ENIS（株式会社エニス）

代表取締役社⻑
塩川 嘉章
Yoshiaki Shiokawa

（出所）クールジャパン機構ＨＰより抜粋・加⼯ 8



これまでの取組例

2011年以来数々のイベントを⾏ってきたが、2013年以降は⽇本の雑誌「DISCOVER JAPAN」
と提携契約を結び、「DISCOVER JAPAN PARIS」と店名を変更することで知名度が⾼まり、数々
の⽇本の⾃治体や団体のポップアップ事業実施のオファーを受けてきた。
2012年3⽉にRe‐Japonプロジェクト（平成23年度経済産業省クールジャパン戦略推進事業）

では、全国から⾷関連の9産地9ブランドをセレクションし、レストランにてVIPに和⾷器を使
いフランス料理を⾷べてもらうイベント等を実施。これを⽪切りに、数多くの地域や団体の
ポップアップ事業を実施し、セレクトショップのバイヤーなどに繋いで来た。

（近畿管内の地域との連携実績例）
・奈良3社合同企画展 （2012年6⽉）

雪駄・⾜袋・⿇製品の３メーカーの合同展⽰即売会
・武⽣ナイフビレッジ展⽰即売会 （2014年8⽉）

福井県武⽣の包丁を集めたPOP‐UP SHOP
・清⽔焼⽼舗の展⽰即売会 （2014年11⽉）

清⽔焼の⽼舗⻄川貞三郎商店のPOP‐UP SHOP
・PAPER GLASSのプロモーションイベント （2015年１⽉）

鯖江市の加⼯メーカー⻄村プレシジョンの⾼級⽼眼鏡PAPER GLASSのＰＲイベント
・BENTO＆COの展⽰即売会 （2015年2⽉）

京都の弁当箱専⾨店BENTO&CoのPOP ‐UP SHOP
・DISCOVER KANSAI プロジェクト in パリ（2016年9⽉〜2017年3⽉）

近畿経済産業局と連携し、関⻄の地域産品等の常設展⽰及びテストマーケティング
9
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パリのショールーム

（左写真）
Discover japan paris

2011年竣⼯した⽇本⼈経営者による⽇
本商品のポップアップショールーム。こ
れまで⽇本の⾃治体や団体がイベント等
を実施する場としても活⽤されている。
⾯積30㎡（地上階）。

（右写真）
maison wa

「Discover japan paris」でのノウハウ等を活かし、事業規模を拡⼤させたショールーム。
2015年9⽉、店舗オープン。⽇本⼯芸品に親しんだフランス⼈デザイナーをキュレー
ターとして取り組む。ロケーションはパリの1区、⽇本⼈街サンタンヌ通りからほど近い
場所。店舗名のmaison waは、「maison = 家」「wa = 和」を組み合わせた造語で、
和のライフスタイルを提案するショールームという想いが込められている。⾯積160㎡。
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maison wa の⽴地状況及び来客数

オペラ座

【エリア特性】
・パリの中⼼１区は、世界の⽂化の中⼼と⾔って

も過⾔ではない⼀等地。オペラ座・ルーブル美
術館が集う⽂化の中⼼エリアです。

・maison waは、⽇本⼈街のサンタンヌ通り近く
に⽴地しています。

【住所】
8 bis, rue Villedo 75001 Paris
※地下鉄ピラミッド駅から徒歩３分程度

【来客数】（通常時）
・⽉1,100〜1,200⼈程度
・観光客：1〜2割
・現地⼈：8割

（8割強がフランス⼈2割弱が⽇本⼈）
・バイヤー：⽉10名程度

（フランス、ベルギー、ドイツ、オランダ等）

地下鉄
ピラミッド駅
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（参考資料2）

DISCOVER KANSAI プロジェクト in パリ（第1弾）

選定商品（10点）



商品カテゴリー 商品名 事業者名 所在地域

01 傘 蛇の⽬洋傘 株式会社福井洋傘 福井

02 ステテコ ステテコ 株式会社⼭城 京都

03 ベビー⽤品 京和晒綿紗 ⼤東寝具⼯業株式会社 京都

04 座ぶとん おじゃみ座ぶとん 株式会社⾼岡 京都

05 雑貨 マサノヴァ・アート トーヨー電⼦製作所 ⼤阪

06 雑貨 「afumico」ちりめんインテリア⼩箱 シルクライフジャパン株式会社 滋賀

07 ⽫ GLASS JAPAN 塗り⼯房ふじい 和歌⼭

08 ショール Basic shawl 有限会社⽟⽊新雌 兵庫

09 靴下 ガラボウソックス ヤマヤ株式会社 奈良

10 雑貨 Happy Face Clip 有限会社セメントプロデュースデザイン ⼤阪

※番号は、申請受付順に昇順で記載。 17



商品カテゴリー

事業者名

WEB

傘

株式会社福井洋傘

http://www.fukuiyougasa.com/

商品名 蛇の⽬洋傘

所在地 福井県福井市浜別所町4-4-2

傘⽣地は福井県の繊維技術を活かし、⼿元（持ち⼿）と⽯突（傘の頭の部分）は福井県の
河和⽥塗り（本漆）で仕上げた、伝統ある蛇の⽬傘を現代⾵にアレンジした⼀品です。

⽇本古来の伝統的な蛇の⽬傘に、
航空機にも採⽤されている炭素
繊維複合材を⾻材に応⽤して
作った、軽量で丈夫なカーボン
⾻を24本使⽤し、傘を開いたと
きの優雅な曲線美を実現。

福井県河和⽥町の河和⽥塗りの
歴史は、古墳時代まで遡る伝統
の漆であり、使い込むほどに艶
が出て味わいが出てきます。

素材： ポリエステル、カーボン、⽊、アルミ合⾦
国内上代価格： 4万7,520円、 海外上代価格（希望）： 7万1,280円 18



素材： 綿100%、
国内上代価格： 5,200円〜7,000円、海外上代価格（テストマーケティング価格）： 79ユーロ

商品カテゴリー

事業者名

WEB

ステテコ

株式会社⼭城

http://yamashiro.biz

商品名 ステテコ

所在地 京都府京都市 中京区 富⼩路 通三条下ル 朝倉町539番地

⽇本の蒸し暑い夏に適した織物⽣地、京都縮織（京ちぢみ）を使った、他では感じられな
いストレッチ性と柔軟性のあるステテコです。

創業から60年の間に蓄積してきたス
テテコや素材のノウハウを活かした
ステテコは、明治時代に着物の下着
として⽣まれ、今⽇まで受け継がれ
てきた⽇本の⽂化的アイテムです。

ステテコという⾔葉⾃体が世界には
なく、⽇本のオリジナル、⺠族⾐装
ともいえるアイテムです。今⽇まで
のノウハウを活かし、現代様式にも
合うよう改良を重ねています。

19



（新⽣児⽤3点セット）
素材： 綿100%、
国内上代価格： 1万円、海外上代価格（テストマーケティング価格）： 84ユーロ

商品カテゴリー

事業者名

WEB

ベビー⽤品

⼤東寝具⼯業株式会社

http://www.daitoushingu.com

商品名 京和晒綿紗 KYO WAZARASHI MENSYA

所在地 京都府京都市伏⾒区村上町382番地

昔ながらの⼿間を惜しまない和晒（わざらし）という⽅法で仕上げたガーゼ⽣地を、
幾枚も重ねたホームリネンによるベビー⽤品です。

⼤正14年創業来、蓄積した寝具、寝
装品のものづくり技術をベースに、
ゆっくりと時間をかけ綺麗にした
コットン・ガーゼは乳幼児にも優し
い⼀品です。

蒸し暑い夏、そして底冷えの冬、そ
んな京都の暮しの知恵から⽣まれた
空気をまとうホームリネン、ベビー、
寝装品などからなるシリーズです。
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素材（詰め物）： 綿70%、ポリエステル30%
国内上代価格： 7,000円〜、海外上代価格（テストマーケティング価格）： 230ユーロ

商品カテゴリー

事業者名

WEB

座ぶとん

株式会社⾼岡

http://www.takaoka-kyoto.jp

商品名 おじゃみ座ぶとん

所在地 京都府京都市下京区五条通油⼩路東⼊⾦東横町242

1919年、布団の製造卸商として誕⽣し、京都の⼈々の暮らしに深く関わりながら、
⾃社⼯場で職⼈による丁寧な布団を作り続けるメーカーが提案する、座ぶとんです。

おじゃみとは、関⻄ではお⼿⽟を指す
⾔葉。⽇本の伝統的な形を⾼度な熟練
の職⼈技で今に蘇らせました。8つの
⾓がぴんと張った複雑な形状で、量産
では作り出せない美しいフォルムが魅
⼒です。

職⼈が京座布団作りの伝統と技を活⽤
して作る座ぶとんクッションは、体を
しっかり⽀え楽な座りを提供できる今
までに無い新感覚のクッションです。
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素材： ステンレス、樹脂、⽊、鉄
国内上代価格： 1,500円、海外上代価格（テストマーケティング価格）： 18ユーロ

商品カテゴリー

事業者名

WEB

雑貨

トーヨー電⼦製作所

http://massanova.com/

商品名 MASSANOVA ART（マサノヴァ・アート）

所在地 ⼤阪府枚⽅市伊加賀⻄町67-2-103

⼯業製品の部品を精密加⼯した体⻑2.5cmほどのロボットモチーフアクセサリーです。

東⼤阪の町⼯場で電⼦機器を扱う仕事
をするなか、部品の素晴らしさに気づ
き、素材の良さを活かしたロボットを
モチーフにした作品が⽣まれました。
部品の魅⼒とデザイン性を損なわない
よう⼯夫が施されています。
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素材： （布）絹100%、（内箱）綿、（ベース）紙
国内上代価格： 1,850円、海外上代価格（テストマーケティング価格）： 25ユーロ

商品カテゴリー

事業者名

WEB

雑貨

シルクライフジャパン株式会社

http://www.silklifejapan.com/afumico.html
http://item.rakuten.co.jp/silklifeshop/c/0000000102/

商品名 「afumico」ちりめんインテリア⼩箱

所在地 滋賀県神照町544番地

シルクの美しさ際⽴つ浜ちりめんに、京友禅のオリジナル柄をほどこし、贅沢に使⽤
したインテリア⼩箱です。

浜ちりめんは1750年代の初めから現
在まで脈々と受け継がれてきた純⽩の
絹織物です。織りあがった真っ⽩
なちりめんは絹⽷ならではの柔らかな
光沢と、独特の織り技術によって表⾯
に現れる“しぼ”感が特⾊です。

柄は京都の⽼舗⼩紋屋が永い間保存し
てきた伝統的な「京友禅」の豊富な柄
の中から厳選し、現代のライフスタイ
ルにマッチした配⾊を施しました。
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素材： ガラス
国内上代価格： 3,900円、海外上代価格（テストマーケティング価格）： 50ユーロ

商品カテゴリー

事業者名

WEB

⽫

塗り⼯房ふじい

www.nuri-koubou.com/

商品名 GLASS JAPAN (⽫）

所在地 和歌⼭県海南市⿊江132

GLASS JAPANは、ガラスの裏⾯から漆技塗りを施すことにより、表⾯がガラス⾯となり、
フォーク、ナイフ等を使⽤しても塗りを傷めない、新しい「洋」を提案するガラス漆⾷器です。

GLASS JAPAN （ガラス＋漆技）は、
紀州漆器⿊江の町で永年にわたり培わ
れてきた漆塗り技法を活⽤しています。

ひとつひとつを⿊江の職⼈が⼿がける
漆塗りは、⾷洗機、⾷品衛⽣法にも適
応しており、その店の料理に合わせて
デザインを製作することができます。
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素材： 綿100%
国内上代価格： 1万2,000円、海外上代価格（テストマーケティング価格）： 190ユーロ

200年の歴史を誇る播州織を現代⾵にアレンジし、⽷は織れる限界までゆるく、織機
のスピードはぎりぎりまで低速でゆっくりと織り上げたショールです。

⼿織りのような⼿間と時間をかけ、
ふんわりとやわらかく織り上げる
ショールは、⼀枚ずつ縫製し、洗
い、天⽇⼲しにして、最後まで⼈
の⼿をかけて仕上げます。

洗っても⾵合いをそこなうことな
く、ずっと気兼ねなく、気持ち良
く使えます。無造作に巻くだけで、
形がつくれ、着こなしがたちまち
おしゃれになります。

商品カテゴリー

事業者名

WEB

ショール

有限会社 ⽟⽊新雌

http://niime.jp/jp/collection/basicshawl.html

商品名 Basic shawl

所在地 兵庫県⻄脇市⻄脇 589

25



素材： 綿95%、ナイロン3%、ポリウレタン2%
国内上代価格： 1,700円、海外上代価格（テストマーケティング価格）： 19ユーロ

商品カテゴリー

事業者名

WEB

靴下

ヤマヤ株式会社

http://www.yamaya-e.com

商品名 ガラボウソックス

所在地 奈良県北葛城郡広陵町⽦相97-1

明治時代に⽇本⼈独⾃の発想により発明された希少なガラ紡績機（ガラ紡）により
紡いだ和⽷で、あえて太さのムラが 独特の表情を作り出すよう 編み⽴てた靴下です。

⽇本⼀の靴下⽣産量を誇る「靴下
の町」奈良県広陵町で、90年間靴
下⽣産をしてきた⽼舗が作る、
オーガニックな靴下です。

現在⽇本に数台しかない ガラ紡績
機により作られた⽷は、空気を
たっぷり含み、吸⽔性や保湿性に
優れ、綿本来の柔らかな⾵合いを
保ちます。
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素材： ステンレス
国内上代価格： 500円、海外上代価格（テストマーケティング価格）： 6ユーロ

商品カテゴリー

事業者名

WEB

雑貨

有限会社セメントプロデュースデザイン

http://www.cementdesign.com/

商品名 Happy Face Clip

所在地 ⼤阪市⻄区京町堀1-15-23 3F

東⼤阪の町⼯場で⽣まれた、幸せ顔のステンレス製クリップです。

「緊張の中での緩和」をテーマにデザイ
ンされました。⽇常にも、ビジネスシー
ンにも、ちょっとしたユーモアを。でも
ステンレスだから、可愛くなりすぎない
のがポイントです。使う⼈のいつもの⽇
常が、使⽤シーンに合わせて、いろんな
ことが楽しく変わる。そんな素敵なク
リップです。

クリップの形を活かすため、医療⽤軟膏
ケースをパッケージとしてアレンジして
つくりました。
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28

（参考資料3）

DISCOVER KANSAI プロジェクト in パリ（第2弾）

選定商品（13点）



商品カテゴリー 商品名 事業者名 所在地域

01 脚⽴ ルカーノ 2ステップ （ML2.0-2） ⻑⾕川⼯業株式会社 ⼤阪

02 財布 ＨＡＬＵ（ハル） ｍａｎｒｉ マンリ ⼤阪

03 屏⾵ 卓上型ミニ屏⾵ 弘誠堂 京都

04 靴下 FS-V-01五本指ストロングソックス 有限会社巽繊維⼯業所 奈良

05 ポーチ・⽣地 三⾓ポーチ・⽣地 花ＢＵＫＵ 滋賀

06 ストール KIZOMÉ デジタル３Ｄ絞ストール 株式会社京都美京 京都

07 タッセル いろあわせこれくしょん 有限会社遠藤染⼯場 京都

08 クッションカバー・⽣地 クッションカバー・⽣地 加地⾦襴株式会社 京都

09 収納⽤品 ＣＯＢＡＫＯ 東洋スチール株式会社 ⼤阪

10 カバン・⽣地 扇形クラッチバッグ・⽣地 岡本織物株式会社 京都

11 雑貨・アクセサリー MASSANOVA ART（マサノヴァ・アート） トーヨー電⼦製作所 ⼤阪

12 携帯⼩物 FLASH PARIS 回路地図 iPhoneケース 株式会社電⼦技販 ⼤阪

13 雑貨・⽣地 近江上布⽣平の雑貨・⽣地 滋賀県⿇織物⼯業協同組合 滋賀

29※番号は、申請受付順に昇順で記載。



商品カテゴリー

事業者名

脚⽴

⻑⾕川⼯業株式会社

商品名 ルカーノ 2ステップ （ML2.0-2）

所在地 ⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀2-1-1

〜あえてお部屋に置いておきたくなる脚⽴〜
使う⼈にとっての⼼地よさやインテリアとしての意匠性にも特化。国内のみならず海外でも世界的デザイン賞の

レッド・ドット・デザイン賞のベスト・オブ・ザ・ベストを受賞しています。
脚⽴の置き場所といえば押⼊れや物置が定番ですが、あえてお部屋に置いておきたくなる、今までにない美しい

デザインの脚⽴です。踏み台としての機能はもちろん、部屋の雰囲気も壊さないルカーノは、必要な時にすぐに使
える場所に置いておくことができます。また、棚やイスとしての使⽤等、インテリア家具としても使⽤できます。

30
素材： アルミ、ＡＢＳ樹脂、ＰＶＣ樹脂、 バリエーション： ⾼さ４種類、⾊４⾊（ホワイト、ブラック、オレンジ、レッド）
国内上代価格： 12,000円、海外上代価格（テストマーケティング価格）：196ユーロ

URL http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/lucano/design.html



素材：⽜⾰、ヤギ⾰（ゴールドのみ）、バリエーション：４⾊（ 型押しクロ、型押しチョコ、型押しオレンジ、シルバー、ゴールド）
国内上代価格： 27,000円、海外上代価格（テストマーケティング価格）： 37,000円

商品カテゴリー

事業者名

財布

ｍａｎｒｉ マンリ

商品名 ＨＡＬＵ（ハル）

所在地 ⼤阪府吹⽥市垂⽔町1-38-18

〜製作の⼿間を惜しまない、タテにカードを⼊れる財布〜
カードポケットを縦向きにつくる、チャック無しの⼩銭⼊れをつくる、というのは⾼度な技術とたくさんの⼿間が

かかります。Ｌ字型財布は多数ありますが、カードがタテに収納できるのはＨＡＬＵだけで、使いやすさのためにこ
こまでするの！？と、この道５０年の職⼈が驚いたほどです。

売られている⻑財布に満⾜できるものが無かったというデザイナーが、働く⼥性⽬線から開発しました。デザイ
ナーの熱い思いと職⼈の⾼い志・技術がつまった財布です。

31

URL http://manri.jp/product/halu.html



素材： 和紙、箔（銀染め箔）、⽊（合板）
国内上代価格： 10,000(2曲) 15,000円(4曲)、海外上代価格（テストマーケティング価格）： 19,000(2曲) 28,000円(4曲)

商品カテゴリー

事業者名

屏⾵

弘誠堂

商品名 卓上型ミニ屏⾵（４曲屏⾵、２曲屏⾵、⾵炉先屏⾵）

所在地 京都府京都市中京区聚楽廻リ中町27-12

〜表具師と箔職⼈の技術の融合〜
表具（掛け軸、屏⾵、巻物、襖など）をプロデュースする職業である表具師 ⽥中善茂と、⻄陣帯の箔職⼈

⻄村直樹がコラボし、誕⽣した商品です。表具といえば⼤きくて⾼価なものが多いですが、この卓上型ミニ屏
⾵は、表具を⾝近に感じることができます。テーブル上でお茶会をする時や、焼き物や美術⼩物などでインテ
リアを際⽴たせたい時などのバックに使えるよう、製作されました。

本商品を通じて表具や箔の美しさをアピールし、将来的にはパリにある⽇本書画などの修理修復の受注に繋
げたいと考えています。

32

URL http://kyo-hyougu.com/pro_01.html



素材： 綿、ナイロン、ポリウレタン、バリエーション：４⾊（ベージュ・ブルー・グレー・ネイビー）、サイズ３種類（Ｓ・Ｍ・Ｌ）
国内上代価格： 1,404円、海外上代価格（テストマーケティング価格）： 15ユーロ

商品カテゴリー

事業者名

靴下

有限会社巽繊維⼯業所

商品名 FS-V-01五本指ストロングソックス『ガッツ・マン』VAMONOS

所在地 奈良県橿原市中曽司町７６番地

〜靴下の常識を覆す履き⼼地〜
現役⾃衛隊員の過酷な訓練や⾏軍時に試着を繰り返して完成させたソックスを⼀般市場向けに再設計しました。
信州⼤学繊維学部の松本教授や、奈良県産業振興総合センター 辻坂主任研究員と共同開発した、産学連携商品です。
最⾼級の天然素材綿“コーマ⽷”など、４〜５種類の⽷を使⽤し、脚の部位によって編み⽅や着圧を変えるなど、履
き⼼地や丈夫さへのこだわりがつまっています。登⼭やハイキングなどのアウトドアではもちろんのこと、⾃宅で
の⾜先の冷え対策など、幅広いシーンで愛⽤されています。
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URL http://www.guts-man.com/SHOP/FS-V-01.html



素材： （布）絹100%、（内箱）綿、（ベース）紙
国内上代価格 ： 1,500円、海外上代価格（テストマーケティング価格）：18ユーロ

商品カテゴリー

事業者名

ポーチ・⽣地

花ＢＵＫＵ

商品名 三⾓ポーチ・⽣地

所在地 滋賀県近江⼋幡市桜宮町206－21

〜 着物の素晴らしさを世界に広めたい〜
着物の⽣地（シルク）の“良いとこだけ”を再活⽤したポーチです。元々は、「“たんすの肥やし”になっている、

着られない着物がもったいない！」という思いから、着物を現代⾵のドレスや洋服にメイクオーバーするところ
から活動がスタートしました。

海外の⽅でも持ちやすいようポーチにアレンジし、世界に発信することで、⽇本の着物や伝統の素晴らしさを
世界に伝えたいと考えています。
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URL https://www.facebook.com/kabuku/



素材 ： 絹１００％
国内上代価格 ： ⼀⾊染め（25,000円)、⾊×⽩（30,000円）、海外上代価格（テストマーケティング価格） ： 200ユーロ

商品カテゴリー

事業者名

ストール

株式会社京都美京

商品名 KIZOMÉ デジタル３Ｄ絞ストール

所在地 京都府京都市中京区壬⽣中川町２-３

〜３Ｄプリンタを活⽤した初の京⿅の⼦絞〜
従来の板染め技術では、平⾯のデザインしか作ることができませんでした。京都美京では３Ｄプリンタで型を製作し、

凹凸のあるストールを開発しました。
微妙なにじみ具合やちょっとした偶然の絡み合いによってできる京⿅の⼦絞りの伝統的な染⾊技法と、３Ｄプリンタ

という先端技術との融合が作り出した、絹１００％の新しいストールの提案です。
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URL http://kizome-kyoto.com/



素材： レーヨン、ネオジウム磁⽯、陶⼟、バリエーション：房単⾊６０⾊以上、キャップ１００種類
国内上代価格 ：ー、海外上代価格（テストマーケティング価格）： ー

〜⾃分好みの組み合わせができる、前代未聞のタッセル〜
従来のタッセルとは異なり、キャップと房が着脱可能です。そのため、⾃分の好きな⾊の房とキャップを組

み合わせたり、⾃分の指貫をキャップに使うこともできます。
キャップには九⾕焼を⽤い、伝統を活かしながらも現代⾵のデザインを実現しているのは、個性豊かな九⾕

のデザイナー20⼈以上と連携しているため。京都の染⾊職⼈と九⾕焼職⼈とのコラボ商品です。

商品カテゴリー

事業者名

タッセル

有限会社 遠藤染⼯場

商品名 いろあわせこれくしょん

所在地 京都府京都市上京区菱屋町８２０

36

URL http://www.artfiberendo.co.jp



素材 ： 絹、⼈絹、⿇、綿織物⽣地、バリエーション：鳳凰（500*300）、砂⼦（400*400）、蝶唐草（300*300）
国内上代価格 ： 23,500円、海外上代価格（テストマーケティング価格）： 50,000円

商品カテゴリー

事業者名

クッションカバー・⽣地

加地⾦襴株式会社

商品名 クッションカバー・⽣地

所在地 京都府京都市上京区⼤宮通り⻄裏芦⼭寺上る2丁⽬竪社南半町225番

〜⻄陣織の⾦襴織物とデンマーク⽣地の共鳴とコントラストを実現〜
クッションの⼀⾯には京都⻄陣織ＫＡＪＩ ＫＩＮＲＡＮオリジナルの⾦襴織物を、もう⼀⾯にはヨーロッパで

広く使われている⾼品質なデンマークのテキスタイルメーカーのKvadrat（クヴァドラ）のファブリックを使⽤し
ています。

もともと仏教⾦襴で⽤いていた柄を活かしながら、テキスタイルデザイナーの河東梨⾹と共に柄を開発し、モダ
ンなデザインに⽣まれ変わりました。
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URL http://kajikinran.com



素材 ： スチール、バリエーション ： ４⾊（⽩・⿊・ピンク・ブルー）、サイズ４種類
国内上代価格 ： 1,900円〜3,500円、海外上代価格（希望） 23ユーロ〜35ユーロ

商品カテゴリー

事業者名

収納⽤品

東洋スチール株式会社

商品名 ＣＯＢＡＫＯ

所在地 ⼤阪府東⼤阪市加納４丁⽬8-13

38

URL http://www.toyosteel.jp/

〜⼩物⼊れとしての⼯具箱〜
⼿作り感を出すため、あえて職⼈の⼿作業で製作されています。２００９年にグッドデザイン賞を取得した⼭型

ツールボックスの復刻版ミニチュアタイプで、４０年以上前当時の作り⽅が再現されています。
展⽰会での「ペンなどを⼊れる収納ボックスとして⼯具箱を使いたい」という声から開発されたこの商品は、⼯

具箱ならではの耐久性や頑丈さはそのまま、⽂房具や化粧品⼊れ等、幅広い⽤途に使うことができます。



素材 ： 正絹、本⾰、ファスナー
国内上代価格 ： 19,000円、海外上代価格（テストマーケティング価格）： 162.5ユーロ

商品カテゴリー

事業者名

バッグ・⽣地

岡本織物株式会社

商品名 扇形クラッチバッグ・⽣地

所在地 京都府京都市上京区⼩川通⼀条上ル⾰堂町576

〜神社仏閣向けの特別な⽇のための⾦襴地を⼀般の⼈にも使ってもらいたい〜
製作者の強い思いがつまった、こだわりのクラッチバッグです。主に正絹（しょうけん）を使⽤した⾦襴を⻄陣

で織っています。パーティなどできらりと光るように、収納するときにもときめくように、といった、⼥性開発者
ならではの感性が活か された商品です。

神社仏閣向けに使われている本物の素材や技術がつまっています。
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URL http://okamotoorimono.com/fan-shaped-bag/



素材 ： 樹脂、⽊、鉄、銅、ステンレス
国内上代価格 ： 1,500円、海外上代価格（テストマーケティング価格） ： 18〜28ユーロ

商品カテゴリー

事業者名

雑貨

トーヨー電⼦製作所

商品名 MASSANOVA ART（マサノヴァ・アート）

所在地 ⼤阪府枚⽅市伊加賀⻄町67-2-103

〜無機質な製品に⽣命を宿す〜
⼯業製品の部品を精密加⼯した、体⻑約2.5cmのマッチ箱サイズのロボットモチーフアクセサリーです。東

⼤阪の町⼯場で電⼦機器を扱う仕事をする中で部品の素晴らしさに気づき、素材の良さを活かしたロボットを
モチーフにした作品が⽣まれました。

⼯業製品の部品がもつ魅⼒と、そのデザイン性を損なわない⼯夫が随所に施されています。第１弾プロジェ
クトで得た評価をもとに、第２弾では現地での営業活動を強化します。
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URL http://massanova.com/



素材： ポリカーボネード、エポキシ樹脂、⾦属（銅、錫、銀、⾦）、バリエーション：３⾊（緑・⿊・⽩）
国内上代価格 ： 13,000円〜14,000円、海外上代価格（テストマーケティング価格） ： 162ユーロ

商品カテゴリー

事業者名

携帯⼩物

株式会社電⼦技販

商品名 FLASH PARIS 回路地図 iPhoneケース

所在地 ⼤阪府吹⽥市豊津町６２－８

41

URL http://www.denshi-gihan.co.jp/moeco/

〜⼯業系の美しさと機能美を併せ持つ基板アート〜
プリント基板の設計製造メーカーによる、基板でつくったiPhoneケースです。「基板とは完璧に計算された

芸術である」という信念のもと、本物の基板・電⼦部品を使⽤した世界初の基板雑貨で、電⾞の路線や街の道
路などを基板で表現しています。

デザインは基板ＣＡＤで⾏い、本物の電⼦部品が実装されています。iPhone⾃⾝が発する電波を電⼒に変換
し、昇圧することでＬＥＤが光るので、充電等は必要ありません。



素材： ⿇100%
国内上代価格：ー、海外上代価格（希望）： 23ユーロ

商品カテゴリー

事業者名

雑貨・⽣地

滋賀県⿇織物⼯業協同組合

商品名 近江上布⽣平の雑貨・⽣地

所在地 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川13－7
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URL http://www.asamama.com/

〜室町時代から続く⿇織物の伝統〜
膨⼤な⼿間と時間がかかる「近江上布」の⽣平は現在、近江上布伝統産業会館でしか⽣産することができま

せん。⼤⿇の繊維を裂いて⽷を作り、国内で動いているところがほどんどない希少な地機と呼ばれる⼿織りで
織られています。

⼿織りの⿇ならではの独特の⾵合いが感じられる商品です。商品を通じて近江上布の⽣地⾃体のＰＲも⾏っ
ていきます。
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（参考資料4）

DISCOVER KANSAI プロジェクト in パリ（第3弾）
with 関東＆中部＆九州

選定商品（31点）



通し番号 商品名 商品カテゴリ 事業者名 所在地
近畿 01 iPhone６・６s対応 漆塗カバーケース iPhoneケース 株式会社⼟直漆器 福井
近畿 02 It's my knife ナイフ 神沢鉄⼯株式会社 兵庫
近畿 03 ステンレスボトル・ランチカップ ⽔筒・容器 タイガー魔法瓶株式会社 ⼤阪
近畿 04 若狭塗箸 浮き雲 箸 株式会社ひらの伊 福井
近畿 05 デカンターボトル ガラスびん ⽇本精⼯硝⼦株式会社 ⼤阪
近畿 06 ボードゲーム （リバーシ さざ波） ⽇⽤雑貨 協和精⼯株式会社 京都
近畿 07 utiles（ユーテイレス） 刃物 河部精密⼯業株式会社 兵庫
近畿 08 柿渋ジャム布セット 繊維 棉⽣テキスタイル 京都
関東 01 超⽴体桐箱 (3D relief box) 桐箱 ⼯房利⼋（株式会社ワークステーション） 群⾺
関東 02 Hiragana アクセサリー Hiragana 東京
関東 03 MACOOL オリジナル スカーフ スカーフ マクールジャパン株式会社 東京
関東 04 かざり紋「帯」 インテリア 株式会社Duco 東京
関東 05 和ちーふ、着物リメイク和⼩物、和紙アクセサリー ポケットチーフ 横濱絹布堂（Yokohama Kemp) 神奈川
関東 06 着物地ショール・ストール ショール・ストール 彩雅 神奈川
関東 07 ウォグモンティ バッグ 有限会社豊岡クラフト 静岡
中部 01 Amaike Air Scarf スカーフ・ショール 天池合繊株式会社 ⽯川
中部 02 蒔絵ジュエリー モロッカンシリーズ アクセサリー 漆⼯芸⼤下⾹仙⼯房 ⽯川
中部 03 YuYuBeBe ＆ Germanopratin ベビー雑貨 有限会社中部繊維⼯業 愛知
中部 04 tonono フードプレート ＆ ワインラック ⾷卓⽤品 有限会社内⽊⽊⼯所 岐⾩
中部 05 友禅ちょうちん 照明器具 有限会社伏⾕商店 愛知
中部 06 Siffon(紙ふぉん）5本指ソックス 靴下 丸安ニット株式会社 愛知
中部 07 ＮＯＯＫ（ヌーク） 美容雑貨（⽑抜き） 株式会社ミサト⼯業 岐⾩
中部 08 モクターブ リト スツール ＆コースター 家具・⼩物 株式会社ＭＯＣＴＡＶＥ 岐⾩
中部 09 araishu レッグウエア LOKAworkshop,LLC ⽯川
九州 01 パシーマキルトケット シングル 寝具 ⿓宮株式会社 福岡
九州 02 焼締⾶鉋象嵌 ⼀輪挿し 壺 有限会社やまさん柳瀬窯元 福岡
九州 03 麟 Lin ⼟瓶／麟 Lin バルーンカップ 陶磁器 有限会社⾦照堂 佐賀
九州 04 FLOAT シェルフ 有限会社志岐インテリア⼯業 福岡
九州 05 ネロリジェイスキンケアシリーズ スキンケアコスメ 株式会社ネローラ花⾹房 熊本
九州 06 華⽇(ハナビ) 照明 ⿓精密⼯業株式会社 福岡
九州 07 折り畳みミニテーブル BAUM テーブル 株式会社辻製作所 福岡 44



商品カテゴリー

事業者名

iPhoneケース

株式会社⼟直漆器

商品名 iPhone６・６s対応 漆塗カバーケース

所在地 福井県鯖江市⻄袋町２１４

〜 職⼈技がつまった漆塗のiPhoneケース 〜
⽇本の伝統⽂様を漆塗りでモダンに表現したiPhoneケースです。銀で描いた蒔絵の上から透き漆をかけること

で、銀の模様がうっすらと⾦⾊に浮かび光り輝く⽩檀塗（びゃくだんぬり）という技法が⽤いられています。
漆塗りの全ての⼯程（下地、中塗、上塗、蒔絵）を同社内で⾏っており、多くの職⼈を抱える⼯房だからこそ

できる⾼品質な漆塗りは、使っているうちに徐々に飴⾊に変化していきます。蒔絵の繊細な美しさと、漆ならで
はの美しい経年変化を味わうことのできる商品です。

素材 ： ポリカーボネート・漆塗装 バリエーション ： 6柄（市松、⻘海波、⽮絣、結桜、七宝、ドット）
国内上代価格 ： 5,000円〜6,000円 海外上代価格（希望） ： 未定

URL http://www.tsuchinao.com/

近畿１

45



商品カテゴリー

事業者名

ナイフ

神沢鉄⼯株式会社

商品名 ハンドルを削ってつくるオリジナルナイフ（⼩⼑）キット「It's my 
knife」

所在地 兵庫県三⽊市⿃町２７

〜 「削るは楽しい」 〜
ハンドル部分を好きな形に削り、⾃分だけのオリジナルナイフ（⼩⼑）が作れるキットです。製作に必要な全

ての道具がキット内に⼊っており、刃物になじみのない⼈も気軽に「削る」ことを楽しむことができます。ナイ
フ（⼩⼑）には、鋼と地⾦の２層構造からなる伝統的な⽇本刃物を、職⼈がひとつひとつ⼿で研ぎ上げた本格的
なものを使⽤しています。⾦物のまち「播州三⽊」で120年以上の歴史を誇る⼤⼯⼯具の⽼舗メーカーが、削る
楽しさを提案する商品です。

素材 ： ナイフ ： ⻘紙２号 ハンドル材 ： ホオ・ブナ、サイズ： 90×160mm
国内上代価格 ： 3,000円 海外上代価格（希望） ： 5,000円

URL http://www.fedeca-mm.com

近畿２

46



商品カテゴリー

事業者名

⽔筒・容器

タイガー魔法瓶株式会社

商品名 ステンレスボトル・ランチカップ

所在地 ⼤阪府⾨真市速⾒町3番1号

〜 ランチを楽しくする魔法瓶 〜
魔法瓶の真空断熱構造技術を使⽤したステンレスボトルとランチカップです。両商品とも保温・保冷機能に優

れているのはもちろんのこと、思わず欲しい！と思う⼯夫が随所に凝らされています。
ステンレスボトルはワンプッシュで簡単に開きますが、鞄の中で不⽤意に開くことのないよう、オートロック

が採⽤されています。ランチカップは⾷材をつめるだけで華やかに⾒える「魅せるランチスタイル」を提案しま
す。下段にはスープやカレーなどの液体を⼊れることも可能で、上段は電⼦レンジを使うことができます。

【ステンレスボトル】バリエーション ： スノーホワイト、ミントグリーン、パウダーピンク
国内上代価格 ： 200ml 4,800円 300ml 5,300円、海外上代価格（希望） ： 200ml  41ユーロ、300ml 45ユーロ

【ランチカップ】バリエーション ： ピンク、イエロー 国内上代価格 ： 6,500円 海外上代価格（希望） ： 55.5ユーロ

URL https://www.tiger.jp/

近畿３
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商品カテゴリー

事業者名

箸

株式会社ひらの伊

商品名 若狭塗箸 浮き雲

所在地 福井県⼩浜市⼭⼿３丁⽬１－１５
URL http://hiranoi.jp/

〜 ⾷を より楽しむための箸 〜
⽇本の箸の８割の⽣産量を占める⼩浜市で作られた若狭塗箸です。⽇本⾷には⽋かすことのできない箸ですが、

洋⾷器にも合うよう、細くても耐えうる鉄⽊（硬質⽊地）を使⽤し箸先をできる限り細く加⼯したり、他のカト
ラリーとも合わせやすい加飾を施すなど、デザインを⼯夫しています。職⼈が１本１本確認しながら、多くの⼯
程を経て作り上げられる箸は、使う⼈の⾷事を明るく演出します。

素材 ：天然⽊（鉄⽊） バリエーション： 茶23.0cm、⻘23.0cm、オレンジ21.5cm、ピンク21.5cm
国内上代価格 ： 1,200円 海外上代価格（希望）： 未定

近畿４

48



商品カテゴリー

事業者名

ガラスびん

⽇本精⼯硝⼦株式会社

商品名 デカンターボトル

所在地 ⼤阪府⼤阪市北区⻑柄⻄1－2－25

〜 ⽇本の美しさを伝えるガラスびん 〜
⽇本の蒔絵や、伊勢型紙を基調にしたデザインのガラス瓶です。⽇本の伝統のデザインを⽣かしながら、新し

い⽇本の良さをガラス瓶で表現しています。従来のイメージを払しょくする、ユニークな形状のパッケージで、
サンフランシスコの2015ワールドスピリッツアワードのパッケージング部⾨では⾦賞を受賞しました。

透明のガラス瓶（左写真）は、液体が⼊っている時といない時で異なる表情を楽しむことができます。

素材 ： ガラス 商品規格 ： 容量500ml、重量441g
国内上代価格 ： 2,000円 海外上代価格（希望）： 3,000円（税抜）

URL http://www.osg-co.jp

近畿５

49



商品カテゴリー

事業者名

⽇⽤雑貨

協和精⼯株式会社

商品名 ボードゲーム （リバーシ さざ波）

所在地 京都府伏⾒区久我⻄出町8番地8

〜 丁寧なもので、丁寧な時間やつながりを 〜
⾦属の３次元精密加⼯などで培ってきた⾼い技術⼒で加⼯したコマとメープル材の盤のボードゲーム（リバー

シ）セットです。無垢の素材（右写真）から削り出し、アルミと真鍮を接着してコマを製造する⼯程は、フライ
ス加⼯や旋盤加⼯など、幅広い⾦属加⼯技術をもつ同社だからこそ実現できました。世の中が便利になりすぎた
今⽇、希薄になりがちな⼈と⼈の直接的なつながりや、何かをゆったりと楽しむ時間など、ほどけてしまったい
ろいろなものごとを、ほんの少し結びなおせるような製品を作りたいという思いから⽣まれた商品です。

素材 ： 盤 ： メープル、コマ ： アルミ・真鍮 サイズ ： 200mm×200mm×45mm
国内上代価格 ： 26,000円 海外上代価格（希望） ： 未定

URL http://teyney.jp/

近畿６

50



商品カテゴリー

事業者名

刃物

河部精密⼯業株式会社

商品名 utiles（ユーテイレス）

所在地 兵庫県姫路市⻄今宿1-3-12

〜 キッチンに置いておけるのこぎり 〜
⼥性や⼦ども・お年寄りなど、⼒の弱い⼈にも握りやすく安全に使えるのこぎりです。刃は⾦属も切ることが

できる本格的なものですが、グリップはエラストマ仕様でフィット感があるため、⼿が滑らず、安全に使⽤でき
ます。また、キャップをして保存すれば錆びることもなく、携帯にも便利です。⼀⾒すると⼯具に⾒えないため、
リビングやキッチンにおいても違和感の無い、⾝近に使えるのこぎりです。

素材： 刃： 焼⼊特殊鋼（SK-４）、グリップ： エラストマ、キャップ： 樹脂
バリエーション： 刃： メタル⽤（ピンク）、ウッド⽤（グリーン）、ダンボール⽤（ブルー） キャップ： ⽩・クリア
国内上代価格 ： 2,400円 海外上代価格（希望） ： 未定

URL http://www.ksk-kawabe.co.jp

近畿７
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商品カテゴリー

事業者名

繊維

棉⽣テキスタイル

商品名 柿渋ジャム布セット

所在地 京都府⻲岡市本町４５

〜 軽くて、加⼯しやすい、けれど⾰のような質感の布 〜
⽇本ならではの⽊綿の⽣地に“柿渋ジャム”というゲル状になった柿渋を塗ることで、⽊綿本来の軽さと加⼯の

しやすさを残しつつ、⾰製品のように光沢感や重厚感が加えられた商品です。わざとしわくちゃにしたり、引っ
張ってひび割れを⼊れたりして、布の表情や質感の変化を楽しむこともできます。

１セットでバッグなどの袋物が作れる量となっており、クリエーションの幅は無限⼤です。

素材 ： 柿渋ジャム布 バリエーション ： 柄 ： 無地・壁柄、 ⾊ ： ⿊・茶⾊・紫・⾚・⻘
国内上代価格 ： 2,000円〜3,000円 海外上代価格（希望） ： 未定

URL なし

近畿８

52



商品カテゴリー

事業者名

桐箱

⼯房 利⼋（株式会社 ワークステーション）

商品名 超⽴体桐箱 (3D relief box)

所在地 群⾺県太⽥市⻄新町１４番地１

〜⽇本が誇る浮世絵を題材にした桐箱〜
⽇本の伝統⼯芸と⾼度なハイテクノロジーを融合させた現代のアート作品。国産の桐材を使⽤して、伝統⼯芸

⼠が制作した桐箱に弊社の⾼度なデジタル加⼯技術をもちいて制作した超⽴体浮彫加⼯の商品です。桐材そのも
のは昔から軽く燃えにくく、防⾍・殺菌効果があり、⾐服、⾷料品、調味料⼊れ等に使われていますが、その機
能の良さを活⽤し、アート作品として鑑賞できるクオリティまで⾼めたインテリア商品である、⽊のぬくもりと
調和して、独⾃の和のテイストを感じさせる逸品です。

素材 ： 国産の桐材
バリエーション ： 浮世絵を題材にフルカラー対応、サイズは75*75*75or120*120*120(mm)
国内上代価格 ： 8,000〜10,000円 海外上代価格（希望）： 8,000円〜10,000円

URL http://ww.koubou-rihachi.jp

関東１

53



商品カテゴリー

事業者名

アクセサリー

Hiragana

商品名 Hiragana

所在地 東京都渋⾕区神宮前5-18-2-106

〜ひらがなをモチーフにしたアクセサリー〜
世界中の⼈々に⽇本特有の⽂字「ひらがな」のうつくしさを伝えたいとの想いの下、⼀筆⼀筆書いたひらがな

をアクセサリーとして形にしました。つなげた⽇本語をモチーフにしたアクセサリーは唯⼀無⼆の存在。ひらが
なの曲線が⼥性らしいうつくしさを表現しています。つながったひらがなは⼀⾒⽂字に⾒えない独特のフォルム
が特徴で、⾝につけるだけで⽇々に彩りを与えるような素敵な⾔葉を選んでいます。

素材： ゴールド（K10)、シルバー（silver925)
バリエーション： デザイン13種類、アクセサリー8種類（全86アイテム）オーダーメイド可
国内上代価格 ： 9,000円〜50,000円、海外上代価格（希望）： 15,000円〜75,000円

URL http://hiragana.tokyo/

関東２
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商品カテゴリー

事業者名

スカーフ

マクールジャパン 株式会社

商品名 MACOOL オリジナル スカーフ

所在地 東京都港区南⻘⼭2-2-15-942

〜「⽇本をクールに巻く」をテーマに、⽇本の伝統デザインを取り⼊れたスカーフ〜
折り紙の折り線をベースに様々な⾊や線、伝統⽂様などを取り⼊れたスカーフです。豊富なカラーバリエー

ションを⽤意し、上質なジャパンクオリティのシルクスカーフでなめらかで柔らかな巻き⼼地が魅⼒の１つです。
プリントや縫製も⽇本製の⾼品質、その他 T シャツ（カジュアルな服）〜スーツ（フォーマルな装い）にも

合わせる事が出来るのが特徴です。

素材 ：シルク/コットン バリエーション ： 6種類（柄）、各4〜6 ⾊、4サイズ
国内上代価格 ： 6,000〜22,000円 海外上代価格（希望）： 8,000〜29,250 円

URL http://www.macooljapan.co.jp

関東３
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商品カテゴリー

事業者名

インテリア

株式会社Duco

商品名 かざり紋「帯」

所在地 東京都町⽥市東⽟川学園2-29-22

〜天然漆と銀箔の調和〜
帯状のガラスの板の裏側に漆と銀箔を施した室内装飾品です。漆は⽊に傷がつくと保護をするためににじみ出

る樹液です。乾燥の間に樹⽪のような模様を作りだす性質を利⽤して、⾃然な⽂様を表現しました、天然の漆だ
からこその味わいが魅⼒です。着物の帯のようにあでやかで、空間全体のポイントとなります。前、また後ろか
ら光を当てると、独特の光り⽅を⾒せ、ディナーテーブルの上、窓の⼀⾓に置いたり、また専⽤の⾦具で壁に留
めることも可能です。

素材 ：ガラス、本漆、銀箔 バリエーション ： 下地の⾊（鳶・⾦茶・溜）、⽂様（⿊・銀・⾦）
国内上代価格 ： 60,000円（⾦具付き）、40,000円（⾦具無し）、150,000円（屏⾵） 海外上代価格（希望）： ―円

URL www.rhus.jp

関東４
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商品カテゴリー

事業者名

ポケットチーフ

横濱絹布堂（Yokohama Kemp)

商品名 和ちーふ、着物リメイク和⼩物、和紙アクセサリー

所在地 神奈川県横浜市南区睦町2-203-3

〜⽇本の誇りを胸に！ 和Chief 〜
今、⽇本ではたくさんの着物が眠っています。それに再度命を吹き込み、⽇本の伝統の着物を⾝近に感じても

らいたい。そんな想いから和Chiefは⽣まれました。着物の織、柄、⾊、季節や慶弔ごとなど、⼩さな正⽅形に
たくさんの和の世界感が凝縮されています。すべて世界に２つとない「ワンオフ」品であり、⾮常に付加価値の
⾼いもので、横浜伝統のシルクスカーフの縫製技術を活かし製作しております。

素材 ： シルク100％ 商品規格・バリエーション ： 33cm×33cm、多種多様
国内上代価格 ： 2,000円〜12000円、海外上代価格（希望）3,000円〜20,000円

URL http://wachief.jp/

関東５
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商品カテゴリー

事業者名

ショール/ストール

彩雅

商品名 着物地ショール・ストール

所在地 神奈川県茅ケ崎市緑が浜9-15-708

〜パーティーで魅せるショール〜
着物の中でも特に⾼級とされる振袖や訪問着⽤反物の⼀番豪華な柄の部分を使⽤した、パーティーでドレス

の上に肩に⽻織るショールです。絹独特の光沢に気品があり、華やかなシーンに彩りを添える逸品。新品同様の
状態の良いリサイクル着物の端切れを利⽤することにより、⼿頃な価格に抑えた、カジュアルシーンでファッ
ションの⼀部として、または防寒⽤に⾸に巻くストールも⽤意しています。外国⼈好みの⾊彩の⽇本伝統柄の着
物端切れを集め、複数の柄の組み合わせをセンス良く配置しているのもポイントです。

素材 ： シルク100％ バリエーション ： 基本的には1サイズ、1点物
国内上代価格 ： 5,000円〜12,000円 海外上代価格（希望）：10,000円〜30,000円

URL http://saiga-m.jp

関東６
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商品カテゴリー

事業者名

バッグ

有限会社 豊岡クラフト

商品名 ⽊製ハンドバック・クラッチバック ブランド名：ウォグモンティ

所在地 静岡県浜松市北区根洗町１４５７－２

〜組⽊の技術を⽤いた⽊製バック〜
インテリアに関⼼のある40代⼥性をターゲットにした⽊製バックです。組⽊の技術を⽤いた⾼級感のあるクラッ

チバックとハンドバックの素材には、無垢の国産桜材と地元、浜松の遠州織物を⽤いております。ハンドバックの
ポーチは取り外し・着せ替えが可能で、この点も他の商品には⾒られない特徴です。さらに、布地との組み合わせ
も無限です。両商品とも、シンプルで上品なデザインであるため、洋服はもちろんのこと、和服にも似合う商品と
なっています。
素材 ： ⽇本産桜材、遠州織物 バリエーション ： 刺し⼦、⾚、ピンク、グレー、ダークグレー
国内上代価格 ： ハンドバッグ36,000〜38,000円、クラッチバック16,000円〜18,000円
海外上代価格（希望）： ハンドバック48.000円〜52,000円 クラッチバック24,000円〜27,000円

URL www.toyocraft.com

関東７
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商品カテゴリー

事業者名

⾝の回り品（スカーフ・ショール）

天池合繊株式会社

商品名 Amaike Air Scarf

所在地 ⽯川県七尾市国下町ト部59-1

〜 コンセプトは⾵・⽔・光 〜
そよ⾵に舞い、⽔⾯のような透明感と光沢をもったスカーフです。世界⼀薄く軽い特殊な技術で織り上げたテキ

スタイルを使⽤したスカーフは、今までにない柔らかな動きで⼥性らしさを表現し、透明な柄は重なり合い奥⾏き
のある未来的な表現をします。光沢は室内では落ち着き、強いライトや陽が当たると、⽔⾯のように輝きます。ど
れも、今までにない感覚を味わっていただけることでしょう。薄くても織密度が⾼く、保温性もあります。

素材：ポリエステル バリエーション：約20柄20本単位で季節ごとに柄を変えていきます
国内上代⾦額：11,000円(約45x170㎝) 20,000円（約70x200㎝） 海外上代⾦額（希望）：（未定）

URL http://amaike.jp/

中部１
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商品カテゴリー

事業者名

装⾝具（アクセサリー・ジュエリー）

漆⼯芸⼤下⾹仙⼯房

商品名 蒔絵ジュエリー モロッカンシリーズ/MAKIE Jewelry MOROCCAN series

所在地 ⽯川県加賀市⼆⼦塚町1032

〜 ⽩蝶⾙と蒔絵のジュエリー 〜
⻄洋と東洋が不思議に合わさり調和しているモロッコ。そこでの模様をイメージしたモチーフは、⼯房のブラン

ド「ClassicKo」の世界観を表現する代表的なデザインの⼀つです。⽇本の意匠としては「網⽬・分銅繋ぎ」という
模様にも似ていることから、⻄洋と東洋を越えたカルチャーミックス感を感じていただけるデザインとなっていま
す。伝統的な⾼蒔絵という技法を⽤いることで、模様⾃体がふっくらと浮かび上がるかのような印象。天然素材で
ある漆と24⾦相当の⾦粉で制作される蒔絵によって、肌馴染みの良い、深みのある⾦⾊が特徴的です。⽩蝶⾙や⿊
蝶⾙の素材もしっかりと厚みのある真珠層の⾼品質箇所を使⽤しています。それにより上質で美しい輝きあるジュ
エリーとなっています。
素材 ：本体（⽩蝶⾙、⿊蝶⾙、貴⽯）、蒔絵（漆、⾦、銀、夜光⾙）、⾦具（K18、SV、brass）
バリエーション ：ブローチ、イヤリング、ピアス、バングル、ペンダントなど
国内上代価格 ：23,000円〜 海外上代価格（希望）：（未定）

URL http://www.classic-ko.jp

中部２

61



商品カテゴリー

事業者名

ベビー雑貨

有限会社中部繊維⼯業

商品名 YuYuBeBe（ユユベベ） ＆ Germanopratin（ジェルマノプラタン）

所在地 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-4-2階

〜 思わず触れたくなるハンドメイドベビー雑貨 〜
YuYuBeBe（ユユベベ）は、良質なオーガニックコットンを100%使⽤し、プリントや⾊染めに頼らず、パッチ

ワークや刺繍で可愛さを表現したベビー雑貨ブランドです。Germanopratin（ジェルマノプラタン）は、⽷の撚り
を⼀度ほぐすことによって極上のやわらかさを追求した繊維「スマイルコットン」を使⽤した柔らかく、軽く、そ
して乾きやすい特性のあるベビー雑貨です。どちらも職⼈が１つ１つ丁寧に⼿作りし、⼈形は部位によって中に⼊
れる綿の種類や量に変化を加え、⾚ちゃんが握った時のことを想いながら縫製しています。最⾼の⽣地とハンドメ
イドが織り成すYuYUBeBeとGermanopratinのベビー雑貨は、思わず触れたくなる、そんな商品です。

素材 ：コットン バリエーション ：スタイ３種類、ベビーシューズ１種類、ベビーキャップ２種類、ガラガラ⼈形３種類
国内上代価格 ：1,300〜2,100円 海外上代価格（希望）：1,300〜2,100円

URL http://yuyubebe.com/

中部３
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商品カテゴリー

事業者名

⾷卓⽤品（⽊製テーブルウエアー）

有限会社内⽊⽊⼯所

商品名 tonono フードプレート ＆ ワインラック

所在地 岐⾩県中津川市付知町6831

〜 ＷＡＶＥ は反らないカタチ ｢ｔｏｎｏｎｏ｣だから出来ること 〜
⽊材の反りを抑える波型板のハギ合せ⼯法（国内特許）だからできた薄板のフードプレート。この波型がユニー

クなデザインになり、⼤⼩のフードプレートはパズルのように様々な組み合わせが楽しめます。⽇本ならではの杉
と桧を使ったフードプレートは、料理やパンをのせてお⽫としてお使いください。ワインラックは、1〜2本⽤の2P
と、2〜3本⽤の3Pを組み合わせれば、⾃分好みのオリジナルワインラックができます。ノンスリップ加⼯がしてあ
るので、ボトルがズレずに安定します。

素材 ：天然⽊ 杉/桧 バリエーション ：フードプレート Sサイズ/Lサイズ（ナチュラル・朱・⿊） ワインラック2P/3P
国内上代価格 ：フードプレート S 4,350円/L 9,600円 ワインラック 2P 5.800円/3P 7,600円
海外上代価格（希望）：フードプレート S 6,525円/L 14,400円 ワインラック 2P 8,700円/3P 11,400円

URL http://www.tonono.jp/

中部４
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商品カテゴリー

事業者名

照明器具（スタンドライト）

有限会社伏⾕商店

商品名 友禅ちょうちん

所在地 愛知県名古屋市瑞穂区⾖⽥町3-5

〜 着物姿を連想させるにっぽんのあかり 〜
名古屋友禅染めの艶やかな⾊彩と⽇本の伝統的なデザインを、名古屋提灯の技法でモダンな照明に仕上げた友禅

ちょうちんです。
沢⼭ある⽇本の着物のデザインでプロデュースすることで、多様なライフスタイルに溶け込みます。

素材 ：友禅染め 絹１００％ バリエーション ： ４サイズ（110cm 70cm 50cm 40cm）、４柄
国内上代価格 ：100,000円 海外上代価格（希望）：120,000円

URL http://www.fushitani.co.jp

中部５
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商品カテゴリー

事業者名

靴下

丸安ニット株式会社

商品名 Siffon(紙ふぉん）5本指ヒールソックス ＆ 5本指インナーソックス

所在地 愛知県名古屋市⻄区秩⽗通1丁⽬58番地

〜 百聞は⼀⾒に如かず＝seeing is believing 〜
⽇本古来の和紙⽷は吸湿性・脱臭抗菌性に優れ、その上紫外線にも強い天然素材ですので⾜の蒸れや汗対策に最

適です。和紙と聞くと「お洗濯したら破れたりしないの？」と思われるかもしれませんが、実は和紙⽷は耐久性を
幾度も改良して丈夫に作られているので洗濯をしても安⼼です。

他の素材と全然違い、Siffon(紙ふぉん）の靴下は、靴の中やブーツの中の蒸れを解消させ、サラサラとした履き
⼼地を体感できると思います。

ぜひ⼀度、今まで履いたことのない「サラサラ感」を体感してみてください。

素材：和紙・綿・ポリウレタン、 バリエーション：インナーソックス（フリーサイズ6⾊）、ヒールソックス（22ｃｍ〜27ｃｍ 6⾊）
国内上代価格 ：600円〜 海外上代価格（希望）：1,000円〜

URL http://www.siffon.net

中部６
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商品カテゴリー

事業者名

美容雑貨（⽑抜き）

株式会社ミサト⼯業

商品名 ＮＯＯＫ（ヌーク）

所在地 岐⾩県郡上市美並町⽩⼭582-1

〜 丸い 優しい ちゃんと抜ける ⽑抜きの新しい形ヌーク 〜
鍛造成型による独⾃に編み出した本体のしなりによる『⾯キャッチ構造』の⽑抜き。先が丸く、安全で優しい肌

当たり。先端のキャッチ⾯に砥ぎを横⽅向に施し、滑ることなく、また先が開くことなく、むだ⽑をキャッチ。し
なることでクランプ⼒の⾼い⽑抜きとなりました。

精度良く⾁厚を管理していることから先端が揃い、全塗装できる⽑抜きです。4⾊のカラーバリエーションによ
りお洒落な⽑抜きとなりました。

素材 ： SUS-XM7（ステンレス） バリエーション ：ホワイト・ピンク・ブルー・グレー
国内上代価格 ：2,000円 海外上代価格（希望）：（未定）

URL http://www.misato-k.net/

中部７
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商品カテゴリー

事業者名

家具・⼩物

株式会社ＭＯＣＴＡＶＥ

商品名 モクターブ リト スツール ＆ コースター

所在地 岐⾩県下呂市⾦⼭町岩瀬1326-6

〜 ⽇本の森が織りなす⽊の結晶のスツール＆⽊の⼆重奏のコースター 〜
スツールのデザインはいくつもの樹種を組み合わせた「⽊の結晶」を表現しています。宝⽯のようにカットされ

た座⾯とその⽯を⽀える台座のような３本の脚が特徴です。座⾯を複数の樹種の⽊材を⼀つの塊にして⾓度を変え
てカットしているため、それぞれの⾊味や⽊⽬など表情が⼤きく異なります。無垢材ならではの必然と偶然から⽣
まれた多彩な表情を楽しんでいただきたい⼀品です。ウッドファニチャージャパンアワード2016に選出されました。

コースターはサクラ、クリ、カエデ、ホオ、クルミ、ケヤキなど⼗数種類の岐⾩産広葉樹から２種類の⽊を組み
合わせました。スツール同様、⽊々が持つ多彩な表情で⽣活を彩っていただきたい、そんなコースターです。

素材 ：国産（岐⾩産）広葉樹 バリエーション ：座⾯は1品ごとに異なります
国内上代価格 ：スツール 56,000円 コースター1枚 1,100円 5枚セット 5,500円 海外上代価格（希望）：（未定）

URL http://www.moctave.com 
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商品カテゴリー

事業者名

⾐服（レッグウエア）

LOKAworkshop,LLC

商品名 araishu

所在地 ⽯川県⾦沢市野町3-1-27 野町⾼野ビル2F

〜 和のレトロ＆モードなレッグウエア 〜
「araishu」は、加賀友禅の柄の配置を意識したレッグウエアブランドです。特に花タイツ、⿃と蔦タイツにおい

て、空間を⽣かしたアシンメトリーな柄を持ち味としており、履いた時に⾊々なコーディネートが楽しめます。前
後で柄が違うのはもちろん、左右でも柄の配置が異なるため、前後を逆にして履くことも可能で、ロングブーツと
合わせれば柄の⾒え⽅が変わるため、また違った表情となります。

素材：ポリエステル92%、ポリウレタン8%、 バリエーション ：タイツ(15柄）、レギンス(8柄)、1〜8⾊、全78種類 Free size
国内上代価格 ：5,900〜6,900円 海外上代価格（希望）：9,000〜10,000円

URL http://araishu.com/
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商品カテゴリー

事業者名

寝具

⿓宮株式会社

商品名 パシーマキルトケット シングル

所在地 福岡県うきは市吉井町新治278

〜脱脂綿とガーゼつくる理想の寝具、パシーマ〜
パシーマは医療⽤純度のガーゼと脱脂綿で出来たキルトケットです。世界安全規格の「エコテックス規格

100」の最も厳しい乳幼児製品（クラスⅠ)の認証を受けております。ご家庭の洗濯機で洗え、洗うほど肌ざわ
りがよくなります。優れた通気性と保温性を併せ持つパシーマは吸湿性と放湿性にも⼤変優れます。ほこりが少
ないのも特⻑です。夏は寝汗を素早く吸収してサラッと快適に。冬は蒸れずにふんわり暖かく、季節を問わず
オールシーズン快適にお使いいただけます。

素材 ：側地/綿100%(ガーゼ)、 詰めもの/綿85%(脱脂綿)・ポリエステル15% バリエーション ： きなり、ピンク、ブルー、⽩
国内上代価格 ： 6,500円(税抜き) 海外上代価格（希望）：15,000円(税抜き)

URL http://www.pasima.com

九州１
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商品カテゴリー

事業者名

壺

有限会社やまさん柳瀬窯元

商品名 焼締⾶鉋象嵌 ⼀輪挿し ﾔｷｼﾒﾄﾋﾞｶﾝﾅｿﾞｳｶﾞﾝ ｲﾁﾘﾝｻﾞｼ

所在地 福岡県朝倉郡東峰村⼤字⼩⽯原７９０

〜伝統の技をモダンに〜
⼩⽯原焼は350年の歴史を持ち国の伝統的⼯芸品の指定を受けています。伝統技法のひとつ「⾶び鉋」を現代

⾵にアレンジした⼀輪挿しです。
「⾶び鉋」は柱時計のゼンマイを加⼯した⼿製の鉋で、そのバネの⼒で⼟を削り弾きます。
従来の制作⼯程を変え、焼締めにすることで化粧⼟の⽩さを際⽴たせたモダンなデザインの作品です。作り⼿

の思いもこめた⼀点ものです。

素材 ： 陶器 バリエーション ： サイズ ⼤・⼩の２種類
国内上代価格 ： 8,000 〜 15,000円 海外上代価格（希望）： 12,000 〜 25,000円

URL http://www.yanasekamamoto.com

九州２

70



商品カテゴリー

事業者名

陶磁器

有限会社 ⾦照堂

商品名 麟 Lin ⼟瓶／麟 Lin バルーンカップ

所在地 佐賀県⻄松浦郡有⽥町⾚坂丙2351-169

〜幻想的な光彩を放つスタイリッシュな有⽥焼〜
「麟(Lin)」シリーズは2016年の有⽥焼創業400年を記念して、作りました。
明治から昭和初期に活躍した有⽥焼の⾚絵師 ⾦⼦麟蔵 は卓越した職⼈技と先⾒性に富んだデザインで⾦照堂

の礎を築きました。「麟(Lin)」シリーズは⾦⼦麟蔵へのオマージュから⽣まれました。
メタリックでエッジの効いた質感と幻想的な光彩が醸し出すスタイリッシュでモダンな有⽥焼です。

＜麟 Lin ⼟瓶＞
素材 ：磁器 バリエーション ：Green・
Blue・Purple
国内上代価格 ： 9,000円 海外上代価格（希望）：18,000円

URL http://www.kinshodo-shop.co.jp/

＜麟 Lin バルーンカップ＞
素材 ：磁器 バリエーション ：Green・Blue・Purple・
Red・Gold・Silver
国内上代価格 ： 2,500円 海外上代価格（希望）：5,000円

九州３
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商品カテゴリー

事業者名

シェルフ

Design:株式会社FANFARE 製作:有限会社志岐インテリア⼯業

商品名 FLOAT

所在地 製作：福岡県柳川市⼤字⽥脇７２－３

〜軽やかさと繊細さを持った浮遊する天板〜
⽇本⼈は古来から⾃然の美しい物を暮らしの中に「⾒⽴て」ることをおこなってきました。
FLOATの“浮く”表現も、静かな⽔⾯に葉が浮くさまを、重量感と安定感のあるキャビネットで器を表現、薄く

フラットな天板を静寂な⽔⾯とイメージし「⾒⽴て」をしています。
四⽅から天板を切り離すことで、まるで天板が宙に浮いているかのように⾒え、同時に天板を囲むスリットは

『全⾯扉・引出しの⼿がかり』や『内部機器の放熱』そして『機器の配線ダクト』になるという、意匠性と実⽤
性を兼ね備えた新しい家具のカタチです。

素材 ： 天板,ガラス キャビネット,突板 バリエーション ： シェルフ・センターテーブル・TVボード
国内上代価格 ：180,000円 海外上代価格（希望）：未定

URL Design: http://at-fanfare.sakura.ne.jp/
製作: http://www.jonliving.jp/index.html
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商品カテゴリー

事業者名

スキンケアコスメ

株式会社ネローラ花⾹房（Nerola Aroma & Cosmetics Ltd,.）

商品名 ネロリジェイ ウォーター、フローラルオイル、クリーム、ソープ

所在地 熊本県⽔俣市浜松町4-100

〜オーガニックの⼤切さを知った⽔俣から『⽇本産ネロリ』のスキンケア誕⽣!!〜
⽇本国内では⽣産不可能とされてきた⾼価なエッセンシャルオイル「ネロリ」が⽔俣のオーガニック栽培の⽢夏

ミカンの「花」から⽣まれました。
⽢夏ミカンは海外産ビターオレンジが⽇本の⾵⼟で突然変異した⽇本産ビアーオレンジ。不知⽕海の潮⾵を受け

て育つ⽢夏ミカンの花から⽣まれた「ジャパニーズネロリ」は外国産ネロリよりやわらかな⽢い⾹りと⾼い保湿・
抗酸化⼒が特徴。

エコサートオーガニックコスメ認証の「ネロリジェイスキンケアシリーズ」は毎⽇のエイジングケアに最適です。

素材 ： ⽢夏花⽔、⽢夏花油、ホホバオイル、ミツロウ、グリセリン、エタノール
バリエーション ： 化粧⽔、美容オイル、保湿クリーム、ソープ
国内上代価格 ：3,400円〜4,200円 海外上代価格（希望）：7,000円〜9,000円

URL www.neroli-hana.com
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商品カテゴリー

事業者名

照明

⿓精密⼯業株式会社

商品名 華⽇(ハナビ)

所在地 福岡県久留⽶市城島町江上680

〜切り絵とレーザーの融合〜
福岡県⼋⼥市で⼿漉き和紙を使って切り絵活動されている作家、くろくも舎の松原真紀さんと弊社のレーザー加

⼯技術によって新しいあんどんが誕⽣しました。
⽇本を代表する花である菊で夜空に舞う花⽕をイメージした切り絵を、温かみのある⽊の素材に施しました。
灯りはUSB端⼦ですので、パソコンやスマートフォンの充電器、ACアダブターを取り付ければ家庭⽤コンセント

でも使⽤いただけます。（⽞関、渡り廊下、寝室など）
あんどんから こぼれる やさしい灯りで⽇々の疲れや⼼を癒す商品です。

素材 ：⽊、アクリル、LED バリエーション ： ⾊3種類（ウォールﾅｯﾄ、⽶松、チェリー） サイズ2種類 ※オーダー可
国内上代価格 ： ⼤38,700円 ⼩31,500円 海外上代価格（希望）： 未定

URL http://www.ryuseimitsu.co.jp/
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商品カテゴリー

事業者名

商品名

所在地

〜漆に溶け込む年輪シリーズ BAUM〜
BAUMシリーズは⽇本独⾃の精緻な漆の技法を駆使してアジアには無い「クールな和」の演出を試みた製品で

す。天板・脚などの形状に柔らかいフォルムを採⽤し、全体的な形状バランスを取ることで、モダンな印象を引
き出しております。⼟の中から年輪が浮かび上がってくるイメージの再現を試みており、私たちの⼼の奥深くに
ある⽣き⽣きとした感性が暮らしの中に蘇ることをイメージしてデザインを⾏いました。

コンパクトに折りたたむことができ、様々なシーンでのご利⽤が可能で、来客時等にも便利です。サイドテー
ブル、リビングテーブルとしても使⽤できます。
素材 ： MDF、合板 バリエーション ： 表⾯材・サイズ変更可
国内上代価格 ： 35,000円 海外上代価格（希望）： 50,000円

URL

折り畳みミニテーブル BAUM

テーブル

株式会社辻製作所
福岡県⼤川市向島1671-1
http://www.tsuji-ss.com/

BAUM
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