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会社名 ブランド名 都道府県 分野 出品商品 URL

1 Takizawa veneer co.,ltd PLYWOOD laboratory 北海道 ホームデコ 再生紙と国産木材を貼り合わせたインテリアグッズ http://www.plywoodlaboratory.jp

2 monmecci monmecci 北海道 ステーショナリー 彫刻フセン http://monmecci.com/

3 木村木品製作所 CHITOSE 青森県 クロスカテゴリー 木製（リンゴの木）ミラースタンド、アクセサリー、皿 http://www.kimumoku.jp/

4 今野印刷 tegami 宮城県 ステーショナリー グリーティングカード http://konp.co.jp

5 進藤電気設計 twodo 秋田県 ホームデコ 照明器具 http://twodo.jp/

6 杉山木工 MUKUNE 山形県 インテリアグッズ iPhone用木製無電源スピーカー http://sugiyama-mokkou.com/

7 ニューテックシンセイ MOKULOCK 山形県 子供向け商品 木製知育玩具 http://mokulock.com

8 穂積繊維工業 Hozumi textile co.,Ltd. 山形県 ホームウェア 麻のカーペット、ラグマット http://hozumi-rug.com/

9 マストロ・ジェッペット Mastro Geppetto 福島県 子供向け商品 バイオマスプラスティック乳幼児向け食器 http://www.mastrogeppetto.jp/

10 mother tool tempo 栃木県 インテリアグッズ インテリア商品 http://www.mothertool.com

11 笠盛 Triple O 群馬県 アクセサリー テキスタイルアクセサリー http://www.000-triple.com

12 ワイ・エス・エム night book 埼玉県 ホームデコ 照明器具 http://k-ysm.co.jp/

13 小島染織工業 KOJIMA SENSHOKU Co., Ltd. 埼玉県 ホームデコ あいくま　ai bear（藍染め織物のテディベア） http://www.kojimasenshoku.com

14 メルクロス BRID 東京都 インテリアグッズ プラスティック製 折り畳みコンテナ http://brid.tokyo

15 ハートツリー kinokami 東京都 クロスカテゴリー 木製折り紙、扇子 http://heart-tree.com/

16 スガイワールド SUGAI WORLD 東京都 ステーショナリー 紙クリップ、付箋、しおり、輪ゴム http://www.sugai-world.com/

17 三洋紙業 Kami no Mille-feuille 東京都 ステーショナリー ノート http://www.sanyoshigyo.com

18 KAWAGUCHI cohana 東京都 ステーショナリー 南部鉄器の文鎮、革友禅の巻尺、真ちゅうの竹尺 http://www.kwgc.co.jp/

19 山櫻 +lab 東京都 ステーショナリー ノート、メモラップ、封筒 http://http://www.yamazakura.co.jp/

20 東洋佐々木ガラス HS 東京都 テーブルウェア グラス https://www.toyo.sasaki.co.jp/

21 サクラワクス SAKURA WAQS 東京都 ステーショナリー 革小物 http://www.leather-handmade.com

22 デザインラボ Hikari Cube 東京都 ファッション雑貨 ソーラーチャージャーできるバックパック https://www.design-labo.org

23 丸枡染色 monomatopee 東京都 ファッション雑貨 スカーフ http://marumasu-stole.com/

24 STUDIO BYCOLOR DD:WW 東京都 ファッション雑貨 コンテンポラリージュエリー http://www.studiobycolor.com/

25 HOFF HOFF 東京都 ファッション雑貨 革小物 https://www.hoff-tokyo.net/

26 グッドモーニング good morning 東京都 ステーショナリー カレンダー、メッセージカード、メモパッド http://www.goodmorning.co.jp/index.html

27 ライフ LIFE Co., Ltd. 東京都 ステーショナリー 紙製品（ノート、レターパック） http://life-st.jp/

28 GMCトイズフィールド p+g design 東京都 ファッション雑貨 シリコン製がま口・ポーチ・カードケース http://www.pgdesign.com/

29 クラフトデザインテクノロジー Craft Design Technology 東京都 ステーショナリー 文房具、革製品 http://www.craftdesigntechnology.co.jp/

30 シャベル talkative 東京都 アクセサリー ジュエリー（ネックレス、リング、ピアス等） https://talkative.stores.jp

31 廣田硝子 taisho roman glass 東京都 テーブルウェア 大正浪漫硝子 http://www.hirota-glass.co.jp

32 向日葵設計 Orinigiri 東京都 ステーショナリー オリニギリ（おにぎり型紙） http://orinigiri.com, http://himawari-design.net

33 伊藤バインダリー ITO BINDERY 東京都 ステーショナリー ドローイングパッド、メモブロック http://ito-bindery.co.jp

34 wasara wasara 東京都 テーブルウェア 食器 http://www.wasara.jp

35 Knot TRICOTE 東京都 ファッション雑貨 バック http://www.tricote.net

36 ヤマト YAMATO 東京都 ステーショナリー 文具雑貨（糊、付箋紙等） https://www.yamato.co.jp/

37 玉の肌石鹸 TAMANOHADA 東京都 美容・日用品 石鹸・シャンプー http://www.tamanohada.co.jp

38 NEWSED PROJECT newsed 東京都 ファッション雑貨 蝶ネクタイ、カフスリング http://newsed.jp

39 印刷加工連 INKAREN 東京都 ステーショナリー ななめリングノート、メモパッド等 http://inkaren.com

40 上田制作室 .URUKUST 神奈川県 ファッション雑貨 革製品（財布類） http://www.urukust.com

41 ana AYA 神奈川県 ファッション雑貨 バッグ、ポーチ、雑貨 http://www.aya-ny.com

42 宮﨑製作所 Miyacoffee 新潟県 テーブルウェア コーヒー道具・茶道具 http://www.miyazaki-ss.co.jp

43 タケダ TAKEDA DESIGN PROJECT 新潟県 ステーショナリー フォトスタンド、メジャー、ペーパーウェイト http://www.kk-takeda.co.jp/

44 タカタレムノス TAKATA Lemnos Inc. 富山県 クロスカテゴリー アイスクリームスプーン、時計 http://www.lemnos.jp/

45 天池合繊 Amaike Super Organza 石川県 ファッション雑貨 スカーフ、ポケットチーフ http://amaike.jp

46 室島精工 OVOV 石川県 インテリアグッズ パズル http://muroshima-sk.com

47 山口工芸 hacoa 福井県 インテリアグッズ 木製小物・インテリア雑貨 http://www.hacoa.com

48 プラスティックス MOHEIM 福井県 ホームファーニッシング インテリア商品（ダストボックス、時計など） http://moheim.com

49 大直 SIWA 山梨県 ファッション雑貨 和紙製バッグ、スリッパ http://siwa.jp/

http://www.sanyoshigyo.com/
http://newsed.jp/


50 マルアイ MARUAI 山梨県 ステーショナリー 塗り絵 http://maruai.co.jp/

51 八幡化成 Hachiman 岐阜県 ホームファーニッシング プラスチック家庭用品・雑貨 http://www.hachimankasei.co.jp

52 大橋量器 OHASHI 岐阜県 クロスカテゴリー 木枡および枡技術応用商品（インテリア、収納箱等） http://www.masukoubou.jp/

53 ryota aoki pottery ryota aoki pottery 岐阜県 テーブルウェア 陶器（ポット、マグカップ） http://www.ryotaaokipottery.com

54 遠州スプリング SPRING SPRING 静岡県 インテリアグッズ 花器、アロマディフューザー、クリップ、キーホルダー http://spring-spring.jp

55 アスカム kinokoto 静岡県 インテリアグッズ 炭のインテリア製品 http://ascam.net

56 スズサン suzusan 愛知県 クロスカテゴリー クッション、ブランケット、ストール http://suzusan.com

57 大與 DAIYO 滋賀県 キャンドル 和ろうそく、燭台 http://warousokudaiyo.com/

58 Molfo MOLFO 京都府 テーブルウェア ヘンプブレッドバスケット・バッグ http://molfo.net/jp/

59 井助商店 isuke 京都府 テーブルウェア 漆器 http://www.isuke.co.jp

60 公長齋小菅 KOHCHOSAI 京都府 テーブルウェア 花籠、竹製テーブルウェア http://www.kohchosai.co.jp

61 中島重久堂 NJK 大阪府 ステーショナリー 鉛筆削り http://njk-brand.co.jp

62 新日本カレンダー 365notebook 大阪府 ステーショナリー ノート、メモパッド https://www.nkcalendar.co.jp/

63 平安伸銅工業 DRAW A LINE 大阪府 ホームファーニッシング 突ぱり棒・照明・棚 http://www.heianshindo.co.jp

64 東洋スチール KONSTELLA 大阪府 ファッション雑貨 アルミ合金製ブリーフケース・クラッチ・ポーチ http://www.toyosteel.jp/

65 電子技販 PCB ART moeco 大阪府 ファッション雑貨 基板アート雑貨（iPhoneケース、ICカードケース、名刺入れ） http://www.denshi-gihan.co.jp/moeco/

66 チューブロック Tublock 兵庫県 子供向け商品 知育玩具 http://tublock.jp/

67 Apreco WAKURA 兵庫県 アクセサリー 伝統工芸の端材を利用した　アクセサリー http://apreco.jp

68 TRUNK DESIGN TRUNK DESIGN 兵庫県 フレグランス お香・アロマ製品、木製器 http://trunkdesign-web.com

69 大和出版印刷 KOBEHA 兵庫県 ステーショナリー 美しく読むための紙文具 http://kobeha.com/keikaku/

70 Kobe match co ltd hibi 兵庫県 フレグランス アロマ製品 http://hibi-jp.com/

71 nap THE SUPERIOR LABOR 岡山県 クロスカテゴリー アウトドア用品　ステーショナリー http://www.nap-dog.com

72 hacomo hacomo Co., Ltd. 香川県 ステーショナリー ペーパークラフト http://www.hacomo.com

73 フクシン % PERCENT 香川県 ファッション雑貨 手袋、靴下 http://www.fukushin.co.jp/

74 AJI PROJECT AJI PROJECT 香川県 インテリアグッズ 庵治石（香川県産御影石）を使ったインテリア製品 http://www.aji-project.jp/

75 日本ケミフェルト CORCHO CORCHO 香川県 ステーショナリー ノート、メモパッド http://www.chemifelt.jp

76 ルボア CORGA / hmny / BrEAknoT 香川県 ファッション雑貨 財布、鞄等革小物製品 http://ruboa.com/

77 スウトデザイン SUNAOLAB. 福岡県 テーブルウェア 木製の日用品（食器、キッチン雑貨など） http://sunaolab.jp

78 浅野藝術 eNproduct 福岡県 キッチンウェア コーヒードリッパー、コーヒーグッズ http://enproduct.jp/

79 Crafty Crafty 大分県 ファッション雑貨 竹工芸バッグ https://crafty.amebaownd.com

80 ビバーチェ Paper Jewelry 沖縄県 アクセサリー Paper Jewelry（紙製アクセサリー） http://www.paperjewelry.jp/

【都道府県別参加企業数】

北海道 2 青森県 1 宮城県 1 秋田県 1 山形県 3

福島県 1 栃木県 1 群馬県 1 埼玉県 2 東京都 26

神奈川県 2 新潟県 2 富山県 1 石川県 2 福井県 2

山梨県 2 岐阜県 3 静岡県 2 愛知県 1 滋賀県 1

京都府 3 大阪府 5 兵庫県 5 岡山県 1 香川県 5

福岡県 2 大分県 1 沖縄県 1


