
企業ID 法人・団体名
種類別名称

カテゴリー
主要商品 会社所在地 製造地

1 株式会社ササキ工芸 生活雑貨 木製小物 01北海道 北海道

2 滝澤ベニヤ株式会社 工芸品 木製小物 01北海道 北海道

3 クラフト蒼 工芸品 木製うつわ 01北海道 北海道

4 有限会社　木村木品製作所 生活雑貨 木製インテリア雑貨 02⻘森県 青森県

5 岩手製鉄株式会社 日用品 鉄なべ 03岩⼿県 岩手県

6 有限会社冨岡商店 伝統工芸品 木製茶筒、トレイ 05秋⽥県 秋田県

7 成島焼和久井窯 伝統工芸品 成島焼陶器 06⼭形県 山形県

8 株式会社アサヒ研創 日用品 インテリアオブジェ 07福島県 福島県

9 あさか野窯 伝統工芸品 陶器 07福島県 福島県

10 齋栄織物株式会社 服飾雑貨 ストール、スカーフ 07福島県 福島県

11 株式会社38works 伝統工芸品 布製バッグ 07福島県 福島県

12 有限会社mother tool 家具、調度品 モビール 09栃⽊県 栃木県

13 株式会社今井だるま店ＮＡＹＡ 伝統工芸品 だるま 10群⾺県 群馬県

14 有限会社　悠々庵 生活雑貨 お香製品 10群⾺県 群馬県

15 有限会社山本農場 生活雑貨 こんにゃくスポンジ 10群⾺県 群馬県

16 株式会社卯三郎こけし 工芸品 こけし 10群⾺県 群馬県

17 だるま屋さく 伝統工芸品 だるま 10群⾺県 群馬県

18 吉澤指物店 生活雑貨 木製カップ、皿 10群⾺県 群馬県

19 株式会社一千乃 伝統工芸品 はりこ 10群⾺県 群馬県

20 株式会社ワイ・エス・エム 生活雑貨 照明器具 11埼⽟県 埼玉県

21 関根桐材店 日用品 桐製品 11埼⽟県 埼玉県

22 ただのやまもと 生活雑貨 紙ポーチ 11埼⽟県 埼玉県

23 株式会社武蔵野ユニフォーム 伝統工芸品 たび 11埼⽟県 埼玉県

24 株式会社柿沼人形 伝統工芸品 木目込人形 11埼⽟県 埼玉県

25 有限会社豊田彫刻工房 伝統工芸品 木製彫刻品 11埼⽟県 埼玉県

26 株式会社TRINUS 生活雑貨 文房具、バッグ、器 13東京都 東京都

27 スタジオ　バイカラー 装飾品 コンテンポラリージュエリー 13東京都 東京都

28 株式会社アンカー 伝統工芸品 ボトルオブジェ 13東京都 埼玉県

29 廣田硝子株式会社 伝統工芸品 切子グラス 13東京都 東京都

30 株式会社スガイワールド 生活雑貨 文房具 13東京都 東京都

31 株式会社キチベエ 生活雑貨 アロマ 13東京都 岐阜県

32 株式会社サプライズクリエイティブ 服飾雑貨 法被 13東京都 岡山県

33 株式会社土屋鞄製造所 服飾雑貨 革鞄、革製品 13東京都 東京都

34 株式会社　竺仙 日用品 ふきん、浴衣 13東京都 東京都

35 株式会社Duke 伝統工芸品 陶磁器 13東京都 佐賀県

36 丸枡染色株式会社 服飾雑貨 ストール、ルームシューズ 13東京都 東京都

37 株式会社　灯 伝統工芸品 照明器具 14神奈川県 神奈川県

38 株式会社フローラル工房・桂 工芸品 枯山水、箱庭 14神奈川県 神奈川県

40 株式会社山谷産業 日用品 ステンレス鍋 15新潟県 新潟県

41 合同会社アルチザン 日用品 ステンレス器 15新潟県 新潟県

42 株式会社 諏訪田製作所 生活雑貨 ステンレス刃物 15新潟県 新潟県

43 株式会社　川﨑合成樹脂 生活雑貨 コーヒーミル、調味料ミル 15新潟県 新潟県

44 株式会社富田刃物 生活雑貨 包丁、ナイフ 15新潟県 新潟県

45 丸三安田瓦工業株式会社 工芸品 陶器 15新潟県 新潟県

46 有限会社　浅野木工所 生活雑貨 園芸用品 15新潟県 新潟県

47 マルナオ株式会社 生活雑貨 木工雑貨 15新潟県 新潟県

48 天野漆器株式会社 伝統工芸品 漆器 16富⼭県 富山県
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49 株式会社　宮津商店 伝統工芸品 茶道具鉄器 16富⼭県 山形県

50 株式会社柴田漆器店 伝統工芸品 酒器、器 16富⼭県 富山県

51 株式会社松井機業場 日用品 タオル、枕カバー 16富⼭県 富山県

52 大寺幸八郎商店 伝統工芸品 青銅鋳造品 16富⼭県 富山県

53 有限会社シマタニ昇龍工房 生活雑貨 錫製品 16富⼭県 富山県

54 株式会社金森合金 伝統工芸品 青銅品 17⽯川県 石川県

55 株式会社高澤商店 生活雑貨 和ろうそく 17⽯川県 石川県

56 株式会社キッソオ 生活雑貨 ミミカキ 18福井県 福井県

57 スタイル・オブ・ジャパン株式会社 日用品 木製箸 18福井県 福井県

58 カワイ株式会社 日用品 若狭塗箸 18福井県 福井県

59 株式会社プラスティックス 日用品 店頭什器、ごみ箱 18福井県 福井県

60 Koaきゅぅと 生活雑貨 ちょうちりん 19⼭梨県 山梨県

61 RITUAL the crafts（リチュアル ザ クラフツ） 装飾品 ピアス、現代水引美術品 20⻑野県 長野県

62 ニッケン刃物株式会社 日用品 ハサミ中心の刃物 21岐⾩県 岐阜県

63 関兼次刃物株式会社 生活雑貨 包丁 21岐⾩県 岐阜県

64 壽泉窯 伝統工芸品 酒器、茶器 21岐⾩県 岐阜県

65 株式会社丸利玉樹利喜蔵商店 生活雑貨 陶磁器製品 21岐⾩県 三重県

66 株式会社マクルウ その他 マグネシウム合金福祉機器 22静岡県 静岡県

67 遠州スプリング有限会社 生活雑貨 コイルスプリング 22静岡県 静岡県

68 有限会社ぬくもり工房 伝統工芸品 遠州綿雑貨 22静岡県 静岡県

69 株式会社挽物所639 伝統工芸品 木工加工品 22静岡県 静岡県

70 有限会社　豊岡クラフト 生活雑貨 木製家具・ステーショナリー 22静岡県 静岡県

71 株式会社日翔工業 日用品 ジュエリーグラス 22静岡県 静岡県

72 N・K・F株式会社 服飾雑貨 衣料品 22静岡県 静岡県

73 東海スロートイ倶楽部 生活雑貨 くれよん、化学品 23愛知県 愛知県

74 株式会社セラミック・ジャパン 生活雑貨 陶磁器商品 23愛知県 愛知県

75 インシェント 伝統工芸品 なめし皮製品(鞄、小物） 23愛知県 愛知県

76 株式会社スズサン 伝統工芸品 衣料雑貨 23愛知県 愛知県

77 株式会社G.M.P. 日用品 土鍋 24三重県 三重県

78 ウエスティ工業株式会社 生活雑貨 クッションカバー 25滋賀県 滋賀県

79 株式会社A・STORY 伝統工芸品 友禅染革のキーホルダー 26京都府 京都府

80 有限会社　晋六 伝統工芸品 陶磁器製品 26京都府 京都府

81 小嶋織物株式会社 装飾品 ふすま紙、壁紙 26京都府 京都府

82 株式会社　陶葊 工芸品 陶磁器製品 26京都府 京都府

83 大東寝具工業株式会社 その他 ビーズクッション 26京都府 京都府

84 株式会社　東五六 伝統工芸品 京焼、清水焼 26京都府 京都府

85 ism 日用品 木製食器 26京都府 福井県

86 いろは出版株式会社 日用品 文房具、雑貨 26京都府 京都府

87 有限会社南條工房 伝統工芸品 京仏具 26京都府 京都府

88 堀内鏡工業株式会社 その他 鏡製品 27⼤阪府 大阪府

89 株式会社　中島重久堂 その他 鉛筆削り 27⼤阪府 大阪府

90 株式会社夢職人 日用品 歯ブラシ 27⼤阪府 大阪府

91 縁樹の糸　株式会社シンサイカトー 服飾雑貨 ストール 27⼤阪府 大阪府

92 TAISEI株式会社 生活雑貨 紙製文具、紙製日用品 27⼤阪府 大阪府

93 袋谷タオル合資会社 生活雑貨 タオル、ハンカチ 27⼤阪府 大阪府

94 徳永物産株式会社 服飾雑貨 皮財布 28兵庫県 兵庫県

95 有限会社井上企画・幡 服飾雑貨 布製バック、布製小物 29奈良県 奈良県

96 有限会社家具のあづま 工芸品 桐雑貨 30和歌⼭県 和歌山県

97 KISHU PLus 有限責任事業組合 工芸品 室内照明 30和歌⼭県 和歌山県
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98 株式会社タケヤリ 服飾雑貨 帆布バック 33岡⼭県 岡山県

99 株式会社ＷＨＯＶＡＬ 服飾雑貨 デニム製品 33岡⼭県 岡山県

100 セイショク株式会社 服飾雑貨 染色財布 33岡⼭県 岡山県

101 鳴瀧窯 伝統工芸品 備前焼 33岡⼭県 岡山県

102 有限会社　鎌田工芸社 工芸品 木製茶道具 33岡⼭県 岡山県

103 広島筆産業株式会社 伝統工芸品 化粧筆、書道日本画筆 34広島県 広島県

104 文進堂　畑製筆所 伝統工芸品 化粧筆、毛筆 34広島県 広島県

105 ＹＯＳＵＩ 家具、調度品 鉄製インテリア 34広島県 広島県

106 大利木材株式会社 生活雑貨 木製酒器・雑貨 36徳島県 徳島県

107 有限会社　森本建具店 伝統工芸品 木製雑貨・アクセサリー 37⾹川県 香川県

108 ユナイテッドシルク株式会社 服飾雑貨 絹織物、絹雑貨 38愛媛県 山梨県

109 イケヒコ・コーポレーション 生活雑貨 畳ヨガマット 40福岡県 福岡県

110 有限会社　伊万里商会 伝統工芸品 伊万里焼湯呑セット 41佐賀県 佐賀県

111 有限会社やま平窯元 日用品 有田焼食器 41佐賀県 佐賀県

112 株式会社大慶 日用品 有田焼調理器 41佐賀県 佐賀県

113 吉島伸一鍋島緞通株式会社 伝統工芸品 鍋島緞通、絨毯 41佐賀県 佐賀県

114 株式会社 シマブン 家具、調度品 ユニバーサルデザイン商品 41佐賀県 佐賀県

115 有限会社 金照堂 伝統工芸品 有田焼富士山グラス 41佐賀県 佐賀県

116 副島硝子工業株式会社 伝統工芸品 手作り硝子製品 41佐賀県 佐賀県

117 徳永陶磁器（株） 伝統工芸品 有田焼雑貨 41佐賀県 佐賀県

118 アリタポーセリンラボ株式会社 工芸品 有田焼食器 41佐賀県 佐賀県

119 有限会社　久保田稔製陶所 日用品 陶磁器、セラミック食器 41佐賀県 佐賀県

120 鍋島 虎仙窯 伝統工芸品 鍋島焼ティーポット 41佐賀県 佐賀県

121 株式会社ひなもり銘木 工芸品 木素材のまな板・テーブル 45宮崎県 宮崎県

122 GlassWorksちゅき 工芸品 ガラス皿 47沖縄県 沖縄県


