
シンガポール採択企業・商品一覧

企業・団体名 商品名 企業所在地 該当地域

1 岩手製鉄株式会社 ダクタイルパン 岩手県 岩手県

2 株式会社モノラボン iron kettle - HK 岩手県 岩手県

3 齋栄織物株式会社 妖精の羽ポケットチーフ 福島県 福島県

4 有限会社久保木畳店 畳コースター 福島県 福島県

5 合同会社WATASI  JAPAN 着物hijab 福島県 福島県

6 合資会社高橋スポーツ店 刺繍浮世絵 神奈川沖浪裏 茨城県 茨城県

7 有限会社日青工業 蝶ネクタイ 茨城県 茨城県

8 有限会社mother tool sail away 栃木県 栃木県

9 ただのやまもと 米袋のポーチ（S） 埼玉県 埼玉県

10 株式会社ワイ・エス・エム LIGHT SHELF 埼玉県 埼玉県

11 株式会社武蔵野ユニフォーム イエローマジック 埼玉県 埼玉県

有限会社山本農場 こんにゃくスポンジこまち 群馬県 群馬県

有限会社山本農場 ジューシーこんにゃくスポンジ カードタイプ 群馬県 群馬県

13 株式会社PRODIA レインボースティック 群馬県 群馬県

14 株式会社ART DIVE MANAKA手ぬぐい 千葉県 千葉県

15 有限会社柴田慶信商店 白木丸弁当箱（無塗装の丸弁当箱） 秋田県 東京支店

16 スタジオ バイカラー デュー 東京都 東京都

17 株式会社 竺仙 竺仙おふきん 東京都 東京都

株式会社TRINUS 花色鉛筆 東京都 東京都

株式会社TRINUS 雪色鉛筆 東京都 東京都

株式会社TRINUS ミナモ 東京都 東京都

19 株式会社アイ・ジー・エム MYHANABI H2 東京都 東京都

20 株式会社アリアンサ 金襴フラワーモチーフブローチ＆髪飾り 東京都 東京都

21 株式会社サプライズクリエイティブ セレクトデニム法被 インディゴ 東京都 東京都

22 スタジオヒロコヒロセ きもののピロー（クッションカバー) 東京都 東京都

23 株式会社アンカー 武 ツワモノ 東京都 埼玉県

株式会社キチベエ フレグランスオイル 東京都 東京都

株式会社キチベエ ミーカ 東京都 東京都

25 株式会社リバースプロジェクトトレーディング シルクスカーフ 東京都 東京都

26 Hiragana ありがとうネックレス 10 東京都 東京都

27 株式会社Duke ロックグラス 波 金風・青風 東京都 東京都

28 プロセブン株式会社 PRO7 PAD for Safer Travel  Ｍサイズ 大阪府 東京支店

29 アデリア株式会社 日月タンブラー 愛知県 東京支店

30 小菱産業株式会社 靴下 大阪府 東京支店

31 株式会社WHOVAL "DENTO" KIMONO JACKET "WASHI ver" 岡山県 東京支店

大利木材株式会社 藍染杉 コースター 2枚セット 徳島県 東京支店

大利木材株式会社 藍染檜 ペアカップセット 徳島県 東京支店

33 株式会社 灯 煌き「雅」 神奈川県 神奈川県
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株式会社フローラル工房・桂 FUJIGOKEシート 神奈川県 神奈川県

株式会社フローラル工房・桂 FUJIGOKE枯山水キット（大) 神奈川県 神奈川県

株式会社フローラル工房・桂 FUJIGOKE枯山水キット（小) 神奈川県 神奈川県

株式会社フローラル工房・桂 FUJIGOKE枯山水キット用熊手 神奈川県 神奈川県

株式会社ダッドウェイ 桐箱乳歯ケース・たまて歯庫 神奈川県 神奈川県

株式会社ダッドウェイ おきあがり・ムックリ 神奈川県 神奈川県

株式会社日翔工業 ジュエリーグラス レックス 静岡県 静岡県

株式会社日翔工業 ジュエリーグラス ジェンダー 静岡県 静岡県

株式会社日翔工業 ジュエリーグラス マリッジ 静岡県 静岡県

37 株式会社山崎製作所 箸置き Fuji 静岡県 静岡県

38 栗田産業株式会社 亀の小皿 静岡県 静岡県

Per Noi クラッチポーチ 静岡県 静岡県

Per Noi ストラップ 静岡県 静岡県

40 株式会社カンダ メタル丼フラワー 山梨県 山梨県

合同会社アルチザン タンブラー420ml 新潟県 新潟県

合同会社アルチザン 茶筒 新潟県 新潟県

合同会社アルチザン 急須 新潟県 新潟県

株式会社ほしゆう マニュペーパー スティッキーノート（ふせん） 新潟県 新潟県

株式会社ほしゆう マニュペーパー カレンダー 新潟県 新潟県

株式会社ほしゆう マニュペーパーストレージボックス 新潟県 新潟県

丸三安田瓦工業株式会社 フラットプレート300 新潟県 新潟県

丸三安田瓦工業株式会社 酒セット 新潟県 新潟県

44 Koaきゅぅと ちょうちりん 山梨県 山梨県

45 株式会社ニッセー パーフェクトロックボルトストラップベルト 山梨県 山梨県

46 株式会社槙田商店 repel. portable umbrella 山梨県 山梨県

47 山崎織物株式会社 やすらぎえりまき 山梨県 山梨県

48 リチュアル ザ クラフツ Triangle Hoop ⾧野 ⾧野

36

39

41

42

43

34

35


