
台湾採択企業・商品一覧

企業・団体名 商品名 企業所在地 該当地域

岩手製鉄株式会社 ダクタイルパン 岩手県 岩手県

岩手製鉄株式会社 ダクタイルポット 岩手県 岩手県

岩手製鉄株式会社 鉄地漆螺鈿細工酒器 岩手県 岩手県

岩手製鉄株式会社 ダクタイルパン 岩手県 岩手県

岩手製鉄株式会社 ダクタイルダッチオーブン 岩手県 岩手県

2 会津ＵＶ漆グループ(株式会社保志) 会津桐ＵＶ漆塗トレイ 福島県 福島県

齋栄織物株式会社 妖精の羽塩縮オーガンジーストール（加賀友禅） 福島県 福島県

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

齋栄織物株式会社 ガランティーノ　シルクストール(小） 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

合同会社WATASI  JAPAN 着物hijab 福島県 福島県

合同会社WATASI  JAPAN 着物hijabピン 福島県 福島県

有限会社日青工業 蝶ネクタイ 茨城県 茨城県

有限会社日青工業 蝶ネクタイ 茨城県 茨城県

7 株式会社久力製作所 ペット用高級食器 茨城県 茨城県

有限会社mother tool place to be small 栃木県 栃木県

有限会社mother tool sail away 栃木県 栃木県

有限会社mother tool Looping 栃木県 栃木県

ただのやまもと 米袋のマルチカードケース 埼玉県 埼玉県

ただのやまもと 米袋のポーチ（S） 埼玉県 埼玉県

ただのやまもと 米袋のポーチ（M） 埼玉県 埼玉県

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

株式会社武蔵野ユニフォーム トウキョウ市松 埼玉県 埼玉県

株式会社武蔵野ユニフォーム サムライブラック 埼玉県 埼玉県

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

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

12 株式会社PRODIA レインボースティック 群馬県 群馬県

株式会社ART DIVE MANAKA　房州うちわ 千葉県 千葉県

株式会社ART DIVE ヒール下駄（6.5） 千葉県 千葉県

株式会社プロビデント Norimaki 千葉県 千葉県

株式会社プロビデント 忍者乃巻 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

スタジオ　バイカラー OO:WW 東京都 東京都

スタジオ　バイカラー FK:WW 東京都 東京都

スタジオ　バイカラー デュー 東京都 東京都
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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 プランツジュエル 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

株式会社アンカー サムライボトル兜 東京都 埼玉県

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 ツミ 東京都 東京都

株式会社キチベエ ナノポット 東京都 東京都

株式会社キチベエ ミーカ 東京都 東京都

株式会社キチベエ モノリス 東京都 東京都

株式会社キチベエ カワラ 東京都 東京都

株式会社キチベエ クリンクルキャンドル 東京都 東京都

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

株式会社リバースプロジェクトトレーディング 透扇子 東京都 東京都

株式会社リバースプロジェクトトレーディング トリートメント 東京都 東京都

株式会社リバースプロジェクトトレーディング シャンプー 東京都 東京都

23 株式会社CHIYOJI･SUMIYE&COMPANY 菩薩様リング 東京都 東京都

株式会社ズーム・ティー ドクターベッタ哺乳びん ブレイン Roots Bottle 240ml 東京都 東京都

株式会社ズーム・ティー ドクターベッタ哺乳びん ブレイン SF4-240ml 東京都 東京都

株式会社ズーム・ティー ドクターベッタ哺乳びん ブレイン GF5-200ml ( フラワー ) 東京都 東京都

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

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

26 株式会社村瀬鞄行 レザーボルカ 愛知県 東京支店

大利木材株式会社 藍染杉 押し花 プレート 徳島県 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 藍染杉 酒器セット 徳島県 東京支店

大利木材株式会社 藍染 タンブラー （メープル） 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

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
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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

株式会社山崎製作所 箸置き　Fuji 静岡県 静岡県

株式会社山崎製作所 かんざし　花と四季 静岡県 静岡県

株式会社山崎製作所 かんざし　Wreath 静岡県 静岡県

栗田産業株式会社 鶴の箸置き 静岡県 静岡県

栗田産業株式会社 亀の小皿 静岡県 静岡県

栗田産業株式会社 角々ぐい呑み 静岡県 静岡県

Per Noi クラッチポーチ 静岡県 静岡県

Per Noi ワインバック 静岡県 静岡県

Per Noi ストラップ 静岡県 静岡県

33 株式会社マクルウ フラミンゴ 静岡県 静岡県

株式会社野崎製作所 スピンドル 新潟県 新潟県

株式会社野崎製作所 ワブリィ 新潟県 新潟県

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

38 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ピン 山梨県 山梨県

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

株式会社槙田商店
こもれび-ブナ-折りたたみ晴雨兼用傘、こもれび-カエデ-折りたた

み晴雨兼用傘
山梨県 山梨県

40 株式会社ギリオン 甲州印伝血流改善ペンダント 山梨県 山梨県

41 山崎織物株式会社 やすらぎえりまき 山梨県 山梨県

忠兵衛 NA 山梨県 山梨県

忠兵衛 MT 山梨県 山梨県

リチュアル ザ クラフツ Triangle Hoop 長野県 長野県

リチュアル ザ クラフツ Square Pearl 長野県 長野県

リチュアル ザ クラフツ Square Hoop I 長野県 長野県
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