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滝澤ベニヤ株式会社 ホビー・玩具・ゲーム 木製合板製品 北海道

株式会社モノラボン キッチン用品 鉄瓶、鋳鉄、南部鉄瓶 岩手県

株式会社京屋染物店 ファッション 作業着、野良着、かっぽう着 岩手県

有限会社東北工芸製作所 伝統工芸品 ガラス酒器、タンブラー 宮城県

成島焼和久井窯 伝統工芸品 香炉、皿、器、湯呑、酒器、ぐい呑 山形県

米沢絨毯有限会社 日用品 ラグ、チェアラグ、ブラシ、タペストリー 山形県

有限会社ツルヤ商店 伝統工芸品 籐製品 山形県

あさか野窯 伝統工芸品 陶器と木工品の組み合わせ製品 福島県

日本の伝統工芸品店　和（ライブワン） 伝統工芸品 浮世絵、ぐい呑み、焼杉水車 茨城県

スタジオ　オーク 伝統工芸品 陶器 茨城県

丘上八雲 伝統工芸品 陶磁器 茨城県

有限会社mother tool 家具・調度品 インテリアオブジェ 栃木県

有限会社八丹堂 伝統工芸品 線香 栃木県

有限会社岸印刷 日用品 文房具、インテリア、カレンダー 栃木県

株式会社今井だるま店NAYA 伝統工芸品 だるま、招き猫 群馬県

kobayashi pottery studio キッチン用品 カップ、皿 群馬県

今井だるま本舗 伝統工芸品 だるま 群馬県

有限会社吉創庵 伝統工芸品 お香、香炉、小袋 群馬県

有限会社中村染工場 伝統工芸品 手ぬぐい 群馬県

桐匠根津 キッチン用品 パンケース 群馬県

だるま屋さく 伝統工芸品 だるま 群馬県

株式会社ほんやら堂 コスメ・ビューティー フェイスケア製品 群馬県

吉澤指物店 キッチン用品 酒器、ぐい呑み、マグカップ 群馬県

株式会社ワイ・エス・エム 日用品 LED照明 埼玉県

株式会社こまむぐ ホビー・玩具・ゲーム 木製玩具、知育玩具 埼玉県

株式会社　小泉襖紙加工所 伝統工芸品 骨壺 埼玉県

小島染織工業株式会社 ホビー・玩具・ゲーム 生地、テディベア、トートバッグ、パンツ 埼玉県

有限会社相澤染工場 伝統工芸品 藍染印半纏、藍染製品加工 埼玉県

フレイムワークス 生活雑貨 ガラスペン、ガラス置物、ガラスアクセサリー 千葉県

菅原工芸硝子株式会社 キッチン用品 ガラス製品 千葉県

廣田硝子株式会社 伝統工芸品 ガラス製品 東京都

株式会社土屋鞄製造所 ファッション レザーバッグ、財布、アクセサリー 東京都

株式会社スガイワールド 日用品 文具、ギフト、オフィスアクセサリー 東京都

東京和紙株式会社 ファッション 和紙製品（アクセサリー、バッグ、座布団、ポストカード類他） 東京都

アデリア株式会社 キッチン用品 ガラス製品 東京都

株式会社山櫻 日用品 文房具、生活雑貨 東京都

渡邉製本株式会社 日用品 ノート 東京都

株式会社江東堂高橋製作所 キッチン用品 茶筒、ブリキ製お茶缶、食品保存用缶 東京都

株式会社小泉硝子製作所 キッチン用品 コーヒーポット、耐熱ガラス製品 東京都

中橋莫大小株式会社 ファッション ルームシューズ 東京都

有限会社箱義桐箱店 日用品 桐製品、 伝統文様はがき、小紋柄小箱、カメラ保存箱、食品保存箱（米、パスタ、茶 東京都

TAISEI MISHIMA DESIGN 日用品 靴べら、健康器具、ダンベル、玩具、工芸品 東京都

Maison Yoshimi 日用品 布ぞうり 東京都

株式会社エーキャンバス キッチン用品 箸、箸置き、ボウル、ティーキャニスター、トレイ 東京都

株式会社日本ロックサービス 日用品 木製品、花器 東京都

株式会社フローラル工房・桂 伝統工芸品 枯山水キット 神奈川県

株式会社まちづくり山上 伝統工芸品 中津箒 神奈川県

有限会社箱根丸山物産 伝統工芸品 寄木細工製品、からくり箱 神奈川県

株式会社テクノラボ 伝統工芸品 インテリアグッズ 神奈川県

アーネスト株式会社 キッチン用品 アイデア雑貨、調理用品、生活雑貨 新潟県

株式会社　外山刃物 日用品 剪定鋏、植木鋏、花鋏 新潟県

株式会社グリーンライフ 日用品 ガーデニング道具、バーベキューグリル 新潟県

株式会社中屋 日用品 ノコギリ、交換用ノコギリ刃 新潟県

株式会社SUS キッチン用品 チタン製テーブルウェア 新潟県
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株式会社能作 家具・調度品 真鍮インテリア製品、錫製食器 富山県

株式会社KANAYA 日用品 インテリア製品 富山県

釋永岳陶芸工房 キッチン用品 無釉陶器 富山県

株式会社松井機業 日用品 タオル、枕カバー、マスク 富山県

美術木箱うらた キッチン用品 ライスストッカー、フードストッカー 富山県

有限会社モメンタムファクトリー・Orii キッチン用品 コースター、小物トレイ 富山県

株式会社高辻製作所 日用品 真ちゅう鋳造品 富山県

大寺幸八郎商店 伝統工芸品 オブジェ 富山県

株式会社ウチキ 伝統工芸品 ステンレス製漆器タンブラー 石川県

株式会社我戸幹男商店 伝統工芸品 ボウル、トレイ、ティーキャニスター 石川県

加賀木材株式会社 日用品 エッセンシャルウォーター、エッセンシャルオイル、アロマディフューザーセット 石川県

保木　硝房 伝統工芸品 テーブルウェア 石川県

有限会社　やなせ和紙 伝統工芸品 紙容器、ブックカバー 福井県

株式会社土直漆器 伝統工芸品 漆器 福井県

株式会社兵左衛門 伝統工芸品 箸 福井県

高橋工芸 キッチン用品 茶道具セット 福井県

スタイル・オブ・ジャパン株式会社 キッチン用品 箸 福井県

株式会社プラスティックス 日用品 インテリア製品 福井県

ニッケン刃物株式会社 日用品 文具はさみ 岐阜県

株式会社　片岡ケース製作所　月光工房 日用品 ガラス、キッチン、食器、インテリア、雑貨 岐阜県

マスターズクラフト株式会社 キッチン用品 陶磁器製箸置き 岐阜県

晋山窯　ヤマツ　株式会社 伝統工芸品 陶器、インテリア 岐阜県

有限会社大橋量器 日用品 枡、木製器、インテリア、雑貨 岐阜県

有限会社 大澤刀剣 キッチン用品 包丁 岐阜県

ツチノネ工房 家具・キッチン用品 陶器、磁器インテリア 岐阜県

鈴窯 キッチン用品 陶器 岐阜県

ウッドペッカー キッチン用品 まな板 岐阜県

金正陶器株式会社 キッチン用品 陶器、テーブルウェア 岐阜県

浅野撚糸株式会社 日用品 タオル 岐阜県

株式会社F-STYLE 日用品・文具 手づくり筆記具、ペンギフト 岐阜県

壽泉窯 キッチン用品 陶器、皿、マグカップ、磁器 岐阜県

株式会社寶蓮 キッチン用品 耐熱陶器、陶磁器 岐阜県

八幡化成株式会社 日用品 ストレージ製品、バスケット 岐阜県

関兼次刃物株式会社 キッチン用品 包丁、ステーキナイフ、パン切り包丁 岐阜県

株式会社挽物所639 家具・調度品 木製品 静岡県

井上玩具煙火株式会社 ホビー・玩具・ゲーム 玩具煙火・伝統手持ち花火 静岡県

有限会社日本スエーデン 日用品 革製品 静岡県

株式会社　セラミック・ジャパン 日用品 磁器製品 愛知県

STUDIO.ZOK 家具・調度品 陶磁器、暮らし雑貨 愛知県

ヴィヴィッドアースン キッチン用品 陶器 愛知県

ブイヨン 日用品 セラミックペン、ペン皿、インクボトル 愛知県

株式会社岩田三宝製作所 キッチン用品 お弁当箱、ヒノキ製トレイ 愛知県

株式会社オコシ型紙商店 日用品・文具 伊勢型紙、ポストカード、小箱、文庫箱、照明器具、コスメ雑貨、小物、ご朱印帳 三重県

有限会社進誠堂 伝統工芸品 墨製品 三重県

J LIFE gifts 伝統工芸品 アロマ製品、花瓶カバー、ランプシェード 京都府

株式会社井助商店 伝統工芸品 漆器、食器、花器 京都府

大東寝具工業株式会社 ファッション ベッドリネン、パジャマ、ベビーギフト、ルームウェア 京都府

株式会社美研繊維 日用品 風呂敷、あずま袋、布製マスク 京都府

株式会社西川貞三郎商店 伝統工芸品 セラミック食器 京都府

インセンスキッチン 日用品 抹茶入り印香、木製香炉 京都府

晋六窯（有限会社　晋六） 伝統工芸品 陶器、テーブルウェア（急須、皿、カップ、ボウル、酒器、花器など） 京都府

一宮株式会社 家具・調度品 フロアクッション、のれん 京都府

二方屋 伝統工芸品 神仏具鳴金物、癒し製品 京都府

株式会社仁秀 キッチン用品 陶器、テーブルウェア（皿、カップ、酒器、ボウル等） 京都府
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王冠化学工業所 日用品 画材（パステル） 京都府

株式会社松栄堂 伝統工芸品 お香、匂い袋、香炉 京都府

藤田金属株式会社 キッチン用品 フライパン、ランプ、植木鉢 大阪府

神藤タオル株式会社 日用品 タオル、ガーゼタオル 大阪府

神野織物株式会社 伝統工芸品 本染め手ぬぐい、剣道面手ぬぐい、プリント手ぬぐい 大阪府

TAISEI株式会社 日用品 筆記用具 大阪府

株式会社植山テキスタイル ファッション 靴下 大阪府

株式会社　井野屋 ファッション 財布、バッグ、スモールバッグ、ハンドバッグ、カードケース 大阪府

ファスタス ホビー・玩具・ゲーム 装飾ボールペン 大阪府

株式会社夢職人 日用品 特殊コート歯ブラシ 大阪府

株式会社ルナール 日用品 ベッドリネン、入浴ミトン、ベビーグッズ、清水焼陶器 大阪府

有限会社薔薇園植物場 日用品 ガーデニングはさみ 大阪府

SOBIブランディング キッチン用品 ガラス、皿 大阪府

株式会社九櫻 ファッション 刺子生地製品 大阪府

袋谷タオル合資会社 日用品 タオル、キッチンタオル、天然染料、和紙、和紙タオル 大阪府

yuki onizuka 伝統工芸品 刺繍ジュエリー 兵庫県

有限会社 井上企画・幡 キッチン用品 ふきん、野菜袋、生活雑貨、衣類 奈良県

錦光園 伝統工芸品 墨製品 奈良県

丸山繊維産業株式会社 キッチン用品 ホームテキスタイル 奈良県

KISHU Plus 有限責任事業組合 伝統工芸品 高級インテリア照明 和歌山県

有限会社 セレネ キッチン用品 箸、マドラー 和歌山県

河合漆器産業株式会社 ファッション 漆器のアクセサリー 和歌山県

株式会社the continue. キッチン用品 リサイクル陶器製マグカップ、コーヒー雑貨 岡山県

ダイクラ 伝統工芸品 備前焼 岡山県

鳴瀧窯 伝統工芸品 備前焼 岡山県

文進堂　畑製筆所 コスメ・ビューティー メイクアップブラシ、伝統的工芸品川尻筆 広島県

情熱農園 日用品 植物活性液 山口県

株式会社　絹や 伝統工芸品 天然藍染　革製品　ステーショナリー、goods 徳島県

スタジオクララ 伝統工芸品 曲げわっぱ弁当箱 徳島県

株式会社　紙工芸やまだ 伝統工芸品 竹工芸うちわ 香川県

株式会社ボープロジェクト 伝統工芸品 箸、キッチン用品 香川県

IKEUCHI ORGANIC株式会社 日用品 オーガニックタオル、ベビー用品、ギフト 愛媛県

内外典具帖紙株式会社 伝統工芸品 和紙製品 高知県

有限会社　シラキ工芸 伝統工芸品 ミニ提灯 福岡県

浅野藝術株式会社    eNproduct 日用品 花器、コーヒードリッパー、コーヒーフィルターホルダー 福岡県

KAZUTAKA SHIOI 家具・調度品 オブジェ、ジュエリー 福岡県

株式会社三光堂商店 キッチン用品 有田焼、波佐見焼 佐賀県

有限会社篠原渓山 伝統工芸品 カップ、プレート、ボウル 佐賀県

鍋島 虎仙窯 日用品 青磁 佐賀県

有限会社松尾商店 伝統工芸品 皿、小丼 長崎県

有限会社山下陶苑 伝統工芸品 有田焼、波佐見焼 長崎県

阿蘇坊窯 キッチン用品 陶器 熊本県

株式会社ヤマチク キッチン用品 竹箸 熊本県

株式会社　長尾製作所 家具・調度品 藍染盆栽鉢 大分県

本野はきもの工業 ファッション 下駄 大分県

有限会社石仏観光センター 伝統工芸品 陶器、磁器 大分県

有限会社竹炭の里 日用品 竹炭スティック 宮崎県


