
法人・団体名 種類別名称（カテゴリー） 所在地

滝澤ベニヤ株式会社 インテリア用品、ホビー、ステーショナリー 北海道

株式会社モノラボン テーブルウェア、キッチンウェア 岩手県

有限会社東北工芸製作所 テーブルウェア、インテリア用品 宮城県

株式会社アート・クラフトインターナショナル テーブルウェア 宮城県

有限会社ツルヤ商店 インテリア用品、ホビー 山形県

加藤木工 インテリア用品、ホビー 山形県

株式会社CAP テーブルウェア、インテリア用品 福島県

あさか野窯 テーブルウェア 福島県

有限会社久保木畳店 テーブルウェア 福島県

ライブワン インテリア用品 茨城県

有限会社河津商店 キッチンウェア 茨城県

株式会社澤幡製作所 テーブルウェア 茨城県

有限会社mother tool インテリア用品 栃木県

わかさま陶芸 テーブルウェア 栃木県

有限会社八丹堂 インテリア用品 栃木県

株式会社昭栄家具センター テーブルウェア、インテリア用品 栃木県

有限会社岸印刷 ステーショナリー 栃木県

株式会社今井だるま店NAYA インテリア用品 群馬県

株式会社PRODIA インテリア用品 群馬県

加藤金属工業株式会社 ステーショナリー 群馬県

kobayashi pottery studio テーブルウェア 群馬県

有限会社トラストインターナショナル ファッション 群馬県

三時(さんじ) テーブルウェア、ファッション 群馬県

有限会社藤川工芸 インテリア用品 群馬県

有限会社ミヤマ全織 日用品 群馬県

株式会社ワイ・エス・エム インテリア用品 埼玉県

森川達男家具製作所 テーブルウェア 埼玉県

HAZE インテリア用品 埼玉県

有限会社相澤染工場 ファッション 埼玉県

オフィスハーベスト ホビー、ステーショナリー 埼玉県

エディットジャパン キッチンウェア 埼玉県

KODAMAー蚕玉 ファッション、インテリア用品 埼玉県

株式会社スガイワールド ステーショナリー 東京都

廣田硝子株式会社 テーブルウェア 東京都

株式会社いしはらTokyo テーブルウェア 東京都

株式会社アロットオブ テーブルウェア、インテリア用品 東京都

株式会社わちふぃーるど ファッション、ステーショナリー 埼玉県

株式会社サプライズクリエイティブ ファッション 東京都

株式会社兵左衛門 テーブルウェア 福井県

東京和紙株式会社 ファッション、インテリア用品、ホビー 東京都

一創 テーブルウェア 東京都
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カミイソ産商株式会社 テーブルウェア、ホビー 東京都

株式会社日本ロックサービス ファッション、インテリア用品 東京都

チノア ファッション 東京都

株式会社森銀器製作所 テーブルウェア、キッチンウェア 東京都

株式会社エーキャンバス テーブルウェア 東京都

株式会社小泉硝子製作所 テーブルウェア 東京都

有限会社スクウェア テーブルウェア、キッチンウェア 東京都

リンク ファッション 東京都

渡邉製本株式会社 ステーショナリー 東京都

株式会社甲人 ファッション 東京都

株式会社ノット キッチンウェア、インテリア用品 東京都

株式会社nife インテリア用品 東京都

株式会社　銀座夏野 テーブルウェア 東京都

株式会社サエグサ ファッション、インテリア用品 東京都

株式会社 白青 テーブルウェア、インテリア用品 東京都

株式会社青花堂 テーブルウェア 東京都

株式会社ナウ産業 キッチンウェア 神奈川県

株式会社ヤブタ建設不動産 テーブルウェア、キッチンウェア、日用品 神奈川県

株式会社フローラル工房・桂 インテリア用品、ホビー 神奈川県

一菱金属株式会社 キッチンウェア 新潟県

合同会社4-bit テーブルウェア、キッチンウェア、インテリア用品 新潟県

株式会社グリーンライフ ホビー 新潟県

越乃火匠久八 ホビー 新潟県

アーネスト株式会社 キッチンウェア 新潟県

株式会社ホリエ テーブルウェア 新潟県

美術木箱うらた キッチンウェア、インテリア用品 富山県

大寺幸八郎商店 ファッション、インテリア用品 富山県

株式会社北市漆器店 テーブルウェア 石川県

ノルタ テーブルウェア、インテリア用品 石川県

株式会社プラスティックス インテリア用品 福井県

スタイル・オブ・ジャパン株式会社 テーブルウェア 福井県

有限会社　やなせ和紙 ホビー 福井県

有限会社テンジン テーブルウェア、ファッション、インテリア用品 山梨県

ニッケン刃物株式会社 キッチンウェア、日用品、ステーショナリー 岐阜県

マスターズクラフト株式会社 テーブルウェア、ファッション、インテリア用品 岐阜県

嵯峨乃や ファッション 岐阜県

家田紙工株式会社 ファッション、ステーショナリー 岐阜県

Seira Fil ホビー 岐阜県

ウッドペッカー キッチンウェア 岐阜県

株式会社蔵珍窯 テーブルウェア 岐阜県

有限会社鈴研．陶業 ファッション 岐阜県
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リス株式会社 キッチンウェア、ホビー 岐阜県

株式会社 アワサカ テーブルウェア 岐阜県

和来　夢楽 テーブルウェア 岐阜県

3RD CERAMICS テーブルウェア、インテリア用品 岐阜県

晋山窯ヤマツ　株式会社 テーブルウェア、インテリア用品 岐阜県

有限会社大澤刀剣 キッチンウェア 岐阜県

株式会社寶蓮 キッチンウェア 岐阜県

石川紙業株式会社 インテリア用品、ホビー 岐阜県

株式会社挽物所639 テーブルウェア、キッチンウェア、インテリア用品 静岡県

株式会社日翔工業 テーブルウェア 静岡県

井上玩具煙火株式会社 ホビー 静岡県

株式会社　吉蔵 テーブルウェア、インテリア用品 静岡県

株式会社iwakagu テーブルウェア、インテリア用品 静岡県

株式会社セラミック・ジャパン テーブルウェア、インテリア用品 愛知県

クラッピン・ジャム・ウッド ファッション 愛知県

株式会社鬼福 インテリア用品 愛知県

株式会社オコシ型紙商店 日用品、インテリア用品、ステーショナリー 三重県

OKKO真珠株式会社 ファッション 三重県

朝日コンサルティング有限会社 テーブルウェア、ファッション、インテリア用品 京都府

株式会社井助商店 テーブルウェア 京都府

王冠化学工業所 ホビー 京都府

株式会社仁秀 テーブルウェア 京都府

二方屋 インテリア用品 京都府

柴田良三 テーブルウェア 京都府

共栄製茶株式会社 テーブルウェア 京都府

株式会社日根野勝治郎商店 ファッション 京都府

東洋ケース株式会社 キッチンウェア 京都府

株式会社 辻商店 テーブルウェア 京都府

INCENSE KITCHEN インテリア用品 京都府

株式会社　東五六 テーブルウェア 京都府

株式会社　金高刃物老舗 ホビー 京都府

株式会社丸二 ホビー 京都府

株式会社　たち吉 テーブルウェア 京都府

紀澤 テーブルウェア 京都府

神藤タオル株式会社 日用品 大阪府

藤田金属株式会社 キッチンウェア、インテリア用品 大阪府

株式会社ルナール テーブルウェア、キッチンウェア、日用品 大阪府

株式会社河辺商会 テーブルウェア 大阪府

株式会社留河 ファッション、キッチンウェア、ステーショナリー 大阪府

株式会社九櫻 ファッション 大阪府

袋谷タオル合資会社 日用品 大阪府
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FASTAS ステーショナリー 大阪府

錦城護謨株式会社 テーブルウェア 大阪府

株式会社センショー テーブルウェア 大阪府

堀内鏡工業株式会社 日用品 大阪府

宮本株式会社 インテリア用品 大阪府

株式会社トライアード ステーショナリー 大阪府

エビス株式会社 日用品 大阪府

株式会社藤原 テーブルウェア 兵庫県

GENSO LTD テーブルウェア、インテリア用品 兵庫県

トランクデザイン株式会社 テーブルウェア、インテリア用品 兵庫県

有限会社 井上企画・幡 ファッション、キッチンウェア、日用品 奈良県

丸山繊維産業株式会社 キッチンウェア、日用品、インテリア用品 奈良県

翠華園谷村彌三郎商店 キッチンウェア 奈良県

谷岡漆芸 テーブルウェア 和歌山県

カネマサ莫大小株式会社 ファッション 和歌山県

合同会社あとあとの ホビー、ステーショナリー 鳥取県

谷口・青谷和紙株式会社 インテリア用品 鳥取県

わらじあーむ。 インテリア用品 岡山県

株式会社ＷＨＯＶＡＬ ファッション 岡山県

SAOL インテリア用品 岡山県

アモルフ株式会社 ステーショナリー 岡山県

広島筆産業株式会社 日用品、ホビー 広島県

スタジオクララ テーブルウェア、インテリア用品 徳島県

合同会社AOLA テーブルウェア 徳島県

有限会社森工芸 テーブルウェア 徳島県

長尾織布合名会社 テーブルウェア、ファッション 徳島県

株式会社蒼島 テーブルウェア、インテリア用品、ステーショナリー 香川県

株式会社紙工芸やまだ ファッション 香川県

楠橋紋織株式会社 テーブルウェア、日用品 愛媛県

内外典具帖紙株式会社 日用品、ステーショナリー 高知県

穂岐山刃物株式会社 キッチンウェア 高知県

株式会社小倉縞縞 インテリア用品 福岡県

株式会社三光堂商店 テーブルウェア 佐賀県

徳永陶磁器株式会社 テーブルウェア 佐賀県

有限会社山下陶苑 テーブルウェア、インテリア用品 長崎県

有限会社平戸洸祥団右ヱ門窯 テーブルウェア、インテリア用品 長崎県

阿蘇坊窯 テーブルウェア 熊本県

グランディッシュ合同会社 テーブルウェア 大分県

株式会社ひなもり銘木 テーブルウェア 宮崎県
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