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日 本 商 工 会 議 所 

 
 
 

地域資源∞全国展開プロジェクト・テストマーケティング事業 

「feel NIPPON 新しい食・旅、そして技」の開催について 

 
 
 日本商工会議所（岡村正会頭）は、地域資源∞全国展開プロジェクト（中小企業庁

補助事業）によって開発された新たな地域産品のテスト販売会「feel NIPPON 新しい

食・旅、そして技」を、大丸東京店で下記のとおり開催いたします。 

 

 

【「feel NIPPON 新しい食・旅、そして技」開催概要】 
 

開催期間：平成２３年１月５日（水）～１１日（火） 

開催場所：大丸東京店１１階 D’s ラウンジトーキョー 

 出品内容：２８商工会議所 １１２アイテム（商品詳細は、別添資料①、②を参照） 

 
 
 
１．平成１８年度からスタートした「地域資源∞全国展開プロジェクト」は、全国の

商工会議所が地域の事業者と一丸となり、地域の資源を活かして、新商品や観光資

源などを開発し、全国規模の市場展開を目指すプロジェクトに対して幅広い支援を

行う事業です。 
 

２．本事業は、同プロジェクトにより開発された新たな地域産品について、首都圏に

おける販路の拡大と認知度の向上、品質改良のためのマーケティングデータの取得

を目的としたテストマーケティング事業です。 
 
３．本事業は、大丸東京店の地域物産展「ご当地お国自慢大会」との同時開催で実施

いたします。 
 
 
【本件に関する問い合わせ先】 

日本商工会議所 流通・地域振興部 皆藤、前田 
 ＴＥＬ：０３－３２８３－７８６４ 
 E-mail：z-tenkai@jcci.or.jp 



「feel NIPPON 新しい食・旅、そして技」商品のご紹介

栃木県の特産品「かんぴょう」にこだわっ
た商品です。粉末のかんぴょうと国産小
麦粉を合わせ、風味と旨みを生かした製
法で作られています。

商品名：かんぴょううどん

出品者：小山商工会議所（栃木県）

商品名：くろころみかん

出品者：大牟田商工会議所（福岡県）

竹炭を練りこんだお餅に、白餡と上内
みかんがまるごと1個入っています。
甘さと酸味のバランスが絶妙です。
1ケース3個入り （税込）：￥1,000

別添①

法で作られています。
1袋（税込）：￥500

1ケース3個入り （税込）：￥1,000

商品名：MOKUMOGUモクモグ木のフォーク
出品者：大川商工会議所（福岡県）

木の幹から発想を得た三つ又のフォークで
す。丸いドーナツを刺したその姿は、葉が茂
る木のようでもあり、食卓に集まる人数が増
えるほど、木は林となり森になります。木の
箸で食べ物の味が変わるように、木のフォー
クでおやつの楽しみ方も変わります。
1セット9本組（税込）：￥7,350

商品名：燦彩糸ストラップ

出品者：城陽商工会議所（京都府）

西陣織をはじめ極上の品々に用いられ
てきた光の糸・金銀糸の№１産地が、
「京くみひも」とコラボレーションし作り
上げた逸品です。
1本（税込）：￥2,100



別添②

都道府県 商工会議所名 商品名 商品概要 価格（税込）

札幌大豆　豆小雪
北海道産の素材にこだわった新食感の大豆の豆菓
子

315

もちプリ丸餃子
北海道産の小麦粉、米粉にこだわった新食感の餃
子

398

4本入くるみだんご
柔らかい団子の生地と香ばしいくるみだれが絶妙に
合わさった逸品

147

4本入醤油だんご
柔らかい団子の生地と香ばしい醤油だれが絶妙に
合わさった逸品

147

4本入胡麻だんご
柔らかい団子の生地と香ばしい胡麻だれが絶妙に
合わさった逸品

147

かんすけ　べぇいぐる
北海道の素材をふんだんに使用した米粉入りの
ベーグル

1,890

あばしりいちご　つぶつぶタイプ
そのままトッピングとして使える顆粒状に加工したい
ちご

250

あばしりいちご　スティックタイプ
好みの大きさにカットして使えるスティックタイプのい
ちご

180

こぐまのいちご（いちごのキャンディー） 網走産いちごを練り込んだキャンディー 250

こぎん刺し　くるみボタン（大） こぎん独特の風合と温もりを感じるくるみボタン 840

こぎん刺し　くるみボタン（中） こぎん独特の風合と温もりを感じるくるみボタン 630

こぎん刺し　くるみボタン（小） こぎん独特の風合と温もりを感じるくるみボタン 525

こぎん刺し　くるみボタン（ミニ） こぎん独特の風合と温もりを感じるくるみボタン 420

こぎん刺し　ブローチ（大） こぎん独特の風合と温もりを感じるブローチ 1,050

こぎん刺し　ブローチ（小） こぎん独特の風合と温もりを感じるブローチ 735

こぎん刺し　ブローチ（ピン） こぎん独特の風合と温もりを感じるブローチ 840

福島県 須賀川商工会議所 きゅうりの焼酎「すかＱ」 須賀川の朝採りきゅうりで造った焼酎 1,500

ステンレスエコカップ
燕の職人が内面を磨き仕上げを行ったステンレス
カップ

2,300

ビアゴブレット 燕の職人が内面を磨き仕上げを行ったゴブレット 2,500

鎚起銅器冷酒盃（赤） 銅の触媒の効果により日本酒が美味しくなる酒盃 5,500

鎚起銅器冷酒盃（青） 銅の触媒の効果により日本酒が美味しくなる酒盃 7,500

大豆飴（柚子）
地元産大豆を焙煎・石臼挽きした大豆粉にゆずの果
肉を加えた大豆飴

500

大豆飴（抹茶）
地元産大豆を焙煎・石臼挽きした大豆粉に抹茶を加
えた大豆飴

500

大豆飴（ドライフルーツ・シナモン）
地元産大豆を焙煎・石臼挽きした大豆粉にドライフ
ルーツを加えた大豆飴

500

輪島商工会議所 五蔵六酒セット 市内5か所にある酒蔵の地酒をセットにした商品 3,920

かんぴょううどん
栃木県の地域資源であるかんぴょうの粉末を練りこ
んだうどん

500

かんぴょううどん5袋入ギフトボックス
栃木県の地域資源であるかんぴょうの粉末を練りこ
んだうどんのセット商品

2,730

「合組茶MIXCHA　TAKUMI」(ゴウグミチャミ
クスチャタクミ）全5種

好みの配合比率でマイブレンド茶の創作が可能 3,150

「MIXCHA　Petit」（ミクスチャプチ）（茶3種
×荷姿2種合計6種）

朝、昼、夜の生活シーンをイメージして開発した新し
いブレンド茶

525

一茶人（いっさじん） 抹茶入門の茶器セット 15,750

聞茶人（ききちゃじん） 聞き茶ができる茶器セット 15,750

honoca
木工から塗装まで全て静岡で作るアロマを使った名
刺入れ

3,150

かつお魚醤ペースト 焼津の「かつお」から作った天然うまみ調味料 600

おいしく鳴り枡
ファインセラミックを埋め込み、飲み物をおいしくする
枡

2,100

冷酒ます 底板に加工を施し、スタイリッシュにした五勺枡 525

ｅｃｏ－加湿器マスト カンナくずを活用した動力を使わないエコ加湿器 6,300

茶ぼーず
全国一の抹茶の生産地の抹茶・豆乳プリンをお餅で
包んだお菓子

151

モンチャッチャ 地元特産の最高級抹茶と栗を使用したモンブラン 500

「feel NIPPON　新しい食・旅、そして技」出品商品一覧

北海道

青森県

新潟県

石川県

網走商工会議所

札幌商工会議所

七尾商工会議所

燕商工会議所

弘前商工会議所

静岡県

愛知県 西尾商工会議所

大垣商工会議所

小山商工会議所

静岡商工会議所

岐阜県

栃木県
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西尾っ子ぷりん 地元産抹茶と卵を使用した濃厚でなめらかなプリン 270

春日井サボテンのラーメン（2食入り） 粉末化したサボテンを練りこんだラーメン 580

純チタン製　福井かつき箸 眼鏡技術で作った体にやさしい箸 3,000

Dirocca アセテートリング
肌に優しい植物性プラスチックを使用した美しい色
彩と鮮やかな発色のアクセサリー

4,200

ストラップ型　御守 眼鏡職人が作ったチタン製のストラップ型御守 5,000

カード型　御守 眼鏡職人が作ったカード型御守 5,000

ルーペ 眼鏡職人が作った高級感あふれるルーペ 5,000

男の休日「ウィスキーフラスコ」波・大 日展作家　森田清照作のウィスキーフラスコ 29,400

男の休日（ウィスキーフラスコ） 和紙と漆がコラボしたウィスキーフラスコ 25,200

男の休日（フリーカップ）ケヤキ
木目の美しさを活かし、保温・冷性があるフリーカッ
プ

5,400

男の休日（ビアカップ）ケヤキ 木目の美しさを活かして作られたビアカップ 6,300

和紙照明　かぐや LEDキャンドルと天然素材を使った和紙の照明 2,415

テンプルボールペン　芯ケース 眼鏡職人が作ったボールペンの芯ケース 2,625

テンプルーペ 眼鏡職人が作ったテンプルーペ 2,625

バタフライルーペ 眼鏡職人が作ったバタフライルーペ 7,350

レッサーパンダ　ストラップ 眼鏡職人が作ったレッサーパンダのストラップ 1,260

アニマル　ストラップ 眼鏡職人が作ったアニマルストラップ 1,050

チャクラビーンズ　クリップ チタンのメガネ作りの副産材で作ったクリップ 1,000

チャクラビーンズ　ストラップ チタンのメガネ作りの副産材で作ったストラップ 700

チャクラビーンズ　ネックレス チタンのメガネ作りの副産材で作ったネックレス 1,300

チャクラビーンズ　イヤーカフ チタンのメガネ作りの副産材で作ったイヤーカフ 800

燦彩糸ストラップ
光の糸「金銀糸」と「京くみひも」がコラボレーションし
た逸品

2,100

つづれ織　名刺カード入れ
「城陽の金銀糸」・「西陣・つづれ織」など、京の伝統
工芸品の粋をつくした名刺カード入れ

2,940

つづれ織　ブックカバー
「城陽の金銀糸」を西陣織には珍しい厚地で織り込
んだブックカバー

3,675

さしすせ・ボディタオル
敏感肌におすすめする、細かい泡立ちのするボディ
タオル

1,470

さしすせ・ミニボディタオル 洗顔用、赤ちゃんの入浴タオルとして使えるタオル 735

ピタ子ちゃん　Ａ型 病院内で立て掛けたステッキの転倒を防ぐ機器 1,680

ピタ子ちゃん　Ｂ型
外出先で立て掛けたステッキの転倒を防ぐヒモ付の
機器

840

ピタ子ちゃん　Ｃ型 家庭内で立て掛けたステッキの転倒を防ぐ機器 1,050

はちみつキャラメルマカダミアナッツ
濃厚なキャラメルとはちみつをコーティングしたマカ
ダミアナッツ

315

キャラメルカシューナッツ 濃厚なキャラメルをコーティングしたカシューナッツ 315

キャラメルマカダミアナッツ 濃厚なキャラメルをコーティングしたマカダミアナッツ 315

大和木綿（茶・杉葉）ストール 地元栽培綿を県内の茶や杉葉で染色したストール 7,350

大和木綿(炭）ストール 地元栽培綿を県内の炭で染色したストール 9,450

葛根石ケン（森のしずく）
奈良の自然の恵み「吉野葛」を材料に使用した石ケ
ン

1,470

消臭効果　光触媒加工の靴下 光触媒加工により消臭効果の優れた靴下 1,200

歩きＩＮＧ　ロング
奈良グッドデザイン賞の技術デザイン賞を受賞し
た、スポーツからビジネスまで歩く為に開発された靴

1,365

歩きＩＮＧ　スポーティ
奈良マラソン公式ソックスにも選定された、吸水速乾
性が高く蒸れにくい靴下

1,050

うるるん　おやすみタイム用 段階式着圧ハイソックスタイプサポーター 1,575

うるるん　おでかけタイム用 ヒアルロン酸加工の段階式着圧ハイソックス 1,575

あし湯のぬくもり　婦人超ゆったりソックス
足部がパイル編みで保温性が良く、足首部も袋編で
ゆったりした靴下

1,575

愛知県 春日井商工会議所

奈良県 大和高田商工会議所

城陽商工会議所

鯖江商工会議所福井県

京都府

2



あし湯のぬくもり　婦人超ゆったりハイソッ
クス

足部がパイル編みでふくらはぎ部は袋編でゆったり
したハイソックス

2,100

あし湯のぬくもり　紳士超ゆったりソックス
足部がパイル編+脚部は2重袋編で保温性バツグン
な靴下

1,575

あし湯のぬくもり　ひざ上ウォーマー（サ
ポーター）

パイル編みで保温性に優れたひざ上ウォーマー 2,100

島根県 大田商工会議所 お味噌屋さんが作った梅みそだれ 石見銀山産の青梅を味噌に漬け込んだ味噌だれ 630

岡山県 高梁商工会議所 まるごとピオーネ
高梁産ピオーネの甘さと香りが活かされるように焼
き上げたケーキ

1,200

びわっ葉生うどん びわの葉の粉末が練りこまれたうどん 350

唐川おこし
国産酒米「松山三井」を、びわの特性糖蜜で一粒一
粒にコーティングしたお菓子

380

高知県 中村商工会議所 栄喜おめでたいめしのもと 宿毛湾の真鯛を使用した、たいめしのもと 840

くろころみかん
竹炭を練りこんだお餅に大牟田名物上内みかんが
まるごと入った大福

1,000

のり高菜天
大牟田の特産品「有明海苔」と「三池高菜」を魚肉す
り身に混ぜて揚げた商品

200

楽しみかん（10個入り）
大牟田名物上内みかんをパウダーにして餡に混ぜ
た10個入りの焼き菓子

1,350

楽しみかん
大牟田名物上内みかんをパウダーにして餡に混ぜ
た焼き菓子

120

ひしの実パン ひしの実の粉を練りこんだパン 862

あまおう紅茶
苺のお酒に漬け込んだ苺を丸ごと乾燥させて使用し
た紅茶

840

Okawa Palette－季節のジャム　　あまおう
ジャム

自家産の「あまおう」とバナナを使用した二層の生
ジャム

1,418

Okawa Palette－季節のジャム　　とよみつ
姫ジャム

自家産のいちじく「とよみつ姫」を使用した生ジャム 1,418

長型　カッティングボード アルダー材を使用した長型のカッティングボード 1,876

切蕪型　カッティングボード アルダー材を使用した切蕪型のカッティングボード 2,660

丸型　カッティングボード アルダー材を使用した丸型のカッティングボード 2,240

旅出しうなぎのコンフィ 筑後川で獲れた旅出しうなぎを加工したコンフィ 3,000

MOKUMOGU　モクモグ木のフォーク 木目の自然な風合いを残した三つ又の木製フォーク 7,350

めでたい菓子敷
亀や瑞雲、鏡餅、小槌にお多福など福を呼ぶ菓子
敷

3,675

ゆずのもなか（4個） 宮崎産のゆずを上質の白餡に練り込んだ最中 300

かぼすのもなか（4個） 大分産のかぼすを上質の白餡に練り込んだ最中 300

八女茶もなか（4個） 福岡八女の抹茶を上質の白餡に練り込んだ最中 300

健康す美人　あまおう酢ドリンク 筑後産のあまおうを使った酢ドリンク 1,050

伊万里牛ジャーキー 選び抜いた高品質の伊万里風牛のジャーキー 1,000

伊万里ねぎスープ（コラーゲン入り）
伊万風ねぎ（乾燥）やコラーゲンを配合したねぎスー
プ

500

熊本県 本渡商工会議所 天草荒波鯛の味噌漬け
天草のブランド鯛・天草荒波鯛を味噌漬けにした商
品

630

延岡ずばなもん　節だし筍
宮崎県延岡産の農・海産物を使用しやわらかく仕上
げた筍

350

延岡ずばなもん　節だし高菜 宮崎県延岡産の農・海産物を使用した高菜 250

日向商工会議所 シイラの生ハム
日向市漁協の漁船が水揚げしたシイラを使用した生
ハム

420

鹿児島 霧島商工会議所 フリップブック 重ねられた紙を使って作られるアニメーションブック 400

宮崎県

大川商工会議所

大牟田商工会議所

筑後商工会議所

延岡商工会議所

伊予商工会議所

伊万里商工会議所

愛媛県

福岡県

佐賀県

奈良県 大和高田商工会議所
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