
都道府県 商工会議所名 商品名＇ブランド名（ 商品概要 価格(税込)

室蘭商工会議所 室蘭カレーラーメン
伝統あるゴルフ倶楽部内のレストランで、北海道の食材にこ
だわり作り上げたカレーラーメンを手軽に楽しんで頂けるよう
にレトルトに。

980

ひまわり油「北の輝き」
名寄産100％ひまわり種子を圧搾一番搾りのみを使用した完
全無添加、健康で自然なひまわり油。

1,365

雪とまちあわせ(和チーズケーキ)
名寄の特産品である米を使用し、クリームチーズに米粉を合
わせ、求肥で包んだスイーツ。

350

お星様のおさんぽ「ムース姫」
名寄で発見された新品種の苺「ティンカーベリー」の規格外
品を有効活用。3層それぞれの味を楽しんだり、混ぜて食べ
る事で違う味も楽しめます。

320

お星様のおさんぽ「いちご姫」
名寄で発見された新品種の苺「ティンカーベリー」の規格外
品を有効活用。3層それぞれの味を楽しんだり、混ぜて食べ
る事で違う味も楽しめます。

320

磨き屋シンジケートのステンレスエコ
カップ

カップ内面を磨くことでクリーミーな泡が発生、発泡酒はまる
で生ビールのように。

2,300

磨き屋シンジケートのビアゴブレット
カップ内面を磨くことでクリーミーな泡が発生、ビールがさらに
美味しく。

2,500

Made in Tsubame 鎚起銅器冷酒盃
＇赤（

銅の触媒効果により日本酒がさらに美味しく。 5,800

Made in Tsubame 鎚起銅器冷酒盃
＇青（

銅の触媒効果により日本酒がさらに美味しく。 7,800

チューリップ　プリザーブドフラワーアレ
ンジメント

チューリップの産地でプリザーブド加工からアレンジメント作
成まで一貫して地元で行った、純五泉産の新しいお花のギフ
ト。

3,200

ナチュラルネックウォーマー＇花ウォー
マーシリーズ（

シルク糸と広島県備後の和紙撚糸を組み合わせたネック
ウォーマー。通気性、保温性、保湿性に優れ、さらりとした肌
触りの着け心地。

3,000

長野県 下諏訪商工会議所 信濃之國下諏訪　七福味噌
信州特産の味噌の中に7つの食材＇りんご、くるみ、玉葱、生
姜、にんにく、胡麻、くこの実（を練り込んだ万能調味料。

700

かんぴょううどん5袋入ギフトボックス
もちもちした触感が特徴的。食物繊維・カルシウム・カリウム
等を含んだ夕顔の粉末を10%配合。

2,500

かんぴょううどん
もちもちした触感が特徴的。食物繊維・カルシウム・カリウム
等を含んだ夕顔の粉末を10%配合。

500

かんぴょううどん2袋入ギフトボックス
もちもちした触感が特徴的。食物繊維・カルシウム・カリウム
等を含んだ夕顔の粉末を10%配合。

1,300

富士商工会議所 2012　干支の龍　紙ひも細工
平成24年の干支である龍をモチーフにした紙ひも細工の縁
起物。

2,520

焼津商工会議所 鰹＇かつお（魚醤ペースト
料理の味＇風味・コク（を引き立たせる焼津の「かつお」から
作った天然うまみ調味料。

600

岐阜県 可児商工会議所 里芋焼酎　土田御前＇どたごぜん（
織田信長の母＇土田御前（の出生地とされる土田の特産物里
芋を使った里芋焼酎「土田御前」。

2,300

西尾商工会議所 三河西尾っ子ぷりん
カラメルに地元特産の抹茶を使用。混ぜて食べたら口いっぱ
いに抹茶の香りが広がります。

300

いつでもラッキー　にゃっきーサイダー
幸運を呼ぶ招き猫をあしらい、甘さ・炭酸の量をひかえめにし
た、上品で飲みやすいサイダー。

250

常滑焼　金運来福　萬助猫
常滑焼「招き猫」の基本形から新たなタイプを企画、笑顔と大
きな鈴、マット調の表面仕上げ、ボディーもふっくらした招き
猫。

6,615

にぎりまねき猫巾着付＇右朱（
1000年の歴史がある常滑焼の急須の土を利用。手ざわりが
とても良くにぎったりしているとツヤが出てきます。

1,680

にぎりまねき猫巾着付＇右ごま（
1000年の歴史がある常滑焼の急須の土を利用。手ざわりが
とても良くにぎったりしているとツヤが出てきます。

1,680

にぎりまねき猫巾着付＇左よもぎ（
1000年の歴史がある常滑焼の急須の土を利用。手ざわりが
とても良くにぎったりしているとツヤが出てきます。

1,680

にぎりまねき猫巾着付＇左きなこ（
1000年の歴史がある常滑焼の急須の土を利用。手ざわりが
とても良くにぎったりしているとツヤが出てきます。

1,680

福井県 鯖江商工会議所 DINO　CHARM 身に着けていて楽しいアセテートのカラフルな色使い。 1,680

五泉商工会議所

栃木県 小山商工会議所

静岡県

愛知県

常滑商工会議所
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北海道

名寄商工会議所

新潟県

燕商工会議所



アニマルストラップ
いつも身につけていたくなる、かわいい動物の形状を眼鏡材
料のアセテートで作成。

1,280

バタフライルーペ
アセテートのカラフルな楽しさと優しさ、左右対称のデザイン
を活かし、折りたたむと倍率アップ。

8,400

てんぷルーペ
しおりがわりに使えるルーペを眼鏡材料のアセテートで作
成。

4,200

Dirocca　ブレスレット
美しい色彩と鮮やかな発色で見る人を魅了するアクセサ
リー、肌にやさしい植物性プラスチックを使用。

1,890

Dirocca　ネックレス
美しい色彩と鮮やかな発色で見る人を魅了するアクセサ
リー、肌にやさしい植物性プラスチックを使用。

7,350

滋賀県 大津商工会議所 近江びわいちサブレ
近江・びわ湖の1番揃いの伝統食材を使ったお菓子。「ゆ
ば」、「お茶」、びわ湖特産の「ふなずし」を使った3種類のサブ
レ。

630

燦彩糸ストラップ・本金厄除
燦彩糸ブランドの中核である、江戸時代から続く製法で金
箔・和紙・正絹からつくった「本金糸」を使用。燦彩糸ストラッ
プの厄除けバージョン。

3,150

燦彩糸ストラップ・ミニ
西陣織などに用いられてきた光の糸のNo.1産地が、「京くみ
ひも」とコラボレーションした逸品。

850

燦彩糸ストラップ
西陣織などに用いられてきた光の糸のNo.1産地が、「京くみ
ひも」とコラボレーションした逸品。

2,100

OSAKA旅めがね
ひとり3480円＇ファンクラブ会員2980円（～の大阪人でも知ら
ないようなディープな大阪新発見。ツアーごとに違う体験(試
食・体験・クルーズなど)が楽しめます。

北浜テラス
水都大阪のシンボル中之島の対岸に位置する北浜の土佐
堀川沿いでビルから川にせり出した「北浜テラス」を設置。現
在6店営業中。＇テラスは7つ設置済み（

水都大阪「川の駅」＆「シティクルーズ」
船着場や川沿いのレストランに休憩や案内ができる「川の
駅」を設置。また常時楽しめるクルーズを紹介。

姫の里「こすくらん　糖変木」
文化文政年間から地元の産業として名高い播州姫路のかり
んとう。

500

塩味饅頭　しほ味
播州平野を代表する播州名物。ほのかな塩味と小倉餡の甘
みとが風趣な味わいを醸し出します。

550

水牛星座キーホルダー
プラスチックにはない味わいを醸し出す水牛の角を利用した
アクセサリー。

1,500

水牛　干支根付
プラスチックにはない味わいを醸し出す水牛の角を利用した
アクセサリー。

1,800

エコノレッグ　紳士パイル口ゴム超ゆっ
たりソックス

足部がパイル編みで保温性が高く、足首部も袋編で超ゆった
り。おやすみにも履けるあったか靴下。

1,575

エコノレッグ　婦人パイル口ゴム超ゆっ
たりハイソックス

足部がパイル編みで保温性が高く、足首部も袋編で超ゆった
り。おやすみにも履けるあったか靴下。

2,100

エコノレッグ　婦人パイル口ゴム超ゆっ
たりソックス

足部がパイル編みで保温性が高く、足首部も袋編で超ゆった
り。おやすみにも履けるあったか靴下。

1,575

エコノレッグ　膝用パイル編み　ロング
サポーター

内側パイル編みで保温力が高くあたたかい。しめつけずゆっ
たりと着用できるロングタイプのサポーター。

2,100

エコノレッグ　歩きING
歩きやすく、疲れにくい、また踏ん張りがきき、運動には最
適。

1,050

エコノレッグ　うるるん　おやすみ　アー
ムウォーマー

お部屋の中でぽかぽか、気になる部分を簡単お手入れ、肌
触りの良いアームウォーマー。

1,050

エコノレッグ　うるるん　おやすみ　ハイ
ソックス

履くだけでうるおいうるるん。段階式着圧ハイソックスタイプ
サポーターでおやすみタイムで疲れ取り。

1,050

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心地よさ。肌に
やさしいうるおいのあるボディタオル。

1,470

二色組ストール
ナチュラル素材を使用した保温グッズ。オーガニック素材の2
色のストールをアレンジ出来る様に1パッケージに。

3,885

セーター屋さんが作ったレッグウォー
マー

セーター製造工場がつくった伸縮性のあるゆったりしたレッグ
ウォーマー。しめつけず、やさしく包みます。

2,940

顔を洗う「やわらかタオル」
天然素材でフェイスケア。オーガニックコットンを使用した、
フェイス専用タオル。

735

森のしずく石けん
奈良の自然の恵み「吉野葛」を使用、ナチュラルなライフスタ
イルにぴったり。

1,575

KUZU-WASHI
吉野葛をわしの糸にした織物。洗い心地がよく吸収性の高い
ボディタオル。

1,890

鯖江商工会議所

京都府

鯖江商工会議所

大阪府 大阪商工会議所

兵庫県 姫路商工会議所

福井県

奈良県 大和高田商工会議所

城陽商工会議所



ORGANIC-GARDEN 長袖タートル
古来、お歯黒や白髪染めに使われていた植物染料、五倍子
を染色原料として特殊技法により染色した長袖タートル。

8,925

ORGANIC-GARDEN ロングレギンス
古来、お歯黒や白髪染めに使われていた植物染料、五倍子
を染色原料として特殊技法により染色したロングレギンス。

8,400

ORGANIC-GARDEN レギュラーレギン
ス

古来、お歯黒や白髪染めに使われていた植物染料、五倍子
を染色原料として特殊技法により染色したレギュラーレギン
ス。

6,300

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み、梅エキスを自然抽
出、柔らかい酸味が特徴。

630

こぉか茶
石見の素朴な野草茶。香ばしい風味がどこか懐かしい田舎
の素朴な美味しいお茶。

525

フルーティ　あまざけ
冷やしておいしい果汁入のあまざけ。岡山県産の原材料の
み使用、無添加・ノンアルコールなのでお子様でも安心。

525

Fruits　du　Soleil＇フリュイ・ド・ソレイユ（
岡山の果物の美味しさを凝縮。今までにないフレッシュな味
わいのコンフィチュール＇ジャム（。

630

桃のフルーツプリン
岡山県産の桃を3種類使用した、とろけるような食感のような
フルーツプリンです。

252

佐賀県 伊万里商工会議所 伊万里ねぎスープ＇コラーゲン入り（
伊万里ねぎの香りやチキンコンソメベースに胡麻とコラーゲ
ンを入れたあっさりしたスープ。焼飯やパスタの味付けにも。

500

大川商工会議所 紫彩のり佃煮＇大川コンセルヴ（
海苔本来の旨みが残った佃煮。ご飯のお供はもちろんのこ
と、酒の肴にも。

1,050

くろころみかん
大牟田の名物「上内＇かみうち（みかん」がまるごと入った大
福。竹炭を練りこんだお餅に白餡とみかんが1個、甘さと酸味
のバランスが絶妙。

1,000

楽しみかん
地元の「上内みかん」をパウダーにして柔らかい餡に混ぜた
食べやすい焼き菓子。

600

熊本県 八代商工会議所 熊本～八代育ち　晩白柚せっけん「ゆ」
晩白柚＇ばんぺいゆ（精油と果皮微粉末、美人の湯として知
られる軟らかい泉質の日奈久温泉水をふんだんに練り込ん
だ「八代育ち～晩白柚せっけん“ゆ”」。

580

奈良県 大和高田商工会議所

福岡県

大牟田商工会議所

島根県 大田商工会議所

岡山県 岡山商工会議所



「feel NIPPON 新しい食・旅、そして技」商品のご紹介

信州特産の味噌の中に、７つの食材（りんご、
くるみ、玉葱、生姜、にんにく、胡麻、くこの
実）を練り込んだ万能調味料。
１個（税込）￥700

【信濃之國下諏訪 七福味噌：

下諏訪商工会議所（長野県）】

【近江びわいちサブレ：

大津商工会議所（滋賀県）】

近江・びわ湖の1番揃いの伝統食材を使った
お菓子。「ゆば」、「お茶」、びわ湖特産の「ふ
なずし」を使った３種類のサブレ。
１ケース３点入り （税込） ￥630

職人集団「磨き屋シンジケート」の技術の粋
を集めて製作。カップ内面を磨くことでク
リーミーな泡が発生し、発泡酒はまるで生
ビールのような味わいへと変化する。
１個（税込）￥2,300

【熊本～八代育ち 晩白柚せっけん「ゆ」：

八代商工会議所（熊本県）】

世界最大の柑橘類である晩白柚（ばんぺい
ゆ）精油と果皮微粉末、美人の湯として知ら
れる軟らかい泉質の日奈久温泉水をふんだ
んに練り込んだせっけん。
１房（税込）：￥580

【磨き屋シンジケートのステンレスエコカップ：

燕商工会議所（新潟県） 】

別添①
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