
 

 

平成２５年１月１５日 

日 本 商 工 会 議 所 

 

地域力活用新事業∞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』と『技』」in丸ビルの開催について 

（周知ならびに取材のお願い） 

 

 日本商工会議所（岡村正会頭）は、地域力活用新事業∞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』と『技』」を、下記のとおり開催いたします。 

 

【「feel NIPPON 新しい『食』と『技』」開催概要】 
 

開催期間：平成２５年１月１９日（土）～２４日（木）１１：００～２０：００ 

開催場所：丸ビル（1F イベントスペース：マルキューブ） 

 出品内容：１８商工会議所 ７４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「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」は、

各地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

観光開発などを行い、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．本販売会は、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です。販売会に先立ち実施した商品評価会で

抽出した各商品の特徴やポイントを表示し、販売促進効果を検証します。 

 

３．テストマーケティングは、首都圏において平成２１年度から実施しており、２１

年度のプランタン銀座・松屋銀座、２２年度の大丸東京店、２３年度の東武百貨店

池袋店での開催に引き続き、今回で４回目の実施となります。 

 

【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 松浦、林田、吉澤 

 ＴＥＬ：０３－３２８３－７８６４ E-mail：z-tenkai@jcci.or.jp 



「feel NIPPON 新しい『食』と『技』」商品のご紹介 

丹精込めて育てた竹原産の筍を使い、赤ワイ
ンとスパイシーな香辛料の洋風「Wine」と柚子
を利かせた和風「White」。紅白で慶事贈答用
としてもおすすめの品となっている。 
１セット（税込）￥3,500 

【生たけのこピクルス Wine＆White： 

      竹原商工会議所（広島県）】 

【妙高の塩こうじ、妙高のしょうゆ麹： 

     新井商工会議所（新潟県）】 

妙高山の米（新潟産）を使用し、80年のこう
じ造りで出来た傘寿糀。アミノ酸がたっぷり
で、食材に深い旨みが出る。 
各種（税込）￥350 

優れた加工技術を持つ大和高田の繊維
メーカーと大和高田で手間暇かけて育てた
綿の二つが合わさり、肌に優しい製品となっ
ている。他にも様々なシリーズを展開。 
１足（税込）￥1,260 

【りんごの木のカトラリー： 

        弘前商工会議所（青森県）】 

加工の難しいリンゴの木を使い、しっとりと滑
らかな質感のある木肌と木目と色目の面白
さを活かしたホッコリとしたデザインとなってい
る。 
各種（税込）￥300～4,500 

   【大和もめん ぽわぽわソックス： 

      大和高田商工会議所（奈良県） 】 

別添① 



別添②

【食品　部門】

都道府県 商工会議所名 商品名（ブランド名） 商品概要
予定価格(税

込)

美幌商工会議所 美幌豚醤油まるまんま
『わがまちを元気に！』と地元、高校生が規格外野菜を飼料化し、その飼
料を与えて育てた「美幌豚」を原料に全国でも類のない豚肉醤油を町のメ
ンバーが力を合わせ製造から販売まで実施。

880

元祖たらこキムチ
登別地獄漬80ｇ

530

元祖たらこキムチ
登別地獄漬150ｇ

1,000

元祖たらこキムチ
登別地獄漬300ｇ

1,980

「北海大だこ地獄漬」　80ｇ 420
「北海大だこ地獄漬」　100ｇ 525
「北海大だこ地獄漬」　200ｇ 1,029

恵庭商工会議所 恵みの庭のかりんとうかぼちゃ饅頭
平成２２年度にプロジェクトを実施し、開発した「恵みの庭のうらごしえび
すかぼちゃ」を活用した商品です。恵庭産１００％のえびすかぼちゃを中
の餡に練り込むことで地域色を出した逸品。衣の黒糖の風味と南瓜の相

398

妙高の塩こうじ 350

妙高のしょうゆ麹 350

ゆきエビバターせんべい 650

玄米サブレ 500

ゆき海老花しぐれ
新潟県妙高産の「ゆきエビ」を素材に「しぐれ煮風」の大人の生ふりかけ
に仕上げました。

980

ゆき海老茶漬け
新潟県妙高産の「ゆきエビ」を素材にエビの旨みを濃縮し、「お茶漬け」や
「おにぎり」の具材専用に仕上げました。

980

信濃之國  下諏訪  七福味噌 700

信濃之國  下諏訪  七福味噌  旨辛 700

かんぴょううどん 500

かんぴょううどん５袋入りギフトボックス 2,650

かんぴょううどんパスタ風平麺 500

かんぴょうラーメン
麺は栃木県産の小麦粉に同じく栃木県産の夕顔粉末を練り込みました。
オールメイドインとちぎのラーメン（２人前）です。

500

兵庫県 姫路商工会議所 姫路揚菓　こすくらん 播州姫路の究極のかりんとう。 400

たけのこカレー
竹原市が誇るたけのこを活用して商品を開発。竹原産たけのこを１００％
使用した和風タイプの「たけのこカレー」です。

525

生たけのこピクルス　Ｗｉｎｅ ＆ Ｗｈｉｔｅ

地元の地域資源である筍を使った通年販売できる商品を開発。丹精込め
て育てた竹原産の筍を使い、柚子を利かせた和風（White）と赤ワインとス
パイシーな香辛料の洋風（Wine）に仕上げました。紅白にすることにより
慶事贈答などにお使いいただけます。

3,500

バリィふぃーゆ（8個入り） 840

バリィふぃーゆ（14個入り） 1,470

島レモンのホワイトチョコサンド（4個入り） 680

島レモンのホワイトチョコサンド（6個入り） 1,020

しまなみリング
愛媛の特産品を使用した食材により、他県にはないオリジナル商品を製
作。他県民に知って頂けるように考えました。

1,260

福岡県 大牟田商工会議所 くろころみかん 大牟田の名物「上内みかん」がまるごと入った大福。 1,000

伊万里ねぎスープ（コラーゲン入り）
佐賀県農業者逸品づくり農業者こねぎ部門1997年受賞のねぎ名人、前田
さんの丹精込めて作った「伊万里ねぎ」の乾燥ねぎが沢山と白ごま、コ
ラーゲンが入ったチキンコンソメ味のあっさりしたスープです。

525

伊万里ねぎ塩クッキー
ねぎの用途は「鍋料理」やそば、うどんの「薬味」などが一般的です。当社
のねぎの特長は「香り」。この香りを「いつでも」、「どこでも」手軽に味わっ
てもらいたいと思い、「今までにない」ねぎ風味のクッキーを作りました。

420

ふんわりくっきぃ
伊万里の農産物を使用したスイーツで、全国の伊万里ファンの方に伊万
里の美味しさをお届けいたします。

1,470

熊本県 牛深商工会議所 ハイヤおばちゃんのしっとりふりかけ

天草の最南端にある牛深。江戸時代には海の中継基地として栄え、風待
ちの酒盛り唄として牛深ハイヤ節が生まれました。この商品はハイヤ節を
現代へ唄い継ぐ「ハイヤおばちゃん」松本信子さんが代々伝わる、特産の
「さば節」を使用したふりかけを商品化したものです。どこか懐かしい味わ
いはふるさとを思い出す美味しさです。

368

地元の食材にこだわり、さらに「医食同源」をテーマに焼き上げている。

栃木県の地域資源にこだわった商品です。国内にはわずかしか流通して
いない国産の夕顔の実を粉末にし、10％配合しました。

長寿県長野の風土が生んだ発酵食品「信州味噌」に長野県産のリンゴや
クルミなど健康にも良いとされる７つの福（食材）を練り込んだ様々な料理
に応用できる味噌。

愛媛県 今治商工会議所

長野県 下諏訪商工会議所

佐賀県 伊万里商工会議所

広島県 竹原商工会議所

「ｆｅｅｌ　ＮＩＰＰＯＮ　新しい『食』」と『技』」出品商品一覧

北海道
登別商工会議所

新潟県 新井商工会議所

地元の食材を使った商品作り。サクサクのパイ生地で、ホワイトチョコに
はったい粉を混ぜ込んだクリームをサンドしています。

地元今治大三島の有機レモンのお酒を使ったクリームタイプのサブレ。

地元の特産品である「たらこ」を丁寧にほぐし、特製キムチダレに漬け込
んでいます。たらこ自身がもつ程良い塩味とキムチダレの甘辛さのバラン
スにこだわっています。

地獄漬けといえど、お子様からお年寄りまで必ず美味しいと言って頂ける
よう、辛さ・甘さを絶妙なバランスで仕上げました。

栃木県 小山商工会議所

妙高産の米使用、80年のこうじ造りの（傘寿糀）です。アミノ産たっぷりで
深い旨みがでます。



別添②

【非食品　部門】

都道府県 商工会議所名 商品名（ブランド名） 商品概要
予定価格(税

込)

北海道 札幌商工会議所 ホワイトエステ　ハニーパック
北海道（小樽）産のはちみつから作られた栄養たっぷりでビタミンＥがカプ
セル化された保湿ジェルパックです。

200

クルミボタン（こぎん刺し）
大 840

クルミボタン（こぎん刺し）
中

630

クルミボタン（こぎん刺し）
小

525

クルミボタン（こぎん刺し）
ミニ

420

りんごの木のカトラリー
りんごの木のデザート皿

4,500

りんごの木のカトラリー
りんごの木のおしぼり置き

1,000

りんごの木のカトラリー
りんごの木の丸箸

1,400

りんごの木のカトラリー
りんごの木の角箸

1,300

りんごの木のカトラリー
りんごの木の子ども箸

1,200

りんごの木のカトラリー
りんごの木の箸置き

300

りんごの木のカトラリー
りんごの木のバターべら

800

りんごの木のカトラリー
りんごの木のジャムべら

800

りんごの木のカトラリー
りんごの木の料理べら(丸)

2,000

りんごの木のカトラリー
りんごの木の料理べら(角)

2,000

りんごの木のカトラリー
りんごの木のナプキンホルダー

800

りんごの木のカトラリー
りんごの木のカード立て

150

磨き屋シンジケートのビアゴブレット
ミラー

2,500

磨き屋シンジケートのビアゴブレット
マット

2,500

鎚起銅器冷酒盃(メイド・イン・ツバメ)
赤

5,800

鎚起銅器冷酒盃(メイド・イン・ツバメ)
青

7,800

ステンレスワインタンブラー(メイド・イン・ツ
バメ)
ミラー

5,250

ステンレスワインタンブラー(メイド・イン・ツ
バメ)
マット

5,250

長野県 下諏訪商工会議所
シャボン玉オルゴール

電気、電池を使わず　ゼンマイ（オルゴール）の力だけで動きます。 20,000

燦彩糸ストラップ 2,100

燦彩糸ストラップ・ミニ
1,050

伝統工芸士が手組みした
「本金ストラップ（化粧箱入り）」

本物にこだわり、伝統の技を結集させて完成させた極上の逸品。 48,000

燦彩糸ストラップ・本金厄除 本物にこだわる、和テイストな厄除けストラップ。 3,500

純銀靴紐
金

1,250

純銀靴紐
銀

1,250

大和もめん
シャッポ

2,500

大和もめん
シンプルソックス

1,260

大和もめん
ぽわぽわソックス

1,260

大和もめん
はらまきパンツ

3,675

大和もめん
くまちゃんベビーネックケア

1,575

大和もめん　くまちゃんパンツ
大人

3,675

大和もめん　くまちゃんパンツ
ベビー

3,150

大和もめん
vahausway ショール

16,275

大和もめん
ふわふわショール

8,190

八代育ち～ 晩白柚せっけん「ゆ」
バラ

580

八代育ち～ 晩白柚せっけん「ゆ」
8切入りセット

4,980

奈良県

「ｆｅｅｌ　ＮＩＰＰＯＮ　新しい『食』と『技』出品商品一覧

京都府

八代商工会議所熊本県

燕商工会議所新潟県

城陽商工会議所

青森県 弘前商工会議所

世界最大の柑橘類である晩白柚の独特の香りを収穫シーズンだけではな
く全国で楽しむことが出来ないかと考え、熊本高専八代キャンパスの技術
協力により水蒸気蒸留装置によるアロマオイルの抽出に成功。この天然精
油は１Kgの晩白柚果皮より１０ｃｃしか取れない貴重な精油です。この晩白
柚精油と果皮微粉末、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高級洗顔せっけんです。

大和高田商工会議所

安価で手軽、何にでも応用がきく。津軽の伝統工芸「津軽こぎん刺し」は約
300年前に衣類の補強と保湿の必要性から生まれた刺繍技術です。

日本らしい美しい仕事のものづくりで、世界でも例のない、あえて加工の難
しいりんごの木を使ったオリジナリティのあるものづくり。

金属研磨のプロフェッショナル集団「磨き屋シンジケート」が磨いたビアカッ
プ。内面をサブミクロン単位で磨くことにより、クリーミーな泡を生み出しま
す。雑味のないフルーティーなビール本来の旨味を引き出します。

1枚の銅板を叩き出しで作りだす「鎚起銅器」は300年前から燕で受け継が
れている伝統工芸です。伝統的な鎚起銅器の手法でジャパニーズモダン
なデザインの盃を作りました。放物線のような形は手になじみ、使うほどに
味が出ます。

ワインを醸造する時に熟成を進めるために樽に金属を入れます。ステンレ
スワインタンブラーはカップの内面をナノレベルで研磨することによりワイン
にほどよい触媒の効果を与え熟成を進めます。

京都・山城のプレミアム素材「燦彩糸」と、京都の伝統工芸である「京くみひ
も」とのコラボレーションアイテム。

純度99.9％の純銀を使った「純銀糸」だけで組み合わせた世界に1つしかな
い靴紐。金銀・ラメ糸生産量日本一の京都府城陽市でしかできない逸品で
す。

大和高田で育てた安全で安心な綿を素材にした、肌にやさしい繊維製品。
一番やさしさが必要な肌に。大和高田産の綿のやさしさを。
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