
 

 

 

 

 

平成２５年１月３０日 

日 本 商 工 会 議 所 

 

全国から３９商工会議所が出展 

共同展示商談会｢feel NIPPON 春 2013｣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、共同展示商談会「feel NIPPON 春 2013」を東

京ビッグサイトで下記のとおり開催いたします。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）にて開発された特産品の販路開拓や、観光情報等のＰ

Ｒを目的としています。 

【「feel NIPPON 春 2013」開催概要】 

期 間：平成２５年２月６日（水）～８日（金） 

場 所：東京ビッグサイト（同時開催「第 75回東京インターナショナル・ギフト・ショー」、 

「第 13回グルメ＆ダイニングスタイルショー」） 

出展者：３９商工会議所 

 

１．「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」は平成 18年度にスタート。全国各地の商工

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開発した特産品や観光商品など

の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っています。 

２．この共同展示商談会では、各プロジェクトが新たに開発した特産品などを紹介するほか、

リビングデザインセンターOZONE とのコラボレーション展示や、（株）タニタによる同プ

ロジェクト食材を活用したレシピ公開などのスペシャルアトラクションを実施することで、

バイヤー等に広くＰＲし、商談につなげ販路開拓を進めていきます。 

※入場に際しては、事前登録もしくは当日受付が必要です。詳細は、「東京インターナショナル・ギフ

ト・ショー」もしくは「グルメ＆ダイニングスタイルショー」公式サイトをご参照ください。 

○第 75回東京インターナショナル・ギフト・ショー 

http://www.giftshow.co.jp/tigs/75tigsinvitation/index.htm 

○第 13回グルメ＆ダイニングスタイルショー 

http://www.gourmetdiningstyleshow.com/13gdsinvitation/index.htm 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

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 

地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト：http://feelnippon.jcci.or.jp/ 

mailto:z-tenkai@jcci.or.jp
http://feelnippon.jcci.or.jp/


出展者名：鹿沼商工会議所（栃木県）
ブース番号：ＦＮー３２０ 

出展者名：高松商工会議所（香川県）
ブース番号：ＦＮー３５７ 

日本一の生産量を誇る西尾の特産品「抹
茶」の食材を中心に、安心安全を考えた体
にやさしいヘルシー洋菓子を提供します。 

出展者名：焼津商工会議所（静岡県）
ブース番号：ＦＮー３３３ 

焼津の特産かつお節（本枯節）を簡単に召
し上がれるように、調味料とブレンドして
ティーパックに詰めました。調味料の含有
を極力抑え天然の素材の味わいを大切に調
合した商品です。  

別添① 

出展者名：西尾商工会議所（愛知県）
ブース番号：ＦＮー３４０ 

商品名：焼津【鰹ちゃ】】（焼津産本枯節 
      を使用）  

商品名：匠（TAKUMI）クッキー、 
     焼きドーナツ、西尾の抹茶 他 

商品名：コートハンガー、スタッキング 
      スツール、バススツール 他  

良質の杉、桧などを使用し、鹿沼組子に
代表される精度の高い加工技術により製
品化された商品をご紹介いたします。 

feel NIPPON 春 2013 出展品紹介 

次世代を担う若手の匠が中心となり、盆栽、
漆器、石材の「讃岐の匠」が競演―伝統の
技とモダンスタイルを融合させた、インテ
リア向け商品を展示いたします。 

商品名：盆栽を核に、石材や漆器などと 
      のコラボレーションによる商品 



別添②

都道府県名 商工会議所名 出展内容、ＰＲ等

網走商工会議所

網走旬ツーリズム創出プロジェクト
旬ツーリズム～触れる、学ぶ、観感、産業、スポーツ、食などの視点から網走らしい旬の素材を「ゆっくり・のんびり」味わっていただき、また行きたくな
るような「ワクワク感」を醸し出せる網走体感メニューとして創造して、滞在型・リピート型網走観光を目指します。

いちご～こぐまのいちごキャンディ
網走産いちごを活用した商品を開発～規格外イチゴを加工して付加価値を高め、市場に流通させることができる地域の特産品を開発することを目的
としています。

美唄商工会議所

まるまるびばい・魅力まるごと売り込みプロジェクト
安全で安心な北海道・美唄産の米粉を使った新たな商品開発を行い、美唄独自のブランド化を目指しつつ、ヘルシー志向の女性や健康志向の高齢
者などをターゲットとし、製造者のみならず、農業生産者との連携により、質の高い地元食材の利用とＰＲを図っています。 特に、商品を保存が可能
な形態とすることで新たな販路の開拓や備蓄も可能となり、合わせて美唄の顔となるような商品の開発を目的としています。 この結果、関連産業の
活性化を促し、地域経済全体を刺激し、消費の拡大を図り、まち全体を活性化させたいと考えています。

紋別商工会議所
「オホーツクもんべつ」特産品開発支援事業
紋別市の地域資源である農水産物（ホタテ、カニ、オホーツクはまなす牛）を、地元市民や街に訪れた方々、さらには全国各地の方々に知って頂き、
食べて頂くために、「オホーツクもんべつ」としての新商品の開発や情報発信に取り組んでいます。

青森 弘前商工会議所
JAPANプレミアム「弘前りんご」ブランド構築プロジェクト
弘前市は、全国一のりんご生産量(21％)を誇り、135年の栽培歴史があります。安全・安心がより求められている現在、無農薬・無肥料化を目指した
一次産品を活用した農商工連携による高付加価値な六次産業化をアクティブ・トレーサビリティ(積極的な生産情報開示)で目指しています。

新潟 燕商工会議所
自動車・家電部品サプライヤーによる自社商品の開発
自動車や家電などの部品サプライヤーが集積することで有名な燕地域。それらのサプライヤーが自社商品を開発するプロジェクトです。世界が認め
る燕の技術を日用品に落とし込むプロジェクトです。

七尾商工会議所
「すし王国能登七尾」と七尾の観光資源のコラボモニターツアー
七尾の代表的な食資源である「能登前寿司」と和倉温泉、長谷川等伯、花嫁のれん、山の寺寺院群などの、歴史、文化的な観光資源を組み合わせ
たモニターツアーを企画し、商品化を図ります。

珠洲商工会議所

揚げ浜式と流下式の製塩法を活かした「珠洲の塩」事業
日本海の中央部にある能登半島・珠洲市では江戸時代から塩づくりが盛んです。国の重要無形民俗文化財「能登の揚浜式製塩法の技術」を受け継
ぐ職人や「流下式製塩法」という新たな技術で産業を開こうとする職人がいる日本有数の塩の産地です。本プロジェクトではさらなる塩の産地化を目
指し、新商品や体験観光商品を開発します。

上田商工会議所

カイコと繭と紬のまち，上田地域伝統産業活性化プロジェクト
上田紬は日本三大紬の一角を占める優れた織物であり、約四百年の歴史があります。「伝統産業」を「先端技術」でリニュアルしました。上田商工会
議所が核となり、上田紬織物協同組合、上田紬販社、信州大学繊維学部、JA、上田市、長野県のいわば究極の産学官連携で上田紬活性化支援事
業を推進しています。

飯山商工会議所
峠の合戦食開発プロジェクト事業
新潟県境にある飯山市富倉地域に伝わる「富倉そば」「笹ずし」を地域資源とし、「峠の合戦食」ブランドの構築と食文化をもとにした広域観光商品や
サービス造成に取り組んでいます。集落の高齢化による担い手不足を解消するための伝承の受け皿づくりにも取り組みます。

千曲商工会議所
杏都「信州さらしな」プロジェクトフェーズⅡ
日本一のあんずの里として知られる千曲市。その「あんず」の魅力を高め広く発信していきます。地元の特色ある事業者10社が参加、あんずを活用し
た食品（和・洋菓子、パン、寿司）はじめ、あんずの木で染めたスカーフ、ブックカバーなど「まるごとあんず」をPR。

諏訪商工会議所(技)
「果汁搾り機（カジュッタ）」改良・販路拡大プロジェクト
長野県諏訪地方の精密機械加工技術とアイデアで「果汁搾り機（カジュッタ）」を考案しました。より簡便な操作・容易な保守ができるよう改良を重ね、
平成２５年初夏に発売予定です。

諏訪商工会議所(旅)
「諏訪湖周まちじゅう芸術祭」
諏訪地域は、周囲16kmの諏訪湖周に15以上の美術館・博物館が点在する、全国でもめずらしい文化施設の集積地。これらの文化施設を中心に、地
域の歴史や伝統、食文化や諏訪湖の花火を「アート」という視点で諏訪の魅力を発信し、お客様に楽しんでいただく夏のイベントです。

茅野商工会議所

機能性そばによる観光誘客事業
夏の期間限定の寒晒しそばに対し、寒晒しそばと一部同じ加工工程を経ながら、そばの実のまま搗いてつくる風味豊かな機能性手打ちそば「どうづ
きそば」の製法を確立し通年販売することで、夏以外でも特徴あるそばで集客につなげます。更に健康志向層向けに機能性の高い「そば黒粉」の商
品の展開を図ります。

岡谷商工会議所

シルクの都「岡谷」に蘇える美しき絹織物の世界へようこそ
岡谷絹のメイン素材である「あし絹糸」は、平滑で煌びやかな現代風シルクとは異なります。手引きによって繰糸するため繊度むらがあり、糸の太さ
が均一でないため機械織りができず全て手織り機で織りあげます。その結果、生まれる特長が、優しい手触りと柔らかな風合いです。岡谷市は20世
紀初頭には生糸の全国生産量の25％を占め、欧米へも輸出、生糸の都「シルク岡谷」として世界にその名を馳せていました。その製糸技術は、現在
も岡谷の地に受け継がれています。

下諏訪商工会議所
中山道下諏訪宿「神宿る下諏訪温泉」漫遊記
中山道と甲州街道が交わる交通の要衝として江戸時代に栄えた中山道随一の温泉宿場町であり、諏訪大社ゆかりの温泉が湧き出でる名所を、体
験やツアーでご紹介します。宿泊限定プランなどと併せて、下諏訪の魅力再発見に繋げ、観光交流人口の増加を目指します。

鹿沼商工会議所（食）
傷・規格外等の農産物を用いた高付加価値食品の開発
傷や規格外、売れ残り等で処分される果実や農産物を加工商品として有効活用。本事業では栃木県の特産品である「にっこり（梨）」を活用し、新しい
スイーツや菓子などの開発に取り組んでおり、果実そのもののブランド力向上と地域の新たな特産品・名産品の開発を目指しています。

鹿沼商工会議所（技）
首都圏北部地域木工、和紙、織物販路構築ネットワーク事業
地域ブランド力の強化を目的に、市場ニーズを調査し、専門家・デザイナーを交え試作品を開発し、それをもとに関係者からの意見を集約し、デザイ
ン・機能等の改良を実施し、販路展開を行っています。

小山商工会議所

「かんぴょう」の食材化と「かんぴょううどん麺」の開発プロジェクト
全国の生産量90%以上を誇る栃木県の特産品「かんぴょう」を食材として見直し、利用し易いように粉末にしました。現代食生活で不足している食物
繊維等の栄養価が高く食育・食の安心・安全を考え、地域の資源を活かした製品開発に取り組んでいます。かんぴょううどんは、栃木県産小麦を活
用した商品です。

日光商工会議所

日光水物語　地域ブランド開発委員会
自然環境・世界遺産等観光資源に頼ってきた日光の観光交流のみならず、地域資源を活用した商品を「日光水物語」として認定し、市場に投入する
取組で新たに観光交流の促進のために地域外および世界に情報発信する取組を行います。具体的な取組として、日光市全域にわたって活用できる
「日光水物語」ブランド制定とともに、日光の水を共通テーマに新商品開発と「日光水物語」の広報と販売促進を行うことにより地域の活性化の為に
事業展開しています。

群馬 桐生商工会議所

ノコギリ屋根博覧会 PART3　「ノコギリ屋根工場のあるまち桐生　～歴史が紡ぐ産業美学～」
桐生商工会議所は平成20年に開催した「ノコギリ屋根博覧会」で、数々のものづくり製品やまちづくりへの新たな芽生えをプレゼンテーションし、昨年
のfeel NIPPONでは「続ノコギリ屋根博覧会」として、先進的なファッション産業の舞台に変貌している工場を紹介しました。
今回は、ノコギリ屋根工場から創り出される伝統的な桐生織物を中心に展示し、改めて“織都・桐生”を全国に発信します。

埼玉 秩父商工会議所
織物のまち“知知夫”が復活～繊維産業の付加価値向上プロジェクト～
銘仙が流行していた時代から、およそ100年の時間が経ちました。ほぐし捺染、手織り、秩父ちぢみ・・・。変わらない心と丁寧な技術、銘仙柄のデザイ
ン性を活かし、気持ち良い・使いやすい・人に教えたくなるような商品を現代風にアレンジしアウトプットしました。

｢ｆｅｅｌ　ＮＩＰＰＯＮ 春 ２０１３｣出展者一覧

北海道

石川

長野

栃木



千葉 佐原商工会議所

江戸優り佐原町並み空間を利用した暮らしぶりブランド化事業　パート2
佐原は江戸時代から昭和の初期にかけて水運で栄えた町で、市街地を流れる小野川沿いには歴史的町並みが軒を連ねております。佐原の大祭は
関東3大山車祭りであります。江戸優り佐原は首都圏からも近く安・近・短を活かし既存交通（高速バス）を活用し、1人からでも五感＋1を満喫できま
す。また、選択の出来る体験や食事などプランも充実してます。

神奈川 厚木商工会議所

津久井在来大豆を活用した健康食品開発
津久井在来大豆は、古くから相模湖周辺地域で栽培されてきた在来種で、甘味が強いことが特徴となっており、神奈川県ではこれを「かながわブラン
ド」として認定し、ブランド維持と生産拡大・利用促進に向けた活動を行ってきています。厚木市も津久井在来大豆の主要な生産地であることから、こ
れを中心に七沢地域等の地域資源を活用した健康配慮型の食品開発を行っています。

静岡商工会議所

茶処静岡の「駅」と「お茶」をMIXした”STATION BLEND”プロジェクト｢各駅停茶」®
「各駅停茶」は、「風景を思い浮かべながら味わう日本茶」をコンセプトに、「電車」「駅」「旅」「ご当地」をMIXしました。静岡は日本の大動脈。駅も多くあ
りその土地ごとにお茶も生産されています。電車の窓から見えるお馴染みの風景を思い浮かべながら美味しい茶を飲んでいただけます。美味しいお
茶と、楽しいデザインで、お手軽なお土産にピッタリです。

焼津商工会議所
「かつお」「まぐろ」を使った新商品開発事業
焼津商工会議所では、「かつお」「まぐろ」を使った新商品を産学官連携で開発しました。新商品は、学生や小売店のバイヤー、飲食店、専門家等の
意見を取り入れながら開発した、こだわりの逸品です。是非この機会に御賞味ください。

安城商工会議所（食）

安城商工会議所「願いごとが叶うまちブランド化プロジェクト」
多くの観光客が訪れる「安城七夕まつり」を毎年8月に開催し、竹飾りの直線設置距離で日本一から「願いごと、日本一」をメインテーマにしています。
「願いごとが叶うまち安城」をコンセプトに生産量全国一位の愛知県でシェア一位を誇るイチジクと安城特産の梨を使用した新ジャンルスイーツ「願掛
けスイーツシュークリーム」の開発に取り組んでいます。

安城商工会議所（技）

ユメプラスチック製品「AnjoHearts」ブランド創出事業
月間回収量500万個を超えるペットボトルキャップを、障がい者施設にて選別することで生まれた、リサイクル材でありながらも豊かな発色を実現させ
る地域産業資源（平成23年11月30日付認定）「ユメプラスチック」を使用し、新規性に満ち溢れた工業製品地域ブランド製品の開発事業を行っていま
す。（詳細はhttp://www.anjohearts.jpを参照）

西尾商工会議所
地産地消プロジェクト
全国の生産量30%以上を占め、日本一の生産量を誇る西尾の特産品「抹茶」の食材を中心に、地元から愛されたい、馴染んでいただきたいという思
いを商品に込めました。安心安全を考えた体にやさしいヘルシー洋菓子を提供します。（詳細はhttp://www.cake-okayasu.com/）

常滑商工会議所

TOKONAME土産招き猫プロジェクト
千年の歴史、日本六古窯・常滑焼のふるさと常滑市。平成18年、陶器製の2頭身の「常滑系招き猫」をモチーフに陶磁器関係以外の事業所も加わり
発足しました。シール、手ぬぐい、お菓子、サイダーなど商品展開しています。中部国際空港セントレアのある常滑から世界中に招き猫を通じて飛躍
します！

三重 桑名商工会議所
くわな鋳物新商品開発事業
桑名商工会議所・三重県鋳物工業協同組合・桑名市と外部専門家等が協働し、一般家庭で使う日用品を開発、商品化することで、これまでマンホー
ルや建築資材等で評価されてきた「桑名鋳物」を一般ユーザーに届け、産地の活性化に繋げます。

滋賀 大津商工会議所
びわ湖・近江の1番揃い「びわいち」プロジェクト
「びわいち」とは滋賀・大津・びわ湖発祥の食材、ここでしか味わえない素材にこだわった新しいブランドです。これまで「びわいち」ブランドのスイーツ
を2つ商品化し販売をしてきました。これからも「びわいち」を様々なアイテムに普及させていく予定です。

京都 城陽商工会議所

燦彩糸プロジェクト
高貴な煌きを放つ金銀糸は、江戸時代から今日まで和装業界の重要な素材として継承され、京都山城地域はこの金銀糸の約8割を生産している全
国一の産地です。伝統の技を背景に多色化、量産化を実現した金銀糸を「光る糸」という新たな概念でブランド化したのが「燦彩糸」です。プロジェクト
では、これまであまり知られてこなかったこの素材を世に広め、新たな市場の開拓を目指しています。

姫路商工会議所
農商工が連携した姫路産砂糖復活による特産品（菓子）開発
多くの方々に姫路のお菓子を愛していただけるよう、その材料となる砂糖の原料「地元さとうきび」栽培の復活を目指し、姫路産砂糖での新しい菓子
商品の開発を開始、農商工連携を図りながら新しいブランド作りに取り組み、地域の活性化を目指します。

尼崎商工会議所
尼食倶楽部プロジェクト
あんかけチャンポンを活用した新たな観光メニューの開発に取り組み、”食の観光づくり”の推進による尼崎独自の食ブランド創設を目指しています。

龍野商工会議所
Traditional龍野　～伝統的だが輝いている～
「淡口醤油」「手延素麺」「皮革」の三大地場産業をはじめ地域産業の連携発展が期待できる商品開発改良を進めています。厳選した原料を使用した
「醤油」「手延素麺」や原材料から製品まで一貫して製造する「皮革製品」の開発・改良などに一丸となって取り組んでいます。

奈良 大和高田商工会議所

「やまとに、綿の国があります。－奈良・大和高田ー」
大和高田は古くより繊維の町として発展してきました。ものづくりの空洞化が進む中、ここには繊維技術集団が今も健在で、確かな製品を世の中に送
り出しています。みんなの持っている力を集結し発信するため地域ブランドを育てたい。それが私たちの想いです。地元で育てた綿に各社の技を込め
て作った、やさしい繊維製品を地元から全国へ届けます。

岡山 岡山商工会議所
こだわりの逸品「おかやま果実」
「晴れの国おかやまはフルーツ王国」そのことをもっと県内外にPRしていくために、岡山県産の果物を使用した、こだわりの逸品を募り、「おかやま果
実」という統一ブランドで、全国に広く発信していきます。

広島 福山商工会議所

鞆の浦全国ＰＲ・保命酒銘菓開発事業　～瀬戸内の景勝「鞆の浦」＆日本古来の薬味酒「鞆保命酒」～
薬味酒「保命酒」を江戸時代の中村家秘伝書を参考に復元する事で、生産地「鞆の浦」の新たな魅力を掘り起こすとともに、新たな飲み方の提案やイ
ベントを開催することにより歴史に名高い旧跡や名所、古寺のある「鞆の浦」を全国にPRしました。また、今年度は高度数の「新たな保命酒」を開発し
ました。

香川 高松商工会議所
高松商工会議所BONSAIブランド化推進プロジェクト
江戸時代から受け継がれてきた盆栽の全国における競争力強化と高松ブランドの確立、盆栽ファンの拡大を目的として「髙松盆栽塾」研修プログラ
ムおよび「讃岐の技・匠」体験プログラム開発、試作品開発、展示会出展等を実施します。

愛媛 今治商工会議所
今治地域特産の農水産物を活用した特産品の販路開拓プロジェクト
今治の特産品を使ったスイーツコンテストを、「東洋の地中海」といわれる「しまなみ」をテーマとして開催することで、お土産となるお菓子を多品目開
発し、それらを今治のお土産スイーツ“ごっつぉーら”ブランドとして全国にPRします。

福岡 北九州商工会議所
北九州市「食」の認定ブランドプロジェクト
地域のイメージアップと地域振興のために、北九州市にある多くの特産品の中から市民が誇れる特徴のある食材食品を、北九州市食の認定ブランド
「百万の息吹」として認定し、情報発信・販路拡大をしています。

佐賀 伊万里商工会議所

伊万里スイーツブランド連携プロジェクト
伊万里梨や黒米、ネギなどの農産物を利用した「スイーツ」や「デザート」などの特産品を開発して、伊万里がお菓子に縁のある町であることをＰＲす
る観光開発に取り組んでいます。

伊万里名物プロジェクト
伊万里を代表する特産品として、伊万里牛や伊万里ねぎ等の農産物を加工して新たな伊万里名物の特産品となる新商品開発を行っています。ま
た、これら加工食品の贈答用容器として伊万里鍋島焼の容器を開発をし、農商工の地域連携を強化して地域ブランドの品質向上を図っています。

兵庫

静岡

愛知


	130130ギフトショープレス鑑文.pdf
	別添①事例
	別添②feelNIPPON春2013出展者一覧

