
 

 

地域独自の素材や技術を活かして開発した工芸品を約 140点出展 

11/20～22 feel NIPPON「技のヒット甲子園 2017＠IFFT」を開催 

（商工会議所共同出展の周知ならびに取材のお願い） 
例えば… 

① 佐野 気軽に体を鍛えつつ､インテリアとしてもマッチ ≪インテリア・ダンベル≫ 
② 名古屋 神具製造の伝統技術を活用｡天然木曽檜で作る ≪三宝ボトルクーラー≫ 
③ 泉大津 ブランケットに新価値を提案｡新統一ブランド ≪OZU LivingKet≫ 

  

 日本商工会議所（三村明夫会頭）は、11 月 20 日(月)～22 日(水)、東京ビッグサイト西ホールで開催される

インテリア・デザイン市場のための国際見本市「IFFT/インテリア ライフスタイル リビング」において、共同

展示商談会「feel NIPPON 『技のヒット甲子園 2017＠IFFT』」を開催いたします。 
 
「技のヒット甲子園」は、当所が実施する「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト（※）」を通じて開発

された全国各地の工芸品のヒット商品化ならびに販路開拓・拡大を目的としたプロジェクトです。今回の展示

商談会には、久慈（岩手）、燕（新潟）、佐野（栃木）、桐生（群馬）、名古屋（愛知）、桑名（三重）、鯖江（福

井）、京都（京都）、泉大津（大阪）、大和高田（奈良）、府中（広島）、有田（佐賀）の 12 商工会議所が、地域

独自の素材や伝統の技を活かして開発・改良した、およそ 140 点の工芸品を出展いたします。出展商品の中に

は、本年８月に当所が開催した展示販売会「技のヒット甲子園 2017＠まるごとにっぽん」を通じて得られた一

般消費者の声や専門家のアドバイスを取り入れ、さらなる改良が加えられた商品も含まれています。 
 
当所では、地方創生を具体的に進める方策として、地域資源を活用した商品開発・販路拡大の支援に取り組

んでおります。本イベントならびに、各地商工会議所や事業者の思い、アイデアにあふれる斬新な商品の数々

を、ぜひご取材くださいますようお願い申しあげます。 

（※）「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」（feel NIPPON）…当所では平成18年度より、全国の商工会議所・事業者と連携し、

地域ならではの資源を活用した「食」「技」「旅」の商品開発、および販路拡大を支援しております。（中小企業庁補助事業） 
 

【feel NIPPON 『技のヒット甲子園2017＠IFFT』】      
■開催期間：平成 29年 11月 20日（月）～22日（水） 10:00～18:00 （※22日のみ 17時まで） 

■開催場所：東京ビッグサイト 西１ホール 小間番号：B-025 （東京都江東区有明３－11－１） 

■出品内容：12商工会議所から約 140アイテムが出品予定（商品詳細は別添資料参照） 

【「技のヒット甲子園」専用サイト】http://trendy.nikkeibp.co.jp/feelnippon/ 

■出品商品一例： 

※取材をご希望の場合は、必ず下記担当までご連絡くださいますようお願い申しあげます。 
 
【問い合わせ先】日本商工会議所 地域振興部（担当：関口・堀内・志田）ＴＥＬ：03-3283-7874 

平成 29 年 11 月８日 

日 本 商 工 会 議 所 

宝飾品加工時に発生する琥珀作
業屑をちりばめ樹脂で固めた 
「POPアンバーイヤリング」 
揺れるたびに、琥珀粒が耳元で
キラリと高級感を演出。非常に
軽く、着け心地も抜群 。 

（久慈／岩手県） 

繊維の街・泉大津から、新たな
ライフスタイルグッズを提案す
る統一ブランドOZU Project｡ 
厳選素材が心地よい肌触りを生
む｢LivingKet｣は、ソファカバー
などにもなるブランケット。 

（泉大津／大阪府） 

栃木県佐野市は平安時代から
続く「天明鋳物」の産地。 
伝統を受け継ぐ鋳工所の作る
「インテリア･ダンベル」は、
１～1.5kgという気軽さと、 
女性の部屋に置いても違和感
のないデザインが特徴。 

（佐野／栃木県） 

神具｢三宝(三方)｣特有の曲げ加工技術
を活かし、全国的にも珍しい三宝専門
メーカーが作る｢三宝ボトルクーラー｣ 
素材の天然木曽檜は熱伝導率が低く、
水や氷を入れても結露せず、お湯を入
れれば熱燗も楽しめる。 

（名古屋／愛知県） 

http://trendy.nikkeibp.co.jp/feelnippon/


別添

№
所属商工

会議所
商品名 事業者

1 POPアンバーボールペン 有限会社上山琥珀工芸

2 POPアンバーイヤリング

3 POPアンバーリング

4 POPアンバーヘアゴム

5 久慈琥珀染め「反物」

6 久慈琥珀染め「ネクタイ」

7 久慈琥珀染め「スカーフ」

8 組立式ブース・キッチン ドコデモ☆クックオープン® 戸塚金属工業株式会社

9 ワンハンド チーズグレーダー 株式会社イケダ

10 天明鋳物製銚子 2合用

11 天明鋳物製銚子 IH対応

12 天明鋳物製急須

13 インテリア・ダンベル

14 ジンギスカン鍋　直径20cm

15 ジンギスカン鍋　直径23cm

16 ジンギスカン鍋　直径30cm

17 ベーゴマ（各種）

18 MITOREL Marshmallow

19 MITOREL PeaNuts

20 MITOREL chestnut

21 ニット茶羽織

22 ニット茶羽織ベスト

23 シルク市松帽子

24 3柄かすり編ストール

25 名画マフラー

26 麻・生糸ストールピンタック

27 麻・生糸ストール大

28 ネックウォーマーTSUBAKI

29 ネックウォーマー　FELT

30 麻ふきん

31 ランチョンマット

32 コースター5枚セット．ケース入り

33 カトラリーケース

34 ティッシュケース

35 緒琵ポーチ

36 緒琵細ペンケース

37 緒琵タテ型ペンケース

38 緒琵パスケース

39 緒琵ボトルキャリー

40 緒琵ポーチ大

41 緒琵テトラ

42 名古屋象嵌手鏡（仮称） 大和マーク株式会社

43 三宝ボトルクーラー（仮称） 株式会社岩田三宝製作所

44 家康の旅道具（仮称） 山勝染工株式会社

45 鋳鉄臼（コーヒー用）

46 鉄瓶Ｔｙｐｅ７　霰

47 鉄瓶Ｔｙｐｅ８　嵐

48 鉄瓶Ｔｙｐｅ9　黒

49 蚊遣り器（置き型）

50 ミニチュアマンホール

51 鉄瓶Ｔｙｐｅ８　霧

52 鉄瓶Ｔｙｐｅ９　雲

久慈

(岩手県)

CiM LiM * hm

(チムリム エイチエム)

花夢衣

燕

(新潟県)

佐野

(栃木県)
栗崎鋳工所

桐生

(群馬県)

bit capsule

大橋メリヤス

有限会社井清織物

丸中株式会社

名古屋

(愛知県)

桑名

(三重県)
桑原鋳工株式会社

「技のヒット甲子園2017＠IFFT」出展商品一覧 平成29年11月８日現在 

1/3 ※出展商品が変更になる場合があります。



№
所属商工

会議所
商品名 事業者

平成29年11月８日現在 

53 ドロップルーペ

54 シオルーペ

55 ボビンルーペ

56 ワングラス

57 ニャングラス

58 バタフライルーペ

59 バタフライルーペ　コンパクト

60 スウィングラス

61 オールタイムサングラス チタン

62 オールタイムサングラス チタンF

63 effe（エッフェ）bottle-colum

64 effe（エッフェ）bottle-prism

65 effe（エッフェ）bi-color

66 effe（エッフェ）alphabet

67 立体ふくろ＜せせらぎ＞

68 立体ふくろ＜松＞

69 優箱＜躍＞

70 グラデーションリビングケット　ラージ

71 ＬｉｖｉｎｇＫｅｔ

72 グラデーション  リビングケット　ハート

73 ＬｉｖｉｎｇＫｅｔ

74 モフモフお昼寝枕

75 ＬｉｖｉｎｇＫｅｔ　格子

76 ＬｉｖｉｎｇＫｅｔ　リバーシブル

77 ＬｉｖｉｎｇＫｅｔ

78 ＬｉｖｉｎｇＫｅｔ

79 ＬｉｖｉｎｇＫｅｔ

80 ＬｉｖｉｎｇＫｅｔ

81 ラグマット（縁取りあり）

82 ラグマット（縁取りなし）

83 ひざ掛け

84 ＬｉｖｉｎｇＫｅｔ

85 葛更紗

86 エコノレッグバリエ PLUSプラス

87 デキる男の靴下

88 くらし歩きING五本指

89 【AIR】バリエ5本指

90 シルクと綿・レーヨンの重ね履き

91 口ゴムがないので全く締め付けない靴下

92 葛更紗のアームカバー

93 あしうらウルルン

94 シルクのアームカバー

95 1枚でもシルクのあったか重ね履き

96 口ゴムが無いので締め付けにくいあったか靴下

鯖江

(福井県)

株式会社乾レンズ

プラスジャック株式会社

京都

(京都府)
有限会社YS企画

泉大津

(大阪府)

アリタ毛織株式会社

大津毛織株式会社

瀧芳株式会社

日の出毛織株式会社

松内清毛織株式会社

大和高田

(奈良県)

株式会社エコノレッグ

（西垣靴下株式会社）

2/3 ※出展商品が変更になる場合があります。



№
所属商工

会議所
商品名 事業者

平成29年11月８日現在 

97 木の国パズル

98 木製メガネ

99 木製サッカーボール

100 木製野球ボール

101 高級薬箪笥

102 高級箱箪笥(段々） 305型

103 高級印箱（大） 375型

104 高級箱箪笥 312型（絵入り）

105 高級小箪笥 61型

106 とび箱おもちゃ箱3段 トリコロ

107 とび箱おもちゃ箱3段 シンバ

108 とび箱おもちゃ箱5段 ムファサ

109 とび箱おもちゃ箱5段 トリコロDX

110 トレイ

111 ワイングラス

112 ビアカップ ビーチ

113 カッティングボード

114 スツール ビーチ

115 スツール ウォールナット

116 サイドテーブル ビーチ

117 ウッディ―バッグ トートバッグ 

118 ウッディ―バッグ トートバッグ（小） 

119 ウッディ―バッグ ローボストン 

120 ウッディ―バッグ ボストンバッグ 

121 ウッディ―バッグ ブリーフケース 

122 ウッディ―バッグ ブリーフケースＥＸ 

123 ウッディ―バッグ トートバッグＥＸ 

124 ウッディ―バッグ トートバッグＥＸ（小）

125 有田焼堺包丁ペティナイフ「濃み分け ブラスト」

126 有田焼堺包丁ペティナイフ「コスモス ブラスト」

127 有田焼堺包丁ペティナイフ「雲龍紋」

128 有田焼ミュゼグラス（２個セット）「色絵花唐草」「菊唐草」

129 押し花ミュゼグラス（２個セット）「千鳥草」「ミニバラ」

130 有田焼創業４００年記念万年筆「緑彩唐草」

131 有田焼万華鏡「色絵翔鶴絵」（卓上、ドライタイプ）

132 有田焼万華鏡「山茶花」（オイルタイプ）

133 有田焼万華鏡「オランダ人」（オイルタイプ）

134 有田焼万華鏡「染錦石竹花紋」（ペンダント）

135 有田焼万華鏡「桜」（テレイド）

136 有田焼万華鏡「宝づくし」（テレイド）

くりじん

有田

(佐賀県)
有限会社佐賀ダンボール商会

府中

(広島県)

和産業有限会社

星野木工株式会社

豊田産業株式会社

小川工芸有限会社

3/3 ※出展商品が変更になる場合があります。
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