
 

2020 年 11 月 30 日   

独立行政法人 

中小企業基盤整備機構 

 

News Release 
東北３県復興支援 首都圏テストマーケティング（テスト販売） 

「みちのく いいもん うまいもん」 開催 

  

独立行政法人中小企業基盤整備機構（略称：中小機構、所在地：東京都港区、理事長：豊永厚志）

は、東北３県の地域産品を対象とした「みちのく いいもん うまいもん」首都圏テストマーケティ

ング（テスト販売）を行います。 

 

■東北３県の事業者が、自社商品の強み・課題を理解するテストマーケティングを実施 

「みちのく いいもん うまいもん」首都圏テストマーケティング（テスト販売）は、東日本大震

災で被災した中小企業・小規模事業者の販路開拓を支援することを目的に、平成２６年度より行っている、

商品力強化を行う事業です。首都圏の高質スーパーでのテスト販売を通じて、自社製品の強みや課題を理

解し、消費者の生の声を活かした商品開発など、商品の魅力向上を図ることで、今後の事業展開に役立つ

機会となっています。今年度は店舗が行う新型コロナウイルス対策を踏まえつつ、万全を期して実施いた

します。 

クイーンズ伊勢丹 品川店を始め、AKOMEYA TOKYO NEWoMan新宿、紀ノ国屋インターナショナル（青山店）

の３店舗にて、計４２日間開催します。今年度の出品事業者は、岩手県・宮城県・福島県の延べ６８社で、

各地域ならではの自慢の逸品、延べ８４品が勢揃いします。 

 

■開催概要 

 ※新型コロナウイルス感染防止に伴い、営業時間が短縮になる可能性がございます。 

 

 〇クイーンズ伊勢丹品川店 

日 時：令和 2年 12月 1日（火曜）～12月 14日（月曜）10：00～22：00 

※但し、最終日 14日(月曜)は 19:00まで  

住 所：東京都港区港南 2-18-1アトレ品川（3階） 

   

〇AKOMEYA TOKYO NEWoMan新宿 

日 時：令和 3年 1月 15日（金曜）～1月 28日（木曜）11：00～20：00 

     ※但し、最終日 28日（木曜）は、19：OOまで 

  住 所：東京都新宿区新宿 4-1-6 NEWoMan新宿 1階 

  

〇紀ノ国屋インターナショナル（青山店） 

日 時：令和 3年 2月 15日（月曜）～2月 28日（日曜）9：30～20：30（予定） 

     ※但し、最終日 28日（日曜）は、17：OOまで 

   住 所：東京都港区北青山 3-11-7 Aoビル B1階 

 

 詳しくは、「みちのく いいもん うまいもん」のホームページでご確認ください。 

（https://umaimon.smrj.go.jp/） 

https://umaimon.smrj.go.jp/


 ＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞ 

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーショ

ンや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。

経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支

援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、

関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。 

 

 

  

【本件に関するお問い合わせ先】 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 震災復興支援部復興支援課 担当：永塚 

住所：東京都港区虎ノ門 3-5-1虎ノ門 37森ビル 電話：03-5470-1565 



（別紙） 

■クイーンズ伊勢丹品川店 出品情報        ■AKOMEYA TOKYO NEWoMan新宿 出品情報 

被災県

1 「：」～colon～ころん

2 ある、なし小皿

福島県 2 株式会社かねまん本舗 3 燻しかま（チーズ）

福島県 3 株式会社おのざき 4 厚揚げソフトかまぼこ

5 えごまドレッシング

6 みそしそ巻（はちみつ）

7
長久保のしそ巻

ミニパック1本入れ 2連10ヶ

8 おここさん　いちごのピクルス

福島県 6 合資会社旭屋 9 なみえ焼そば2食袋入り

宮城県 7 蔵王プロヴァンスファーム 10 倉繁さんちのドリンクヨーグルト

宮城県 8 株式会社一ノ蔵 11 一ノ蔵　あま酒

12
コラーゲンスープ

鶏がら醤油

13
コラーゲンスープ

ピリ辛ジャン

宮城県 10 株式会社秋茜 14 肉屋　牛たんカレー

15 さんかく恩むす美　マイギフト

16 ササニシキのパンケーキミックス

宮城県 12 石川食品株式会社 17 国産うま煮里いも

岩手県 13 組羅人 18 組紐小物入れ

岩手県 14 有限会社高善商店 19
クエン酸とビフィズス菌の有機発芽

玄米甘酒

岩手県 15 有限会社菅生 20 いさだ舞

21 バリバリ元気

22 ちび丸まめごろう箱

岩手県 17 大西ファーム株式会社 23
バーニャカウダ　岩手県産にんにく

と国産アンチョビ

岩手県 18 株式会社北三陸ファクトリー 24
洋野うに牧場の四年うに「蒸し」(キ

タムラサキウニ)

岩手県 19 株式会社麹屋もとみや 25 麹屋の山葡萄甘酒

岩手県 20 有限会社健美 26 十穀いわて

27 鐵五郎の三陸わかめ

28 新芽茎わかめ

岩手県 22 株式会社澤田屋 29 鬼の目に涙

会社名 商品名

AKOMEYA TOKYO NEWoMan新宿

（令和3年1月15日～28日）

山口商店

岩手県

岩手県

福島県

21

気仙沼ほてい株式会社

齋田農園

宮城県

宮城県

福島県

西野屋食品株式会社福島県 4

有限会社井上窯

有限会社長久保食品

9

16

5

11

1

株式会社小松製菓

被災県

1 酪王カフェオレ300ml

2 酪王いちごオレ300ml

3 クリームチーズのみそ漬

4 黒胡椒クリームチーズのみそ漬

5 ふきのとうみそ

6 きゃらぶき

福島県 4 株式会社五十嵐製麺 7
ベジタリアン向け喜多方旨辛ラーメ

ン3食

宮城県 5 末永九兵衛商店株式会社 8
九兵衛屋　銀鮭焼きほぐし　「オレ

の塩びき」

9 宮城の海苔名人

10 和食焼ばらのり

宮城県 7 コンストラクト・モーメント 11
なかむラー油　緑ラベル(宮城県産ニ

ンニク使用)

宮城県 8 株式会社GRA 12 ミガキイチゴバター

宮城県 9 有限会社大永商店 13 グリーンパール納豆　こつぶちゃん

宮城県 10 株式会社木の屋石巻水産 14 ニタリ鯨すじ肉味付け

15 みそ饅頭

16 ずんだ餅パイ

宮城県 12 株式会社七ヶ浜ハーバースクエア 17 シチノ百年樹バウム

宮城県 13 有限会社丸繁商店 18 うまネバ　めかぶ

宮城県 14 有限会社マルキチ阿部商店 19 カレーそぼろ

宮城県 15 石巻フーズ 20 金華鯖　まるごと炊き込みご飯の素

岩手県 16 大西ファーム株式会社 21
バーニャカウダ　岩手県産にんにく

と国産アンチョビ

22 盛岡温辛麺2食スープ付

23 盛岡温めん白鍋カルビ白湯

岩手県 18 しあわせ乳業株式会社 24 ヤギミルクプリン

岩手県 19 株式会社澤田屋 25 手作り　きくいも漬

26 ダクタイルポット１６

27 ダクタイルパン１８

28
無添加手作り化粧石鹸 気仙沼大島産

椿石鹸

29 美肌オイル

株式会社菅野漬物食品

宮城県 株式会社甘仙堂

会社名 商品名

宮城県

2

3福島県

福島県

株式会社会津物産

有限会社今野商店6

酪王乳業株式会社

クイーンズ伊勢丹　品川店

（令和２年12月1日～14日）

1福島県

岩手製鉄株式会社

11

岩手県 20

21 株式会社地球の恵      岩手県

岩手県 株式会社戸田久17



■紀ノ国屋インターナショナル（青山店） 出品情報

 

被災県

福島県 1 酪王乳業株式会社 1 酪王いちごオレ300ml

福島県 2 合資会社カネキ商店 2 味丸極上黒干しさんま

福島県 3 有限会社ケーフーズ生田目 3 青唐みそこんにゃく

福島県 4 やますけ農園 4 僕のためのマヨネーズ

福島県 5 株式会社鈴畜中央ミ－ト 5
うつくしまエゴマ豚　極熟

香味和紙包み

福島県 6 株式会社みよし 6 ミニじゃんがら

宮城県 7 株式会社一ノ蔵 7 一ノ蔵　すず音GALA(ガラ)

宮城県 8 有限会社マルキチ阿部商店 8 くじらのジャーキー

宮城県 9 マルキ遠藤株式会社 9 YORIISO　　まつも

宮城県 10 はたけなか製麺株式会社 10 あかもくそば２００ｇ

宮城県 11 株式会社秋茜 11 牛たん　藻塩

宮城県 12 株式会社村上屋 12
小牛田銘菓　薄皮

山の神まんじゅう

宮城県 13 合同会社ＰＡＬ 13 えごまシフォンケーキ

宮城県 14 株式会社椎彩杜 14 椎茸かりんとう

宮城県 15 蔵王プロヴァンスファーム 15 蔵王物語ミント

宮城県 16 コンストラクト・モーメント 16 牛たんなかむラー油

宮城県 17 スカイラーク・アワノ 17
美空ひばりが愛した

しそのスパゲッティ

宮城県 18 石川食品株式会社 18
1/3日分の野菜が摂れる　10種の野

菜スープ 和風

岩手県 19 農事組合法人宮守川上流生産組合 19
１００％果汁

こだわりのブルーベリージュース

岩手県 20 株式会社北斗 20
レンジでチン無添加三陸産さば本み

りん干焼き

岩手県 21 有限会社宮古マルエイ 21 煮つけ用かれいセット

岩手県 22 佐々長醸造株式会社 22 岩手名産　生醤油

岩手県 23 八木澤商店株式会社 23 山葡萄のバルサミコ

24 嵯峨とうふ秀

25 がんもどき秀

岩手県 25 水沢米菓株式会社 26 前沢牛入り釜めし

紀ノ国屋インターナショナル（青山店）

（令和3年2月15日～28日）

会社名 商品名

24 嵯峨豆腐店岩手県


