
 
                     

 

 

 

平成 30 年 7 月 18 日 

 

東北３県の復興支援テスト販売会「みちのく応援マート」を開催 

－ 開催期間：８月 1 日～９月１４日 東京都内にて － 
 

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：高田坦

史）は、岩手県・宮城県・福島県の東北３県の地域産品を対象とした被災事業者販路開拓テストマ

ーケティング事業「みちのく応援マート」を８月１日 (水曜)～９月１４日 (金曜) の期間、東京

都内３会場で開催します。 

 本事業は、東日本大震災で被災された中小企業・小規模事業者の販路開拓支援を目的として平成

２８年度より実施しています。昨年度からは「みちのく応援マート」として開催しており、今回は

紀ノ国屋インターナショナル (東京都港区) 、イトーヨーカドー木場店 (東京都江東区) 、ＡＫＯ

ＭＥＹＡ ＴＯＫＹＯ ＮＥＷｏＭａｎ 新宿 (東京都新宿区)  の３店舗で以下のとおりそれぞれ１

４日間開催します。今回の３店舗には、東北３県の５０事業者から選りすぐりの６９商品を出品す

る予定です。(出品商品の詳細は別紙のとおりです。) 

 

＜開催概要＞ 

会場①：紀ノ国屋インターナショナル (東京都港区北青山 3-11-7 Ao ビル B1F) 

期間：８月１日 (水曜) ～１４日 (火曜) ９:３０～２１:３０ 

会場②：イトーヨーカドー木場店 (東京都江東区木場 1-5-30) 

期間：８月２２日 (水曜) ～９月４日 (火曜) １０:００～２２:００（土日は９:００～２２:００） 

会場③：ＡＫＯＭＥＹＡ ＴＯＫＹＯ ＮＥＷｏＭａｎ新宿 (東京都新宿区新宿 4-1-6 NEWoMan 新宿 1F) 

期間：９月１日 (土曜) ～１４日 (金曜) １１:００～２１:３０ 

 

<中小機構について> 

中小企業基盤整備機構は、日本の中小企業政策の総合的かつ中核的な実施機関として様々な中小企業支

援を行う経済産業省所管の独立行政法人です。全国９ヶ所の地域本部を拠点として、中小企業の事業活動

の活性化に向け、創業や新事業展開、販路開拓、海外展開、セーフティネットを含む経営基盤の強化など

の中小企業の様々な課題に対し、経営相談、研修、共済制度、ファンドを通じた資金提供など多様な支援

を実施しています。 

 

  

＜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 担当：荒井、森山 

住所：東京都港区虎ノ門 3－5－1 虎ノ門 37森ビル 電話：03-5470-1501(ダイヤルイン) 

みちのく応援マート運営事務局 PR 担当：佐々木 

TEL:03-5786-6692 FAX:050-3153-3197 Mail：sasaki@jpcooper.co.jp 



 

 

販売会場 県 事業者名

1 バーニャカウダ

2 ジンジャーエール

有限会社　丸徳 3 大粒かきの焼かまぼこ

株式会社　宏八屋 4 高級珍味　うに缶

5 細打ち八割そば

6 更科八割

マルヤ水産　株式会社 7 南三陸産牡蠣のしぐれ煮

三養水産　株式会社 8 特製オイスターカリー

有限会社　井上商店 9 さんまの佃煮

10 まぐろの尾肉水煮

11 まぐろの尾肉油漬け

株式会社　ヤママサ 12 金華さば仙台みそ煮

株式会社　TOKIO＆SALLY'S 13 仙台牛生ハム

株式会社　丸光製麺 14 気仙沼ふかひれラーメン

15 無添加手作り化粧品石けん 気仙沼大島産 椿石けん

16 宮城県産ミツロウ・椿油入り・リップクリーム

17 ももれーど

18 だいずくりーむ

19 うつくしまエゴマ豚　極熟　香味紙包み合せ味噌と林檎

20 うつくしまエゴマ豚　極熟　香味紙包み麹味噌と酒粕と林檎

株式会社　白亜館 21 会津山塩のシュークリーム

株式会社　ももがある 22 ももふる

23 人気一　ゴールド人気純米大吟醸

24 人気一　瓶内発酵スパークリング純米吟醸

有限会社　まるき水産 1 漁師の生ふりかけ・実山椒入り

2 かにリエット（かにミソ風味）100ｇ

3 かにリエット（トマト風味）100ｇ

丸一食品工業　株式会社 4 大根味噌漬

山口商店 5 鐵五郎の三陸わかめ

6 ゴマくるみゆべし切り落とし

7 はしるべし。

8 いちじょうの南蛮漬たれ

9 いちじょうの南蛮しょうが

有限会社　ケンズダイニング 10 国産小豆と金時豆のバター風味あんこ

株式会社　きちみ製麺 11 減塩スープ温麺

はたけなか製麺　株式会社 12 おやっ彩そうめん

株式会社　丸光製麺 13 気仙沼焼そば

14 サバだしラーメン

15 石巻焼きそば

有限会社　郡山アグリサービス 16 大葉ペースト

17 大根しょうゆ漬

18 旨しいたけ　ピリ辛佃煮

有限会社　やない製麺 19 伊達なもも麺

株式会社　五十嵐製麺 20 喜多方あっさり醤油味３食

株式会社　菱沼農園 21 りんごゼリー

有限会社　岡崎 22 凍みもち

23 大黒屋のくるみゆべし

24 大黒屋の黒ごまゆべし

1 中村家監修　帆立らーめん

2 日本のそば

3 いかにんじん煎餅

4 納豆食せん

岩手製鉄　株式会社 5 岩鉄鉄器・目玉焼き専用スキレット

6 もみがら玄米スープ（和風）

7 大豆ミート

狩野食品　株式会社 8 しそ巻きくるみ揚

株式会社　ももがある 9 ももぴくるす

10 にんにくの油醤油

11 雑穀ご飯の素おきあみ

12 青豆寄せ豆腐

13 バジルde青豆

14 白河高原清流豚カレー　トマト味

15 白河高原清流豚　白河肉みそ甘口

やますけ農園 16 僕のためのマヨネーズ

株式会社　亀饅 17 子亀の最中

ホームベーカリーコビヤマ 18 會津が香るシュトーレン

笹屋皆川製菓 19 安納芋きんつば

清水薬草　有限会社 20 清水のハトムギチャ

合同会社　楽膳 21 らく杯

AKOMEYA TOKYO NEWoMan 新宿店

（東京都新宿区）

福島

岩手

株式会社　GNS

宮城

岩手県産　株式会社

株式会社　田伝むし

有限会社　大椙食品

有限会社　肉の秋元本店

株式会社　小松製菓

商品名

岩手

宮城

福島

紀ノ国屋インターナショナル青山店

（東京都港区）

株式会社　地球の恵

大西ファーム　株式会社

株式会社　木の屋石巻水産

株式会社　しらかわ五葉倶楽部

株式会社　鈴畜中央ミート

人気酒造　株式会社

イトーヨーカドー木場店

（東京都江東区）

株式会社　北舘製麺

岩手

宮城

福島

株式会社　山のごちそう本舗

有限会社　郡山銘菓庵大黒屋

株式会社　広栄水産

株式会社　菓団

有限会社　いちじょう

有限会社　島金商店


