平成３０年９月２８日

東北３県の復興支援販売会「みちのく応援マート」を開催

－ 開催期間：１０月１５日～１１月２７日
独立行政法人中小企業基盤整備機構（略称：中小機構

東京都内にて －

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販売会「みちのく応援マー
ト」を１０月１５日 (月曜)～１１月２７日 (火曜) 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。今回は紀ノ国屋東武池袋店、イトーヨーカドー木場店、新宿西口ハ
ルクの３店舗で以下のとおりそれぞれ１４日間開催します。東北３県の５４事業者から選りすぐり
の７４商品が出品されます(出品商品の詳細は別紙のとおり)。

＜開催概要＞
会場①：紀ノ国屋東武池袋店 (東京都豊島区西池袋 1-1-25 B2F)
期間：１０月１５日 (月曜) ～２８日 (日曜) １０:００～２１:００ (日曜は１０:００～２０:００)
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：１０月３０日 (火曜) ～１１月１２日 (月曜) １０:００～２２:００（土曜・日曜は９:００～２２:００）
会場③：新宿西口ハルク (東京都新宿区西新宿 1-5-1)
期間：１１月１４日 (水曜) ～２７日 (火曜) １０:００～２０:３０ (日曜・祝日は１０:００～２０:００

<みちのく応援マートについて>
東日本大震災で被災した中小企業者・小規模事業者の販路開拓支援を目的として、平成 26 年度から全国主要百貨
店等で行っている百貨店催事とは別に、平成 28 年度より実施している首都圏の大規模店舗等でテストマーケティン
グを行う事業です。
展示販売を通じ、自社製品の強みや課題を理解いただき、商品の魅力向上を図るとともに、今後の事業展開にお役
立ていただいています。
<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

都道府県
岩手県

1 イカのイタリア風トマトソース煮

(農）宮守川上流生産組合

2 とまとジュース

山根商店

3 うんめぇご飯にうんめぇ鮭

マルキ遠藤株式会社
菓子舗サイトウ
合資会社 海老喜商店

紀ノ国屋東武池袋店

宮城県

（東京都豊島区）

株式会社和田商店

19 親父の小言みそらーめん2食
20 木成り完熟りんご蜜

株式会社森山

21 源泉たまご

有限会社すがた

1 エイサク飴 醤油味
2 はしるべし。
3 ゴマくるみゆべし切り落とし
4 元祖いかせんべい 袋入10枚
5 こびりいかせん

株式会社宏八屋

6 かぜ水（ウニのエキス）

炉何煎

7 厚焼きクッキー3種詰合せ
8 手作り きくいも漬
9 手作り 長いも漬

株式会社松澤蒲鉾店

10 ととをかし ふ和らん

有限会社ケンズダイニング

11 登米産借金なし大豆

株式会社甘仙堂

12 ずんだ餅パイ

マルヤ水産株式会社

13 南三陸産銀鮭の醤油煮缶詰

煎り大豆しょうがドレッシング

14 じゃこ天3枚入れ
15 イカガール
16 なめこ麻婆
17 なめこの佃煮

有限会社カミノ製作所

18 女神の納豆

黒米味噌本舗

19 みょうがの酢糀漬け
20 くるみゆべし５個入
21 栗本陣４個入

老舗 鳴海屋

22 あんこ玉

にこにこバラ園株式会社

23 食べるバラコンフィチュール 70ｇ
1 御土産白金豚スライスサラミ
2 御土産白金豚赤味噌入サラミ
3 マルエイの無添加温泉かれい
4 かりかりかれいの骨せんべい

株式会社大濱正商店

5 イカの中華風オイスターソース炒め

陸前高田地域振興株式会社

6 けせんの海 彩

有限会社前沢牛オガタ
有限会社木村商店

7 牛匠 小形牧場牛すき焼き食べ比べ
8 牛匠 小形牧場牛ステーキ食べ比べ
9 焼帆立グラタン

水月堂物産株式会社

10 水月堂の牡蠣グラタン

菓子舗サイトウ

11 ごんぼたれ

株式会社伊達の牛たん本舗

12 厚切り芯たん塩仕込み

株式会社奥松島水産

13 牡蠣旨味ペースト

株式会社塩釜水産食品
本田屋本店有限会社
株式会社幸房瀧の湯
有限会社丸由水産

福島県

18 三五八豚ロース柚子味噌漬け

株式会社菱沼農園

有限会社宮古マルエイ

（東京都新宿区）

17 さるなし豚ロース味噌漬け

合資会社旭屋

高源精麦株式会社

新宿西口ハルク

14 極薄）ごまチョリかりんとう・黒ごま
16 気仙沼完熟牡蠣のオイスターソース

有限会社ニューキムラヤ

宮城県

13 極薄）ごまチョリかりんとう・味噌
15 自家製手延白石温麺

有限会社加茂農産

岩手県

9 三陸産塩銀鮭寒風干し中辛口切身
10 漬け魚詰め合わせ

株式会社石渡商店

株式会社美味一膳

福島県

8 味噌まころんプレミアム

株式会社きちみ製麺

株式会社澤田屋

（東京都江東区）

7 醤油まころんプレミアム

12 ふわふわわさびたらこ（無着色）

株式会社菓団

宮城県

6 栗だんご

11 まぐろカツ

有限会社チダエー

イトーヨーカドー木場店

5 Komeyu de ほや

湊水産株式会社

株式会社桜八

岩手県

4 YORIISO 金華塩うに

株式会社松島蒲鉾本舗

プレゲート株式会社

福島県

商品名

事業者名
株式会社大濱正商店

14 紅鮭切身藁巻き山漬け 甘口
15 紅鮭切身藁巻き山漬け 辛口
16 本田屋継承米900ｇ
17 本田屋継承米450g
18 庄助酒彩吟醸漬 會・美豚
19 庄助酒彩吟醸漬 會・ハーブ鶏
20 さんまささ干
21 さんまの梅海干(うめみぼし)

星醸造株式会社

22 ロ麺チスト

天然酵母to国産小麦ぱんHome Made Endoh

23 えごま会津山塩グリッシーニ

北條農園

24 しあわせりんごケーキ

株式会社貴千
丸源水産食品
自然食品ばんだい
株式会社フーズネット福島

25 かつおのたたき風蒲鉾
26 ボーノ棒 スモークサーモン
27 目光縄文干し
28 喜多方もっちり餃子
29 喜多方もっちりじゃがチーズ餃子
30 天然だし醤油の素 海の恵醤

