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News Release 

＜昨年度「NIPPON QUALITY」出展の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、9 月 3 日（火曜）から 6日（金曜）まで東京ビッグサイトで開催される「第 88 回東京インター

ナショナル・ギフト・ショー秋 2019 第 6回 LIFE×DESIGN」に海外ビジネスを希望する出展者を集

めたブース「NIPPON QUALITY」を出展。全国から厳選した中小企業 32 社の集合展示を実施します。 

 

4回目の出展となる今回は、①インテリア雑貨・ギフト用品といったデイリーライフ、②テーブル

ウェア、③ステーショナリー、④キッチン・ダイニングウェア、⑤ビューティー・リラクゼーション

の 5ジャンルから、“日本品質で、世界のライフスタイルをもっと豊かに”をコンセプトにしたギフ

ト向け商品約 70点が出品されます。 

 

昨年度の出展では、来場したバイヤーの 92%から「詳細な資料が欲しい」「具体的な商談を行ない

たい」など、取引に向けた高い評価を得ています。今年度も、全国から新規出展 22 社を含む 32 社

が出展。日本が誇る品質や伝統技術に現代のデザインやコンセプト、機能を取り入れたインテリア

雑貨、テーブルウェア、キッチン用品など多数の逸品をご覧頂けます。是非、ご来場下さい。 

 

▼「NIPPON QUALITY in ギフト・ショー秋 2019」実施概要 

・開 催 日：9月3日（火曜）～ 9月6日（金曜） 

・開 催 時 間：3・4・5日：10：00AM ～ 6：00PM／6日：10：00AM ～ 4：00PM 

・主 催：独立行政法人中小企業基盤整備機構 

・会 場：東京ビッグサイト青海展示棟「青A-T05-20」 

      「東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2019 第6回 LIFE×DESIGN」内 

・出 展 者 数：32社（出品数は70点以上） 

・公式サイト：https://nipponquality.smrj.go.jp/ 

 

～ 日本品質で、世界のライフスタイルをもっと豊かに ～ 

「 NIPPON QUALITY in ギフト・ショー秋 2019 」 

３２社７０アイテムの出展が決定 

https://nipponquality.smrj.go.jp/


 

▼「NIPPON QUALITY」について 

日本が誇る“品質の高さ”に、従来にない日本らしさ、先進性を感じさせるコンセプト・機

能・デザイン等の新たな価値が加えられた商品を世界に発信するプロジェクトで、中小企業の

海外展開および海外販路拡大を支援することを目的としています。本プロジェクトを通して、

海外展開・海外販路拡大を目指す中小企業に対し、海外バイヤー等が多く訪れる展示会等での

商談機会を提供し、出展準備段階から商談のフォローアップまでの一貫した経営支援を行って

います。 

公式WEBサイト https://nipponquality.smrj.go.jp/ 

 

▼「東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2019」について 

本展示会は、日本国内の厳選されたギフト関連商品や生活雑貨を取り扱う企業が年に2回、

東京ビッグサイトに一堂に会する日本最大級の国際見本市であり、海外展開に取り組む「出展

者」「来場者」が多く集うビックイベントです。 

公式WEBサイト https://www.giftshow.co.jp/tigs/88tigs/index.htm 

 

 

＜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、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、全国の中小企業への支

援をトータルで行う経済産業省所管の独立行政法人です。生産性向上や事業承継など様々な課題を

抱える中小企業に対して、創業、販路開拓、海外展開、人材育成、事業引継ぎ、その他経営面での助

言、情報提供、並びに共済制度、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 販路支援部 販路支援課 

（担当者：相地（あいち）、長島） 

住所：東京都港区虎ノ門 3-5-1虎ノ門 37森ビル  

電話：03－5470-1529（ダイヤルイン） E-mail：nipponquality@smrj.go.jp 

 

  

https://nipponquality.smrj.go.jp/
https://www.giftshow.co.jp/tigs/88tigs/index.htm


 

「NIPPON QUALITY in ギフト・ショー秋 2019｣ 出展企業 32 社 一覧 

 

出展場所 所在地 企業名 URL 出展カテゴリー 

青 A-SME-A01 埼玉県 株式会社ワイ・エス・エム http://www.ysm-products.jp/ デイリーライフ 

青 A-SME-A02 富山県 有限会社モメンタムファクトリー・

Orii 

http://www.mf-orii.co.jp/ デイリーライフ 

青 A-SME-A03 香川県 ウインセス株式会社  http://www.wincess.co.jp デイリーライフ 

青 A-SME-A04 福岡県 九州物産株式会社 https://goza-studio.com/ デイリーライフ 

ビューティー・リラクゼーション  

青 A-SME-B01 香川県 株式会社ヒノキラボ http://hinokilab.co.jp/ ビューティー・リラクゼーション  

青 A-SME-B02 富山県 株式会社山口九乗 https://www.kyujo-orin.com/ デイリーライフ 

青 A-SME-B03 岐阜県 家田紙工株式会社 https://www.kaminoshigoto.com/ デイリーライフ 

ステーショナリー 

青 A-SME-B04 東京都 株式会社 TRINUS https://trinus.jp/ ステーショナリー 

青 A-SME-C01 富山県 天野漆器株式会社 https://www.amanoshikki.com/ テーブルウェア 

青 A-SME-C02 京都府 株式会社西川貞三郎商店 http://www.t-nishikawa.co.jp/ テーブルウェア 

青 A-SME-C03 奈良県 株式会社あかしや http://www.akashiya-fude.co.jp/ ステーショナリー 

青 A-SME-C04 佐賀県 株式会社賞美堂本店 https://shop.shobido-honten.com/ デイリーライフ 

青 A-SME-D01 東京都 BoCo 株式会社 https://boco.co.jp/ デイリーライフ 

青 A-SME-D02 愛媛県 村上パイル株式会社 http://m-pile.jp/ デイリーライフ 

青 A-SME-D03 東京都 株式会社スガイワールド https://www.sugai-world.com/ ステーショナリー 

デイリーライフ 

青 A-SME-D04 大阪府 株式会社中島重久堂 http://www.njk-brand.co.jp/ ステーショナリー 

青 A-SME-E01 京都府 株式会社松栄堂 http://www.shoyeido.co.jp/ デイリーライフ 

青 A-SME-E02 大阪府 株式会社ウエダ美粧堂 http://www.cosme-bisyodo.com/ ビューティー・リラクゼーション  

青 A-SME-E03 群馬県 有限会社山本農場 https://www.yamamotofarm.co.jp/ ビューティー・リラクゼーション  

青 A-SME-E04 高知県 松田医薬品株式会社 http://www.matsudaiyaku.co.jp/ ビューティー・リラクゼーション 

青 A-SME-F01 東京都 株式会社キャライノベイト https://kyarainnovate.jp/ デイリーライフ 

青 A-SME-F02 岩手県 岩手製鉄株式会社 http://iwateiron.co.jp/ テーブルウェア 

キッチン・ダイニングウェア 

青 A-SME-F03 香川県 株式会社フクシン https://www.fukushin.co.jp/ デイリーライフ 

青 A-SME-F04 東京都 株式会社 KAWAGUCHI https://www.kwgc.co.jp/ デイリーライフ 

青 A-SME-G01 東京都 株式会社森銀器製作所 http://moriginki.co.jp/ テーブルウェア 

デイリーライフ 

青 A-SME-G02 新潟県 株式会社宮﨑製作所 http://www.miyazaki-ss.co.jp/ テーブルウェア 

青 A-SME-G03 京都府 京美染色株式会社 http://www.kyobiijt.co.jp/ デイリーライフ 

青 A-SME-G04 京都府 光章 http://www.kyoto-kosho.com/ デイリーライフ 

青 A-SME-H01 奈良県 有限会社巽繊維工業所 https://choku.co.jp/ デイリーライフ 

青 A-SME-H02 新潟県 下村企販株式会社 https://www.simomura-

kihan.co.jp/ 

キッチン・ダイニングウェア 

青 A-SME-H03 東京都 中橋莫大小株式会社 http://merippa.com/ デイリーライフ 

青 A-SME-H04 埼玉県 株式会社田中帽子店 https://tanaka-hat.jp/ デイリーライフ 
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