2020 年 1 月 14 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
開催期間：1 月 17 日～1 月 30 日 会場：AKOMEYA
：1 月 18 日～1 月 31 日

TOKYO

NEWoMan 新宿

会場：紀ノ国屋インターナショナル（青山店）

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、1 月 17 日（金曜）～1 月 30 日（木曜）の 14 日間、AKOMEYA

TOKYO NEWoMan 新宿において、

また 1 月 18 日（土曜）～1 月 31 日（金曜）の 14 日間、紀ノ国屋インターナショナル（青山店）に
おいて、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。
今回の出品事業者は、岩手県・宮城県・福島県の 64 社で、各地域ならではの自慢の逸品、89 品 (AKOMEYA
TOKYO NEWoMan 新宿には 20 社/30 品、紀ノ国屋インターナショナル（青山店）には 26 社/35 品)が
勢揃いします。
■開催概要
AKOMEYA TOKYO NEWoMan 新宿
日

時：令和 2 年 1 月 17 日（金曜）～1 月 30 日（木曜）
平日 11:00～21:30/土日・祝日 11:00～21:00※但し、最終日 30 日(木曜)は 17:30 まで

会
最

場：AKOMEYA TOKYO

NEWoMan 新宿 東京都新宿区新宿 4-1-6 NEWoMan 新宿 1F

寄 駅：JR新宿駅ミライナタワー改札、甲州街道改札、新南改札

専用サイト：https://umaimon.smrj.go.jp/event/akomeya/
紀ノ国屋インターナショナル（青山店）
日

時：令和 2 年 1 月 18 日（土曜）～1 月 31 日（金曜）9:30～21:30
※但し、最終日 31 日(金曜)は 17:00 まで

会
最

場：紀ノ国屋インターナショナル（青山店）東京都港区北青山 3-11-7 Ao ビル B1F
寄 駅：地下鉄表参道駅 B2 出口徒歩 1 分

専用サイト：https://umaimon.smrj.go.jp/event/kinokuniya/

＜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・小規
模事業者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、情報提供及び震災復興支援や共済制度、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 震災復興支援部復興支援課 担当：森山、荒井
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

（別紙）
■他会場での様子

■出品情報
AKOMEYA TOKYO NEWoMan 新宿
販売会場

都道府県

事業者名
風土農園
株式会社八木澤商店
株式会社麹屋もとみや
有限会社まるき水産

岩手県
カフェ・ド・カレー Kojika
藤勇醸造株式会社

宮城県

4 麹屋の山葡萄甘酒
5 漁師の生ふりかけ・実山椒入り
6 あかもく佃煮
7 三陸まるごと 牡蠣カレー
8 三陸まるごと 帆立カレー
9 糀みそドレッシング

株式会社地球の恵/手作り無

11 美肌オイルBO

添加化粧品 樹-itsuki

12 無添加手作り化粧石けん 気仙沼大島産 椿石けん

スカイラーク・アワノ

13 大葉のジェノベーゼ

マリンプロ株式会社
北上食品
やまうち農園
めんの旭屋
株式会社貴千

福島県

3 生七味

10 すっぱいりんごジュース

TOKYO
NEWoMan新宿

2 柚子胡椒

すっぱい林檎の専門店。

株式会社鮮冷

AKOMEYA

商品名
1 手作り藁づと納豆キット

14 三陸さばの魚やの煮付
15 たこのやわらか煮
16 ほやチーズ
17 かきチーズ
18 あぶら麩スライス お登米ふ
19 完熟いちじくのグラッセ
20 完熟いちじくのセミドライ
21 なみえ焼そば2食袋入り
22 親父の小言みそラーメン2食袋入り
23 極上揚げかまぼこ 手まり
24 貴千の揚げ天 さんまのぽーぽー揚げせんべい

星醸造株式会社

25 ハラール醤油

明陽食品工業有限会社

26 深煎り珈琲ゼリー

櫛田酒造合資会社

27 出づ味

有限会社ケーフーズ生田目
株式会社会津美里振興公社

28 青唐みそこんにゃく
29 こんにゃくスイーツARAREスタンド袋
30 会津産こしひかり真空一合（3個入り）

紀ノ国屋インターナショナル（青山店）
販売会場

都道府県

事業者名
木村ミルクプラント株式会社

福島県

2 こだわりヨーグルト スパウトスイート
豚味噌漬け

株式会社鈴畜中央ミート

3

食処くさの根株式会社

4

あじせん

5 川俣シャモの壱舞焼

株式会社阿部農縁

6 化学調味料不使用の母の漬物（福尽漬）

有限会社井上窯

7 リバーシブルペンダント

合同会社楽膳

8 ぐいのみ

株式会社ヤマナカ

9 辛子明太ほや

マルニ食品株式会社
株式会社エスエスフーズ
宮城県

商品名
1 こだわりヨーグルト スパウトプレーン

有限会社大永商店

（合せ味噌と林檎）（麹味噌と酒粕と林檎）
おかえりほっき飯
うにとほっき貝の炊き込みご飯の素

らく杯

10 麺ざくざく かき醤油味
11 麺ざくざく 牛タン塩味
12 ふかひれ 姿煮
13 伊達藩 永太郎納豆 大粒 蔵政
14 伊達藩 永太郎納豆 小粒

えごまキッチン

15 えごまチーズケーキ

紀ノ国屋イン

株式会社かわむら家

16 冷製ふかひれ茶碗蒸

ターナショナ

有限会社風月堂

17 金のいぶきアイスクリーム

ル（青山店）

門前おくでらブルーベリー園
有限会社竹屋製菓
株式会社松栄堂
合資会社小野製粉所
佐々長醸造株式会社
岩手県

18 濃縮ブルーベリーエキス「Rubel」
19 そのままブルーベリー「プレミアムRubel」
20 黒豆ケーキ
21 献上 田むらの梅
22 平泉 黄金餅
23 無添加醤油煎餅いろいろ
24 岩手・老舗の白だし
25 老舗の味

つゆ

有限会社高善商店

26 純米甘酒

佐々木果樹園

27 農家の蔵出し りんごネクター

株式会社北斗
株式会社北三陸ファクトリー
有限会社早野商店

28 生乳ヨーグルト Basic 500g
29 生乳ヨーグルト Basic 90g
30 洋野うに牧場の四年うに「塩うに」
31 洋野うに牧場の四年うに「蒸し」
32 ほたての卵のおかず味噌
33 ふっくら炊き上げた牡蠣佃煮

有限会社丸三漆器

34 漆グラス あやめ ペア

株式会社岩谷堂タンス製作所

35 漆塗ヘアアクセサリー

