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News Release 
 

SDGs・ソーシャルグッドな逸品が集う展示商談会 

「ヒットをねらえ！地域のおすすめセレクション 2023」 

2月に開催！バイヤー・業界関係者の来場登録受付開始 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 （理事長：豊永厚志 本部：東京都港区）は、「ヒットを

ねらえ！地域のおすすめセレクション 2023～ソーシャルグッドな逸品が集う展示会～」を東京・

虎ノ門ヒルズフォーラムで 2023年 2月 2日（木曜）・3日（金曜）に開催します。 

地域のこだわりの技術や素材から生まれた雑貨・日用品、食品、観光分野の SDGs・ソーシャル

グッドな商品・サービス 123 社の出展が決定。3 回目となる今回は、展示商談会の会期を含めた前

後 10 日間（1月 30 日（月曜）から 2月 10日（金曜））にもオンライン商談期間を設け、より多く

の出会いを創出します。本日よりバイヤー・業界関係者の来場受付開始です。 

〇来場登録はこちらから 

 https://nipponmonoichi.smrj.go.jp/hit2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「ヒットをねらえ！地域のおすすめセレクション 2023」 WEBサイト 

https://nipponmonoichi.smrj.go.jp/hit2023 

○日本各地のソーシャルグッドな商品・サービスとの出会いがココにある 

本展示商談会では地域のこだわり商品・サービスの新たな価値や魅力を提案。 

今回は「SDGs」や「ソーシャルグッド」をテーマに、商品開発・販路開拓に取り組む日本各地

の雑貨・日用品、食品、観光分野、延べ 123 社の地域・社会・環境に貢献する商品やサービスを

ご紹介いたします。「大きな展示会では見ることのできないメーカーの商品に出会えた」との声が

多く、新たな出会いの場として評価いただいています。 

https://nipponmonoichi.smrj.go.jp/hit2023
https://nipponmonoichi.smrj.go.jp/hit2023


○展示はリアル、商談はオンライン。時間や場所に制約されず、何度でも商談可能 

会場には商品のみが展示されており、来場者と出展者はオンライン接続にて商談を行う「リア

ルとオンラインの複合型展示商談会」です。じっくりと商品を確認し、気になった商品の出展者

とは個別のオンラインブースでお話いただけます。 

また、展示商談会の会期を含めた前後 10 日間のオンライン商談期間を活用し、来場せずに、オ

ンライン商談のみにご参加いただくことも可能です。 

来場前のオンライン商談と会場での商品チェックをしたい方、会場での商品チェック後にじっ

くり商談したい方、会場で商品を見てその場でオンライン商談したい方、様々なスタイル・ニー

ズにお応えします。 

 

○開催概要 

名 称：ヒットをねらえ！地域のおすすめセレクション 2023 

～ソーシャルグッドな逸品が集う展示会～ 

期 間：展示商談会 

2023年 2月 2日（木曜）10時～18時、3日（金曜）10時～17時（2日間） 

オンライン商談 

2023年 1月 30日（月曜）～2月 10日（金曜）※土日除く 

会 場：虎ノ門ヒルズフォーラム 5階ホール A 

（東京都港区虎ノ門 1-23-3虎ノ門ヒルズ森タワー5階） 

出展者：123社（雑貨・日用品 60社/食品 52社/観光 11社） 

主 催：独立行政法人 中小企業基盤整備機構 

 

○出展商品・サービスの一例 

商品名：石翔花 

合同会社 SEKIRYO（愛知県） 

天然大理石と真鍮から生まれた、花を讃える花器 

石の器から生命力あふれる花達が翔び立つ光景を思い描

き、その着想をもとに花器の設計に取り組み、天然大理

石と真鍮の組み合わせが完成。天然石のため、同じ色合

いや模様は二つとして存在しない。多くの人に石の良さ

を伝え、石材業界を盛り上げるべく、端材の利活用も進

めている。  



 

商品名：and-on（Y.S.M PRODUCTS） 

株式会社ワイ・エス・エム（埼玉県） 

使う人の心を引き付けるモダンな和紙照明 

埼玉県の伝統工芸である小川和紙を使ったモダンな照明。

丸でも四角でもなく、厚みもなく脚もない。表も裏もな

く、縦も横もなく、ビス一つない。捉えどころのないフ

ォルムで独特な存在感を放つ。ドイツ「iF デザインアワ

ード 2021」受賞。埼玉県の伝統工芸である小川和紙は国

産の楮を使用。 

 

商品名：Dip＆Sauce（ii otemae シリーズ） 

みそらぼ（福岡県） 

味噌をより手軽に美味しくワクワクしながら食べるソース・ジャム 

パンに塗ったり、お湯で溶いてスープに、野菜やお肉・

お魚に付けたり‥日本の発酵食品『味噌』をより手軽に

美味しく楽しく食べるために、素材にこだわり一つ一つ

丁寧につくられたお味噌のソースやジャム。日本の伝統

食を新しい形で現代に伝え、健康的な生活を増進するた

めにできた商品。 

 

商品名：ウフフドーナチュ 

株式会社ウフフ（石川県） 

冷凍流通・自然解凍で美味しい、ママたちの手作りドーナツ 

「子どもに食べさせたいドーナツ」をコンセプトに、毎

日生地から手作り。作ってすぐに冷凍する製法で作って

おり、タイムリーに解凍して商品化できるため、食品ロ

ス・販売機会ロスなくお取り扱い可能。地元の素材を極

力使っており、規格外野菜を使った商品開発も行ってい

ます。 

 

 



商品名：TOKYO SDGs 体感ツアー 

東京マウンテンツアーズ／株式会社グッドライフ多摩（東京都） 

東京で体感する「心豊かなライフスタイルの道しるべ」 

地域や人と巡りあい、関係を育みあう。ワクワクする

アクティビティを楽しみながら、地域課題を学びあう。

地域を愛する人と一緒に企画する体験ツアー。東京の

水源林を有する「秩父多摩甲斐国立公園」をフィール

ドに、自然の恵み、古くから続く山岳文化などをパー

トナーとし、共創する体験を提供。 

 

商品名：体験型宿泊施設 アクアクレタ小石原 

株式会社小石原ドットコム（福岡県） 

福岡県東峰村にある旧小学校をリノベーションした体験型宿泊施設 

小学校の面影を残しつつ、宿泊エリアは快適に過ごせる

ようホテル仕様に改築。施設内にあるレストランでは、

地元の食材、地元の陶器を使用し、無添加にこだわった

料理を提供。山、川の豊かな自然の大切さへの気付き・

歴史ある陶器に触れ伝統工芸を知ること・地産地消、無

添加のお料理から健康を考えることなど様々なことを体

感できる。 

 

 
＜地域活性化パートナー制度＞ 

中小機構では、「地域活性化パートナー」として登録した小売・卸売などの流通業、情報サービス業、観

光関連等の大都市圏や全国規模で活動する企業・団体との連携企画を通じ、商品ブラッシュアップや販路開

拓に取り組む中小企業者への支援を行っています（2022 年 11 月時点で 151 社登録）。 

地域活性化パートナー制度の詳細 https://www.smrj.go.jp/sme/new_business/product/index.html 

 

＜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 経営支援部 企業支援課 担当者：平本、狩野、坂口 

住所：東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37森ビル TEL：03-5470-1524(平日 9時～17時) 

https://www.smrj.go.jp/sme/new_business/product/index.html
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■「ヒットをねらえ！地域のおすすめセレクション２０２３」出展者一覧

分
野

カテゴ
リー

No.
都道
府県

企業名 応募商品名 URL

1 青森 株式会社Growth 青森ごぼう茶40g https://aomori-growth.com/

2 岩手 有限会社高善商店
クエン酸+ビフィズス菌の発芽
玄米甘酒

https://takazen.biz/

3 宮城 島津麹店 華糀 https://www.simazu-kouji.com/

4 栃木 有限会社ウィンウィン Sparkling Berry https://winwin.co.jp/

5 東京 umu　design株式会社 香茶「摘」tsumu https://umu-design.jp/

6 東京 株式会社コラゾン
最高レベルの発酵飲料 A
amasake

http://www.corazon.jp

7 静岡 やまと興業（株）
機能性表示食品　静岡県産
オーラック緑茶べにふうき微粉
末スティック

http://www.yamato-industrial.co.jp

8 京都 高田茶園茶濃香 凍結コロコロ抹茶 https://www.chanoka.shop/

9 兵庫 株式会社藤原 特別純米酒　松沢 https://nakago-guinomi.com/

10 奈良 株式会社日本総合園芸 甘夏マーマレード・クラシック
https://f-
masanobu.jp/product/amanatsujui
ce-sale/

11 広島 イトク食品株式会社 クラフトジンジャーコーラ https://itokufood.info/

12 広島 株式会社ライフデザインマンボ
有機JAS認定・広島有機杜仲
茶

https://sabonerscafe.raku-uru.jp/

13 沖縄
琉球guava entirely 株式会
社

ピンクグアバ純スムージー http://guavajapan.com

14 北海道 月形黒毛和牛母牛研究会 熟成牛ハンバーグ ―

15 宮城 武田の笹かまぼこ canささ笹かまアヒージョ https://www.takesasa.com

16 静岡 伊豆川飼料株式会社 とろつな https://www.toro-tuna.com/

17 奈良 Su-balance
奈良大和茶　無添加お茶漬け
の素

http://www.su-balance.com

18 鳥取
ブリリアントアソシエイツ株式
会社

ピンク華麗　華貴婦人 https://ba-tottori.com/

食
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料

加
工
食
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■「ヒットをねらえ！地域のおすすめセレクション２０２３」出展者一覧

分
野

カテゴ
リー

No.
都道
府県

企業名 応募商品名 URL

19 群馬 株式会社北毛久呂保 わらび餅風こんにゃく　【琥珀】 https://www.kuroho.com/

20 群馬 石井メイドオリジナル YUMPICKりんご味 https://www.imo-konjac.com

21 東京 株式会社HITOKUCHI
ひとくち不知火フルーツチョコ
レート

https://hitokuchi.co.jp/

22 東京 株式会社オールコセイ コオロギかりんとう https://allkosei.co.jp/

23 石川
株式会社ウフフ／ウフフドーナ
チュ

ドーナツ各種 https://ufufu-ufufu.com/

24 長野 畑野商店 あんずシフォンケーキ http://shunnasai.com/

25 三重 大洋株式会社 伊勢茶デニッシュ食パン http://www.ise-taiyou.co.jp/

26 兵庫 Bon-Mark 播磨灘牡蠣ラスク https://bon-mark.wixsite.com/2015

27 兵庫 有限会社くろだ 淡路島オニオンチップス https://www.kuroda-awaji.com/

28 愛媛 ユナイテッドシルク株式会社 きぬあめ https://united-silk.co.jp/

29 長崎 La Seconda Casa カヌレボックス
https://www.instagram.com/deuxie
me_maison_2020/

30 福島
タムラ電子株式会社・スモーク
ハウス

手間がかかるたまご4個入り https://www.kuntama.com/

31 兵庫 株式会社北坂たまご 淡路島さくら・淡路島もみじ https://kitasakatamago.co.jp/

32 北海道 株式会社たびのそら ごぼうのピリカラみそ漬 https://tabinosora.official.ec/

33 北海道 株式会社医食同源 松前漬手造りセット https://www.ishokudougen.com/

34 秋田
たからぼプロデュース合同会
社

いぶし職人の燻製だいこん・濃
厚チーズin

https://takalabopro.com

35 石川 株式会社四十萬谷本舗
金城漬3種箱入り（大根・茄子・
胡瓜）

https://www.kabura.jp/

36 大分 喜多屋
ヴィーガン冷凍いなり寿司（ほ
ぼマヨ入り）

https://www.kita-ya.net
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■「ヒットをねらえ！地域のおすすめセレクション２０２３」出展者一覧

分
野

カテゴ
リー

No.
都道
府県

企業名 応募商品名 URL

37 山形 有限会社玉谷製麺所 サクラパスタ
https://www.tamayaseimen.co.jp/w
p/

38 香川 株式会社共栄食糧 手延べオリーブパスタ https://syodoshima-umaimon.jp/

39 北海道 保志事業部 星屑昆布 ―

40 山形 株式会社Rose Cheek 薔薇のソース https://rose-cheek.co.jp/

41 群馬 株式会社糀屋 糀の旨味たっぷり味噌キット https://www.komenohana.shop/

42 埼玉 有限会社モリシゲ物産 搾りたて荏胡麻油 http://www.morisige.co.jp/

43 石川 株式会社o.f.s. 牡蠣ペースト
https://outasuisan.amebaownd.co
m/

44 岐阜 株式会社ナイス 七味唐辛子　赤橙 https://spices.nicenicenice.co.jp/

45 静岡 ヤマヤ醤油有限会社 発酵旨味オイル https://www.ymy.co.jp

46 愛知 花誠 岳味噌　GAKUMISO https://www.hana-sei.jp/

47 大阪
ナルックスホールディングス株
式会社／大山崎油座商店

大山崎油座商店のカメリナオイ
ル

https://www.oyamazaki-aburaza-
syoten.com/

48 香川 株式会社トフラップ 骨付鳥の素 http://www.toflap.co.jp

49 高知
しまんと百笑かんぱに株式会
社

つぎ足す鰹だし醤油（濃口）
https://shimantodomeki.localinfo.j
p/

50 福岡 株式会社九州蜂の子本舗 国産極箱みつ
https://www.hachinokohonpo.co.jp
/

51 福岡 みそらぼ

Dip＆Sauce（海老とトマトの旨味噌ソー
ス、胡麻とガーリックの旨味噌ソース、生姜
と玉ねぎの旨味噌ソース）　/　Dip＆Jam
（林檎とシナモンの甘味噌ジャム、柚子の味
噌ジャム）

https://misolabo.com/

52 熊本 株式会社山内本店
つけて美味しいまぼろしの味
噌180ｇ

https://www.e-umeya.com/

53 石川 希らら 加賀象嵌手まりネックレス http://jewelry-kirara.com/

54 静岡 株式会社山崎製作所 KANZASHI https://www.yamazaki-metal.co.jp/

55 三重 アロマセラピーメヴェール
Banko 香りまとうピアス、イ
ヤリング

https://kaori-matou.com/

56 岡山 クラバットユキジ株式会社
まもりたい(裏地ポケット付き
ネクタイ)

http://cravatyukiji.com
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57 青森 有限会社木村木品製作所 りんごの木のデザート皿 http://www.kimumoku.jp/

58 東京 株式会社こふろ
酒器シリーズ「kome.」と
「haco.」

https://www.bar.cofro.co.jp/tokuri

59 東京 合同会社どすこいJAPAN 着物ポーチ
https://dosukoi-
japan.jimdofree.com/

60 東京 株式会社３４６ DAVI Can Opener https://346design.com/

61 石川 株式会社橋本幸作漆器店 漆のお箸十八膳 https://urushi18zen.com/

62 石川 株式会社ビッグサンタ hachi-kutani 豆皿 https://100banya.com

63 福井 ＬＯＯＳＥＹ株式会社 丸椀 https://kuromeru.com/

64 岐阜 三星刃物株式会社 OTOMO
https://nagomi.mitsuboshi-
cutlery.com/

65 岐阜 有限会社古田化成 フォーク　スプーン https://www.nogakel.com/

66 愛知 岡崎製材株式会社
カッティングボード・カッティン
グボードmini・KiKi-Sake

https://www.okazaki-seizai.co.jp/

67 大阪 株式会社河辺商会 CHOPLATE http://www.kawabe-co.com

68 兵庫 株式会社藤原 酒器 https://nakago-guinomi.com/

69 愛媛 株式会社ミラーズウサ
豆皿（銀河・古都・わかば等柄
の展開あり）

https://m-usa.co.jp/

70 福岡 株式会社スウトデザイン 箸作りキット PENCIL? http://sunaolab.jp/

71 佐賀 株式会社大慶
有田焼　究極のごはん鍋
HACHI 1合炊、2合炊、3合炊

https://daikei-arita.jp

72 佐賀 有限会社副久製陶所 副久　ＧＯＳＵ 1.0-5.0 http://www.soekyu.jp

73 佐賀 有限会社金照堂 麟 Lin AWA オールド https://arita-kinshodo.jp/

74 沖縄 イペーファクトリー株式会社 知花花織ワインバッグ https://bondokinawa.com

75 沖縄 RGC株式会社 madoシリーズ https://www.ryukyu-glass.co.jp/
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76 山形 有限会社ツルヤ商店 籘バスケット https://www.tsuruya-net.com

77 山形 有限会社鋳心ノ工房 いものバード http://www.chushin-kobo.jp

78 埼玉 株式会社ワイ・エス・エム and-on https://k-ysm.co.jp/

79 東京 ザオー工業株式会社 マスク&モバイルホルダー https://www.zaoh.com

80 石川 株式会社金森合金 針のない剣山® https://www.kanamori1714.jp

81 岐阜 丸健製陶株式会社 加湿器/雲 https://www.marukenseitou.com

82 愛知 合同会社SEKIRYO 石翔花【ori】白
https://sekiryo1014.com/index.htm
l

83 滋賀 ウエスティ工業株式会社 琵琶の葦布クッションカバー https://westy-industries.jp/

84 香川 有限会社平井石産 サヌカイト風鈴（ひのき） https://klangklang.jp/

85 北海道 株式会社ciokay スキンケアシリーズ https://rosa-rugosa.jp

86 山形 株式会社Rose Cheek
Rose Cheek　Natural
Moisture Lotion

https://rose-cheek.co.jp/

87 福島 工房おりをり
 Facial Washcloth　（真綿
の洗顔クロス）

https://someori-kobo-
oriwori.jimdofree.com

88 東京 株式会社Judith Tokyo マルデューラ クレイマスク https://www.mrdula.com/

89 東京 株式会社コラゾン うるおいすこやか美肌入浴剤 http://www.corazon.jp

90 静岡 羽立工業株式会社 リセットローラーSHOULDER https://hatachi.jp

91 大阪 奏波
KANAHA　キチンナノファイ
バーナイトジェルマスク美容液

https://kanaha-beauty.com

92 大阪 ゑびす足袋本舗 こたび https://www.ebisutabi.com

93 山口 FleurParler 固形石鹸 https://www.fleurparler.net/

94 愛媛 ユナイテッドシルク株式会社 SILMORE シャンプー https://united-silk.co.jp/

95 沖縄 株式会社すまエコ
沖縄県産タマヌオイル 100%
Pure Oil (30ml)

https://naturalessencetamanu.mys
hopify.com/
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96 秋田
たからぼプロデュース合同会
社

発酵パウダーと枝豆のふりか
け

https://takalabopro.com/

97 大阪 株式会社ルナール
梅炭和紙の4重ガーゼふきん5
色組

https://lunaire.co.jp/

98 東京 株式会社たかさご商会
バンタンレザー カード入れ付
き小銭入れ

https://takasago-
shokai.securesite.jp/index.php?mo
de=Home

99 京都 株式会社丸二 唐紙ペーパーアイテム https://maruni-kyoto.co.jp/

100 鳥取 ASNARO
智頭杉の木製御朱印帳　ー組
子文様－

https://asnaro-wood.com/

101 福島 一般社団法人手づくりマルシェ
『ジビエ鹿革ルームシューズ』手
づくりキット

https://instagram.com/tezkurimarc
heart_official?igshid=YmMyMTA2M
2Y=

102 東京 丸和繊維工業株式会社 むすばない、ふろしき。 https://www.maruwa-tex-ind.co.jp/

103 東京 株式会社スガイワールド クリップ&カード mini https://www.sugai-world.com

104 東京 株式会社モンブラン 晴雨兼用傘 https://www.montblanc-y.co.jp

105 静岡 有限会社ぬくもり工房 はんかち https://nukumorikoubou.com/

106 愛知 名古屋木材株式会社 iLignos 名刺入れ http://www.meimoku.co.jp/

107 三重 伊勢とこわかや株式会社 イセノモン　ぽち手ぬぐい https://tokowakaya.com/

108 京都 速水製作所 Hana Kasumi https://hanakasumi.base.shop/

109 大阪 ふくろやタオル
～雫～SHIZUKU～野菜染め
タオル

http://www.fukuroya-
towel.com/concept/

110 広島 株式会社天王 端材を活用した　木製プレート https://www.tenou.co.jp/

111 広島 有限会社アメリカヤ 洗濯洗剤 https://cleaning-americaya.jp

112 福岡 インスタイル株式会社 フラワーベース https://in-style.jp
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113 東京 森のお仕事株式会社
お茶づくり＆檜原村の自然満
喫ツアー

https://workinthewoods.jp/

114 東京 有限会社テクノム
奥多摩むかし道サイクリングツ
アー

https://trekkling.jp/

115 東京
株式会社グッドライフ多摩(東
京マウンテンツアーズ)

TOKYO SDGs 体感ツアー https://tokyomountain-tours.jp/

116 東京 株式会社キャブステーション
ドライブ旅行ナビ「BOON」（九
州地域限定）

https://boon.mobi/

117 富山 株式会社ラポージェ myゆかた作り体験 https://lapoge.jp

118 静岡 株式会社竹屋旅館
AWA NishiIzu「スマートリト
リート」

https://takeyaryokan.com/

119 島根
株式会社吉田ふるさと村（出雲
湯村温泉 国民宿舎 清嵐荘）

美肌テーマの新商品「ビハダ
light」

https://www.seiranso.jp/

120 島根 株式会社さんべ開発公社
SANB-E-BIKE 　地元ガイド
と巡るツアー

https://www.sanbesou.jp/

121 福岡 株式会社小石原ドットコム
体験型宿泊施設　アクアクレタ
小石原

https://acquacreta.com/

122 沖縄 株式会社ラプラス
沖縄　恩納村　ドローン＆フォ
トツーリズム

https://www.laplacetravel.club/

123 沖縄 Maluna合同会社 宮古島で地域体験してみよう http://miyakojima-mmm.com/
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