
2022 年 2 月 24 日 

独立行政法人 

中小企業基盤整備機構 News Release 
東海地方ならではの食と雑貨の販売会 

「暮らしにギフト」ＫＩＴＴＥ名古屋で開催 

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）中部本部は、2022年 3月 11日（金曜）～13日

（日曜）の 3日間、東海地方ならではの伝統や技術を活かした食品・生活雑貨の販売会「暮らしに

ギフト」をＫＩＴＴＥ名古屋（愛知県名古屋市）にて開催します。東海 3 県の 16 事業者が名古屋

に集結し、暮らしを豊かに、快適にする逸品を紹介します。また、大切な人へのギフトや自分への

ご褒美など、春のギフトシーズンにぴったりな贈りもの商品も販売します。 

中小機構中部本部では、愛知県、岐阜県、三重県で地域資源を活用した新商品開発に取り組む中

小企業をサポートしており、本イベントは事業者の販路開拓支援を目的としています。消費者と直

接交流できる場を提供することで、商品力の向上や接客・販売ノウハウの蓄積を後押しします。出

店者は SNS での情報発信にも取り組み、フォロワーとの交流や新たなファンの獲得を目指します。 

■イベント概要

日時：2022年 3月 11日～13日

時間：10時 00分～20時 00分

場所：ＫＩＴＴＥ名古屋 1Fアトリウム

■出店者（16者） ※詳細は別紙

愛知県： ITAGE×細野ファーム（トマト）／Earth Gear（アウトドア食器）／omoiのフライパン

（フライパン）／SILK85（シルクスキンケア）／SOLCION（アイデア雑貨）／TA-design

（バック）／中村商店（黒紋付染め衣類）／三河鰻のキーマカレー（うなぎカレー） 

岐阜県： カミノシゴト（美濃手すき和紙加工品）／七窯社（美濃焼アクセサリー）／ 

marushin pottery（美濃のうつわ）／MINO DONBURI（美濃焼どんぶり）／ 

明宝村（明宝ハム）／YAXELL（包丁） 

三重県： 藤総（急須）／RAET（バロックパールジュエリー） 

※本イベントは、会場及び出店者の新型コロナウィルス感染拡大防止策の徹底はもとより、来場者の皆

さまにもマスク着用・手指の消毒にご協力いただき実施します。 

＜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 中部本部 支援推進課 担当 中国・一ノ瀬 

住所：名古屋市中区錦 2-2-13 4 階 TEL：052-201-3068 MAIL：chubu-renkeijouhou@smrj.go.jp 



 

 
 

 

 

＜愛知県＞ 

 

ITG×細野ファーム 

 

商 品：ミニトマト、トマトジュース 

企業名：㈱ITAGE GLOBAL 

所在地：愛知県 名古屋市 

U R L：https://itgg.co.jp 

 

 

「トマトで少しの贅沢を」をキャッチフレーズにトマトを生産する細野ファーム。世界中に 8,000

種類以上あるトマトの中から、味に焦点を置いた品種を栽培しています。日本にほとんどない海外品

種のトマトは、味わいはもちろん見た目にも違いがあります。甘みが強い品種は、トマト嫌いな人に

もおすすめです。厳選したミニトマト約 100 個分の甘みと旨みを凝縮したトマトジュースは、塩、添

加物を一切使っておらず、特別な日のディナーや大切な方へのプレゼントにぴったりです。細野ファ

ームは、IoT 技術を活用したトマト栽培も特長の一つで、今回農業の IT 化推進に取り組む IT 企業

ITAGE GLOBAL とタッグを組み出店します。 

 

 

Earth Gear 

 

商 品：アウトドア食器 

企業名：㈱五合 

所在地：愛知県 春日井市 

U R L：http://www.gogoh.jp 

 

 

水だけですっきり洗えるキャンプ食器「Earth Gear」。カラダに無害な特殊塗料が食器にコーティ

ングされていて、洗剤なしで汚れを落とすことができます。洗う手間が省けるだけでなく、海や川へ

の負担も軽減できるエコでサステナブルなアイテムです。「Earth Gear」は、2020 年 4 月より中京大

学 総合政策学部 坂田隆文ゼミとの産学連携で企画・開発。クラウドファンディングで発売し、目標

金額の 1,300％を達成しました。「海を 川を 大地を綺麗に」をブランドスローガンに掲げ、自然を汚

さないキャンプ食器として、地球環境について一人ひとりが考え行動する一助となることを目指して

います。 

出店者一覧 （別紙） 

https://itgg.co.jp
http://www.gogoh.jp


 

 
 

 

 

 

omoi のフライパン 

 

商 品：おもいのフライパン 

企業名：石川鋳造㈱ 

所在地：愛知県 碧南市 

U R L：http://ishikawa-chuzo.co.jp 

 

 

世界で一番お肉がおいしく焼けることを目指した「おもいのフライパン」は、鋳物業が盛んな碧南

市で 84 年の歴史を誇る石川鋳造が開発したフライパンです。鋳物ならではの熱伝導率の良さや高い

蓄熱温度を活かすことでお肉がおいしく焼けるのが特徴で、2017 年 12 月の発売以降、最長 3 年待ち

となりました。今回、①オーブンにも入り、家でもアウトドアでも活躍してくれる 20cm タイプ、②

食材が多くても、こぼれにくく油はねも少ない深型の 24cm タイプ、③4～5 人家族の料理が一度にで

きる 26cm タイプの 3 種類を展開。また、家庭で一流レストランと同等の美味しさを味わえるように

設計した、宇宙一お肉がおいしく焼ける「頂－ITADAKI－」シリーズもご紹介します。 

 

 

SILK85 

 

商 品：オーガニックシルクスキンケア 

企業名：富士凸版印刷㈱ 

所在地：愛知県 名古屋市 

U R L：https://www.silk85.com 

 

 

SILK85 は、シルクの中心繊維であるタンパク質「シルクフィブロイン」を主原料とした、 赤ちゃ

んから大人まで安心して使えるオーガニックスキンケア商品をプロデュースしています。ベーシック

ラインの「TOMI」は、高濃度シルクペーストに奄美大島の黒糖、五島列島の椿油、 海藻由来の保湿

エッセンスを配合。国内の生産農家から直接買い付けた農産物を使う調合レシピは、薬膳料理のよう

にまさに食べられるスキンケアです。また、人体と親和性が高いシルクフィブロインが内側から潤い、

ふっくらと弾力のあるお肌に育てます。パッケージは捨ててしまう紙箱をなくし、代わりに三河木綿

のコットンガーゼでお包みします。お肌・身体や心の健康だけでなく、自然にやさしく、生産者や社

会も幸せであることが私たちの選択基準です。 

http://ishikawa-chuzo.co.jp
https://www.silk85.com


 

 
 

 

 

 

SOLCION 

 

商 品：アイデア雑貨 

企業名：㈱イケックス工業 

所在地：愛知県 名古屋市 

U R L：https://www.solcion.jp 

 

 

「これまでにないアイデアで、使う人が誰かに伝えたくなるようなものづくりをしたい」そんな思

いから生まれた雑貨ブランド SOLCION。長年培ってきた金型設計のノウハウと蓄積された技術を用

いて開発された、開いて押すだけで簡単に組み立てられる、折りたたみイス・テーブル「PATATTO

シリーズ」などユニークな商品をご紹介します。今回、シリーズ最小モデルでありながら、耐荷重

100kg を実現した「PATATTOμ」から郵便ポストに直接投函できるギフトタイプが新登場。薄さ 2cm、

A4 サイズ以下に折りたためるので、カバンに入れておいてちょっと休憩したいときに便利です。も

ちろんキャンプや、トレッキングにもおすすめです。 

 

 

Toshiyuki Aoyama（TA-design） 

 

商 品：オリジナルバッグ 

企業名：α one 

所在地：愛知県 津島市 

U R L：https://www.tadesign.jp 

 

 

Toshiyuki Aoyama が手がけるバッグブランド「TA-design」。思わず手に取りたくなる存在感ある

個性的なバッグは持つ人を美しく引き立てます。デザイナーにとって躍動感、動、エネルギーを感じ、

物造りへの情熱や想像力を掻き立てられる「赤」や、自然界にある風景、草木や昆虫のバランスの美

しさからインスピレーションを得て生まれる個性的な「フォルム」が特徴です。上質な尾州織物、伝

統工芸の有松絞りを施した作品、それ以外にも個性溢れる作品をご紹介します。TA-design 独自の世

界観を体感してみてください。 

 

 

https://www.solcion.jp
https://www.tadesign.jp


 

 
 

 

 

中村商店 

 

商 品：黒紋付染め衣類、服飾小物 

企業名：山勝染工㈱ 

所在地：愛知県 名古屋市 

U R L：https://yamakatu.co.jp 

 

 

中村商店は、大正 8 年創業の名古屋黒紋付染の染元である山勝染工のアパレルブランドです。近年

のライフスタイルの変化に伴い、着物から洋服へ染の可能性を探求しています。日々の生活により身

近なアパレル商品を提案することで、日本の素晴らしい染技術、伝統文化を多くの方に知っていただ

ければ幸いです。今回、黒染の新しい可能性をテーマにした T シャツとストールを展開します。商品

は多くの方に知ってもらいたいと考え、価格もお手頃に設定しています。 

 

 

 

 

三河鰻のキーマカレー 

 

商 品：うなぎカレー 

企業名：㈱うお茂 

所在地：愛知県 みよし市 

U R L：http://www.uoshige-miyoshi.com 

 

 

昭和 34 年に創業した料理屋「うお茂」の三河鰻のキーマカレーは、職人が手焼きした炭火うなぎ

と鶏ミンチをキーマカレーに仕上げた、ちょっとスパイシーな大人のカレーです。コロナ禍で店頭販

売が制限される中、うなぎの冷凍蒲焼をネット販売していましたが、常温で賞味の長いものを求め蒲

焼レトルト商品に挑戦しました。しかし、うなぎが型崩れしてしまう事が多く、崩れた状態でもおい

しさを保った商品ができないか考えていく中で、子供から大人まで愛されているレトルトカレーにた

どり着きました。うお茂が 100 年以上継ぎ足してきた秘伝のタレがアクセントとなっている個性ある

カレー。贈りものにもおすすめです。 

 

 

https://yamakatu.co.jp
http://www.uoshige-miyoshi.com


 

 
 

 

＜岐阜県＞ 

 

カミノシゴト 

 

商 品：美濃手すき和紙加工品 

企業名：家田紙工㈱ 

所在地：岐阜県 岐阜市 

U R L：https://www.kaminoshigoto.com 

 

 

1300 年の伝統に培われた和紙をリデザインすることで、現代でも身近な素材として楽しんで貰え

る小物やアクセサリーを生み出している「カミノシゴト」。ユネスコ無形文化遺産に登録されている

美濃和紙の製法で作られたアイテムは、和紙の繊細な光の透かしや温かみがあり、ハレの日はもちろ

ん、普段使いにもおすすめです。今回、ピアスやイアリング、ヘアゴムなどの美濃和紙小物のほか、

霧吹きで水をかけるだけで、簡単に窓ガラスに貼ることができるデコレーション用の和紙も展開。季

節に合わせた空間づくりなど、和紙独特の優しく柔らかな風合いをお楽しみいただけます。 

 

 

 

七窯社 

 

商 品：美濃焼アクセサリー 

企業名：㈲鈴研.陶業 

所在地：岐阜県 多治見市 

U R L：https://nanayosha.com 

 

 

七窯社は、「タイルの新しい楽しみかたを発信する」をコンセプトに、伝統技術と女性デザイナーの

感性を融合させた、やきものアクセサリー＆タイル・ジュエリーブランドです。「もっとタイルを身近

に感じてほしい」「タイルの美しさを知っていただきたい」そんな思いで、タイル会社の鈴研.陶業が

立ち上げました。今回、2022 年春・夏の新作ピアスやイアリングをご紹介。お洒落をして出かけたく

なるような爽やかなデザインと色合いが特徴で、テンションが上がる POP な色合いのブローチもご

ざいます。また、新作だけでなく、春を感じられるデザインのピアスなど既存のアイテムも多数展開

します。日常の暮らしに彩りを添えるやきものアクセサリーをお楽しみください。 

 

https://www.kaminoshigoto.com
https://nanayosha.com


 

 
 

 

 

marushin pottery 

 

商 品： 美濃のうつわ 

企業名：丸新製陶㈲ 

所在地：岐阜県 土岐市 

U R L：http://marushin-pottery.jp 

 

 

美濃焼メーカーの丸新製陶は、美濃焼 1300 年の歴史と伝統を背景にその時代の生活スタイルに合

った陶磁器を生産しています。今回ご紹介するのは、独自の風合いを醸し出す「黒土」と洗練された

色を表現する「釉薬」の組み合わせにより、これまでにない、シックで高級感あるアンティーク調の

キッチンウェア「DesPres（デプレ）」シリーズです。素材感を生かしたニューデザインの新商品もラ

インナップされ晴れてお披露目の場となりました。食卓をいつもよりリッチで豊かに彩ってくれるこ

のシリーズは、テーブルウェアはもちろんインテリアアイテムとしても素敵な空間を作り出してくれ

ます。丸新製陶だからこそ生み出せる質感や色味、美しさや繊細さを手に取って実感してみてくださ

い。 

 

 

 

MINO DONBURI 

 

商 品：美濃焼の丼 

企業名：㈱井澤コーポレーション 

所在地：岐阜県 多治見市 

U R L：https://www.izw.co.jp 

 

 

㈱井澤コーポレーションは、岐阜県多治見市のセラミックプロデュースカンパニーです。今回、千

三百年もの間、焼き物の知恵と技術が受け継がれてきた美濃焼の代表的なうつわ、どんぶり「MINO 

DONBURI」をご紹介します。どんぶりは、僧たちが米の上に総菜をのせた精進料理「ほうはん」が

起源とされ、江戸時代になると、せっかちな職人が気取らずかき込める丼物がもてはやされるように

なりました。現代では、忙しい日々での時短料理や、ひとつのうつわで色々な食材をたのしめる手軽

さから、海外でも人気となっています。どんぶりの歴史と文化を引き継ぎつつ、今の暮らしにあった

美濃焼の作り手の思いをみなさまの食卓へお届けします。 

http://marushin-pottery.jp
https://www.izw.co.jp


 

 
 

 

 

 

明宝村 

 

商 品：明宝ハム 

企業名：明宝特産物加工㈱ 

所在地：岐阜県 郡上市 

U R L：https://www.meihoham.co.jp 

 

 

農山村の食生活改善と村の畜産振興を目指し、昭和 28 年よりハムを造る「明宝ハム」。美しい山々、

長良川の支流がある山紫水明の地、郡上明宝村で、30 余年の歳月をかけて「明宝ハム」のおいしさは

育まれてきました。良質な国産の豚肉だけを原料とし、食品添加物の使用を極力おさえた、安心して

召し上がれる商品です。一度食べれば、その風味と豊潤さに「もういっぺん食べたい」と県内外の多

くの方々から絶賛されています。どう料理しても変わらない美味しさの「明宝ハム」は、岐阜の純粋

な山村の人たちの優しさを込めた心の味です。 

 

 

 

YAXELL 

 

商 品：包丁 

企業名：㈱ヤクセル 

所在地：岐阜県 関市 

U R L：http://www.yaxell.co.jp 

 

 

YAXELLは「刃物のまち」関市で包丁を製造する創立 90年の老舗メーカーです。伝統と確かな技術

で作られた包丁は、大人用だけでなく子供用も人気商品の一つです。子供と一緒に料理を楽しんで

欲しいという想いから生まれた「こども安全包丁」は、発売から 20年で累計出荷数 170万本以上の

ロングセラー商品。このたび、触っただけでは切れない安全性はそのままに、切りにくかった玉ね

ぎやジャガイモなどが切れるようにリニューアルしました。新たに大人用包丁と同じ切れ味の「切

れるこども包丁」も発売。子供が使いやすいデザインでありながらよく切れ、食材のカットはもち

ろん、薄切りや皮剥きなどの練習に最適です。また、子供用だけでなく、大人用高級包丁「曜」を

リニューアルした新商品もご紹介します。 

https://www.meihoham.co.jp
http://www.yaxell.co.jp


 

 
 

 

＜三重県＞ 

 

藤総 

 

商 品：急須（陶磁器キッチン用品） 

企業名：㈲藤総製陶所 

所在地：三重県 四日市市 

U R L：https://fujisou-s.jp 

 

 

萬古焼の窯元である藤総製陶所の急須「ひとしずく」と「至高急須」。ひとしずくには独特の曲線を

まとった可愛さがあり、至高急須は、お茶本来のうまみを引き出すため、職人の様々な工夫が生かさ

れています。どちらも三重県の公式三重ブランド商品に選ばれた地元を代表する商品。昨年の東京オ

リンピックでは、市松模様の公式ロゴをまとった公式グッズにも選ばれました。使う人も、作る人も、

そのまわりの人たちも、みんなに笑顔が広がり、幸せになる、そんな器づくりを目指しています。 

 

 

RAET 

 

商 品：バロックパールジュエリー 

企業名：OKKO 真珠㈱ 

所在地：三重県 伊勢市 

U R L：https://www.okko.co.jp/raet 

 

 

RAET は、優しい形状と唯一無二の個性を持ったバロックパール（異形真珠）のジュエリー。あこ

や真珠の産地である伊勢市で、真珠をはじめとするジュエリーを製造する OKKO 真珠が立ち上げた

ブランドです。あこや真珠は、時間をかけて丁寧に養殖されますが、数少ない完全な球体以外は「バ

ロックパール」と呼ばれ市場で評価されません。しかし、真珠層の輝きは劣ることがなく、形状は個

体によって異なるという個性的な魅力があります。古くから、真珠は「人魚の涙」と呼ばれ親しまれ

てきました。自然が作り出す不規則で優しいバロックパールの輪郭こそ涙に相応しい形状であると考

え、RAET はあえて厳選したバロックパールを原料に、ゴールドの優しい輝きと融合させることで、

他にない世界観を再現しています。 
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