
独立行政法人中小企業基盤整備機構北陸本部
鯖江市・鯖江商工会議所

非プラスチック製品等CO2削減に貢献する商品、リユース・リサイクルに貢献する商品、

健康の増進・子育て等に貢献する商品をご紹介します。



①卵の殻から生まれた、地球環境への負担を低減させ
環境型社会の実現を目指す次世代バイオマス食器

株式会社福井クラフト

製品やサービスの特徴

炭酸カルシュウムである無機物の卵の殻を50％以上を含む無機フィラーに補強材を添加した複合材料

です。食器に接触する部分には塗装を施す事により耐汚染性の向上を確保し、食品衛生法に適合して

います。よって、環境を考えておられる企業様と幅広くタイアップしたいと考えています。

製品詳細

製品がSDGsにどう貢献するか

地球温暖化による気候変動が問題視される中、石油資源由来原材料に替えて環境

負担の少ない生物由来資源を活用するバイオマス製品です。地球環境への負担を

低減させ、なおかつコストを抑えた安全で繰り返し使用できる製品として 環境

型社会実現の一助になる、持続可能な社会の実現に貢献できるのではと考えてい

ます。

今後取引を想定する用途、業種

まずは環境問題に取り組まれようとしている飲食店様への導入を考えてPRしてい

ます。大手チェーン店様で使用して頂けたらと考えています。

想定する取引ターゲット・業種

ホテル・旅館・飲食店・集団給食施設・雑貨・ギフト

企業名：株式会社福井クラフト

業種：業務用漆器・食器卸

住所：福井県鯖江市戸口町24-23

HP：http://www.fukuicraft.co.jp/

企業情報

取引実績（国内）

令和３年１０月からの発売の為（国内）実績は有りま

せん。

どのような企業に、どのように販売したいか

大手チェーン店へ環境問題を考え行動しているという

メッセージで販売したいです。
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③自然素材の和紙で手作りの花

華・魅せ・ギャラリィ あいりぃ

製品やサービスの特徴

和紙の持つ柔らかい丈夫な素材で手作りの花が色と香りを吸い上げて、飾っていただける場所を華や

かに、和やかにします。カラーバリエーションは、赤・青・黄色の三色。お届け時は白いお花の状態

で届きます。ありのままの白い花でも美しいですが、カラフルなフレグランスリキッドを吸い上げる

ことで、花が徐々に色づく様子も楽しめる極上のインテリアとして咲き誇ります。

製品詳細

製品がSDGsにどう貢献するか

厳しさを増す和紙業界において、革新的な製品の開発、需要の拡大により、持続

可能な地場産業の産業化の促進に貢献する点からゴール9、11。また、素材の和

紙の花の加工について、手を使った仕事として対応できることから高齢者に委託。

人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・

ワーク）を促進する点からゴール8。

今後取引を想定する用途、業種

和紙の花として、榊の販売。カルチャーとしての展開。

想定する取引ターゲット・業種

高級志向の社会に関心を持つ３０代女性

企業名：華・魅せ・ギャラリィ あいりぃ

業種：花小売業

住所：福井県鯖江市吉江町405

HP：www.ai-li.jp

企業情報

取引実績（国内）

生協、ハピリン、パピルス館、道の駅、青山291，東急ハンズ、㈱ハンビット、

グンゼグリーン、アミファほか

どのような企業に、どのように販売したいか

百貨店他

②『箸は口に運ぶものだから安全なものを』
鯖江の眼鏡メーカーが作る人に環境に優しいチタン箸。

株式会社ケイプラス

製品やサービスの特徴

純チタン製箸「かつき」は、医療用具やめがね・アクセサリーなどに用いられている、金属アレル

ギーの心配が少ない、安心安全な純チタンを使用しています。

本品は、金属臭さがないので食べ物の味を損なわず、熱伝導率が小さいのでひんやりした冷たさがあ

りません。軽くて強く丈夫で錆びないので、永くお使いいただける商品です。

製品詳細

製品がSDGsにどう貢献するか

(1)毎日大量に消費される割り箸は、その大半が焼却処分されCO2を発生させてい

ます。また、海外の割り箸生産国では、森林資源が減少し地球に負担を掛ける結

果となっています。割り箸を、永続使用可能なチタン箸に換えることで、CO2の

発生を減少させることができます。

(2)箸作りの製造工程で発生する純チタンの端材や金属くずは、100％回収されて

おり、その後再生利用されます。

今後取引を想定する用途、業種

ご家庭や飲食店様で、割り箸からチタン箸への転換。

海外食器販売店での、日本製チタン箸の販売。

想定する取引ターゲット・業種

食器販売業、飲食店

企業名：株式会社ケイプラス

業種：雑貨卸販売

住所：福井県鯖江市旭町４丁目6-12

HP：https://titankatsuki.shop-pro.jp/

企業情報

取引実績（国内）

食器卸売企業、百貨店、雑貨小売企業、アパレル企業、

通販会社、レストラン他

どのような企業に、どのように販売したいか

完成品の卸販売

製品の販売実績（年間）

3,600個
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⑤どんな雑草も完全にシャットアウト！信頼と実績の防草シート

株式会社白崎コーポレーション

製品やサービスの特徴

長繊維と短繊維のポリエステル不織布を張り合わせた2層構造の防草シート。軽量で施工も簡単で、

敷くだけであらゆる雑草をシャットアウトします。チガヤは世界の侵略的外来種ワースト100に入り、

「世界最強の雑草」とも呼ばれる雑草です。チガヤシートはそれを完全に抑える目的で開発されまし

た。その秘訣は100％近い遮光性とシュートの貫通力に耐える繊維密度にあります。また耐久性に優

れ10年以上の雑草管理コスト軽減が実現します。製品詳細

製品がSDGsにどう貢献するか

従来の肩掛け式草刈り作業は燃料を使い機械を動かし、発生した刈りカスを運搬、

焼却すると、雑草が固定した炭素以上にエネルギーをたくさん使用しCO2の排出

が多くなります。また、今日の猛暑の中での草刈り作業者は熱中症はじめ、足場

の悪い場所での転落事故、人や車との接触事故など多くの傷害事例が報告されて

います。チガヤシートを敷設することにより長期間雑草を抑止しますのでこれら

の問題は解決します。いずれにしても雑草問題は経済的、環境的、社会的な側面

で多くなリスクを抱えます。

今後取引を想定する用途、業種

国土交通省、地方自治体、太陽光発電事業者、鉄道会社、建設業、資材商社

想定する取引ターゲット・業種

国土交通省、地方自治体、太陽光発電事業者、鉄道会

社、建設業、資材商社

企業名：株式会社白崎コーポレーション

業種：その他卸売業

住所：福井県鯖江市石生谷町１１－２３

HP：https://www.shirasaki.co.jp

企業情報

取引実績（国内）

国土交通省、地方自治体、JR東日本、JR東海、NTTファ

シリティーズ、大手電力会社

どのような企業に、どのように販売したいか

道路、鉄道、太陽光の事業主、また管理/施工している企業様に、弊社製品の

導入にあたり雑草管理の軽減を環境的側面（CO2 排出）、経済的側面（維持管

理コスト削減）、社会的側面（従業員の労働環境）から提案し採用に繋げたい。

④伝統が作り出す人と環境に優しい和紙

有限会社笹尾印刷所

製品やサービスの特徴

越前和紙を基材に漆喰塗料を塗布した漆喰和紙『銀雪』は、抗ウイルス・抗菌・抗アレルゲン・抗

VOC・消臭・調湿など様々な機能を有する。その効果を手軽に得られるマスクケースは、オリジナル

の印刷が可能なため企業の販促品としての発注も多い。また、その特性が人々の快適な生活環境づく

りの促進につながると考え「漆喰和紙壁紙」を開発するなど、幅広い分野での展開が進んでいる。

製品詳細

製品がSDGsにどう貢献するか

『銀雪』は和紙＋漆喰の天然素材で作られており、和紙を製造する際には再生古

紙を使用し、排水管理を徹底するなど環境に配慮した製品である。

また脱塩ビ化が遅れている壁紙業界において、天然素材からできている漆喰和紙

の壁紙は、”可燃ごみ”としての廃棄処理可能であり、産廃物処理における環境負

荷を抑制する効果もある。

今後取引を想定する用途、業種

直近ではSDGｓへの高まりから、漆喰和紙壁紙の需要が高まっており、公共施

設・商業施設・医療施設等への内装施工が今後見込まれる。

またその優れた抗菌・抗ウイルス機能や、抗アレルギーの効能を活かせるヘルス

ケア業界への進出も検討している。

想定する取引ターゲット・業種

”紙”を扱う職種全般（印刷業・製造業・建材卸売業等）

企業名：有限会社笹尾印刷所

業種：印刷・製造販売業

住所：福井県鯖江市丸山町４丁目２ー３１

HP：https://ginsetsu.jp/

企業情報

取引実績（国内）

【例：製品個数】

マスクケース…累計20万個 漆喰和紙壁紙…約3,000メートル

どのような企業に、どのように販売したいか

漆喰和紙『銀雪』の価値を理解して様々な製品の企画

や展開を考えてくれる企業

製品の販売実績（年間）

100万㎡
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⑦ペットボトルをリサイクルした商品を作っています

有限会社ウチダプラスチック

製品やサービスの特徴

市中から出たペットボトルを工場で新しい商品にしています。加飾を加えることで付加価値が上がり

ます。

製品詳細

製品がSDGsにどう貢献するか

14.海の豊かさを守ろう 海ごみを削減します

12.作る責任使う責任 プラスチックごみを減らします。

今後取引を想定する用途、業種

眼鏡 雑貨 工業部品

想定する取引ターゲット・業種

雑貨 販促品 プラスチック成型

企業名：有限会社ウチダプラスチック

業種：プラスチック製品製造

住所：福井県鯖江市河和田町3-11

HP：http://www.uchid.com/

企業情報

取引実績（国内）

イオン アルペン 生協

どのような企業に、どのように販売したいか

大手上場企業に環境商品として販売したい

⑥デッドストックの漆器や木地に塗装を施して再生させるプロジェクト

MARUHIRO SPRAY（丸廣意匠）

製品やサービスの特徴

1983 年の創業以来、木製品を中心とした吹付塗装を行っております。受け継がれてきた技法だけで

はなく、新たな塗装の表情を模索しております。越前漆器の伝統的技法、工程を活かしつつ、刷毛塗

りからスプレー塗装へ、漆から塗料へ移行し、木に最適な塗装を施していくことを目指しています。

私どもも年間を通すと色んなものを廃棄処分しておりますが、目線が変わればゴミではなくなるもの

があるという事をに気づかせていただきました。製品詳細

製品がSDGsにどう貢献するか

木は、金属とは違い、少しの衝撃で割れたり折れたりしてしまいます。壊れたも

のを捨てるのではなく、この産地で受け継がれている修復の技術を活用し、復元。

また、新たな色を施すことにより何度でもその時代に沿う商品へと再生させるこ

とが出来ると思います。そして、この取り組みはこの地でしかできないお仕事と

して後継者、担い手を生み出してくれるのではないかと願っています。

今後取引を想定する用途、業種

直近ではSDGｓへの高まりから、漆喰和紙壁紙の需要が高まっており、公共施

設・商業施設・医療施設等への内装施工が今後見込まれる。

またその優れた抗菌・抗ウイルス機能や、抗アレルギーの効能を活かせるヘルス

ケア業界への進出も検討している。

想定する取引ターゲット・業種

飲食関係、インテリア雑貨

企業名：丸廣意匠

業種：漆器塗装業

住所：福井県鯖江市北中町535

HP：https://maruhiro-isho.com/

企業情報

取引実績（国内）

一般のお客様にはありますが、

企業様にはございません。

どのような企業に、どのように販売したいか

空間を引き立たせるインテリアを扱う企業様

製品の販売実績（年間）

約20万

製品の販売実績（年間）

3万個
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⑨使用済みトナーカートリッジﾞは捨てればゴミ、
リユースすれば循環型社会に貢献

株式会社白崎コーポレーション

製品やサービスの特徴

使用済みのトナーカートリッジを分解，清掃，パーツ交換し再度使用できる様にした製品です。当社

のリユーストナーカートリッジは高い技術力と品質管理で新品トナーカートリッジと遜色のない性能

となっています。万が一問題が発生した場合でも充実したアフターフォローで誠実に対応致しますの

で安心してご使用いただけます。

製品詳細

製品がSDGsにどう貢献するか

使用済みのトナーカートリッジを再利用（リユース）することで省資源となるこ

とはもちろんですがＣＯ2排出量削減にもつながっており資源循環型社会の実現

に貢献しています。

今後取引を想定する用途、業種

レーザープリンターを導入している事業所全般が対象となりますが、特にお客様

向けの印刷が多く印字品質を重要視され且つコスト削減を検討している企業様に

は良い製品だと思います。

想定する取引ターゲット・業種

レーザープリンターを使用する事業所全般

企業名：株式会社白崎コーポレーション

業種：その他卸売業

住所：福井県鯖江市石生谷町１１－２３

HP：https://www.shirasaki.co.jp

企業情報

取引実績（国内）

金融業、自動車業界、流通・小売業、診療所、その他

どのような企業に、どのように販売したいか

お客様向けの印刷が多く印字品質を重要視される企業

様に対してコストダウンを提案

⑧親子お揃いでかけられるメガネ

プラスジャック株式会社

製品やサービスの特徴

親子がお揃いで同じ眼鏡を掛けられるように、サイズを５サイズ用意しています。

カラーもパーツごとで選べるようにパターンオーダーにし、自分だけのカラーを作れます。

不要になった場合は回収し、金属パーツを再利用できるように取り組んだメガネになります。

製品詳細

製品がSDGsにどう貢献するか

再利用できるパーツを回収し、再び製品化することで、つくる責任つかう責任に

貢献します。

想定する取引ターゲット・業種

一般顧客

企業名：プラスジャック株式会社

業種：製造業

住所：福井県鯖江市御幸町1-301-11

HP：https://plusjack.com/

企業情報

どのような企業に、どのように販売したいか

責任を持って販売したいので、今のところ卸は考えて

いません。

製品の販売実績（年間）

167,000本(2020年実績）

5

https://plusjack.com/


⑪めがねフレームを通して、子ども達の視生活をサポートします。

オリエント眼鏡株式会社

製品やサービスの特徴

【ＧＲ−１６】第２４回日本メガネ大賞キッズ部門グランプリ（２０２１年）パーツ交換ができる設

計。自己修復機能のあるクロスガードコートカラー。低めの鼻パッド位置。長さ２サイズあるクリン

グス取り換え可能。ロー離れ心配いらずのスパルタ丁番。角を作らない安全設計

【ＧＲ−２０】第２５回日本メガネ大賞キッズ部門グランプリ（２０２２年）パーツ交換ができる設

計。低めの鼻パッド位置。ロー離れ心配いらずのスパルタ丁番。角を作らない安全設計。製品詳細

製品がSDGsにどう貢献するか

○治療用メガネに求められる機能の企画開発を通じて、健康的な社会形成に貢献

して参ります。○安心安全で愛着を持てる製品・耐久性を備えた製品の開発に

よって、製品ライフサイクルの延長を通じた廃棄回数の減少を目指します。○一

般社団法人みるみるプロジェクトへ協賛しております。眼科医、視能訓練士、眼

鏡店、保護 者と共に、子ども達の「みる力」の育成の取り組んでまいります。

今後取引を想定する用途、業種

子ども達へのサービスや商品を企画・販売している業種

想定する取引ターゲット・業種

眼鏡小売店

企業名：オリエント眼鏡株式会社

業種：眼鏡卸

住所：福井県鯖江市吉江町１０１

HP：www.orient-opt.jp

企業情報

取引実績（国内）

国内、１５０施設の眼鏡店にて販売。

どのような企業に、どのように販売したいか

「ＭＡＤＥ ＩＮさばえ」の子どもメガネを積極的に販

売をしている小売店へ

⑩高タンパク質・低脂肪・コレステロールフリー！
動物性の原材料を使わない次世代の肉代替食品

株式会社マイセンファインフード

製品やサービスの特徴

動物性の原材料を使わない、高タンパク質・低脂肪・コレステロール・フリーの栄養豊富で健康的な

次世代の肉代替製品です。独自技術により大豆特有の臭いを抑え、豊かで香ばしい風味に仕上げてい

るため、様々な料理にマッチします。保存料・着色料も不使用で安心してお召し上がりいただけます。

製品詳細

製品がSDGsにどう貢献するか

○植物性（プラントベース）原料を使用することで、畜産によるメタンガス排出

を抑制し気候変動リスクを抑えると同時に、畜産糞尿等の環境負荷低減にもつな

がります。

また脂質やコレステロールを大幅に抑えながらタンパク質や食物繊維を摂取する

ことができる植物性代替肉の商品を通じて、すべての方の健康と福祉に貢献いた

します。

今後取引を想定する用途、業種

食品メーカー・・・加工食品等の製品に使用する肉代替原材料としての活用

想定する取引ターゲット・業種

食品小売業（NB製品供給）

飲食店や食品メーカー（OEM供給・原料供給）

企業名：株式会社マイセンファインフード

業種：食品製造業

住所：福井県鯖江市上野田町12-7-1

HP：https://www.maisen.co.jp

企業情報

取引実績（国内）

国内大手スーパー各社、食品メーカー、各種飲食店

どのような企業に、どのように販売したいか

食品小売業、飲食店、食品メーカー

製品の販売実績（年間）

【ＧＲ−１６】１.５年 / 

【ＧＲ−２０】Ｒ４.４月発売

予定

製品の販売実績（年間）

15,000千円

6

http://www.orient-opt.jp/


企業への商談申込み方法：WEB又はFAXにてお申込みください

〇商談希望企業

企業名または企業番号 企業名または企業番号 企業名または企業番号

第一希望 第二希望 第三希望

〇具体的な商談内容を記載ください

貴 社 名 業 種

主要製品・サービス

部 署 名 ご担当者名 役職名

ご 住 所

年間売上高 円 資本金 円 従業員数 人

電話番号(TEL) 携帯番号

E-mail

ホームページURL

ジェグテック登録状況 □登録済み □登録を希望する □ジェグテックがよくわからない

ご注意事項
・お申込みされても商談希望企業の事情等により商談の設定が出来ない場合があります。あらかじめご了承いただきますようよろしくお願い
いたします。
・本申込みは予告なく終了する場合がございます。
・送付いただいた企業情報につきましては面談希望企業に提供させていただきます。
・取得する個人情報は本事業の運営が管理の範囲内で利用いたします。
・反社会的勢力の該当者でないことを制約し、お申込み下さい。

①WEBでのお申込み
・下記URL、2次元バーコードから特設ページ
「SDGsに貢献する鯖江地域の商品・製品マッチングサイト」をご覧ください。
サイト内の申込方法に従って、商談を希望する企業への申込みをしてください。

https://to18m.hp.peraichi.com/

※商談申込みには中小機構が運営する登録無料のBtoBマッチングサイト「J-GoodTech」への登録が必須と
なります。未登録の方は特設ページ内の「ジェグテック登録フォーム」からご登録ください。

②FAXでのお申込み 商談申込書を記入の上、下記番号まで送信してください。

中小機構北陸本部企業支援課あて FAX 076-223-5762

鯖江SDGs貢献商品・製品商談 申込書




