
 

     北海道小樽市 北海道ワイン（株） http://www.hokkaidowine.com/ 
〒047-8677 北海道小樽市朝里川温泉１丁目１３０番地  TEL：0134（34）2181  FAX：0134（34）2183 

■出展商品情報 

１ おたる ナイヤガラ 北海道産葡萄１００％の生食用ナイヤガラ葡萄から醸造した、ジューシ

ーで香り豊かな甘口白ワイン。 

２ 北海道 ケルナー ワイン用葡萄日本一の北海道。ドイツ系ケルナー葡萄から醸造した、手

頃な価格の純北海道産の辛口白ワイン。 

３ 鶴沼 レンベルガー 日本一広大なワイン用葡萄畑「鶴沼」。この畑で栽培される高品質な赤ワ

イン。 

４ 恋人の聖地 

メモリアルワイン  

鶴沼ワイナリーが「恋人の聖地」に認定され、記念に発売された辛口ロ

ゼ。 

 
 

茨城県守谷市 （有）守谷すたいる http:/moriya-style.com 
〒302-0115 茨城県守谷市守谷甲 2566-1 TX 守谷駅１F  TEL：0297（45）0046  FAX：0297（46）4411 

■出展商品情報 

１ もりやさんちの 

飲むヨーグルト 

（地場産業） 

地元の生乳を 87％以上使用し、丹念に発行させた手作りの飲むヨーグル

トです。私たちの“こだわり”手作りの味をお召し上がり下さい。（香料、

酸味料、安定剤は一切使用しておりません） 

２ やまこみそ 

（地場産業） 

19 年度茨城県知事賞受賞。明治初期創業以来、原料の品質選び、手間隙

かけた糀の量加減、塩の分量、仕入から熟成に至るまで大自然に順応し

た醸造法でつくり上げた手づくり味噌です。 

３ シオンの革製品 

（チャレンジショップ） 

社名の由来は紫苑の花。その花言葉は「遠方にある人を思う」。価格は 350

円からのストラップやキーホルダー。素材は革でありながら四季を感じ

させ、良質な革とデザイン、色使いに注目されています。 

４ ひょうたん 

（チャレンジショップ） 

確実に着果させることと品種の純粋性を守るために人工受粉。充分に完

熟してから収穫し、根気よく水漬けをしてから内部を腐らせて種出しを

する。乾燥させた後で瓢箪の表に電気ゴテで焦がしながら表面に絵を描

き創り上げます。 

５ 銀イオン抗菌材 

ひのき湯太郎 

（チャレンジショップ） 

特許取得済みのアイデア商品。水道水の塩素は肌を痛めます。銀イオン

抗菌力の働きで風呂に入れた水道水の刺激を和らげ、雑菌をも減少させ

湯がまろやかになります。湯アカやヌメリ、悪臭が減り快適な入浴をお

楽しみ頂けます。 

 
 

新潟県燕市 （株）フジノス http://www.d3.dion.ne.jp/~fujinos/ 

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野 1583-1  TEL：0256（93）3211  FAX：0256（92）2103 

■出展商品情報 

１ 炊飯鍋うたげ＆卓上ＩＨヒ

ーター『炊きたて銀シャリ』 

卓上で本格かまど炊きのごはんが味わえる、ヒノキの蓋と枠付き２合炊

き炊飯鍋と、コンパクトサイズで場所をとらない 100ＶＩＨヒーターのセ

ット 

２ エレックマスタープロ１６

㎝片手鍋 

世界で初めてＩＨヒーター用鍋を開発したフジノスが自信を持ってお勧

めする、本格的なプロ仕様の使いやすい鍋 

３ エレックマスタープロ 

２０㎝両手鍋 

上記同様 

 

論文発表者 

川又昭宏氏支援先 

パネリスト 

三宅曜子氏支援先 

パネリスト 

平野陽子氏支援先 

 

愛知県西尾市 （株）あいや http://www.matcha.co.jp 
〒445-0894 愛知県西尾市上町 15  TEL：0563（56）2233 

■出展商品情報 

１ 風の香、森の宴、天の翠 あいやの無農薬有機栽培抹茶の「国内小売ＰＢ商品」。開墾以来 20 年、

一切の農薬を使用せず、肥料も有機肥料のみにこだわった茶園で栽培さ

れる。何よりも安心でカラダにやさしい有機栽培抹茶。 

２ ＭＵＺＩ(ムジ) あいやの無農薬有機栽培抹茶の「海外小売ＰＢ商品」。アメリカをはじめ、

ドイツ、イタリア、イギリスといったヨーロッパ諸国へ展開。 

 
 

兵庫県明石市 明石地域振興開発（株） http://www.aspia-akashi.com/ 
〒673-0886 兵庫県明石市東仲ノ町 6-1  TEL：078（915）5201  FAX：078（915）5205 

■出展商品情報 

１ 明石・タコ検定ポスター 明石・タコ検定を告知する B2 版のポスターです。 

２ 明石 ISM チラシ 明石市公認の電子商店街「明石 ISM」のチラシです。 

３ 明石タコ検定公式テキスト

ブック 

明石・タコ検定の公式テキストブックです。 

 
 

広島県福山市 （株）岡本亀太郎本店 http://www.honke-houmeishu.com 
〒720-0201 広島県福山市鞆町鞆 927-1  TEL：084（982）2126  FAX：084（982）1318 

■出展商品情報 

１ 十六味 保命酒 

 

備後地方に江戸時代（1659 年）から続く「薬味酒」で、 

１６種のハーブエキスを「味醂酒」で抽出した健康酒。幕末、黒船で知

られる「ペリー一行」にも幕府接待酒として用いられ、全国的に知られ

ていた時代もあります。 

２ 十六味 保命酒  

梅太郎 

伝統の「保命酒」に、紀州南高梅を浸けて作った梅酒。 

伝統酒と日本古来の梅酒が融合した、新しい保命酒です。 

３ 十六味 保命酒  

      杏子姫 

伝統の「保命酒」と、地元の杏がコラボ。地域性を生かした、新しい保

命酒。 

４ 保命酒 銘菓 

 

保命酒応援隊！地元企業（職人）さんの手によって、「保命酒」を使用し

て作った Sweets です。飲料としての保命酒だけでなく、形を変える事で

「子供でも食べられる保命酒」を提案。 

 
 

広島県安芸郡 （株）松月堂 
〒731-4214 広島県安芸郡熊野町中溝 2-7-19  TEL：082（854）4429  FAX：082（854）7041 

■出展商品情報 

１ 画筆、アニメーション筆 アニメーションで初めてアカデミー賞を受賞した「スタジオジブリ」の

非常に繊細なアニメーションや背景画はこれらの筆を使って描かれてい

ます。日本を代表する画筆シリーズ。 

２ ＪＡＰＡＮブランド 

オールマイティな筆 

ＪＡＰＡＮブランドでヨーロッパやアメリカに提案し、世界中で高く評

価されているユニークな筆。 

線も、面もぼかし、グラデーションも非常にきれいに描け、しかもロー

マ字など、横文字も描ける特殊な筆です。 

 
 
 

論文発表者 

土肥健夫氏支援先

論文発表者 

大槻恭久氏支援先

パネリスト 

岡本良知氏の店 

パネリスト 

三宅曜子氏支援先



 

広島県安芸郡 （有）竹田ブラシ製作所 http:/www.mmjp.or.jp/takeda-brush 
〒731-4214 広島県安芸郡熊野町 3538-3  TEL：082（854）0144  FAX：082（854）0478 

■出展商品情報 

１ 熊野化粧ブラシ 

椿シリーズ 

広島県熊野町の伝統工芸である毛筆の筆づくりの技術を生かし、６０年

前から化粧ブラシの製造を行うパイオニア企業。 

カトリーヌ・ドヌーヴなど世界のトップクラスの女優やパリコレモデル、

メイクアップアーティストなどから高く評価を受ける世界トップの化粧

筆の中で、椿の色で日本をイメージしたシリーズです。 

 
 

広島県安芸郡 野村乳業（株）  
〒735-0008 広島県安芸郡府中町鶴江２丁目 12-27  TEL：082（281）3341  FAX：082（284）2264 

■出展商品情報 

１ 植物乳酸菌ヨーグルト 

快腸ナビ 

世界初の技術で広島大学大学院医歯薬学総合研究科と共同開発した植

物乳酸菌（Ｌ．プランタラム）で発酵させた固形ヨーグルト。３日間

続けて食べると便秘が解消されるという効果が体感できる画期的なデ

ータもあり、おなかすっきり感を体感できます。 

 

 
 

        広島県江田島市 江田島市水産物等販売協議会 http:/hitotubukun.jp/ 
〒737-2392 広島県江田島市能美町中町 4859 番地 9  TEL：0823（40）2770  FAX：0823（40）2073 

■出展商品情報 

１ 殻付き江田島牡蠣 

『ひとつぶくん』 

一年中食べられる三倍体牡蠣の開発に成功した、広島牡蠣の中でも最高

のブランド牡蠣です。大きな身と、牡蠣が苦手な方でも食べられる旨み

が自慢。保冷パッケージもグッドデザイン賞をとったオールパルプのエ

コパッケージを使用。レンジで簡単に殻が開き、ぷりっぷりの食感をお

試しください。 

 

 
 

山口県萩市 （有）萩陶苑 http:/www.hagiyaki.co.jp/ 
〒758-0061 山口県萩市大字椿 3775  TEL：0838（22）2441  FAX：0838（26）0330 

■出展商品情報 

１ 高強度萩焼 

研究開発中の新萩焼 

たっぷり椀とゴブレット 

従来の萩焼の 3 倍強度の新しい萩焼を、今年度の地域資源活用研究開発

型事業で研究開発中。現在２倍強度まで完成し、洋食器とも合わせやす

く、現代のライフスタイルに提案できるデザイン提案を行っています。 

 

 

 
 

高知県土佐市 （有）卵屋 http://ranya.shopblog.jp/ 

〒781-1105 高知県土佐市蓮池 2182-1  TEL：088-828-5905  FAX：088-828-5905 

■出展商品情報 

１ 焼菓子 卵屋では、自然の餌をたっぷり与え平飼いで元気に育った鶏が産んだ自

然有精卵や、自然農法のケール（青汁の原料）・室戸沖の海洋深層水・木

酢液など、こだわった餌で育った鶏が産んだ元気な卵を使っています。 

よりおいしい卵を探しそして、よりおいしいお菓子づくりに励んでいま

す。だから卵屋の卵菓子は、美味しいうえに安心です。 

 
 

 

パネリスト 

三宅曜子氏支援先 

パネリスト 

三宅曜子氏支援先 

パネリスト 

三宅曜子氏支援先 

パネリスト 

三宅曜子氏支援先 

基調講演 

大原一郎氏の店 

 

  平成 19 年度 

  中小企業経営診断シンポジウム 
 

 

地域の物産展 
 

 

地域資源を活用した具体的な成功例を紹介するために、新企画とし

て地域の物産展コーナーを設置します。是非ともお立ち寄り下さい。 
 

２Ｆ「フロア」にて午後１時より開催！ 

＜出展者＞ 
 

新企画

＜北海道小樽市＞ 

北海道ワイン（株） 

＜茨城県守谷市＞ 

（有）守谷すたいる 

＜新潟県燕市＞ 

（株）フジノス 

＜愛知県西尾市＞ 

（株）あいや 
＜兵庫県明石市＞ 

明石地域振興開発（株） 

＜広島県福山市＞ 

（株）岡本亀太郎本店 

＜高知県土佐市＞ 

（有）卵屋 

＜広島県安芸郡＞

（有）竹田ブラシ製作所

＜広島県安芸郡＞ 

（株）松月堂 

＜広島県江田島市＞ 

江田島市水産物等販売

協議会

＜山口県萩市＞ 

（有）萩陶苑 

＜広島県安芸郡＞ 

野村乳業（株） 


