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平成 31 年 1 月 22 日 

       

京都経済記者クラブ加盟社各位 

（京都府政記者クラブ同時） 

京 都 商 工 会 議 所 

       ファッション京都推進協議会  

 

 

 

 

「あたらしきもの京都」「あたらしきもの Kyoto NEXT」 

第 87 回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2019 出展に関する件 
 

京都商工会議所・ファッション京都推進協議会（会長：吉田忠嗣・ファッション産業振興特別委員

長）では、国内販路開拓支援事業を実施しており、その一環として、日本最大級の見本市「東京イ

ンターナショナル・ギフト・ショー」に平成 20年度より出展しています。 

今年度は、新商品開発・国内販路開拓支援事業「あたらしきもの京都」（京都商工会議所・ファッ

ション京都推進協議会主催、京都府共催）の参画事業者 16社に、「あたらしきもの Kyoto NEXT」と

して現代のニーズに沿った付加価値の高い商品の提供及び販路開拓に意欲的な小規模事業者

20社を加え、合計 36 社の京都企業が出展します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※プロジェクト概要および参画事業者は次頁参照  

≪第 87 回 東京インターナショナル・ギフト･ショー春 2019≫ 

https://www.giftshow.co.jp/tigs/87tigs/index.htm 

■会 期 平成 31 年 2 月 12 日（火）～15 日（金）10 時～18 時 

※最終日は 16 時まで 

■会 場  東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1） 

■ブース  東 6 ホール 東 6-T50 -28 

■その他  入場無料（登録制） 

※会場内で開催のセミナーで「あたらしきもの京都」のコーディネーターである
西堀氏と参画事業者（2 社）による事例発表を実施します。 

  詳細・申込 ⇒ https://www.giftshow.co.jp/tigs/87tigs/seminar.htm 
 
■タイトル 
「京都の伝統技術を生かした新商品開発と販路開拓プロジェクト『あたらしきも
の京都』と中小企業に必要な Next Market-in 戦略と実践方法」 
■日 時 平成 31 年 2 月 12 日（火）14 時～15 時 
■場 所  東京ビッグサイト 会議棟（6 階） セミナー会場 
■登壇者 西堀 耕太郎氏（㈱ＴＣＩ研究所・㈱日吉屋 代表取締役） 

松尾 安浩氏（㈱尚雅堂 代表取締役） 
谷元 仁子氏（㈱丸進 企画室）  
 

https://www.giftshow.co.jp/tigs/87tigs/index.htm
https://www.giftshow.co.jp/tigs/87tigs/seminar.htm
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■プロジェクト概要および参画事業者等 

１．あたらしきもの京都  http://www.atarashiki-mono-kyoto.com 
平成 15 年度より、ファッション京都推進協議会が実施している国内販路開拓支援事業

に商品開発部分を強化、平成 27 年度より「あたらしきもの京都」として京都の染織・繊維
をはじめとするものづくり産業における知的資源（技術、素材、意匠等）を活かし、国内
外の販路開拓支援に長けたコーディネーターのもと、新商品開発から販路開拓を集中的に
支援しています。 
【主催】京都商工会議所 ファッション京都推進協議会  【共催】京都府 
【構成】コーディネーター：西堀耕太郎氏  

アドバイザー：田中智子氏 / 金谷弘幸氏 / 下川一哉氏 / 杉江あこ氏 
デザイナー：みやけかずしげ氏 / 加藤広太氏 / 梅野聡氏 

【出展企業・開発商品】（16 社・順不同） 
1  アミタ エムシーエフ㈱ 象嵌商品「初鏡」（はつかがみ） 

2  ㈱井助商店 子供用の漆器碗「こわんさら」 

3  太田重染工㈱ 幼児用福笑いキット「toy art カット＆フェイス」 

4  ㈱大西常商店 ルームフレグランス「かざぷち／うつし香」 

5  岡山工芸㈱ 手描友禅のお薬手帳「TONE＆TONE」 

6  ㈱熊谷聡商店 京焼・清水焼の時計「京とけい」 

7  ジェイハンズ㈱ 和雑貨「Aurum」 

8  ㈱尚雅堂 和紙時計「和綴じクロック」 

9  ㈱土田人形 京陶人形「願掛け人形」 

10  ㈱寺島保太良商店 純金の糸でつくったアクセサリー 「絲 tabane」シリーズ 

11  ㈱東五六 京焼・清水焼の器「月見うたげ箱皿」 

12  ㈱丸進 斬新な素材を使用したストラップ「クレイジーストラップ」 

13  ㈱丸二 版木を活用したアクセサリー「からみやび」 

14  丸和商業㈱ 風呂敷を使用したバッグ「コトノワふろしきサコッシュ」 

15  ㈱MURAGISHI  バス用ブラシシリーズ「ロタンダ」 

16  ㈱ルシエール・ジャパン 麻素材のバック「& asa.co ワンマイルバッグ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

アミタ エムシーエフ㈱ ㈱井助商店 太田重染工㈱ ㈱大西常商店 

岡山工芸㈱ ㈱ジェイハンズ ㈱尚雅堂 ㈱熊谷聡商店 

㈱土田人形 ㈱寺島保太良商店 ㈱東五六 ㈱丸進 

㈱丸二 丸和商業㈱ ㈱ＭＵＲＡＧＩＳＨＩ ㈱ルシエール・ジャパン 

http://www.atarashiki-mono-kyoto.com/
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２．「あたらしきもの Kyoto NEXT」（20社）  http://www.kyo.or.jp/kyoto 

平成 27 年度より開催してきた、中小企業の首都圏における販路開拓支援事業「知恵産業フェ
ア」を本年度は国の補助金を活用し、小規模事業者を対象としたプロジェクト「京都知恵ビジネスセ
レクション」として展開。本所およびファッション京都推進協議会が主催する「あたらしきもの京都」事

業と連携し、「あたらしきもの Kyoto NEXT」として、「東京インターナショナル・ギフト・ショー」へグルー
プ出展、国内市場の販路拡大に取り組みます。 
【主催】京都商工会議所 
【構成】コーディネーター：西堀耕太郎氏 
【出展企業・出展商品】（20社・順不同） 
１ 宇野株式会社 １１ 雀休 

２ 王冠化学工業所 １２ 株式会社チクノライフ 

３ 佳耀工房 １３ 株式会社辻商店 

４ 株式会社京でん １４ 株式会社中野伊助 

５ 京都川端商店 １５ FLOTATION 

６ 京都山本製革店 １６ 株式会社山本仁商店 

７ 株式会社金箔押山村 １７ 株式会社夢み屋 

８ CIRCU １８ 株式会社ヨアケ 

９ 株式会社三京 １９ Leather&Silk Akiito 

１０ 塩見団扇株式会社 ２０ 株式会社和詩倶楽部 

 

 

宇野㈱ ㈱京でん   王冠化学工業所 佳耀工房 

京都川端商店 京都山本製革店 ㈱金箔押山村 CIRCU 

㈱三京   塩見団扇㈱ 雀休 ㈱チクノライフ 

㈱辻商店 ㈱中野伊助 
FLOTATION ㈱山本仁商店 

㈱夢み屋 ㈱ヨアケ Leather&Silk Akiito ㈱和詩倶楽部 

http://www.kyo.or.jp/kyoto

