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東京 TASK に関するお問い合わせ先

＜東京ＴＡＳＫのホームページ＞
https://task-project.net/

台東区役所 文化産業観光部 産業振興課
電話：03-5246-1143 FAX：03-5246-1139
E-mail：sangyo@city.taito.tokyo.jp

足立区役所 産業経済部 産業振興課 ものづくり振興係
電話：03-3880-5869 FAX：03-3880-5605
E-mail：sangyo@city.adachi.tokyo.jp

荒川区役所 産業経済部 経営支援課 経営支援係
電話：03-3802-3111（内線 459）FAX：03-3803-2333
E-mail：keieishien@city.arakawa.tokyo.jp

葛飾区役所 産業観光部 商工振興課 工業振興係
電話：03-3838-5587 FAX：03-3838-5551
E-mail：051300@city.katsushika.lg.jp
令和４年 1 月発行
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東京 TASK
ものづくりアワード
台東区、荒川区、足立区、葛飾区の４区には、合わせると 7,000 になる、数多
くの工場が集積しており、それらの工場では皮革、金属、布、紙、ゴム、木、プ

ラスチック、ガラスといった種々の素材を加工して、多種多様な製品を製造し
ています。 東京ＴＡＳＫの主要事業の１つとして開催される「 東京ＴＡＳＫ

ものづくりアワード」では、このような工場を中心に開発された「暮らしを豊
かに、より便利にする新しい生活雑貨・日用品」などを一同に集め、学識経験

Trying A pproaching S upporting K eeping

者やバイヤー、デザイナーなど、各業界の有識者による審査を行い、大賞、優
秀賞、奨励賞、特別賞の各賞を決定し表彰します。

東京ＴＡＳＫとは

AD AC HI

台東区、荒川区、足立区、葛飾区の４区が共同で行う、

この地域のものづくり産業のさらなる活性化を目指すプロジェクトです。

ARAKAWA
TAI TO

KATS USHIKA

「暮らしを豊かに、より便利にする新しい生活雑貨・日用品」とは
素材の持つ良さを大切にし、地域で培われた加工技術･技能を駆使して「いいもの」をつくる
ことを基本とし、ここから生み出された製品を、先進的･個性的な東京市場の消費者に

「じっくり」使ってもらって本物の持つ良さを理解してもらえるような生活用品を指します。

東 京T ASK も の づくりアワードとは ・ ・・ 2 P

審査について

大 賞 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・3 P

応募できる製品は、東京ＴＡＳＫ地域

優 秀 賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・5 P

（企業もしくは個人）が主となって開発・製作

奨 励 賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・6 P

した新製品です。

特 別 賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・8 P

デザイナー等）
店のバイヤー及び商品企画のプロ、

応 募 製 品・・・・・・・・・・・・・・・9 P
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（台東区、荒川区、足立区、葛飾区）内の事業者

応募製品の中から、
有識者（大学教授、大手小売
による審査会を経て、各賞を決定します。

大賞・優秀賞・奨励賞
入賞した製品は東京ビッグサイトで開催される
東京インターナショナル・ギフト・ショーや
各自治体で開催される展示会などに無料出展
できます。

多慶屋特別賞
（株）多慶屋との商談権が得られます。

（商談権は、販売を確約するものではありません。）

２

大賞
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トルソブック
材料・材質
販売価格

紙

3,000 円

〇アパレルで使用するマネキンは大きさと重さと価格（レンタルを含む）が利用者である店
舗や展示業者にとってかなりの負担になっています。この問題解決を図るために、紙で立

体になるトルソマネキンを作成しました。

〇畳むと本として保管が可能で、利用時には広げるだけでマネキンとして衣類やアクセリー
の展示が出来ます。

〇紙なので軽量でコストが安く、オリジナルなデザインや形状にも対応可能です。

〇発展形として、下半身タイプや頭頂タイプなどを計画しており、それらを合体させること
で全身マネキンにすることも可能です。

有限会社

髙田紙器製作所

髙田

照和

毎月開発をしている新製品の中で、2 年ぶりにアワードに出
してみたい製品だった「トルソブック」が大賞を受賞したこ
とに感謝申し上げます。トルソブックは、アパレル店舗を営
んでいる社長さんとの会話の中でマネキンが「かさばる・重
い・高価格」というところから、弊社の得意な POPUP 製品
で対応できないかと考えて開発しました。

POPUP 製品は、カードや仕掛け絵本などの利用しか今まではなかったのですが、
家具や什器としての利用方法を模索することで、これからも新しい需要が出来るの
ではないかと思われ、そのファーストスターとしてこの製品が認知されると嬉しい
です。
今後も「紙と言ったら髙田紙器！」と言われるようになるため新製品の開発に邁進
してまいります。
代表開発者

髙田 照和 / 有限会社 髙田紙器製作所 / 紙器製造業

〒124-0006 葛飾区堀切 3−26−16

TEL 03-3693-2181/ FAX 03-3694-6181

注）
製品価格等について

＊金額はすべて税抜価格です。
「販売予定額」の場合を含みます。＊製品の中には販売未定のものや試作品を含みます。

３

＊製品名は仮称の場合を含みます。

４

優秀賞
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ザオーブロック
材料・材質
販売価格

アルミ、他金属
3,000 円〜

本業で使用した端材をただスクラップにするのは「 もったいない！」

奨励賞

ゼロウェイスト つなぐ鉛筆 4本組
材料・材質 鉛筆の木：インセンスシダー 鉛筆の芯：黒鉛（B及び2B）
販売価格

280 円

なっております。

鉛筆自体を繋いで使い続けられる構造に削り出した鉛筆。
鉛筆は使い続けると短くなり削り器に入りきらなくなるくらい短
くなるために 1 本使い切れずにロスが出ますが、本製品の鉛筆は
短くなり削り器に入らないサイズになっても、頭のザグり部分か
ら新しい鉛筆軸を連結して 1 本の鉛筆軸に出来るため、最後まで
使い切れないロス部分を次の鉛筆の尺の長さに足すことが可能で
す。
連結して繋いだ軸にもザグ部分が凹凸を連結し繋げられれば同様
に連結し使い続けられます。
従来のロス部分の鉛筆軸にも使い切れるタイプの鉛筆です。

代表開発者 鈴木 国博 / ザオー工業 株式会社
/ 金属プレス部品製造、各種ネームプレート制作

代表開発者 杉谷 龍一 / 北星鉛筆 株式会社
/ 鉛筆製造

端材を無駄にしない方法を考え、
たどり着いた答えが「ザ オｰブロック」
です。
「ザオーブロック」とはアルミ素材の組み立て式ブロックパー
ツです。素材をプレス加工し、仕上げにアルマイト処理を施すこと
でアルマイトの美しい発色のブロックになります。いくつものパー

ツを指先を使ってボルトとナットで連結し、六角レンチで組み上げ、
ブロック玩具や日用雑貨品等へと変貌します。端材を利活用するこ
とによって資源循環型社会の取り組みを実施し、環境対応型商品に

〒123-0852 足立区関原 2-11-26

TEL 03-3848-2301/ FAX 03-3889-2781

花活布
はなかっぷ

材料・材質
販売価格

布、紐、ヤシ殻繊維
1,000 〜 2,500 円

〒124-0011 葛飾区四つ木 1-23-11

TEL 03-3693-0777/ FAX 03-3697-5827

えぽっけ
材料・材質 紙・プラスチック・ポリプロピレン樹脂・布製ゴムバンド
販売価格

4,300 円

生花や観葉植物を室内で１か月以上の長期間観賞できるよう工夫

どんな紙に書いた絵でも丁寧にしまっておける紙製のポケットフ

ない花卉分野の新商品です。培地を黴類が発生しにくい布巾着で

簡単。日付欄とコメント欄を設け、書き込むことで思い出をより

した持ち運び自由の培地付き花苗で切り花でもない、鉢植えでも
包んでいるので、壁掛けや壁面緑化も簡単です。布巾着は交換容
易で、好きな柄に自由に交換できます。培地には土を使わず、ヤ
シ殻繊維を使用しているので、枯れたら燃えるゴミとして廃棄も

できます。植物は大きくなりすぎないように矮化処理しています。

レーム。ゴムバンドでとじるだけなので、取り外しも入れ替えも
鮮やかに残せます。窓部はフィルム貼りで、折り紙やアイロンビー
ズなどの小さな作品も落ちることなく保存可能です。図工で使わ
れることの多い八つ切り画用紙まで入るしっかりした素材ででき
ており、単体で飾ることもできます。

セット内容：表紙＋ゴムバンド＋ポケットフレーム 8 枚

入る絵のサイズ：八つ切り画用紙（270mm×380mm まで）

代表開発者 節句田 恵美 / 株式会社 節句田
/ 広告企画制作業

〒111-0053 台東区浅草橋 3-3-2-502 TEL 03-3861-7270/ FAX 03-3861-7270

共同開発者 岡澤 立夫 / 公益財団法人東京都農林総合研究センター / 官公庁 / 立川市

代表開発者 渡邉 浩一 / 渡邉製本 株式会社
/ 製本業・文具製造販売業
〒116-0014 荒川区東日暮里 3-4-2

TEL 03-3802-8381/ FAX 03-3802-8384

注）
製品価格等について

＊金額はすべて税抜価格です。
「販売予定額」の場合を含みます。＊製品の中には販売未定のものや試作品を含みます。

5

＊製品名は仮称の場合を含みます。
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奨励賞
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8 号帆布・フード付きジャケットｗ60
材料・材質
販売価格

帆布・綿 100％
18,000 円

特別賞

多慶屋特別賞

花活布
はなかっぷ

材料・材質
販売価格

布、紐、ヤシ殻繊維
1,000 〜 2,500 円

8 号帆布を使ったフード付ジャケットです。丈夫な生地なので外遊び、

生花や観葉植物を室内で１か月以上の長期間観賞できるよう工夫

ト等の上からも着られる様に大きめに作ってあります。キャンプ時

ない花卉分野の新商品です。培地を黴類が発生しにくい布巾着で

アウトドアシーンに最適です。インナーのフリース、ダウンジャケッ
の焚火の火の粉にも安心です。生地には撥水加工がしてあります。

使い込めば風合いが出てきます。洗濯機で洗えます。男女兼用です。

した持ち運び自由の培地付き花苗で切り花でもない、鉢植えでも
包んでいるので、壁掛けや壁面緑化も簡単です。布巾着は交換容
易で、好きな柄に自由に交換できます。培地には土を使わず、ヤ
シ殻繊維を使用しているので、枯れたら燃えるゴミとして廃棄も

できます。植物は大きくなりすぎないように矮化処理しています。

代表開発者 田部井 弘行 / ジュイ工房 / 縫製業
〒116-0002 荒川区荒川 6-55-6

TEL 03-3892-7480/ FAX 03-3892-7480

代表開発者 節句田 恵美 / 株式会社 節句田
/ 広告企画制作業
〒111-0053 台東区浅草橋 3-3-2-502

TEL 03-3861-7270/ FAX 03-3861-7270

共同開発者 岡澤 立夫 / 公益財団法人東京都農林総合研究センター / 官公庁 / 立川市

アニマルマスクカバー
材料・材質
販売価格

フォトマット紙
500 円

この作品は、紙で作る子ども用アニマルマスクカバーです。親子
で楽しく作るペーパークラフトとして、手軽に作ることができま
す。また、平面からできる立体の面白さもあります。コロナ対策
用マスクカバーとして、マスク嫌いの子どもさんの心を開くこと

ができれば、とても良い事だと思います。企業 PR 用、販促ツール、
子ども向雑誌の折り込み等にも良いと思います。

代表開発者 堀田 直樹 / なおき工房 / 雑貨
〒123-0872 足立区江北 3-23-21

TEL 080-5092-7744 / FAX なし

共同開発者 北村 洋一 / キタムラデザイン / デザイン業 / 品川区

７

注）
製品価格等について
＊金額はすべて税抜価格です。
「販売予定額」の場合を含みます。＊製品の中には販売未定のものや試作品を含みます。
＊製品名は仮称の場合を含みます。
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応募製品
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ルドゥーテ

レース型押し長財布

材料・材質
販売価格

牛革、綿

15,000 円

19 世紀の天才画家、ピエール＝ジョゼフ・ルドゥーテが描いた花々を再現するため
に、様々な技術を駆使して製作した長財布です。制約が多い世の中で、持っている
だけで癒されて、気分が明るくなるような商品を目指しました。白くなめした牛革
に、花びらや葉の一枚一枚を細かく色調整し、デジタルプリント。植物の表情がよ
り立体的になるように、筆のタッチに添うように彫り込んだ金型を使い、型押しし
ています。１点ずつプリント、金型押しするという手間をかけることで、同類の型
押し製品と一線を画しています。

代表開発者 富田 進 / 株式会社 インクウインク / 企画、製造、卸売、小売
〒111-0053 台東区浅草橋 3-15-5
TEL 03-3862-4116 / FAX 03-3862-7007
共同開発者 風間 守 / 有限会社オールウェイズ / 製造、卸 / 台東区

楽駄 -Laqda- 武州正藍染刺子雪駄

19,800 円

日本の伝統と技術を集結
日本の『藍』伝統と技術を詰め込んだ日常で履く新雪駄です。雪駄の魅力的な機能
性を、現代の街に溶け込むデザインに落とし込みました。雪駄の顔をもち、日本の
伝統文化を詰めながらも、アスファルト道が街を支配している現代でも快適で歩き
やすい雪駄サンダルが出来ました。防臭・抗菌作用のある武州正藍染刺子織り生地
を使用しています。
【 こちらの生地は検査機関にて抗菌・防臭作用が実証されています。
】

代表開発者 金森 俊輔 / 有限責任事業組合 JCC / 小売業

材料・材質
販売価格

ガラス

1,500 円

代表開発者 松浦 健二 / 有限会社 マツウラブラスト / ガラス加工・ガラス工芸
〒124-0023 葛飾区東新小岩 8-30-5
TEL 03-3695-3223 / FAX 03-3692-0560
共同開発者 矢田 幸蔵 / 矢田型紙店 / 江戸型・引き彫り / 葛飾区

材料・材質
販売価格

冷陰極管、ステンレス
108,000 円

コロナウイルス・菌等を秒殺できる、紫外線ランプＵＶ−Ｃを使った殺菌ランプ機
器です。軽くて、電池仕様でどこでも誰でも使えて、アクリル板でも鉛筆でも、書
類でもアルコールの使えないレザー等、アルコール不可のところも使えます。もち
ろん、アルコールを使わないので手も荒れません。1 秒 1cm 離れたところで 99％
殺菌します。

LED、医療機器、
殺菌ランプ機器製造業
代表開発者 高橋 建志 / 細渕電球 株式会社 / 電球、
〒116-0013 荒川区西日暮里 1-27-12

９

販売価格

ガラス、
タングステン、銅線
5,455 円

発明家エジソンによって確立された「電球」。
伝統的製法で作られた電球は、その役割を終えようとしています。そんな中、80 年
以上に渡り電球を製造してきた細渕電球ならではの電球を、社員一同で考えました。
「電球の中にクリスタルビーズを入れ、フィラメントの温かい光で輝かせたい」と
の意見があり、皆で意見を出し合い完成させました。人の生活を明かりで照らす今
までの電球から、電球そのものを主役として、職人の高度な技術力によって鑑賞に
耐えうる電球を作り上げました。
LED、医療機器、
殺菌ランプ機器製造業
代表開発者 高橋 建志 / 細渕電球 株式会社 / 電球、
TEL 03-3805-2181 / FAX 03-3805-2296

革カーテンクリップ＆バッグチャーム
（愛称 くーちゃん）

材料・材質
販売価格

牛革、豚革、羊革、
兎革等（主に牛革）

2,000 円

小さなパーツを多用することで、廃棄部分をほとんど無くした環境に配慮した製品
です。リボンも含めて全てに革を使用することで、革製品特有の高級感と耐久性を
追求。可愛い熊のクリップが窓辺やバッグをチャーミングに演出。足を閉じると手
が開き、クリップになります。カーテン隙間止やカーテンホルダー、カフェカーテ
ンのインテリアやバッグチャームとしてご使用ください。落下防止ボールチェーン
付。
〒110-0008 台東区池之端 1-4-33-1109

質素倹約が旨とされた江戸時代、華美な服装も禁じられました。武士や商人達は、
それならばと知恵を絞り、表からは見えない羽織等の裏地に図柄を施し、楽しんだ
そうです。その一つに、当時の仕事や流行り遊びを描いたものがありました。
今回、矢田型紙店に伝わる型紙の中から、
その図案をグラスの大きさに合わせて復刻。
型紙を直接グラスに巻き、ひとつひとつサンドブラストで彫っています。さりげな
い江戸の粋をそのままに、描くように彫りました。飲み物を注ぐ度に当時の世相が
浮かびあがる贅沢なグラスです。

UV 殺菌ダスター

材料・材質

華洋燈

代表開発者 伊澤 昌江 / 有限会社 オフィス・ユー / サービス業

〒111-0033 台東区花川戸 2-3-4-101
TEL 090-3476-8407 / FAX 03-5834-8627
共同開発者 熊谷 佳樹 / ENN 株式会社 / 小売業 / 宮城県仙台市

カタガミグラス（KATAGAMI GLASS）

lamp 〜

〒116-0013 荒川区西日暮里 1-27-12

材料・材質 武州正藍染織り刺し生地
販売価格

〜 Hana

TEL 03-3805-2181 / FAX 03-3805-2296

注）
製品価格等について
＊金額はすべて税抜価格です。
「販売予定額」の場合を含みます。＊製品の中には販売未定のものや試作品を含みます。
＊製品名は仮称の場合を含みます。

TEL 090-9019-3235 / FAX なし

材料・材質

りっぷるん

販売価格

ベルポーレン＋♯8800SD
300 円

マスクが楽になる『りっぷるん』。使い方も簡単でワンタッチで装着でき、マスク
に装着している違和感も感じず、マスクの基本性能も落とすことなく呼吸を楽にし、
喋りづらさを解消してくれます。唇がマスクに触れなくなるので口紅がマスクに着
くこともありません。マスクがズレ落ちる原因は口の中にマスクが入ってしまうの
ですが、唇にマスクが当たらないのでそもそもズレにくくなります。夏など暑い時
期は熱中症対策としても優れています。不織布・布・ウレタンなどどんなマスクに
対応可能です。サイズも 4 種類から選ぶことができます。

代表開発者 平井 秀明 / 有限会社 精工パッキング / 製造業
〒125-0054 葛飾区高砂 3-28-18

TEL 03-3659-2125 / FAX なし

風呂敷 Plus（Furoshiki Plus）

材料・材質
販売価格

綿

3,000 円 ~

近年エコバッグとして注目を浴びている風呂敷に、四隅に切り込みを入れることに
より、風呂敷の機能を残してなおかつプラス（Plus）結ぶことの不自由な方でも風
呂敷として使うことができます。有料のポリ袋、紙袋の代わりに結ぶ手間を省き簡
単に袋状になります。

代表開発者 松下 栄吉 / 伽羅企画 / 広告グラフィックデザイン
〒110-0012 台東区竜泉 2-13-1 葉山ビル 702

TEL 03-5849-4379 / FAX 03-5849-4379
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材料・材質

ケヤキの衝撃

販売価格

ケヤキ材・ハイス鋼・ステンレス

14,000 円

先端部分は、ハイス鋼なので硬くさびません。柄の部分は、ケヤキ（銘木）で木目
もきれいです。安定の良いように一部平になっており、デザイン的にもおしゃれで
す。材料、品質ともに良いものを使い、作っています。

材料・材質

販売価格

い草、スタイロフォーム、木材

30,000 円 ~

本製品は水に浮く畳を使用し、災害時の緊急避難を想定して製作しました。緊急時
にスライド丁番のボタンを押すと、フタと収納が離れて簡単に船のようになります。
平常時は腰掛け、収納として使用できます。表面の畳は、天然い草、和紙、樹脂、ペッ
ト対応畳など豊富なバリエーションがあり、お好みに合わせて製作が可能。サイズ
もオーダー可能（上限あり）。通常の畳の大きさで約 60kg の浮力があり、水を吸収
しにくい素材なので長時間浮くことができます。近年増加傾向にある災害に畳が役
に立てばと思い製作しました。

クロム Y

材料・材質
販売価格

ステンレス素材
1,136 円

都内で歴史ある線材加工会社に製造を依頼。各社の精油瓶の計測→図面おこし→納
品まで 6 か月の期間を経て完成した弊社オリジナル商品です。ステンレス素材で
クールなアロマ空間を演出します。ワイヤーに精油のキャップ部分を引っ掛けるだ
け。3 〜 5ml 容量の精油瓶が 5 本横並びで収納可能です。応用で飾り棚に引っ掛け
てワインスタンド風に逆さ収納も可能。場所をとらないので隙間収納にも。

代表開発者 齋藤 豊 / ファスナーソリューション合同会社 / 建築資材卸、アロマ、化粧品関連の卸小売
〒120-0005 足立区綾瀬 4-17-4 第一金子ビル 503 号室
TEL 03-5856-1640 / FAX 03-5856-1640
共同開発者 岩城 和裕 / 岩城工業株式会社 / 金属線材の曲げ加工 / 足立区

あんしんネームタグ

材料・材質
販売価格

ポリプロピレン
600 円

最近認知症や一人暮らしのお年寄りが増えてます。外出時、本人も家族も何かあっ
たときのために安心できるような名札を製作しました。あんしんネームタグは名
札っぽさはなく、身につけておいても違和感がないようなデザインを目指しました。
雨などの水に強い素材なので水に濡れても問題ありません。情報は内側に記載され、
開かないと見えない構造になっています。バッグの中ポケットはもとより鞄、シル
バーカーなどにつけられます。取り付ける際のひも等はご自身で用意ください。

代表開発者 田口 利明 / 田口峰工業 有限会社 / プラスチック射出成型加工

〒121-0815 足立区島根 4-5-1 TEL 03-3884-3125 / FAX 03-3884-3128
共同開発者 勝俣 貞治 / カツマタデザイン / 工業デザイン / 板橋区
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9,000 円

TEL 03-3807-9761 / FAX 03-3807-9764

カラフルスエードトートバッグ

材料・材質
販売価格

ピッグスエード
11,000 円

豊富な色で楽しんでもらうため形は極力シンプルに、革のしなやかさを損なわない
ために裏地は付けず持ち手を細目に肩掛けできる長さに仕上げています。元々丈夫
な革ですが持ち手の中に補強テープを入れ口元を３重にすることで強度を増し４キ
ロほどの荷物を入れても充分耐えることができます。原皮、鞣し、染色、縫製すべ
ての工程が日本で完結していることや安全に配慮された鞣し、染色された革なので
地産地消やＳＤＧｓの理念にも沿う製品だと思います。
〒111-0033 台東区花川戸 2-3-4-101
TEL 090-3476-8407 / FAX 03-5834-8627
共同開発者 佐々木 勇太 / YUTA＋WORKS / 製造、小売 / 埼玉県草加市

TEL 03-3849-1171 / FAX 03-6904-6025

ワイヤーアロマスタンド

ステンレス・和紙糸

代表開発者 金森 俊輔 / 有限責任事業組合 JCC / 小売業

代表開発者 野村 祐一 / 野村畳店 / 製造業
〒120-0013 足立区弘道 1-25-1

販売価格

金属の線と和紙糸線を組み合わせた金網を作り、和紙糸の部分に染色を施しました。
金属が持つ冷たさと和紙の暖かさを融合させた金網です。異素材を組み合わせる技
術はとても難しく、何度も失敗をしましたが思考錯誤を繰り返し遂に完成。この素
晴らしい異素材金網をもっとたくさんの方に知ってもらいたいとの思いから、「身
近に使ってもらえる」をコンセプトに、最近では毎日使うケータイ専用のポシェッ
トを作ってみました。金属の丈夫さと和紙糸が持つ柔らかさが見事にマッチした今
までにないポシェットになっております。
〒116-0002 荒川区荒川 5-2-6

TEL 03-3697-5487 / FAX 03-3692-5454

防災畳『浮畳』

材料・材質

代表開発者 石川 幸男 / 石川金網 株式会社 / 金網製造業

代表開発者 八重樫 潤一 / 八重樫打刃物製作所 / 刃物製造
〒124 -0012 葛飾区立石 3-4-7

KAMIORI ポシェット

注）
製品価格等について
＊金額はすべて税抜価格です。
「販売予定額」の場合を含みます。＊製品の中には販売未定のものや試作品を含みます。
＊製品名は仮称の場合を含みます。

材料・材質

CANCELLATA

販売価格

アルミニウム
10,000 円

本製品はアルマイト表面処理されたアルミ材で製作していますので、キズがつきに
くく軽い製品となっています。スリットの入った長さの違う板を組み合わせること
で製品となり 500ml のペットボトルやワインボトルを収納できるスタンドになり
ます。また１つのマスの対角線上に板を入れる事により、遊びがなくなり形が固定
され、立てて使えるようにもなります。いろいろな小物を置くことができ、インテ
リアとして又は机の上の文具の整理など様々な使い方が考えられる商品です。

代表開発者 鈴木 良徳 / 鈴木製作所 / 金属加工業
〒121-0062 足立区南花畑 1-16-6

くっついて福招き
縁起物ちびブローチ

TEL 03-3859-3646 / FAX 03-3859-3647

材料・材質
販売価格

布、金具

1,600 円（2 個セット）

みなかわねこの陶器作品から、幸せを招くユーモラスな縁起物モチーフをデータ化
し、くるみボタンの小さなピンブローチを専門工房で製作しました。カラフルな色
と豊富なモチーフの組み合わせは、自分だけのものを選ぶ楽しさがあります。身に
着けると「それ、何？」と注目される、このチビサイズが魅力！一円玉より小さな
サイズできちんとくるみボタン式のブローチが作れるのは、専門工房ならでは技で
す。くるみボタンなので、洗濯も可能。指先ほどの小さな縁起物ブローチが、身に
着ける人と見る人の会話とニッコリ笑顔の幸せを招きます。

代表開発者 皆川 久恵 / みなかわねこ / 陶器、革小物、雑貨の企画、製造、販売

〒116-0011 荒川区西尾久 4-25-2 グランドハイツ田端 602 TEL 090-7728-1873 / FAX なし
共同開発者 片岡 清高 / 有限会社ファッションメイト片岡 / くるみボタン製造、販売 / 台東区
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ストッ クホルダー「とけいのまくら」

材料・材質

ベニヤ板（主にシナ材）

販売価格

3,500 円~

紙器・ゴムパッキン等で使用する抜型・木型および治具のベニヤ板の、本来廃棄す
る「落とし」の部分を再利用して腕時計やスマートウォッチのストックホルダーと
して生まれ変わった製品です。当製品に腕時計やスマートウォッチをセットして頂
くことで、置時計として使用したり、並べてコレクションのディスプレイとして、
また平置きで保管することで生じる金属ブレスの接触による裏蓋やケースのスレ・
キズを防ぐ事が可能です。

材料・材質

販売価格

紙

2,600 円 ~

来年の干支は寅。干支のものを飾ると福が招かれると言われています。この張り子
の土台は、台東区鳥越神社で販売される笊かぶり犬の犬張り子です。お尻にとまる
てんとう虫も、からだに留まると幸せがやって来ると言われているモチーフで女性
に人気。犬、寅、てんとう虫という３つの幸せモチーフ・縁起物がぎゅっと１つに
なったユニークな干支人形。一般的な寅の張り子と違い、口を閉じ可愛く親しみや
すいとぼけた顔にしました。

代表開発者 皆川 久恵 / みなかわねこ / 陶器、革小物、雑貨の企画、製造、販売

〒116-0011 荒川区西尾久 4-25-2 グランドハイツ田端 602 TEL 090-7728-1873 / FAX なし
共同開発者 深澤 / 株式会社一千乃 / 張り子製造 / 群馬県高崎市

材料・材質

東京下町の子猫皿

販売価格

陶器

2,600 円

量産可能な手づくりと手描きの手法から企画しました。ぽってり陶器の温もりある
素材感や手づくりの揺らぎが、猫の癒しのようにほっこり。沢山の猫好きさんに想
像豊かに楽しく使用して頂けるよう、シンプルな猫シルエットや柄でデザインし、
親しみやすいネーミングにしました。猫好きさんへのギフトにも選びやすく、2 個
や 4 個セットで箱入り（リボンのロゴシールもギフトを演出）・クロネココンパク
トで発送可能なサイズです。引き出しに立てかけて収納でき、開け閉めで転がらな
いよう耳が機能して汚れにくく、洗浄後水切れ良い食器用シリコン加工済みです。

代表開発者 皆川 久恵 / みなかわねこ / 陶器、革小物、雑貨の企画、製造、販売

〒116-0011 荒川区西尾久 4-25-2 グランドハイツ田端 602 TEL 090-7728-1873 / FAX なし
共同開発者 春田 泰 / 春山工芸株式会社 / 陶器製造 / 岐阜県多治見市

紙製バッグ製作キット
ショルダークリップ＆グリップ

材料・材質
販売価格

刺繍、木材、樹脂（レジン）
3,000 円 ~

刺繍を樹脂（レジン）荷受け込みアクセサリーやインテリアなどを製作致します。
樹脂の透明感をいかし、そこに刺繍を入れることにより糸の光沢や立体感が引き立
ちます。裏から光を入れることにより刺繍が浮いた感じにも見えます。また木材や
竹などあらゆる形状に樹脂を流し込み固め刺繍を入れることにより今までにない自
然を生かした商品がお作り出来ます。

〒110-0005 台東区上野 3-23-1
共同開発者 松居 昌子 / 台東区

TEL 03-3841-1175 / FAX 03-3845-2024

2021年干支寅の張り子（縁起物３つが詰まっ た）

販売価格

代表開発者 野村 雅俊 / 株式会社 マツヤ服飾刺繡 / 刺繍加工業

代表開発者 市川 隆一 / 株式会社 にしかわ製作 / 抜型製造
〒111-0036 台東区松が谷 2-8-10

材料・材質

透刺

TEL 03-3831-4776 / FAX 03-3836-0470

Hasi-Tong

材料・材質
販売価格

ABS 樹脂
1,500 円

作業をしながらでも簡単に使用でき、簡単に置けて、簡単に持てるのでパソコンや
ゲームなどをやりながらお菓子など何かを掴む時に手を汚さずに作業ができます。
手の障害などで箸がうまく使えない方や箸に不慣れな外国人の方にもお使いいただ
けます。箸が一体になっているので、片方だけ落とすことはありません。また、グ
リップ側がクリップになっているので、箸を外し食べ途中のお菓子の口を止めたり、
箸を取り付けたままどこかに挟んで置くこともできます。製品には、箸型、トング
型の 2 種類セットでスタンドも付属予定です。

代表開発者 小暮 孝一 / ミユキ精工 株式会社 / プラスチック製造業

〒120-0001 足立区大谷田 1-43-19
TEL 03-3629-1115 / FAX 03-3629-1129
共同開発者 下江 廣満 / 有限会社サイドデザインオフィス / プロダクトデザイン / 埼玉県富士見市

壱万円札専用アクリル貯金箱

材料・材質
販売価格

アクリル
4,500 円

アクリルで製作された製品は純度の高い氷のようにとても美しく魅力的です。
今回壱万円札専用アクリル貯金箱を全面透明仕上げで製作致しました。本体、蓋共
に厚みのあるアクリルを使用しており、重厚感、高級感があります。接合面は気泡
や汚れが入りやすく製作の難易度は高いですが、日本国内で職人が１点１点丁寧に
仕上げており、その技術面が最大のアピールポイントになります。
2024 年にお札が新デザインに変わりますが、形状は変わりませんので引き続きお
使い頂けます。

代表開発者 黒河 春美 / アジルジャパントレーディング 株式会社 / 商品開発及び製造販売
〒116-0013 荒川区西日暮里 1-49-11 TEL 03-6458-3296 / FAX 03-3802-3294
共同開発者 白井 健一 / 株式会社アポロ製作所 / 特殊印刷業
（シルクスクリーン・UVインクジェット）/ 荒川区

紙

1,480 円

このキットは、エコ活動を推進するため、用紙を包んでいるワンプという紙を再利
用してつくる「紙袋バッグ製作キット」です。ワンプという紙は、片側がビニール
コーティングされており、撥水効果があります。説明書をもとに紙袋を自作して、
付属の紐とショルダークリップを使用することで紙袋を肩から下げることができま
す。このショルダークリップはプラスチックに代わる丈夫な紙でできており、紙袋
を破壊したあともほかの紙袋で繰り返し使えます。

代表開発者 木村 陽子 / 株式会社 丸庄 / 印刷業
〒120-0034 足立区千住 4-16-12

13

TEL 03-3881-2131 / FAX 03-3881-2150

注）
製品価格等について
＊金額はすべて税抜価格です。
「販売予定額」の場合を含みます。＊製品の中には販売未定のものや試作品を含みます。
＊製品名は仮称の場合を含みます。
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