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◎中小機構の実施している支援施策

http://www.smrj.go.jp/

【NIPPON MONO ICHI　公式HP】  https://nipponmonoichi.smrj.go.jp/
【NIPPON MONO ICHI　Facebookページ】  https://www.facebook.com/nipponmonoichi/

新連携・地域資源活用・農商工等連携事業計画によって新たに開発さ
れた商品の販路開拓・拡大を支援することを目的として、地域活性化パ
ートナーとの連携による販売会や、展示商談会の開催等、認定事業者と
市場をつなぐ取り組みを『NIPPON MONO ICHI』として実施しています。
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ートナーとの連携による販売会や、展示商談会の開催等、認定事業者と
市場をつなぐ取り組みを『NIPPON MONO ICHI』として実施しています。

ニッポンには、地域の伝統技術や産業を受け継ぎながら 
新しいモノ作りに挑戦している数多くのつくり手がいます。
NIPPON MONO ICHI は、つくり手がモノに込めた想いを使い手に届けるため、
中小機構と民間企業がパートナーシップを結び、地域の活性化に取り組んでいます。
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〒 880-0036　宮崎県宮崎市花ヶ島町観音免 890-1
TEL：0985-65-6655　FAX：0985-65-6678  宮崎

株式会社デイリーマーム

リノール酸
オリーブ油の２倍以上

熊  本
株式会社グラシア
サクラントリートメントカラー
                 ＆スカルプケアマスク

スイゼンジノリで輝く女性を応援
グラシアは　“10 年先も美しい髪を -健やかさは美しさ”　を
テーマに美容室の現場で、頭髪関連の商品や美容関連グッズ
の商品を企画・開発する会社です。熊本県のスイゼンジノリ
より抽出した成分「サクラン」（植物由来原料）を配合してい
るのが特徴で、①頭皮環境を整え養毛促進　②髪のハリ・コシ・
ツヤ効果　③安全に手軽に使用可能　④シクロデキストリン
配合で加齢臭・ミドル臭除去効果などがあります。

サクラン
トリートメントカラー 
化学物質（ジアミン）を
使わず、独自の処方で頭
皮ケアと毛髪ケアと髪染
めが同時に出来るカラー
トリートメント

スカルプケアマスク 
95% が天然由来成分、ス
イゼンジノリ、ナツミカ
ン花水、ウコン根葉エキ
ス、アシタバなど、本当
に安心して使える素材に
こだわって作った頭皮と
毛髪のための保湿剤

スイゼンジノリ配合の白髪染めとトリートメント

http://www.gracia-kirei.com/

〒 861–4121　熊本県熊本市南区会富町 1360-4
TEL：096-227-0990　FAX：096-273-6771 

リノール酸
オリーブ油の２倍以上

愛知
株式会社 オオサカヤ

岩手 岩手産

山ぶどう果汁＆山ぶどう樹液 FIBRO derma（フィブロダーマ）

椿なの育児工房

しっとりサラサラ椿のチカラオーガニックコットンのベビー服
老舗子供服小売店としてスタートし
た実績を元に自社企画商品として開
発されたベビー服ブランド。オーガ
ニックコットンを原料にした自社素
材を多く採用し、素材から縫製まで
国内で生産する高い品質の製品作り
が特徴です。

3 年間真空熟成のこだわり製法
1953 年㈱佐幸本店設立。1971 年日本初の山ぶどう無添加 100％
ストレート果汁「山のきぶどう」を製造販売。以来、山ぶどう食
品メーカーとして今日に至ります。1971 年には自社農園も開園し
国内初の山ぶどう栽培も開始。2016 年、自社農園で採取した山
ぶどう樹液を製品化。化粧品・食品原料としてご紹介しています。
日本原産の希少原料・山ぶどうの魅力を、ぜひご体感ください。

フィブロダーマ
シルク モイストウォッシュ（全身シャンプー）
シルク モイスチャージェル（保湿ジェル）

椿なの
ツバキ油などの天然オイルをナノサイズにすることで界面活
性剤を使用せず水と安定混合、さらに独自技術により防腐剤
も無添加。赤ちゃんや敏感肌の方も使え、ベタつかず水のよ
うにサラリとして髪や肌が潤います。

椿なのリペア／
フットケアローション／エチケットローション

二重織ガーゼ
ジンベイ有松絞柄

オーガニック
中肌着

ガーゼケット

1：シルクフィブロイン主原料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2：天然成分配合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3：界面活性剤不使用　　

オーガニック２重織ガーゼを
使用した快適な着心地と有松
絞の個性的なデザインが特徴
の子供サイズジンベイです。 

赤ちゃん、敏感肌にも
安心なボディーケア。

久留米産の上質な椿油を
贅沢に使用。

伝統素材でつくったベビー服
育児工房

http://www.kibudou.com/ http://www.silk85.com/

http://tsubakinano.com/http://www.ikuji-kobo.jp/

〒 028–0071　岩手県久慈市小久慈町 2-2-15
TEL：0194-53-3121　FAX：0194-53-3700 

〒 463-0069　愛知県名古屋市守山区新守西 1308
TEL：052-793-8989　FAX：052-795-1576

〒 830-0047 福岡県久留米市津福本町 1725-2
TEL：0942-32-2504  FAX：0942-38-3806  

〒 475–0836　愛知県半田市青山 2-19-5
TEL：0569-26-0120　FAX：0569-26-0190 

愛知
SILK85／富士凸版印刷株式会社株式会社佐幸本店

株式会社オーラテック

シルク主原料のスキンケアアイテム
純国産シルクフィブロイン主原料の肌育化粧品「フィブロダーマ」
を開発し、フェイスラインでは90名のモニターによる肌診断を実施。
約2ヵ月間の使用で毛穴数－9歳、しわ数 -7歳など肌改善の実績を
携え、ブランドデビューへと至りました。シルクフィブロインは生
体親和性が高く、人工皮膚、人口小血管などの再生医療素材として
注目されています。その他の配合成分も天然由来成分を厳選し、肌
力を弱める可能性のある界面活性剤やグリセリンなどは不使用です。

弊社は福岡県久留米市にあり、マイクロバブルシャワー、化粧品
の製造販売を行っています。「椿なのシリーズ」の化粧品は、独自
のナノ化技術で界面活性剤・防腐剤無添加です。椿油やオリーブ
を配合したヘアケア、スキンケア、月桃オイルを配合したフット
ケア、臭いケアがあります。サラサラなのに潤う。赤ちゃんにも
使えますので、敏感肌の方、自然派志向の方にお薦めです。OEM
もお受けします。

「シルクで洗い、
シルクで潤す」ことで素肌
力を高め、肌育を促進して
いきます。

独自のテクノロジーで椿油
を「微粒化」。みずみずしく
自然に潤う身体に。

福岡

まるごと国産ゴボウ 100％！
当社社名「デイリーマーム」の由来は「日々の母の想い」
です。いつの時代も変わらぬ、心や身体に優しい母の想
いのような「食」の提供を基本理念に、お客様に喜ばれ、
満足していただける商品づくりを徹底して推進していま
す。農作物の豊かな宮崎県で、安全・安心・健康はもち
ろん、素材そのままの美味しさを全国の皆さまへお届け
します。

プレーン ブラックペッパー ピリカラ ゴボチＹＵＺＵＳＣＯ プレーン

ふるさと食品コンクール
農林水産大臣賞授賞！

宮崎で人気のお弁当屋のアイディア
から誕生した宮崎のヒット商品！

ごぼうはゴボチ用に２Ｌ〜
３L という大きなサイズを
作っていただいてます。ゴ
ボチ一袋にごぼう１本分の
ボリュームが入っています。

山のきぶどう　「深山の恵み」と称される山ぶどうを独自製法
で贅沢に仕上げた無添加ストレート果汁。プロ
シアニジンほか栄養分もたっぷり。爽やかな酸
味とすっきりキレのある味わいが特徴です。

完熟山の
きぶどう

収穫時期を遅らせ完熟した実だけを使い、
まろやかでコクのある味わいに仕立てま
した。甘みの好きな方や酸味の苦手な方
におすすめです。

きぶどうジャム 岩手産山ぶどうを主原料にした、酸味・
甘みが程よいソースタイプジャム。
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株式会社デイリーマーム

リノール酸
オリーブ油の２倍以上

熊  本
株式会社グラシア
サクラントリートメントカラー
                 ＆スカルプケアマスク

スイゼンジノリで輝く女性を応援
グラシアは　“10 年先も美しい髪を -健やかさは美しさ”　を
テーマに美容室の現場で、頭髪関連の商品や美容関連グッズ
の商品を企画・開発する会社です。熊本県のスイゼンジノリ
より抽出した成分「サクラン」（植物由来原料）を配合してい
るのが特徴で、①頭皮環境を整え養毛促進　②髪のハリ・コシ・
ツヤ効果　③安全に手軽に使用可能　④シクロデキストリン
配合で加齢臭・ミドル臭除去効果などがあります。

サクラン
トリートメントカラー 
化学物質（ジアミン）を
使わず、独自の処方で頭
皮ケアと毛髪ケアと髪染
めが同時に出来るカラー
トリートメント

スカルプケアマスク 
95% が天然由来成分、ス
イゼンジノリ、ナツミカ
ン花水、ウコン根葉エキ
ス、アシタバなど、本当
に安心して使える素材に
こだわって作った頭皮と
毛髪のための保湿剤

スイゼンジノリ配合の白髪染めとトリートメント

http://www.gracia-kirei.com/

〒 861–4121　熊本県熊本市南区会富町 1360-4
TEL：096-227-0990　FAX：096-273-6771 

リノール酸
オリーブ油の２倍以上

愛知
株式会社 オオサカヤ

岩手 岩手産

山ぶどう果汁＆山ぶどう樹液 FIBRO derma（フィブロダーマ）

椿なの育児工房

しっとりサラサラ椿のチカラオーガニックコットンのベビー服
老舗子供服小売店としてスタートし
た実績を元に自社企画商品として開
発されたベビー服ブランド。オーガ
ニックコットンを原料にした自社素
材を多く採用し、素材から縫製まで
国内で生産する高い品質の製品作り
が特徴です。

3 年間真空熟成のこだわり製法
1953 年㈱佐幸本店設立。1971 年日本初の山ぶどう無添加 100％
ストレート果汁「山のきぶどう」を製造販売。以来、山ぶどう食
品メーカーとして今日に至ります。1971 年には自社農園も開園し
国内初の山ぶどう栽培も開始。2016 年、自社農園で採取した山
ぶどう樹液を製品化。化粧品・食品原料としてご紹介しています。
日本原産の希少原料・山ぶどうの魅力を、ぜひご体感ください。

フィブロダーマ
シルク モイストウォッシュ（全身シャンプー）
シルク モイスチャージェル（保湿ジェル）

椿なの
ツバキ油などの天然オイルをナノサイズにすることで界面活
性剤を使用せず水と安定混合、さらに独自技術により防腐剤
も無添加。赤ちゃんや敏感肌の方も使え、ベタつかず水のよ
うにサラリとして髪や肌が潤います。

椿なのリペア／
フットケアローション／エチケットローション

二重織ガーゼ
ジンベイ有松絞柄

オーガニック
中肌着

ガーゼケット

1：シルクフィブロイン主原料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2：天然成分配合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3：界面活性剤不使用　　

オーガニック２重織ガーゼを
使用した快適な着心地と有松
絞の個性的なデザインが特徴
の子供サイズジンベイです。 

赤ちゃん、敏感肌にも
安心なボディーケア。

久留米産の上質な椿油を
贅沢に使用。

伝統素材でつくったベビー服
育児工房

http://www.kibudou.com/ http://www.silk85.com/

http://tsubakinano.com/http://www.ikuji-kobo.jp/

〒 028–0071　岩手県久慈市小久慈町 2-2-15
TEL：0194-53-3121　FAX：0194-53-3700 

〒 463-0069　愛知県名古屋市守山区新守西 1308
TEL：052-793-8989　FAX：052-795-1576

〒 830-0047 福岡県久留米市津福本町 1725-2
TEL：0942-32-2504  FAX：0942-38-3806  

〒 475–0836　愛知県半田市青山 2-19-5
TEL：0569-26-0120　FAX：0569-26-0190 

愛知
SILK85／富士凸版印刷株式会社株式会社佐幸本店

株式会社オーラテック

シルク主原料のスキンケアアイテム
純国産シルクフィブロイン主原料の肌育化粧品「フィブロダーマ」
を開発し、フェイスラインでは90名のモニターによる肌診断を実施。
約2ヵ月間の使用で毛穴数－9歳、しわ数 -7歳など肌改善の実績を
携え、ブランドデビューへと至りました。シルクフィブロインは生
体親和性が高く、人工皮膚、人口小血管などの再生医療素材として
注目されています。その他の配合成分も天然由来成分を厳選し、肌
力を弱める可能性のある界面活性剤やグリセリンなどは不使用です。

弊社は福岡県久留米市にあり、マイクロバブルシャワー、化粧品
の製造販売を行っています。「椿なのシリーズ」の化粧品は、独自
のナノ化技術で界面活性剤・防腐剤無添加です。椿油やオリーブ
を配合したヘアケア、スキンケア、月桃オイルを配合したフット
ケア、臭いケアがあります。サラサラなのに潤う。赤ちゃんにも
使えますので、敏感肌の方、自然派志向の方にお薦めです。OEM
もお受けします。

「シルクで洗い、
シルクで潤す」ことで素肌
力を高め、肌育を促進して
いきます。

独自のテクノロジーで椿油
を「微粒化」。みずみずしく
自然に潤う身体に。

福岡

まるごと国産ゴボウ 100％！
当社社名「デイリーマーム」の由来は「日々の母の想い」
です。いつの時代も変わらぬ、心や身体に優しい母の想
いのような「食」の提供を基本理念に、お客様に喜ばれ、
満足していただける商品づくりを徹底して推進していま
す。農作物の豊かな宮崎県で、安全・安心・健康はもち
ろん、素材そのままの美味しさを全国の皆さまへお届け
します。

プレーン ブラックペッパー ピリカラ ゴボチＹＵＺＵＳＣＯ プレーン

ふるさと食品コンクール
農林水産大臣賞授賞！

宮崎で人気のお弁当屋のアイディア
から誕生した宮崎のヒット商品！

ごぼうはゴボチ用に２Ｌ〜
３L という大きなサイズを
作っていただいてます。ゴ
ボチ一袋にごぼう１本分の
ボリュームが入っています。

山のきぶどう　「深山の恵み」と称される山ぶどうを独自製法
で贅沢に仕上げた無添加ストレート果汁。プロ
シアニジンほか栄養分もたっぷり。爽やかな酸
味とすっきりキレのある味わいが特徴です。

完熟山の
きぶどう

収穫時期を遅らせ完熟した実だけを使い、
まろやかでコクのある味わいに仕立てま
した。甘みの好きな方や酸味の苦手な方
におすすめです。

きぶどうジャム 岩手産山ぶどうを主原料にした、酸味・
甘みが程よいソースタイプジャム。
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◎中小機構の実施している支援施策
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【NIPPON MONO ICHI　Facebookページ】  https://www.facebook.com/nipponmonoichi/

新連携・地域資源活用・農商工等連携事業計画によって新たに開発さ
れた商品の販路開拓・拡大を支援することを目的として、地域活性化パ
ートナーとの連携による販売会や、展示商談会の開催等、認定事業者と
市場をつなぐ取り組みを『NIPPON MONO ICHI』として実施しています。
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市場をつなぐ取り組みを『NIPPON MONO ICHI』として実施しています。

ニッポンには、地域の伝統技術や産業を受け継ぎながら 
新しいモノ作りに挑戦している数多くのつくり手がいます。
NIPPON MONO ICHI は、つくり手がモノに込めた想いを使い手に届けるため、
中小機構と民間企業がパートナーシップを結び、地域の活性化に取り組んでいます。

2017 8/24（木） 25（金）  26（土）    
10:00>>17:00

　パシフィコ横浜  ホール B　小間番号 NE-1

株式会社 デイリーマーム

株式会社 グラシア

NIPPON
MONO ICHI
ブース出展者一覧

熊本

宮崎

愛知

ホールＢ  ブース NE-1  
会場見取り図

株式会社 佐幸本店
岩手

株式会社 オオサカヤ

SILK85／富士凸版印刷 株式会社

株式会社 オーラテック
福岡

株式会社

グラシア
株式会社

オオサカヤ

株式会社

デイリーマーム
株式会社

オーラテック

株式会社

佐幸本店

中小機構

SILK85
富士凸版印刷

株式会社



gobochi

yama
　　　budou

camellia

organic
  cotton

国際オーガニック EXPO
2017

silk
  fibroin

suizenji-nori

◎中小機構の実施している支援施策

http://www.smrj.go.jp/

【NIPPON MONO ICHI　公式HP】  https://nipponmonoichi.smrj.go.jp/
【NIPPON MONO ICHI　Facebookページ】  https://www.facebook.com/nipponmonoichi/

新連携・地域資源活用・農商工等連携事業計画によって新たに開発さ
れた商品の販路開拓・拡大を支援することを目的として、地域活性化パ
ートナーとの連携による販売会や、展示商談会の開催等、認定事業者と
市場をつなぐ取り組みを『NIPPON MONO ICHI』として実施しています。

◎中小機構の実施している支援施策

http://www.smrj.go.jp/

【NIPPON MONO ICHI　公式HP】  https://nipponmonoichi.smrj.go.jp/
【NIPPON MONO ICHI　Facebookページ】  https://www.facebook.com/nipponmonoichi/

新連携・地域資源活用・農商工等連携事業計画によって新たに開発さ
れた商品の販路開拓・拡大を支援することを目的として、地域活性化パ
ートナーとの連携による販売会や、展示商談会の開催等、認定事業者と
市場をつなぐ取り組みを『NIPPON MONO ICHI』として実施しています。

◎中小機構の実施している支援施策

http://www.smrj.go.jp/

【NIPPON MONO ICHI　公式HP】  https://nipponmonoichi.smrj.go.jp/
【NIPPON MONO ICHI　Facebookページ】  https://www.facebook.com/nipponmonoichi/

新連携・地域資源活用・農商工等連携事業計画によって新たに開発さ
れた商品の販路開拓・拡大を支援することを目的として、地域活性化パ
ートナーとの連携による販売会や、展示商談会の開催等、認定事業者と
市場をつなぐ取り組みを『NIPPON MONO ICHI』として実施しています。

ニッポンには、地域の伝統技術や産業を受け継ぎながら 
新しいモノ作りに挑戦している数多くのつくり手がいます。
NIPPON MONO ICHI は、つくり手がモノに込めた想いを使い手に届けるため、
中小機構と民間企業がパートナーシップを結び、地域の活性化に取り組んでいます。

2017 8/24（木） 25（金）  26（土）    
10:00>>17:00

　パシフィコ横浜  ホール B　小間番号 NE-1

株式会社 デイリーマーム

株式会社 グラシア

NIPPON
MONO ICHI
ブース出展者一覧

熊本

宮崎

愛知

ホールＢ  ブース NE-1  
会場見取り図

株式会社 佐幸本店
岩手

株式会社 オオサカヤ

SILK85／富士凸版印刷 株式会社

株式会社 オーラテック
福岡

株式会社

グラシア
株式会社

オオサカヤ

株式会社

デイリーマーム
株式会社

オーラテック

株式会社

佐幸本店

中小機構

SILK85
富士凸版印刷

株式会社


	【確定後修正】オーガニックEXPOリーフレット表紙側
	【確定後修正】オーガニックEXPOリーフレット中面側_
	【確定後修正】オーガニックEXPOリーフレット中面側_ - コピー (2)
	【確定後修正】オーガニックEXPOリーフレット中面側_ - コピー
	【確定後修正】オーガニックEXPOリーフレット表紙側 - コピー (2)
	【確定後修正】オーガニックEXPOリーフレット表紙側 - コピー



