かがわ地場産業商談会
２０１８

【送付先】
公益財団法人かがわ産業支援財団 企業振興部 取引支援課 宛て
住所：〒761-0301 高松市林町 2217-15 香川産業頭脳化センタービル 2 階
FAX：087-869-3710 E メール：torihikishien@kagawa-isf.jp

撮影者：淺川敏

※9/14(金)までに FAX、E メールもしくは郵送でご提出をお願いします。
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撮影者：淺川敏

栗林公園商工奨励館

旧善通寺偕行社

＠
□あり→http://www.
□なし→バイヤーによる事前確認に使用しますので、会社概要や商談希望商品のわかるパンフレット等を本申
込書と合わせて上記の送付先にお送りください。

貴社のＰＲ

●参加バイヤー（バイヤー詳細は裏面をご確認ください）
提案商品名

商品概要・セールスポイント

①アテックス㈱(東京都)

⑤㈱ジェイアール西日本伊勢丹（大阪府）

⑨Ｐ＆Ｄ（ＣＡＳＡ）(和歌山県)

②㈱エスパス(三重県)

⑥㈱Ｔｙｃｏｏｎ(愛知県)

⑩㈱ボネリート（東京都）

③㈱グローバルフォルムｺﾝｸﾘｰﾄ(東京都)

⑦タカトタマガミデザイン(東京都)

⑪森田木工㈱（愛知県）

④㈲コアプラス(大阪府)

⑧㈲西岡家具店（香川県）

（以上、五十音順）

●開催日時：１0 月 10 日(水)、11 日（木）の２日間
●開催場所： 旧善通寺偕行（かいこう）社

●対象業種：手袋、石材、漆器、うちわ、家具の５業種
●定
員：各業種５社程度
●商談時間：13：00～17:00（予定）

商談会
提案商品

募集期間：平成３０年８月２１日（火）～同年９月１４日（金）
①裏面の「参加申込から商談会当日までの流れ」をご確認のうえ、左面「参加申込書」によりお申込み

商談したいバ
イヤー名
（※○を入れ
てください）

アテックス㈱

タカトタマガミデザイン

㈱エスパス

㈲西岡家具店

㈱グローバルフォルムコンクリート

Ｐ＆Ｄ（ＣＡＳＡ）

㈲コアプラス

㈱ボネリート

㈱ジェイアール西日本伊勢丹

森田木工㈱

㈱Ｔｙｃｏｏｎ

注
ください。
意 ②商談会当日は、会社案内やサンプル、商品パンフレット等をご持参ください。
事 ③本商談会により生じるリスク（商取引上のトラブル、損害等）について、主催者は責任を負いかねま
すので、ご了承の上お申し込みください。
項
④本商談会は、報道関係者に商談の様子をカメラで撮影したり、参加企業一覧を情報提供する等、広報
活動に使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

問合せ先

公益財団法人かがわ産業支援財団 企業振興部 取引支援課
TEL:087-868-9904 FAX:087-869-3710 MAIL:torihikishien@kagawa-isf.jp

主催：香川県、公益財団法人かがわ産業支援財団

アテックス㈱
参加申込から
商談会当日までの流れ

http://www.arenot.com/

【会社案内】 arenot 、so many years というインテリア製品を主に扱う業態を国内主要都市の駅ビルなどの
商業施設を中心に展開しております。

㈱エスパス

小売店
卸売
（東京都）

ｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟ

①

（三重県）

参加申込
裏面参加申込書に必要事項をご記入のうえ、Ｅ
メール、ＦＡＸもしくは郵送でお送りください。

申込締切：９月１４日(金)

㈱グローバルフォルムコンクリート
https://gfconcrete.com/

https://coreinc.jimdo.com/

【会社案内】 国内のインテリア雑貨の卸売りと海外のデザインの良い珍しい雑貨の輸入販売をジャンルに
囚われることなく扱い全国のインテリアショップ、家具屋、雑貨屋等に入れています。

②
詳細連絡
商談会当日のスケジュールや準備などの詳細
について、貴社宛にＥメールなどで、遅くとも
開催１週間前までにはご連絡いたします。

小売店
（東京都）

【会社案内】 ZOZOTOWN オンラインショップの運営及び全国小売店への卸

㈲コアプラス

㈱ジェイアール西日本伊勢丹
http://www.lucua.jp/lucua1100/

卸売
（大阪府）

小売店
（大阪府）

【会社案内】 ジェイアール京都伊勢丹およびルクアイーレ内 isetan ショップ運営。

㈱Tycoon

https://tycoon.jp/

小売店
（愛知県）

【会社案内】 「ＩＴ×物販」を軸に家具・インテリア雑貨のＥＣサイトを運営しています。

タカトタマガミデザイン
https://takatotamagami.net/

建築設計
事務所
（東京都）

【会社案内】 クライアントや地域の個性、特性を活かした独創的なデザインを手掛ける建築設計事務所

㈲西岡家具店

③
商談会当日

http://www.n-oka.net/

【会社案内】 家具、インテリア販売、コーディネート、インテリア雑貨、生活雑貨、アパレル、アクセサリー、子供
用品の販売、ギフト提案・販売

Ｐ＆Ｄ（ＣＡＳＡ）

http://casa2479.com/

【会社案内】 和歌山市内にて、家具、インテリア商材、グリーンなどを販売するインテリアショップを運営及
び、楽天市場内にてインターネット販売、飲食店、ホテルなどの家具、什器、装飾の納品も行う。
商談会場では、自社テーブルに商品を陳列・
展示したり、商品説明用のパネルやパンフレッ
トを設置するなど、簡単な展示設営を行ってい
ただく予定です。
（※昨年と商談形式が変更予定です。）

㈱ボネリート

http://tenoha.jp/

【会社案内】 “もっと好きに暮らす、もっと楽しく暮らす”をコンセプトにほんの少しの“もっと”生活が豊かに
なるプロダクトをセレクトして販売しています。

森田木工㈱

http://moritakagu.jp/

【会社案内】 愛知県半田市で家具と雑貨の小売をやっています。現状では国産の商品＋安価な海外製品
も取り扱っています。今後の展開として、今よりもいいものをしっかりと販売していける店へ変わっていく予
定です。お客様の理想の暮らし方の実現を目指し活動をしております。

【特徴・ＰＲ】 国内外のセレクト商品だけでなく、国内外提携工場による自社製品の開発にも力を入れており、インテリアから雑貨まで幅広いライ
ンナップで多種多様なニーズに対応出来ることが特徴です。
手袋の仕入れ。白鳥町のミシン工房で作る服飾雑貨・雑貨小物（財布、ポーチ、ペンケース、名刺ケース等）の商品。プライス
求める商品
ゾーン：アッパーミドル ダイニングテーブル、センターテーブル天板のウレタン加工家具。店舗販売価格 100,000 円程度
【興味のある業種】 【手袋・うちわ・家具】

http://espace-interior.com/

【会社案内】 インテリア雑貨、家具を販売するインテリアショップ エスパスホームデコアの運営。新規事業
として地元三重の伝統工芸品、地元産品の商品開発、卸売り事業を始める。

香川県にしかない特徴のある商品、また女性向けの商品などを希望致します。
求める商品
【興味のある業種】 【手袋・漆器・うちわ】

小売店
（香川県）

ｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟ
（和歌山県）

【特徴・ＰＲ】 三重県でインテリアショップ 2 店舗を運営しています。食器、キッチン、インテリア雑貨、服飾雑貨から家具、ラグ、照明、カーテンま
で、幅広く販売する 250 坪ロードサイド型のインテリア専門店です。ラッピングで支持されているギフトの店でもあり、県内外の 30～40 代の女性
を中心に幅広い年齢層がお客様です。こだわりの手袋、家具（テーブル）などのアイテムを香川で見つけたいと思います。新規事業として自社
開発商品の企画・販売もスタートしました。三重の伝統工芸品、三重の商品と香川の産業がコラボして商品開発し、実店舗にプラスして卸でも拡
販したいと考えています。
ファッションマーケット、インテリアデザインマーケットに合致する商材を検討。オンライン販売に向けて対応が可能な企業と
求める商品
の取引を希望。
【興味のある業種】
【手袋・石材・漆器・うちわ】
【特徴・ＰＲ】 日本のアパレル通販をけん引している ZOZOTOWN 内にて直営店を展開。海外製品をはじめ、日本製品も販売。卸事業部もある
ため、オリジナルでのＰＢ展開等も可能。
高すぎない価格帯の雑貨全般（ジャンルは問わない） 高価格帯の場合はこだわりや品質が良いモノ
求める商品
【興味のある業種】 【手袋・漆器・うちわ】
【特徴・ＰＲ】 「いま」を見つめ「未来」を考える、をコンセプトに日常の何気ない光景を大切にし、生活を彩るほんの少しのアクセントを国内外か
ら集め発信しています。

求める商品
【興味のある業種】

日本製ならではの品質や伝統的なこだわり+今のお客さまに手にとってもらえる見た目にカワイイパッケージやデザイン
の商品。
【手袋・うちわ】

【特徴・ＰＲ】 シーズン雑貨＆ギフト雑貨。思わず買いたい！と思ってしまうカワイイギフトやファッションアイテムを取り揃えます。プレゼントを選
ぶならココ！と思っていただける売場を目指しています。
求める商品
【興味のある業種】

地元の人によって作られた「三方よし」となるような商品を求めています。
【手袋】

【特徴・ＰＲ】 「日常に溶け込み、身近にあって当たり前の存在になるもの。流行に左右されず、目的が明確で永く使えるもの」をテーマとした家
具・インテリア雑貨のＥＣサイトを運営しています。
求める商品
【興味のある業種】

建築、インテリアの造作や家具に活かせる個性的な素材、工法などを探しています。席数を多く必要とする施設の設計を
する機会が多いのでオリジナルのテーブルや椅子などを製作できるメーカーに興味があります。
【石材・漆器・家具】

【特徴・ＰＲ】 人の心に訴え、記憶に残るデザインの提供を目指しています。弊社では話題性のある商業施設など不特定多数の目にふれる物件
の設計など手掛けております。最近では空港、スキー場のレストラン、旅客船などのデザインを手掛けております。
雑貨、食品、こだわり（アイデア）商品、伝統工芸品、パッケージにデザイン性のあるもの、商品のオリジナル化可能なもの
求める商品
【興味のある業種】 【手袋・石材・漆器・うちわ・家具】
【特徴・ＰＲ】 県産品コーナーにて販売。“１点１点を大切に”をモットーに生産、製造者の想い、アイデア、こだわり等を紹介します。ギフトとしての提案を行うと同時
に、トレンド商品、アイデア商品を紹介することで「暮らしの中に県産品を」と思えるような情報やアイデアを提供します。県外からの顧客も多いため、県内外へのアピ
ールの場として情報を発信します。

家具（主にリビング、ダイニングで使用する家具）やインテリアに関する商品の OEM など、お互いにとって良いパートナー
求める商品
となれるような商品を探したいと考えております。
【興味のある業種】
【家具】
【特徴・ＰＲ】 金額に関係なく、長く大事に使いたいと思う商品選びをコンセプトに、和歌山市内でインテリアショップを運営しております。
香川県産のプロダクト全般。特に漆器、手袋、うどん、酒など。
求める商品
【興味のある業種】 【漆器】

ｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟ
（東京都）

【特徴・ＰＲ】 代官山に突然現れた森。その中にある商業施設『TENOHA DAIKANYAMA』内に&STYLE STORE はあります。
店内に入っても多くの観葉植物が飾られており、市中の山居を地で行くスタイルが特徴です。
世の中に氾濫している情報を我々のフィルターを通じて取捨選択し、上質な情報をお客様へ提供し、展開している商品は日本各地を足で回っ
て仕入れた目新しいものから、誰もが知っている安心して買えるもの。お客様に便利にご利用いただける品揃えを心がけています。
雑貨 地域特産の加工食品・・・雑貨店販売できそうなパッケージにしたいです。
求める商品
家具 ソファ・テーブル・チェア・・・国産で地元で作っているがトレンドも捕らえているデザインのものがあれば。
【興味のある業種】 【石材・家具】

小売店
（愛知県）

【特徴・ＰＲ】 【雑貨】 生活雑貨とアパレルを中心としたお店です。他にも食品なども取り扱っております。ギフトでご利用いただけるお店作りを
しております。【家具】 国内のメーカーを中心とした売場作りをしております。カリモク、シモンズ、ストレスレスなど良質なものをお客様にご提案
いたしております。それ以外の部分では安価な中国製などのものも販売をしております。地域密着のお店ですので、幅広いラインナップで商品
を提供いたしております。

※以上、参加予定バイヤー１１社 【興味のある業種（延べ社数） ： 手袋７社 石材４社 漆器６社 うちわ６社 家具５社】

