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■開催概要  

・イベント名 ：東京くらしのフェスティバル 2017 

・主催者   ：公益財団法人東京都中小企業振興公社 

・開催期間   ：2017年 10月 26日（木）～10月 27日（金）※事前予約不要／入場無料 

・開催時間   ：両日共に 10：00～17：00 

・開催場所   ：東京都立産業貿易センター台東館 6F展示室（台東区花川戸 2-6-5） 

2017年 10月 6日 

初開催・くらフェス リリース第 2弾 

とうこ 

業界初！公的機関の女子職員（なでしこ）が支援製品を選定！！ 

なでしこが選んだ‘私のお気に入り’トップ５を発表 

「大切な人に本気でプレゼントするならコレ！」 

 

キラキラのなでしこ公社女子 出展製品の中から「私のお気に入り」を厳選 
「公益財団法人東京都中小企業振興公社」（東京都千代田区）は、2017 年 10 月 26 日（木）～27 日（金）、都内の中小企

業や団体の優れた製品の販路開拓を支援する展示イベント「東京くらしのフェスティバル 2017」を開催致します。 

このたび、イベント開催に先立ち、公社の女子職員総勢 70 名以上が、エントリー製品（35 製品／出展企業の約半数）の製

品から「私のお気に入り」を選定する品評会、『なでしこが選ぶ私のお気に入り』を実施いたしました！ 

 

◆総監修は商品ジャーナリスト北村 森氏 

本企画は、企画趣旨にご賛同いただいた商品ジャーナリストの北村森氏を総監修にお迎えし、「大切な人に本気でプレゼン

トするなら？」のお題のもと、なでしこ全員が自分自身の大切な人（①家族、②恋人、③友人・同僚、④自分自身）向けに

お気に入りをセレクトするものです。 

なお、品評会当日は北村氏にもお越しいただき、「北村賞」を 2品セレクトいただきました。 

 

◆展示会当日は特設ブースを設置 

展示会当日は特設コーナーを用意し、なでしこのコメント付きで製品を紹介いたします。 

なでしこの取材対応も受け付けます！ 

 

◆本企画実施理由 「女性ならではの本音を企業にフィードバックしたい」 

単に製品展示会、商談会を開催するのではなく、どうしたら公社職員が出展製品（支援製品） 

について深く知ることができるかを検討致しました。その結果、支援製品を本音でジャッジし、 

良い声も厳しい意見も企業にフィードバックすることになりました。 

画一的ではなく、真に企業のためになることは何かという視点で公社自身もチャレンジするに至りました。 

商品ジャーナリスト

北村森氏 総監修 



 

キラキラのなでしこ公社女子 お気に入りトップ５ 

 

 

 

 
ランドポート株式会社 

ソーラーパフ 

折り畳みソーラー充電式 LEDランタン 

・太陽光充電のため、電池不要 

・ペタンコにたためて収納ラクラク（厚さ約 1.5㎝） 

・LED、防水仕様で安心安全 

そなえる 

★なでしこの声 

・電気を消し、この灯りだけでケータイゲームがしたい。 

肩を並べて。寝る前に。（恋人） 

・夜、豆電球でしか寝られない子供に安心して使えるライトだ

なと。子供がキャッチボールして遊びそう。（家族・子供） 

・軽くて持ち運びしやすいし、ソーラーだからエコ。山登りや花

火、野外フェスなどで大活躍しそう。（自分） 

 

 

 

 
国際ディスプレイ工業株式会社

amaoto 

 

たのしむ 

雨のリズム 感じる生活・ 

・振り子の動きと雨音をイメージさせるリズム 

・朝日の光を利用し、きらびやかな雨音のリズムで心

地よい目覚めを感じられる 

 

★なでしこの声 

・音がとても良く、デスクにおいても邪魔にならない。名前

や日付などを入れてオリジナルプレゼントになると良い。

（恋人） 

・デザインがとてもよく、インテリアとしてもリビングにも玄関に

も合いそう。動きも見飽きず落ち着いた気分になれる。値段

が張るので、引っ越し祝いなどでもらえたら泣いて喜ぶかも 

しれません。（自分） 

・音がとてもキレイ。自分用には少し高いけど、プレゼントなら

喜んでもらえるはず！（友人） 

 

 

 

 
株式会社お雑煮やさん 

ご当地雑煮食べ比べセット 

テレビ、新聞で話題のソウルフード 

・全国ご当地のお雑煮を食べ比べ 

・お江戸風の独特なパッケージが話題に 

・多数のメディア露出実績あり、書店での講演会も 

創業 

★なでしこの声 

・お雑煮が実に日本らしくて、外国人や海外にいる日本人

にも喜ばれると思う。（友人） 

・両親はあまり旅行をしないので、色々な地域のおいしいも

のを食べて楽しんでもらいたい。みんなでワイワイ食卓を囲

む姿が目に浮かびます。（家族・母親、父親） 

・子供がその地域のことについて調べるきっかけになるし、 

おもしろいと思う。（家族・子供） 



 

 

 

＊次ページ以降にて、公社女子お気に入り 部門別上位製品の一部ご紹介、 

ならびに、総監修の北村森氏がセレクトされた北村賞につきましてご紹介しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
特定非営利活動法人ポレポレ 

メコンブルー 

創業 

手間と愛情で紡がれた美しいシルク 

・国連教育・科学・ユネスコ手工芸部門の優秀品 

・保温性に優れ、冷房対策、膝掛け等にも最適 

・日本では当店でしか手に入らない逸品 

★なでしこの声 

・ハリがあるけど軽くて柔らかいので使いやすい。ブルー

の色も男女問わず使えるし、高級感もあって素敵（恋人） 

・オシャレにウルサイ母にも気に入ってもらえそうな色の綺麗

さと素材の良さが素敵だなと。パッケージもとてもかわいいで

す。（家族/母親） 

・シルクでこのクオリティで金額もお手軽。どなたにプレゼント

しても喜ばれると思います。（友人） 

 

 

 

 

 

株式会社益基樹脂 

箔コースター 

 

透明感のあるオリジナルプロダクト 

・素材の透明感と、手書き風の味わいがある箔押しパ

ターンが特徴的 

・コップや湯呑等、和洋どちらにも合うコースター 

 

たのしむ 

★なでしこの声 

・友人の結婚祝いに贈りたくなるセンス良い一品。値

段もちょうど良い。（友人） 

・とにかくおしゃれ、軽くて割れないしお手入れも楽。 

来客のときに評判よさそう。まさになでしこ。（自分） 

・家族全員で日常的に使える。家に友人を招きたくなる 

商品（家族/母親） 



 

家族部門 第１位 

 
事務局コメント 

なでしこ品評会において特徴的だったのが“家族へのプレゼント”でした。恋人にプレゼントしたいものなどとは異なり、「そなえる」分

野（防災分野）の製品に多くの票が集まる結果となりました。昨今、国内外における震災や自然災害等のニュースが連日報道されている影

響もあり、品評会の各メンバーの防災意識が日々高まっていると考えられます。 

「もしもの時に、家族にこそ無事でいてもらいたい。」そんななでしこ達の愛情が感じられる投票結果でした。 

 

恋人部門 第１位 

 

 

事務局コメント 

恋人向けということで、ランキング上位製品の平均単価は数万円程度する高価なものとなりました。特に、笑暮屋万年筆・ボールペンは価

格やデザイン、そして毎日使える実用性も高得点の要因となりました。「プレゼントしたものは日常で使ってもらいたい」。そんななでしこ

の恋心がうかがえました。 

 

＊「友人・同僚」の第 1位は箔コースター／株式会社益基樹脂、「自分自身」の第 1位はソーラーパフ／株式会社ランドポートでした。 

★なでしこの声 

・見た目に高級感がある。とても書きやすかったし、

普段使いでも浮かないデザイン。自分がプレゼントし

たものを日常で使ってもらえそうなところもポイント

です。（恋人） 

 

 

 

 株式会社日興エボナイト製造所

笑暮屋万年筆・ボールペン 

日本唯一 希少な万年筆ブランド 

・日本で唯一、世界でも数社しか残っていないエボナ

イトの製造所が開発した、希少価値の高い逸品 

・ギフト、自分へのご褒美、営業マン契約時用など大

活躍 

たのしむ 

★なでしこの声 

・Ａ４サイズに収納できるのでマンション等でも手軽

に取り入れられる。 

欲を言えばパッケージがもう少しおしゃれだと本棚に置

いたときに違和感なく置けるとよい。（けどいざという時

に困るか）（家族・母親、父親） 

 

 

 

 
株式会社谷沢製作所 

Crubo（クルボ） 

A4サイズヘルメットを収納 

・従来の防災ヘルメットの問題“かさばる”を解決 

・収納に便利な A4サイズパッケージ入り 

・書庫、引き出し、カバン等に収納可能 

そなえる 

キラキラのなでしこ公社女子 部門別上位製品ご紹介（＊一部） 



北村賞 

 

 

 

 
 

事務局コメント 

総監修：北村森氏が厳選した２つの商品に共通しているのは、デザインに優れており、なおかつ実用性を兼ね備え、これからの時代に必要

とされる商品である、という点です。多くの人々の関心事、ならびにトレンド情報などを踏まえ、消費者の視点で“これは是非とも使いた

い”という想いを込め、数ある商品の中から厳選した、という印象でした。 

 

 

 

 

 

＊イベント開催当日：その他の出展企業ブース多数。是非皆様のご来場を心よりお待ち致しております。 

公式 HP ：https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/kurashi_festival2017/   

 

 

 

 

 

総監修：北村森氏 選定品ご紹介 

★北村森氏コメント 

・イノベーションは‘技術革新’

とか‘新たな発明’と捉えられ

がちですが、それだけではあり

ません。この商品のような発想

勝負も、まさにイノベーション

だと考えます。私も出張などで

ビニール袋を携帯しますが、こ

れであればジャケットの内ポ

ケットにもスマートにおさま

ります。袋は本当にいざという

時に破れてはいけないもの。な

んでもないような商品にアイ

デアが詰まっている。防災意識

の高い東京らしい商品だとも

いえます。 

 

 

 

 
株式会社公電テクノ 

べんり袋 

 

世界初 安心・安全をポケットに 

・携帯可、突然の事態に対処でき、防災意識高まる 

・特許により耐圧性を大幅に改善 

・空気の確保、エチケット袋、貯水袋や氷のう等に 

そなえる 

★北村森氏コメント 

・最近、手帳の売上が上がっ

ています。これは特に若い女

性の中で手帳を彩って創ると

いう文化ができているためで

す。この商品はそんなシーン

に最適だと思います。色も５

色に絞っているのが良いです

ね。男性の社長が作っている

というのには意外性を感じま

した。ぜひ羽田の免税店に置

いてほしい。免税店にはこう

した「少し高価」「小さく」「セ

ンスの良いもの」が必要です。 

 

 

 

 
株式会社 TRINUS 

花色鉛筆 

 

花の形をした断面 軸が芯と同色 

・削るとまるで花弁が舞うように見える 

・楽しさ＆環境配慮 エコフレンドリーな色鉛筆 

・春先の行事ギフトや、帰省時のお土産におすすめ 

創業 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/kurashi_festival2017/


（東京くらしのフェスティバル２０１７開催概要）（＊開場：10:00～） 

 

①表彰式及び講演会 

・日時 ：10月 26日（木）13:30～14:50 

・第 1部 ：平成 29年度 東京都中小企業振興公社表彰 表彰式（功労賞及び奨励賞） 

・第 2部 ：基調講演「地域発ヒット商品の作り方～商品作り、成功と失敗の分岐点～」 

商品をどう作り、消費者にどのように伝えるのかー。東京をはじめ、全国各地の中堅・中小企業が開発したヒット

商品の事例について、現地取材を続けたからこそ明らかになった部分を、ギュッと凝縮してお伝えする 60分です。 

 

 

・講演者：北村 森：商品ジャーナリスト、サイバー大学教授（地域マーケティング論） 

1966年富山県生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。月刊誌「日経トレンディ」編集長を経て 2008年に

独立。NHKラジオ第一「先読み！夕方ニュース」などテレビ・ラジオ番組でコメンテーターを務める

ほか、「サンデー毎日」「婦人公論」など 5 媒体で連載コラムを執筆。消費トレンドやヒット商品の

分析を続けるほか、自治体などと連携した地域おこし事業にも数々従事している。  

 

 

 

 

 

②展示商談会（10:00～17:00） 

・テーマ：生活関連分野に関連する 5 テーマ（「たのしむ」、「すこやか」、「ささえる」、「そなえる」、「べんり」） 

《テーマ例》ハウス用品、オフィス用品、エコグッズ、アイデアグッズ、防災用品 等 

 ・企画展示コーナー（テーマ別に製品展示コーナーを設置） 

 ・出展企業ブース（約 71社） 

 ・バイヤーズブース 

 

 

③企業経営に資するセミナー 

・10月 27日（金）13:30～15:30 

デザイン導入セミナー「企業のこころざしがきちんと伝わるコミュニケーションツール制作」 

・10月 27日（金）14:00～17:00 

TOKYO×クラウドファンディングセミナー「新規事業におけるクラウドファンディング活用法」 

＊表彰式・基調講演、セミナーは事前申込制です。 

 

 

■後援 

東京都、台東区、東京商工会議所、東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、東京都商店街振興組合連合会、東京信

用保証協会、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター、株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ、株式会社東京都

民銀行、株式会社新銀行東京、株式会社八千代銀行、朝日信用金庫、西武信用金庫、昭和信用金庫、城北信用金庫、株式会社

日本政策金融公庫 

 

 

■出展社 

・生活関連分野の最終製品を製造・保有し、主催者が支援する都内中小企業 約 71社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊東京くらしのフェスティバル 2017 出展企業リスト 

 

 

 

 

【同時開催イベント】 

台東区産業フェア 2017 

TAITO Crafts & Story  ～ものづくりの「技」 ものづくりの「物語」～ 

場所：東京都立産業貿易センター台東館 7F展示室 ほか 

 

 

台東区は、皮革製品やジュエリー、装身具といったファッション雑貨をはじめとする製造業や

販売事業者が集積するものづくりのまちです。また、伝統工芸品を作る職人も多くいらっしゃい

ます。こうした区内事業者のものづくりの技、台東区ブランドを区内外に発信していくことを目

的に台東区産業フェア 2017を開催。区の地場産品の販売、伝統工芸品の製作実演や体験ワークシ

ョップ等も実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜報道関係者の方からのお問合わせ先＞ 

PR事務局 ㈱フロンティアコンサルティング 担当：村山  TEL：03-5284-9196  FAX：03-6893-3634  

携帯：村山/080-3510-2579  E-mail： info@frontier-c.co.jp 



（報道関係者様専用ページ） 

 

 

 

 

 

 
 

ご取材頂ける場合には、お手数ですが下記必要事項をご記入の上、10月 19日（木）までに FAXにてご返 

信くださいますよう、お願い申しあげます。 

お電話でのお申し込み・お問合せは 03-5284-9196までご連絡ください。 

 

■貴社名                               

 

■貴媒体/番組名                             

 

  ■ご希望の取材日と取材時間をご記入ください 

 

            日     時頃～    頃まで予定          

 

  ■予定お持込み機材 

 

   □スチールカメラ □ムービーカメラ □ペンのみ □その他      
 

 

■ご芳名(代表者)                            

  

 

■ご来場予定人数                            

 

 

■緊急連絡先電話番号                          

 

 

■メールアドレス                              

 

■ご要望等ございましたらご記入ください 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

返信ＦＡＸ番号:03-6893-3634 
「東京くらしのフェスティバル２０１７」 

PR事務局（フロンティアコンサルティング行き） 
 

＜報道関係者の方からのお問合わせ先＞ 

PR事務局 ㈱フロンティアコンサルティング 担当：村山   

TEL：03-5284-9196  FAX：03-6893-3634  

携帯：村山/080-3510-2579   

E-mail： info@frontier-c.co.jp 


