
アールデザインスタイル参  加  企  業 （有）上田微生物

（株）エコアス馬路村 河野製紙（株） 機能素材（株） （株）ケンセン 35 ダイレイ（株）

（株）土佐通信 内外典具帖紙（株） （株）ハート ひだか和紙（有） （株）mimoto

高知県・高知県産業振興センターのブースでは「見る」だけでなく、
「さわって体感」できる製品を取り揃えています。

開　催　日　時 場　所

第89回
東京インターナショナル 春2020

高知県安芸郡芸西村産のブルースターと高知県香南市夜須町産の
カスミソウを使用したフラワーギフト。
ハーバリウム、プリザーブドフラワー花材、花材キット

アールデザインスタイル01

〒781-8122 高知県高知市高須新町3-3-32 〈HP〉https://www.rdesignstyle.com/  〈mail〉rdesign@df.moo.jp〈TEL〉088-885-9330 〈FAX〉088-885-7470

①母の日カーネーションベア ②フラワーベンチねこ
③花飾りミニ
⑤カスミソウ

④ブルースター

出 展 製 品

気軽に楽しむ花飾りとプリザーブドフラワーギフト

▲母の日カーネーションベア

▲フラワーベンチねこ

▲ブルースター

▲カスミソウ▲花飾りミニ

The 89th  TOKYO INTERNATIONAL  Gift  Show  Spring 2020
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〒781-0270 高知県高知市長浜5984-2 〈HP〉www.hito-hira.jp  〈mail〉mimoto@puala.net〈TEL〉088-837-2323 〈FAX〉088-848-0345

①GRACE・MIYABI

①GRACE・MIYABI

③非常用ウエットタオル

③非常用ウエットタオル

②FLOWER

②FLOWER

出 展 製 品

株式会社mimoto
一枚（ひとひら）の、おもてなし。

日本発祥のおもてなしであるおしぼりは、
お客さまへの心づかいを形にしたものです。
わたしたちは、大切なそのひとときのために、新品未使用・100％綿の清潔な
ウエットタオルと共に、安心や喜び、自由に選べる楽しさをお届けします。
一枚(ひとひら)のおもてなし。
お客さまに心から喜んでいただけるよう、一枚、一枚、丁寧につくりあげます。

▲典具帖紙

世界一薄い和紙を作る企業が、もう一つの得意技で有る染色技術を利用し、様々な色の
和紙テープの開発に成功致しました。
細幅で作られる、スリッターしていない両縁に和紙らしさ残る新しい製品です。
是非手にとって御覧ください。
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781-2152 高知県高岡郡日高村沖名3486-1 〈HP〉http://www.hidakawashi.com/〈TEL〉0889-24-7857 〈FAX〉0889-24-7858

①和紙テープ
②典具帖紙（1.6mg/㎡・2.0mg/㎡・3.5mg/㎡・5.0mg/㎡・7.3mg/㎡・9.0mg/㎡）

出 展 製 品

ひだか和紙 有限会社
世界一薄い和紙・1.60mg／㎡  The world thinnest paper,TENGU.

株式会社ハート10

〒780-0073 高知県高知市北金田4-18 〈HP〉http://www.heart-kochi.jp/  〈mail〉heart@heart-kochi.jp〈TEL〉088-882-4788 〈FAX〉088-882-4822

①オーガニックふとん
③オーガニックベビー製品

出 展 製 品

創業31年 本物のオーガニックを世界へ

原料から最終製品までの
生産履歴追跡が可能な
取引証明書の発行が可能です。

オーガニック認証機関 オーガニック繊維基準
GOTSエコサート OCS

②オーガニックウェア
④オーガニックペット用品

▲オーガニックふとん▲オーガニック工房
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〒781-1161 高知県土佐市宇佐町宇佐3157 〈TEL〉088-856-3199  〈FAX〉088-856-3198  〈HP〉http://supersol-tosa.jp  〈mail〉hama@supersol-tosa.jp

とても不思議な素材
ヴェリコット製品

出 展 製 品

有限会社 土佐通信
驚異の吸水力！しかも保水性・通気性を兼ね備えたとても不思議な素材！！
驚異の吸水力でしかも保水性・通気性のある、
とても不思議な素材≪ヴェリコット≫
ヴェリコットポットは、透水性・通気性に優れているので
多肉植物・サボテンポットとして最適です。
コースーターは、驚異の吸水性があり一瞬で水滴を吸収します。
企業のロゴマークや写真など入れることもできます。
全ての製品のOEM承ります

ダイレイ 株式会社07

〒781-2128　高知県吾川郡いの町波川1846 〈HP〉https://dairei.jp〈TEL〉088-892-1555 〈FAX〉088-893-2400

ポケットティシュ
ボトルティシュ

①オーガニックふとん

出 展 製 品

小回りの利く、ポケットティシュ専門メーカー
ポケットティシュの専門メーカーだからできる、純粋パルプ100％にこだわった高品質の商品をご提供致します。
文字やイラストなどのプリント加工や、お好みの香りを付けたり、
パッケージ以外のオーダーメイドもでき、ノベルティとしても好評頂いております。
また、持ち運びがしやすく様々なシーンにフィットする、
スリムボトルに入ったローションティシュをこの春発売致します。
ポケットティシュの利便性、ソフトパックの実用性を兼ね備え、
さらに洗練されたデザインとなっております。

古くから、サンゴには、魔除けの力があるといわれ、世界三大宗教で
お守りとして使われています。
キリスト教のロザリオ、イスラム教のタスビス、そして、仏教の数珠。
ケンセン35の宝石珊瑚の数珠は、成人、出産、還暦などのお祝いに、
縁起物としても喜ばれています。
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〒780-0834  高知県高知市堺町9-13 〈TEL〉088-873-5111 〈FAX〉088-873-4126  〈HP〉http://kensen35.com/

宝石珊瑚の数珠

▲宝石珊瑚の数珠

出 展 製 品

株式会社ケンセン35
本物の宝石サンゴをおみせいたします。Ｔｈｅ Ｐｏｗｅｒ Ｏｆ Ｃｏｒａｌ

河野製紙 株式会社04

保湿ティッシュ
水に流せる３枚重ねティッシュ

出 展 製 品

保湿ティッシュの生みの親がつくる、高品質ティッシュノベルティ
河野製紙㈱は、１８９２年の創業より１２５年を超えるメーカーで、
土佐和紙の伝統を継ぐ丁寧な製品づくりにより、家庭紙市場で高い評価をいただいております。
１９９３年、世界で初めて「保湿ティッシュ」の開発に成功し発売、特許も取得いたしました。
保湿ティッシュ以外にも、様々な付加価値の高いティッシュを取り揃えております。
㈱グリーンゲイブルスは、河野製紙㈱の子会社として、
高品質ティッシュを中心としたノベルティ製品の企画、販売をしてまいりました。
一部企業のPB、OEM製作実績もございます。
確かな品質、確かな価値を求めるお客様、是非、ご相談ください。

河野製紙㈱  〒780-0934 高知市下島町71　〈TEL〉088-822-3107　〈FAX〉088-822-3110　〈HP〉https://www.kawano-p.co.jp
［お問い合わせ先］㈱グリーンゲイブルス  〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2-23-1 NSM 116号 〈TEL〉03-3379-7102 〈FAX〉03-3379-7112 〈HP〉https://www.grg.co.jp

▲monacca

▲木製ノベルティ（うちわ、マウスパッド等）

monacca………杉の間伐材を使った世界で唯一の成形デザインによる木製品ブランド。
　　　　　　　  木の持つ質感や自然の時間、人の五感を凝縮し、
　　　　　　　  都市のライフスタイルに提案する木製品をコンセプトに生まれました。
木製ノベルティ…日々の暮らしの中で手にするノベルティグッズは、
　　　　　　     使う度に企業様を思い出すキッカケとなる大切な商品です。
　　　　　　　  「素敵なグッズをもらった。」と、思っていただくこと。
　　　　　　　  それは、「私は大切な顧客だと思ってもらえている。」という信頼に繋がり、
　　　　　　　  企業様のブランドを築き上げます。
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〒781-6201　高知県安芸郡馬路村馬路1464-3 〈TEL〉0887-44-2535  〈FAX〉0887-42-1911  〈HP〉http://ecoasu.co.jp/

monacca

株式会社 エコアス馬路村
森づくりから生まれた木と人と街をつなぐ製品です

木製ノベルティ（うちわ、マウスパッド等）出 展 製 品
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〈TEL〉0889-42-4620  〈FAX〉0889-42-5515  〈HP〉https://gskin.jp

有限会社 上田微生物
微生物のはたらきで元気な土に

●オリジナル有用微生物菌群｢GS菌｣を用いた土の
　サプリメント
●天然アミノ酸を使用した植物の栄養剤
●100%植物由来の乳酸菌酵素を用いたペットの
　美毛･消臭剤

〒785-0059 高知県須崎市桐間西95

出 展 製 品

土の中の微生物の働きはとても大切で､土を耕し根や水の通り道を作り、土の栄養バランスを整えてくれています。
一度使った土は栄養不足になり土が痩せてしまいます。
生きている菌を入れてあげることで、ふかふかで植物が過ごしやすい土に再生します。
観葉植物、バラ、野菜のサプリメントや栄養剤、ペットの美毛･消臭剤を展示いたします。
すべて100%植物由来の商品です。

東京ビッグサイト
高知県・高知県産業振興センターブース
南ホール（南3-T26-03）10:00　 18:00

5 7
※最終日は17:00まで

水

典具帖紙から始まり、表具紙や美術紙、障子紙等多種多様に製造しています。
｢これからの和紙の可能性を見つけたい。｣
そんな思いを持ちながら和紙創りに取り組んでいます。
昔からの典具帖紙。そして和紙の特徴を活かし、
自社独自の製法で作る土佐まき和紙。
四方耳付きラベル用和紙や御朱印帳等、
和紙を使った商品や製品をいくつか出展しております。
和紙たちが化けた姿。どうぞお楽しみください。
ご要望やご相談等ございましたらお気軽にご連絡ください。

〒781-2133 高知県吾川郡いの町加田1246-1 〈TEL〉088-892-1088 〈FAX〉088-892-2968  〈HP〉http://www.naiten.com/  〈mail〉naigaitengu@kzd.biglobe.ne.jp

①土佐まき和紙  ②御朱印帳
③印刷用和紙

出 展 製 品

内外典具帖紙 株式会社09
和紙のメーカー屋さん

▲土佐まき和紙 ▲御朱印帳 ▲印刷用和紙

〒780-0843 高知県高知市廿代町6-13 〈HP〉http://kinousozai.co.jp/  〈mail〉info@kinousozai.co.jp〈TEL〉088-822-8197 〈FAX〉088-823-6137

機能素材 株式会社05
出 展 製 品

天然成分 虫除け商品OEM歓迎！ウェットシート、スプレーも可能。野菜鮮度保持袋、防臭袋。高機能ウェットシートも展示。

ディート不使用。天然成分使用の虫除け商品。ウェットシートやスプレーに加工可能。
繰り返し使える、野菜の新鮮さが長持ちする袋。強い匂いも漏らしません。

①【新商品】天然虫除けナチュラルユーカノン ②天然虫除け ユーカノン
 （ウェットティッシュ２種、スプレー１種）③ノロフルウイルスワイプ

  （抗ウイルスウェットシート、ノンアルコールタイプ） ④ツイスターロック
  （野菜 鮮度保持袋）

⑤防臭袋 POST  （おむつ、介護、ゴミ袋用）

②天然虫除け ユーカノン

　

〈ウェットティッシュ２種、スプレー１種〉

①【新製品】天然虫除け
　ナチュラルユーカノン

①天然成分の虫除けウェットシート。弱酸性、ディート不使用、ノンアルコール処方。
②天然成分（ユーカリ）を使った虫除けシリーズ。
③抗ウイルス微粒子を使ったウェットシート。
④野菜が長持ちする鮮度保持袋。ジッパーいらずで簡単。
⑤ねじるだけで、強い匂いもシャットアウトできる防臭袋

③ノロフルウイルスワイプ
  （抗ウイルスウェットシート、ノンアルコールタイプ）

④ツイスターロック
  （野菜 鮮度保持袋）

⑤防臭袋 POST  （おむつ、介護、ゴミ袋用）


