
「東京おみやげ」（第３回）第二弾販売商品詳細  
 

株式会社富田染工芸（東京都新宿区） 
■商品名 
  風呂敷スカーフ 
■商品説明 
・400年以上の歴史を持つ江戸小紋に、モダンな感覚を 

  取り入れた、現代の暮らしに添うスカーフ。 
■発売日 
  未定 
■販売価格（税込） 
未定 

■販売場所 
○東京染ものがたり博物館（東京都新宿区西早稲田３－６−１４） 
○富田染工芸（東京都新宿区西早稲田３−６−１４） 

■問い合わせ先 

株式会社富田染工芸 （担当：富田） 
WEB http://www.sarakichi.tokyo/index.html 
メール tomisen@mtj.biglobe.ne.jp  電話 03‐3987‐0701 

有限会社ヒロタグラスクラフト（東京都墨田区） 
■商品名 
藍 オールドグラス 市松に七宝紋 

■商品説明 
・東京都の伝統工芸品「江戸切子」 
・無色透明と藍色が織りなす鮮やかな色彩の硝子に、職人の技が光るカットを施している。 
・伝統的紋様でありながら、モダンな仕上がりを追求しつつ、江戸の「粋」を大切にし、 
秀逸な切子技法の「技」を活かした他にない江戸切子に仕上げた。 

■発売日 
  平成３０年８月１日（水）以降 
■販売価格（税込） 
２１，６００円 

■販売場所 
○すみだ江戸切子館（東京都墨田区太平２－１０－９） 

■問い合わせ先 

有限会社ヒロタグラスクラフト （担当：門脇） 

WEB http://www.edokiriko.net/index.html 
メール info@edokiriko.net 電話 03‐3623‐4148 
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株式会社龍工房（東京都中央区） 
■商品名 
  ①叶結びチャーム、②組紐ブレスレット、③組紐ネックストラップ 
■商品説明 
・組紐とは、古来より衣冠装束や武具甲冑の紐など様々に使われ 
てきた、日本人の文化が組み込まれた逸品。 
・絹の華やかさと伸縮性に富んだ、肌に馴染みのいい仕上がり。 
・叶結びチャームの「叶結び」(かなうむすび)とは、表の結びに「◇」、 
裏の結びに「十」が表現され、表裏で「叶う」という文字が描かれる縁起物。 

■発売日 
  平成３０年７月１８日（水）以降 
■販売価格（税込） 
○叶結びチャーム    ：     ９７２円 
○組紐ブレスレット   ： １４，０４０円 
○組紐ネックストラップ ： １０，５８４円 

■販売場所 
○都庁南展望室「日本全国物産展」特設コーナー(予定) 

■問い合わせ先 

株式会社龍工房 （担当：福田） 
WEB http://ryukobo.jp 
メール ryukobo@silver.ocn.ne.jp   
電話  03‐3664‐2031 
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株式会社山本海苔店（東京都中央区） 
■商品名 
  ○TOKYO TOKYO海苔ちっぷす ごま 
  ○TOKYO TOKYO海苔ちっぷす 玄米 
■商品説明 
・嘉永 2 年（1849 年）に日本橋室町で創業以来、海苔ひとすじの山本海苔店が、明治 2 年
（1869年）に日本で初めて味附海苔を創案。 
・その伝統の味附海苔 2枚で風味豊かな煎り白ごま、または国産の発芽玄米をサンドし、食べやす
い形にカット。低カロリーなおつまみまたはおやつとして幅広い年代に好まれている。 

■発売日 
  平成３０年７月２５日（水）予定 
■販売価格（税込） 
各６４８円 

■販売場所 
○山本海苔本店（東京都中央区日本橋室町１－６－３） 
○ホームページ 
  http://www.yamamoto‐noriten.co.jp/ 

■問い合わせ先 

株式会社山本海苔店 （担当：征矢野（ソヤノ）、甘糟（アマカス）） 
WEB http://www.yamamoto‐noriten.co.jp/ 
メール soyano@yamamoto‐noriten.co.jp  電話 03‐3241‐0266 

株式会社セベル・ピコ（東京都葛飾区） 
■商品名 
  三合枡三味線「SHAMIKO」 
■商品説明 
・枡を使った三味線「SHAMIKO」はコンパクトで手軽に持ち運ぶことができ、スタンドを使わずに自
立することができる。 
・胴皮は自然由来の丈夫な特殊紙を使用し、環境にも優しい楽器。 

■発売日 
  平成３０年７月１８日（水）予定 
■販売価格（税込） 
２８，９４４円 

■販売場所 
○シャミコ会館（東京都葛飾区立石６－３５－１０） 

■問い合わせ先 

株式会社セベル・ピコ （担当：土屋） 

WEB http://www.shamiko.jp/ 
メール shamiko‐info@seberu‐pico.com  電話 03‐5875‐6891 
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有限会社大黒堂（東京都大田区） 
■商品名 
  歌舞伎狂言煎餅 
■商品説明 
・卵をふんだんに使い、砂糖と小麦粉を混ぜたサブレー生地の「さくっ」とした食感のお煎餅 

■発売日 
  平成３０年７月１８日（水）予定 
■販売価格（税込） 
１,１００円 

■販売場所 
○大黒堂本店（大田区田園調布１－５５－５） 
○大黒堂歌舞伎座木挽町広場店（歌舞伎タワー地下２階） 

■問い合わせ先 

有限会社大黒堂 （担当：大黒） 

WEB https://www.facebook.com/daikokudou.ningyouyaki.kabukikyougensenbei 

電話 03‐3721‐1121 
 

株式会社 if me（愛知県海部郡） 
■商品名 
  mame 風呂敷 
■商品説明 
・細やかな技法を積み重ねて作られた着物地を、テキスタイルインテリアとして使用いただける商品 

■発売日 
  平成３０年７月１８日（水）予定 
■販売価格（税込） 
２，０５２円 

■販売場所 
 「chord Net Shop」 https://ifme‐chord.stores.jp/ 
■問い合わせ先 

株式会社 if me （担当：篠宮） 
WEB http://ifme‐chord.com 
メール info@ifme‐chord.com  電話 052‐462‐6510 
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株式会社ハリカ（東京都板橋区）・丸和繊維工業株式会社（東京都墨田区） 
■商品名 
おつつみ OTUTUMI 

■商品説明 
・様々なアイディアでその使用用途がスカーフ／インテリア／ハンカチ等無限に広がる特許商品 

■発売日 
  平成３０年８月１０日（金）予定 
■販売価格（税込） 
４，３２０円 

■販売場所 
○楽天ハリカうまいもの広場 

■問い合わせ先 

株式会社ハリカ （担当：笠井健太） 
WEB https://www.rakuten.co.jp/harikaumai/ 
メール k‐kasai@harika.co.jp  電話 03‐3579‐3113 

 
丸和繊維工業株式会社 （担当：吉田 恵） 
メール k‐yoshida@maruwa‐tex‐ind.co.jp  電話 03‐3624‐7747 
 

株式会社モリイチ（東京都中央区）・三菱鉛筆東京販売株式会社（東京都品川区） 
■商品名 
 絹のようななめらか油性ボールペン「ジェットストリーム」 
■商品説明 
・絹の手触りのようにスルスルとなめらかな書き味の低粘度油性ボールペン 

■発売日 
  平成３０年 7月１８日（水）予定 
■販売価格（税込） 
２１６円 

■販売場所 
○Moriichi Tokyo Kyobashi shop 
（東京都中央区京橋 1‐3‐2） 

■問い合わせ先 

株式会社モリイチ （担当：山口） 
WEB http://shop.moriichi.net/ 
メール yamaguchi@moriichi.net  電話 03‐3281‐3221 
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株式会社マイスタープロモーション（東京都江戸川区） 
■商品名 
  TokyoTokyo 江戸風鈴 
■商品説明 
・涼やかな音色と姿が特徴の、江戸時代に生まれた硝子球の風鈴 

■発売日 
  平成３０年 7月２５日（水）予定 
■販売価格（税込） 
２，５００円 

■販売場所 
○楽天ショップ「えどコレ！」 
○「えどコレ！」アンテナショップ（篠崎文化ﾌﾟﾗｻﾞ 3階） 
（江戸川区篠崎町 7‐20‐19篠崎文化ﾌﾟﾗｻﾞ３階） 

■問い合わせ先 

株式会社マイスタープロモーション （担当：三村） 
WEB https://www.rakuten.ne.jp/gold/meipro/ 
メール meipro@shop.rakuten.co.jp  電話 03‐6801‐7037 
 

日本卓上開発株式会社（東京都台東区） 
■商品名 
  ①ジオクレイパー 東京タワー、②ジオクレイパー 江戸城 
■商品説明 
○ジオクレイパー 東京タワー 
・東京を代表する人気の観光名所である東京タワーを、1/2500 スケールで精巧に立体化 
○ジオクレイパー 江戸城 
・現在は失われた城を精巧な技術と造形で、ミニチュアとして立体化 

■発売日 
 平成３０年 7月１８日（水） 
■販売価格（税込） 
各１，２９６円 

■販売場所 
○BASE2500（東京都台東区浅草橋 1‐10‐7信成ビル 2階） 
○公式オンラインショップ（http://geo60819.owndshop.com/） 

■問い合わせ先 

日本卓上開発株式会社 （担当：金子） 
WEB https://geocraper.localinfo.jp/ 
メール info@geocraper.tokyo  電話 03‐5809‐1080 

▲TokyoTokyo 江戸風鈴 
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四国団扇株式会社(東京都渋谷区) 
■商品名 
  ミニ小判はがきうちわ 
■商品説明 
・手のひらサイズながら本格的な作りの竹うちわ。 
・裏面にはメッセージを書くことができ、定型郵便で送れる封筒付き。 

■発売日 
平成３０年 7月 18日（水）予定 

■販売価格（税込） 
４８６円 

■販売場所 
○Fusendo（通信販売）：http://fusendo.com/ 
○東京キャラクターストリート（東京駅一番街）臨時ワゴン （8/1（水）～8/16（木）） 

■問い合わせ先 
四国団扇株式会社（担当：小川） 
WEB http://www.dansen.co.jp/index.html 
メール ogawa@dansen.co.jp  電話 03‐6893‐4591 

 
※上記のミニ小判はがきうちわについては、平成 30年 6月 19日に「東京おみやげ」（第３回募集
分）第一弾分として販売開始を発表したところですが、今回バリエーションが増えましたので、お知
らせします。 
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