
公益財団法人 えひめ産業振興財団 

参加 
無料 

平成28年度 えひめプロダクツ市場開拓支援事業（非食品） 

県内の意欲的な事業者が集まり、共通テーマのもと 
「商品ブラッシュアップ」と「販路開拓」に取り組みます。 

首都圏販路を開拓するプロジェクトに参加しませんか！ 

共通テーマ「陽だまり気分」は、これまで首都圏で継続して情報発信
に取り組んできたことにより、首都圏バイヤーからの認知度が高まっ
てきています！ 

参加事業者募集！ 

平成25年度ギフト・ショー 平成26年度ギフト・ショー 平成27年度ギフト・ショー 

アドバイスを受けながら、 
商品開発・改良に取り組む！ 

・東京インターナショナル・ギフト・ショー 
・首都圏での展示・販売会（予定） 
 にチームで出展！（出展費無料） 

平成27年度事業の様子 平成27年度事業の様子 

東京インターナショナル・ギフト・ショー 日本百貨店展示・販売会 

2.販路開拓支援 1.商品ブラッシュアップ支援 



愛媛県内の中小企業等が開発、生産する優れた工業製品や伝統工芸品等（えひめプロダクツ）

を県外へ広めるため、製品のブラッシュアップから販路開拓までの一連の取組をサポートし、

新市場への進出を支援します。 

◎事業の目的 

生活関連用品 
（キッチン雑貨、水回り用品、インテリア製品、生活雑貨、服飾雑貨、コスメ など） 

◎支援対象事業者 
県内で工業製品や伝統工芸品等の製造、開発、加工、販売を行っている事業者で、次の事項に

該当する方 

○商品の改良・改善を行うことに同意し、積極的に取り組む意欲がある 

○自ら商談会・展示会に参加する意志がある  

○下記のテーマに沿った商品群を拡充できる   など 

＜テーマ＞ 

○工業製品の独自技術を活かして、BtoC向けのインテリアアイテムをつくる 

○商品の用途や形態を変えて、キッチン用品としてシリーズ展開する 

○素材の特徴を活かし、これまでにない生活雑貨を提案する 

例えば･･･ 

＜商品群＞ 

陽だま り気分  愛媛スタイル  
  

ウチでもないソトでもない縁側空間でゆっくりひと休みするような時間。 

誰もが癒される贅沢な時間を、愛媛のプロダクトで提案します。 

企業組合Women’s Nest（宇和島市） 

ＰＲツールをブラッシュアップ！新規販路開拓に成功！ 

真珠生産量日本一の宇和島ならでは
のご当地コスメとして、宇和島産の
パールパウダーを配合したスキンケ
アソープを製造販売している。 

商品自体には自信があったがパッ
ケージデザインや販売戦略が課題で
あった。本事業では、商品のコンセ
プトを分かりやすく伝えるＰＲツー
ルの開発に取り組んだ。 

エステから開発された石鹸として商
品紹介リーフレット(写真左）や、ア
イキャッチシール、ＰＯＰ(写真右）
を作成。パッケージをリニューアル
した新商品も完成し、新規販路開拓
に成功した。 

暁工房（宇和島市） 

ブランディングにチャレンジ！新シリーズも完成！ 

全国有数のアコヤ真珠の生産地であ
る愛媛県宇和島市でmade in 
Uwajimaのパールジュエリーブラン
ド「miu」を立ち上げ、オリジナル
ジュエリーの制作に力を注いでいる。 

ターゲットや、ブランドとして目指
すものが不明確であったため、商品
のラインナップや販売戦略の整理を
行った。 

「miu」のターゲットが明確になり、
新たな低価格帯のブランド「Lino」
も完成！商品ラインナップの拡充に
成功した。 



（１）製品ブラッシュアップ支援 ：商品開発のプロのアドバイスを受けて、商品開発・改良に取り組む！ 

◎支援内容 

□参加事業者に対して、県外の専門家が専属アドバイザーとなり、課題抽出から目標設定、製品改良、

販路開拓に向けた個別アドバイスが受けられます。 

□「素材・製品の新たな活用方法を提案したい」「自社の特殊加工技術で今までにない生活雑貨をつ

くりたい」など、新市場への進出について専門家に相談することができます。  

□展示・商談会出展に向けた研修により、プレゼンテーションやVMD（Visual Marchandising=

視覚的演出効果）スキルの向上が期待できます。 

※開催日程、場所については、裏面をご参照ください。 

 
（２）販路開拓支援 ：販路開拓の第一歩として、首都圏での展示・商談会に出展！ 

□ブラッシュアップ支援により、開発・改良された製品を主な対象に、首都圏での展示会や商談会に

出展する機会が２回あります。  

  

※上記①,②の支援に伴う、支援対象事業者ご自身の交通費及び滞在費は自己負担となります。 

マーケティングやデザインの支援、バイヤー経験者など、全国で活躍中の専門家が 
アドバイスします。 
 

◎アドバイザー 

岸 耕一 氏 / Rin crossing MD 

(株)東急ハンズに27年間所属し、店頭での接客・仕
入販売、新店立ち上げ、管理部門等を経験。現在は
中小機構の販路ナビチーフアドバイザーとして、販
路開拓相談、商品アドバイザー、地域ブランド選考
員などを務める。 

杉原 広宣 氏 / （株）ｽｶｲ･ﾓｰｼｮﾝ 代表取締役 

前職のリビングデザインセンターOZONEの頃より 

デザイン、ブランドの観点からモノづくりに関わる。 

2009年に独立し、2011年日本ものづくりショール 

ーム「Japan creation space monova」をオープン。 

金子 和夫 氏 / 金子和夫事務所（株）代表取締役

ファッション・ビジネスの鈴屋に12年間、日本総

合研究所に25年間所属。専門領域は地域ブランド、

特産品開発、まちづくり等。関係者参加型ワーク

ショップと、マーケティング戦略を得意とする。

平成20～22年には愛媛県の「食と農林水産物の地

域ブランド事業」に携わる。 

御手洗 照子 氏 / （有）ティーポット 代表取締役 

(株)西武百貨店 商品部商品開発室 インテリア家庭用

品担当を経て、1993年に(有)ティーポット設立。

2011年より近現代工芸ギャラリー主宰。財団法人伝統

的工芸品産業振興協会デザイン委員会委員やジャパン

ブランド育成支援推進事業の委員、経済産業省伝統工

芸産業分科会及び指定委員会委員等を務める。 

①首都圏での展示・販売会（予定） 
首都圏のセレクトショップもしくは総合専門店において
展示・販売会を開催します。店舗内での実演販売・体
験・ワークショップなども予定しています。店頭で直接
消費者の意見を聞く良い機会です。 

○日程：2016年12月～2017年1月を予定 

○場所：未定 

② 東京インターナショナル・ギフト・ショー 
東京インターナショナル・ギフト・ショーは、各界のショップ、百貨店、
専門店、卸売業者など２０万人ものバイヤーが来場する展示商談会です。 
出展者にとっては初顔合せのバイヤーも多く来場し、新しい販路の開拓
には最適な機会です。 

○日程：2017年2月上旬 

○場所：東京ビッグサイト 

「陽だまり気分 愛媛スタイル」として８小間を確保。 
本事業に参加する方は無料でご出展になれます。  

平成27年度事業の様子 

過去の展示・販売会の様子 

※支援内容は変更になる場合があります。 



□所在地 
□電話番号 
□ＦＡＸ 
□メール 
□ホームページ 

〒791-1101 愛媛県松山市久米窪田町337-1（テクノプラザ愛媛内） 
089-960-1201 
089-960-1105 
f-taizo@ehime-iinet.or.jp  
http://www.ehime-iinet.or.jp/index.php 

【お問い合わせ先】公益財団法人えひめ産業振興財団 産業振興部 産業振興課（担当：中矢・福田）  

７月上旬 
事務局にて、申請書類、サンプルをもとに審査を行います。 

一次 
選考 

事業の内容や応募方法について、ご不明な点は、下記までお問い合わせください。 

◎応募方法とスケジュール 

7月１２日（火）（予定）  会場：テクノプラザ愛媛 
一次選考通過者を対象に、本事業において取り組みたい商品の企画や販路開拓の戦
略について、コーディネーターとの面談（20分程度）を行います。 

二次 
選考 

７月中旬～下旬頃、応募者全員に、結果をご連絡いたします。また、支援対象に決定した事業者へは、研
修の詳細をご連絡いたします。 

第１回 ブラッシュアップ研修（現地視察、集合研修、個別相談） 

 ○日程：８月８日（月）～ 9日（火）の2日間 
   ○場所：集合研修・個別相談はテクノプラザ愛媛（以下、同様） 
 ※ ８日に各事業者様の現地視察、９日に集合研修と個別相談を実施予定。 

第２回 ブラッシュアップ研修（個別相談）          日程：9月下旬頃   

第３回 ブラッシュアップ研修（個別相談）          日程：11月中旬頃     

プレゼンテーション研修、出展説明会（集合研修） 日程：12月中旬頃   

ブラッ
シュ
アップ
支援 

首都圏での展示・販売会（予定） 

 ○ 2016年12月～2017年1月    ○会場：未定 
  

東京インターナショナル・ギフト・ショー 

 ○2017年2月上旬                   ○会場：東京ビッグサイト 

販路 
開拓 
支援 

日時：６月１３日（月） １４：００～１５：２５ 
会場：テクノプラザ愛媛  2Ｆ 特別会議室 
 

本事業に関する説明会を開催します。 

事業 
説明会 

提出物①を、メールまたはFAXで、下記宛先へお送りください。 

  
   

提出物②③④を、下記宛先まで郵送するか、または直接お持ちください。 

  
 
 

応
募 

メール：f-taizo@ehime-iinet.or.jp  FAX：089-960-1105 

郵送先：〒791-1101 愛媛県松山市久米窪田町337-1（ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ愛媛内） 
   公益財団法人えひめ産業振興財団 産業振興部 産業振興課  福田 宛  

    TEL：089-960-1201 

応募締切 ：６月 ３ ０ 日 （ 木 ） １７：００必着  

① 参加申込書・製品情報シート 
 
  

② 申請商品のサンプル 
③ 会社概要（会社パンフレットなど） 
④ 商品写真、カタログなど 

応募に必要な提出物 

各社、ご準備ください。 

別添の参加申込書・製品情報シート、または財団ＨＰよりデータ（EXCEL）をダウンロードし、 
ご記入ください。（財団HP：http://www.ehime-iinet.or.jp/index.php） 

希望 
参加 

出席 
必須 

参加 

参加 

送付 



事業説明会開催のご案内  
 
 
    
 
    ●名 称：「えひめプロダクツ市場開拓支援事業 事業説明会」 
 

    ●開催日：平成28年6月13日（月） １４：００～１５：２５ 

 
    ●会 場：テクノプラザ愛媛2Ｆ 特別会議室 
             （愛媛県松山市久米窪田町337-1） 
 
    ●対 象：本支援事業の対象事業者さま及び支援機関さま 
 
    ●問合せ：公益財団法人えひめ産業振興財団 産業振興部産業振興課 
      えひめプロダクツ市場開拓支援事業事務局 （担当 中矢・福田） 
          TEL:089-960-1201 
 
 
 
    ● 『事業説明会参加申込書』 (ダウンロード) ←ここをクリック 

 
    ● 『支援事業参加申込書』 (ダウンロード)  ←ここをクリック 

 
   
   ※参加をご希望される場合は、上記の『事業説明会参加申込書』・ 
    『支援事業参加申込書』をダウンロードしていただきまして、ご記入うえ 
    FAX・メールにて、えひめ産業振興財団 産業振興部 産業振興課まで 
    ご連絡ください。 
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