生活雑貨

和ろうそく
絵ろうそく

生活雑貨

抗菌入れ歯を誕生さすことが出来る
テクノロジー ピカパワー

食品

えびす福お面煎餅

生活雑貨

なびく／冷酒器
ぐい呑みと徳利

お花の代わりが出来る、
オリジナル手描き絵ろうそく

入れ歯の臭いやヌメリでおこまりではありませんか？
当社の技術なら銀ナノ粒子により抗菌性能持続が可能です。

福の神えびす様の顔の形のお煎餅。
割ってみなさんで福を分かち合って食べて下さい。

吹きガラス技法で1点1点丁寧に制作し、内から覗くと
金箔のラインが透けて見える上品な酒器です。

一本一本絵付師が手描きしますの
で、あなただけのオリジナル制作も
可能です。心に残った思い出の風景
を和ろうそくに再現していきます。
優しい揺らぎもぜひ、お愉しみ下さ
い。絵ろうそくは、女性の方に特に大
人気です。
■住 所／ 〒663-8215
西宮市今津水波町11-3
■T E L／ 0798-36-6021
■連絡先／ 有限会社松本商店
■e-mail／ warosoku@pearl.ocn.ne.jp
■H
P／ http://www.warosoku.com

1分間で、誰でも簡単にご家庭で抗菌入れ歯に
なります！抗菌入れ歯により全身の疾患に影響
がある義歯性カンジダ症の解消に成功！入れ歯
の 除 菌 ではすぐに菌 が 増 殖します が 、ピカ
パワーの抗菌効果は約3か月持続します。上代
価格は2500円で、高齢社会に抗菌入れ歯の
時代へと販路を拡げていきたいと思います。
■住 所／ 〒662-0017
西宮市甲陽園西山町2-66-202
■T E L／ 0798-71-1077
■連絡先／ 株式会社ピカパワー
■e-mail／ info@kohkin.biz
■H
P／ http://kohkin.biz

きな粉と黒糖を使用した、昔なつかしい風味
豊かな味の煎餅です。

金色にかがやく稲穂が風になびく様を
金箔のラインで表現した上品で豪華な
酒器です。少し特別な日のご自身用とし
て、また徳利とぐい呑みのセットを大切
な 人 へ の プレゼントとして 、日 本 酒を
好むすべての人々におススメです。

食品

美味作品集
（黒豆とお茶漬け昆布）

食品

銀河坑道プリン8個入・
銀河坑道プリンセット桜爛漫

■住

所／ 〒662-0005
西宮市湯元町1-15
■T E L／ 0798-70-4431
■連絡先／ 甲山ガラス工房
■e-mail／ info@kabutoyama.cc
■H
P／ https://www.kabutoyama.cc/

所／ 〒662-0915
西宮市馬場町6-6
■T E L／ 0798-26-2400
■連絡先／ 万田里
■e-mail／ m̲yamamoto@fuku33.com
■住

食品

米寿 和紅茶
ベリーストロベリー

アパレル

EMA レザースニーカー
HAND MADE

高品質な原材料と丁寧な手作りにとことんこだわった
本格派黒豆甘煮と辛口昆布佃煮の逸品

箱を開けたら広がる銀河坑道の世界にワクワク!!
贈られた方から感動と感謝の便りが届くそんなギフトです。

国産べにふうき発酵一番茶を使用した佐賀県さがぼのかの
ドライイチゴで作った天然のフレーバーティー

フルハンドメイドのレザースニーカー。
ジャケットなどビジネスシーンにも活躍。

最高品質の原材料と無添加純正の伝統的
な調味料だけを使い丁寧に手作りした抜群
の風味と後味の良さ。
シンプルで、品格のあ
るパッケージ 。常 温で長 持ちする。グ ルメ
層。本格志向の人。高級志向の人。健康志向
の人に。

独自に復活させたさつまいも水あめを使っているからこその芳醇なコクと香りと
滑らかさの今までに食べたことのないプリンです。伊佐の雄大な自然と物語を
瓶 内に再 現！ 地 元でも珍しい 寒 晒し
米粉を使ったグルテンフリーの
「さくらの
フィナンシェ」
「さくらのロールケーキ」
と
のセットもあります

最上質な知覧のべにふうきを使用し、香料を
一切使用しない天然のフレーバーティーを
作りました。香りが素晴らしく、お子様から
お年寄りまで幅広く飲んでいただける安全
な和紅茶です。
水出しも可能です。
マイボトル
に1ティーバッグ 入れ、簡 単に作れるのも
特徴です。

上 質 なタンブ ルレザ ーを採 用 。イン
ソールにもレザーを使用しドイツ製に
クッションで使用時も快適に。国内生産
により使用後のアフターケアも充実。
４０代〜男性に。

所／ 〒663-8175
西宮市甲子園五番町15-16
■T E L／ 0798-49-8898
■連絡先／ 有限会社清左衛門
■e-mail／ kita@seizaemon.com
■H
P／ http://www.seizaemon.com/
■住

食品

おワンざい

イメージ画像
未

所／ 〒662-0872
西宮市高座町2-41
■T E L／ 0798-71-7754
■連絡先／ 株式会社薩摩太良院
■e-mail／ info@satsumatarain.com
■H
P／ http://satsumatarain.com/
■住

アパレル

一からデザインし一つ一つ手作業で作る
国内生産のオリジナルHAT

ヒューマングレードの安全安心な、お惣菜を
簡単パックでお届け！特別な時のご褒美では
なく毎日手軽に利用できるそんなお惣菜を
目指します。2019年11月11日より新規販売
スタート予定です。

HATは国内の職人さんに1つ1つ
作って頂いております。
デザインも
完 全 オリジ ナ ル の 為 、他 のメー
カーやブランドとの差別化になり、
こだわりの強いお客様にも喜んで
頂けると思います。30代〜80代ま
での幅広い年齢層向けです。

所／ 〒662-0964
西宮市弓場町2-4
■T E L／ 0798-34-1755
■連絡先／ 合同会社チーフルドッグ
■e-mail／ info@owanzai.com
■H
P／ http://owanzai.com
■住

所／ 〒662-0825
西宮市門戸荘17-48
■T E L／ 0798-65-4320
■連絡先／ 株式会社米寿
■e-mail／ nagasaki@beige88.co.jp

オリジナルHAT／
unhuit le chapeau

犬のお惣菜販売・食育の大切さを。。。

所／ 〒662-0943
西宮市建石町3-20-502
■T E L／ 080-3119-8787
■連絡先／ unhuit
■e-mail／ maiko5977kkk@yahoo.co.jp

所／ 〒662-0916
西宮市戸田町3-6
■T E L／ 0798-35-7633
■連絡先／ EMA株式会社
■e-mail／ misin515@yahoo.co.jp
■H
P／ http://ema-nishinomiya.jp
■住

■住



キラリとひかるギフト
出品カテゴリー

西宮商工会議所

■住

西宮の新ブランド発信プロジェクト

〒662-0854兵庫県西宮市櫨塚町2-20

食品

生活雑貨

アパレル

T E L：0798-33-1131

FAX：0798-33-3288

N I S H I N O M I Y A
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西 2 - T 2 6 - 1 8

食品

神戸抹茶 結遊華

（こうべまっちゃ ゆうゆうか）

「おしゃれな抹茶」はいかがですか？用途にあわせて、3種類！
すべての年代の女性の豊かなくらしへ提案します！
神戸にゆかりの、
「真珠」
「ファッション」
「お水」からヒントを得て、神戸のもつ
おしゃれなイメージと、抹茶が本来
持つホスタピリティ能力を調和させ、
あらゆる年代の女性の豊かな暮らし
に訴求します！花珠
（はなだま）
・
・
・深み
のある大人の味。一味違う「おもて
なし」にどうぞ！花衣（はなぎぬ）
・・・
酸味があって遊び心のある味わい。
気分転換にいかがですか？花露（はな
つゆ）
・・・軽めのブレンドで、抹茶が
はじめてという方も気軽にお試しい
ただけます！

食品

所／ 〒651-1411
西宮市山口町名来2丁目10-21
■T E L／ 078-903-0650
■連絡先／ 工房結遊華（（株）六甲工芸社内）
■e-mail／ info@rokko-kogeisya.co.jp
■H
P／ http://rokko-kogeisya.co.jp
■住

アルハンブラ（チョコ）／（抹茶）

長く愛されているハイジの看板商品
アルハンブラのチョコ・抹茶の
５個入りセット

遠赤外線オーブンで焼き上げたふんわりとしたスポンジ
にベルギー産チョコレートを使用したチョコガナッシュ
と、宇治抹茶をふんだんに使用した抹茶ガナッシュを
それぞれサンドしたハイジの定番商品です。幅広い
お客様に愛されていますが、特に30〜50代の男女に
親しまれています。
■住 所／ 〒662-0084
西宮市樋之池町10-5
■T E L／ 0798-74-8140
■連絡先／ 株式会社ハイジ 苦楽園本店
■e-mail／ info@heidi-cake.co.jp
■H
P／ http://www.heidi-cake.co.jp

アパレル

青いストロベリー
キャンドルのバッグ

食品

生活雑貨

酒粕研究会／酒粕を用いた
化粧品＆洋菓子

食品

いろは屋自慢
本格白菜キムチ250ｇ

酒粕の利用法を日々研究してたどり着いた
「ボリュームUPヘアケア化粧品」＆
「しっとり芳醇な香りの洋菓子」

こだわりを大切に、
手間をおしまず、
真面目に作ったキムチです

【グランレビュール】酒粕を独自技術で再発酵させた 酒粕
発酵エキス 配合。髪にボリュームを与え若々しく見える頭
皮用美容液とシャンプー。
【 酒粕クグロフ】芳醇な吟醸酒の
酒粕と発酵バターをふんだんに使用してしっとりと焼き上
げた和テイストのクグロフ。

国産白菜使用。白菜をしっかり漬け込
み、秘伝のタレで仕上げました。白菜の
旨味、甘みを感じて頂ける品です。

所／ 〒662-0025
西宮市北名次町1-1-1F
■T E L／ 0798-72-1857
■連絡先／ パティスリー アトリエタケ
■e-mail／ info@atelier-take.com
■H
P／ https://atelier-take.com/
■住

生活雑貨

所／ 〒662-0842
西宮市芦原町6-17
■T E L／ 0798-31-1694
■連絡先／ ルリユール合同会社
■e-mail／ j.fujikawa@reliure.co.jp
■H
P／ http://www.reliure.co.jp/
■住

Mosslight（モスライト）
LED照明付テラリウム

所／ 〒658-0023
神戸市東灘区深江浜町110-1
■T E L／ 078-441-2850
■連絡先／ 株式会社Run
■e-mail／ run-ﬁrst@run-go.com
■H
P／ http://www.run-go.com
■住

生活雑貨

スポンジボール用
バッティングマシン

ダンボールで出来た戦国武将兜、
立体紙組絵シリーズ

日本の戦国武将の兜を精密なダンボールクラフトで
再現した商品です
立体紙組絵は日本の戦国武将兜をイメージ
して作られたメイドインジャパンのダンボー
ルクラフトです。手ごろな値段で購入可能、
英語表記あり、小さなパッケージに商品が
入っているので海外の方へもオススメです。
戦国武将好きの人、ペーパークラフト好きの
人にも。
■住 所／ 〒662-0915 西宮市馬場町4-27
ロイヤル西宮駅前アイシス305号
■T E L／ 0798-32-1756
■連絡先／ クラフトマンエッセンス
■e-mail／ info@craftsman-essence.com
■H
P／ https://craftsman-essence.com/

アパレル

ＨＡＮＤ ＭＡＤＥ／
ロボットアクセサリー

生活雑貨

エッセージュシリーズ
ローズ水シャンプー＆ミスト

国産無農薬のダマスクローズの蒸留水を贅沢に配合。
バラの香りに包まれて、癒されながら美しく

鹿児島県鹿屋市にあるＪＡＳオーガニック認定の
農園で丹精込めて作られたバラの花びらを蒸留し
て作ったローズ水が主原料。爽やかで上品な香り
と、豊かな泡立ち、洗いあがりのふんわり感が、年齢
髪のケアにぴったり。サロン専門メーカーならでは
の品質。
ミストシャワーは髪に顔に、お部屋にも。

ドリップバッグコーヒー
西宮ローカルセレクション

全国2位の焙煎士が、西宮の名所、美しい風景を
5種類の味で表現したドリップバッグコーヒー。
コーヒーの焙煎技術を競う全国大会にて「準
優勝」の焙煎士が焙煎する、安定のおいしさ。
西 宮 市 を 表 現した「 H A M A 」、
「 Y A M A 」、
「SAKAGURA」、
「SAKURA」、
「KURAKUEN」
と5種類の味がセットに。コーヒーを飲み比べ
出来る楽しさ、
さらに誰でも簡単に淹れる事が
でき幅広い層に楽しんでもらえます。
■住 所／ 〒662-0074
西宮市石刎町16-20 101
■T E L／ 0798-77-0373
■連絡先／ BUNDY BEANS(バンディービーンズ)
■e-mail／ coﬀee@bundybeans.com
■H
P／ http://www.bundybeans.com

■住

所／ 〒663-8178 西宮市甲子園八番町1-100
ららぽーと甲子園2 クリエートにしのみや内
■T E L／ 0798-41-7676
■連絡先／ 有限会社ＥＵＣサポート/ハーブノート
■e-mail／ shop@herbnote.jp
■H
P／ https://www.herbnote.jp

アパレル

食品

龍のTシャツ"魂"(TAMASII）

生活雑貨

歯周ポケットクリーナー
「デントールⅡ」

LED照明付テラリウムで、植物を育てながら、
インテリアスタンドとして楽しむ商品。

いつでもどこでも手軽に実戦的な野球の
打撃練習ができる新感覚のバッティング練習機

オリジナルのデザインやOEMでもご提案可能。
インバウンド向けやギフト商材としても人気。

墨汁で描いた龍の絵をTシャツの柄にしました。
外国では龍は悪ですが日本では神です。

歯周ポケットの奥まで届く歯磨き器は世界初。
一束のブラシがパルス水流で毛先方向に振動

明かりのない部屋でも植物などを育て楽し
めます。海外でも使用できる仕様になってい
るので、世界中のテラリウム愛好家が楽しめ
る商品です。Instagramのフォロアー7万人
@mosslight1955

非常に軽いスポンジボールを使うので防球
ネットが不要で、室内でも手軽に練習が可能
です。本体も軽量コンパクトであるため持ち
運びも簡単。設定次第で体感球速130km/h
も可能です。少年野球の選手のいるご家庭
〜高校野球・社会人等の上級者まで全ての
野球選手に使って頂ける製品です。
■住 所／ 〒663-8124
西宮市小松南町１丁目７番９号
■T E L／ 0798-47-7640
■連絡先／ 神戸電気工業株式会社
■e-mail／ info@bolton.jp
■H
P／ http://bolton.jp/

ネックレストップやバッグチャーム、キーホル
ダーなど自由に付け替えができます。男女問
わず幅広い世代の方々に人気です。展示品
は1点ものとなりますが、量産も可能。価格や
ロットなどのご相談は下記までご相談くださ
いませ。

迫力のあるオリジナルTシャツです。和を感じ
る。外 国 人 の 方 、お 土 産 に！
！D r a g o n - T
made in nishinomiya.

歯 周ポケットの 奥で活 躍 中 の 嫌 気 性 菌を
駆除。菌は酸素を嫌うので深くなるほど盛ん
に繁殖。40歳〜60歳の男女に。

■住

所／ 〒669-1101
西宮市塩瀬町生瀬1131-105・3-204
■T E L／ 0797-26-6061
■連絡先／ 株式会社イースプランニング
■e-mail／ mail@iisuplanning.com
■H
P／ http://www.iisuplanning.com/

食品

食用オイル（オメガ3）/
カナダ産亜麻仁油（アマニ油）

生活雑貨

POPUPグリーティングカード／
WAO!POP ひとひら シリーズ

紺色のリネン素材に、ストロベリーキャンドルの
かわいいお花を、手刺繍で表現している

僕の「亜麻仁油」扱ってみませんか？
食べてみませんか？

レーザーで繊細にカットし、一つ一つ手作業で組立てた
カードです。他にない新しい機能もプラスしました。

布素材で軽く、そして長財布も入るサイズ
感 。手 持 ち 部 分 も は ず せ る の で 、メイン
バッグにつけることも可能

今やっと話題になった亜麻仁油を1994年
から直輸入・卸販売しています。低温圧搾＆
無精製法で現地カナダで充填（国産黒ボト
ル）されたオイルです。
『 AOM 亜麻仁油
のことなら俺に任せろ』
とは言いませんが、
ご興味・ご関心ある方は下記までご一報を。
まずはテイスティングから。

■住

■住

桜やハートなど可愛いパーツをセットして送
ると、開いた際、花びらなどがひらりと舞い落
ち、手にする方へ驚きとともに思いが伝えら
れる粋な仕掛けが隠れています。ひとひら
シリーズ以外にも季節の花や和のモチーフ、
帆船や建物、恐竜など様々なバリエーション
をご用意しています。
■住 所／ 〒663-8225
西宮市今津西浜町2-60
■T E L／ 0798-36-8550
■連絡先／ 株式会社小西印刷所
■e-mail／ h.hirase@konishi-p.co.jp
■H
P／ http://www.konishi-p.co.jp

所／ 〒662-0944
西宮市川添町10-12-401
■T E L／ 090-8237-1767
■連絡先／ ricamo
■e-mail／ ricamo0203happy@gmai.com

生活雑貨

所／ 〒663-8113
西宮市甲子園口3丁目13-20
■T E L／ 0798-78-2253
■連絡先／ 有限会社日本インベスト
■e-mail／ info.ni2253@gmail.com

キラリとひかるギフト ift items
G

所／ 〒662-0838
西宮市能登町4-7
■T E L／ 0798-64-6155
■連絡先／ 株式会社コパクラフト
■e-mail／ mail@copacraft.co.jp
■H
P／ http://copacraft.com
■住

食品

自家焙煎コーヒー
西宮神社公認「えべっさんコーヒー」

「えべっさんがお届けする1杯の幸せ」贈る方と貰う方で
幸せを分け合える、みんなが笑顔になれるコーヒー。
産地で厳選した生豆を自社焙煎し、豆本
来の美味しさを最大限味わっていただけ
るよう、お客様の笑顔を想像しながら日々
焙煎しています。えべっさんコーヒーは、
ご自宅用にも、プレゼントにもピッタリ。
手軽で美味しい当店看板商品を大切なあ
の人にいかがですか。
■住 所／ 〒662-0914
西宮市本町5-10
■T E L／ 0798-35-2980
■連絡先／ COFFEE HOUSE FIELD
■e-mail／ ﬁeld-info@dcservice.co.jp
■H
P／ https://coﬀeehouseﬁeld.jp

西宮には、
『 キラリとひかる』食品・生活雑貨・アパレルが多くあります。
知恵と工夫に満ちた力強さが感じられる商品です。

柔軟な思考でブランド価値を高めている商品をご紹介いたします。

所／ 〒663-8127
西宮市小松町1-2-18
■T E L／ 0798-44-2648
■連絡先／ ユーロニカ株式会社
■e-mail／ dentool@euronica.co.jp
■H
P／ http://www.euronica.co.jp/
■住

■住

所／ 〒663-8212
西宮市今津野田町2-1 502
■T E L／ 090-3997-6526
■連絡先／ LIGHT design
■e-mail／ lightdesign@ab.auone-net.jp

アパレル

しごとーと(商標登録申請中)

食品

ダイヤモンドレモン
〜100年続くサイダー〜

働く女性の運び方改革をコンセプトに使いやすさと
エレガントさを兼ね備えたバッグを作りました。

天然レモンの香料を使用した、爽やかなレモン風味。
昔懐かしいシンプルなサイダーです。

ポケットに大変拘り表側に２つ裏側に１つ内側
に３つ＋ペンポケットがついています。更にオプ
ションで透 明ポケット、ファスナー 付き透 明
ポケット、タブレットポケットを選べます。完全
オーダー製ですので、お好みの２色をお選び
頂きカラーオーダーは思いのままにお作りさ
せて頂きます。
■住 所／ 〒662-0943
西宮市建石町1-30
■T E L／ 090-5056-5492
■連絡先／ オーダーバッグ専門店 Nunu
■e-mail／ handmade.lachura@gmail.com
■H
P／ https://www.Instagram.com/nunu̲bag

大正3年発売のロングセラー商品で、製造方法、
レシピはほぼ当時のままです。人工甘味料は
使用せず、砂糖を使用することで、後味すっきり
に仕上げています。

出品カテゴリー

所／ 〒663-8244
西宮市津門綾羽町8-15
■T E L／ 0798-35-1313
■連絡先／ 株式会社布引礦泉所
■e-mail／ info@nunobiki.co.jp
■H
P／ http://www.nunobiki.co.jp/
■住

食品

生活雑貨

アパレル

