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東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ内「THE COVER NIPPON(ｼﾞｶﾊﾞｰ･ﾆｯﾎﾟﾝ)」における
岐阜県産品の第４回ﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ出展企業募集！

～岐阜県とメイド・イン・ジャパン・プロジェクト(株)の連携事業～

岐阜県とメイド・イン・ジャパン・プロジェクト（株）との包括的な連携協力協定（平成22年

2月24日締結）に基づく連携事業として、同社が東京ミッドタウンで運営するセレクトショップ

「ＴＨＥ ＣＯＶＥＲ ＮＩＰＰＯＮ（ジカバー・ニッポン）」において、第４回目となる岐阜県産品のテス

トマーケティングを実施します。今回は、平成２３年２月１日から３月３１日（２ヶ月間）のテ

ストマーケティング販売に向け、参加企業を募集しますのでお知らせします。

記

１ 事業主旨
○「THE COVER NIPPON」において、商品選考会を通じ厳選された岐阜県の商品を年４回（各

回２ヶ月間）にわたりテストマーケティングすることで、首都圏の高感度な消費者や外国

人の厳しい選択眼と向き合う真剣勝負の場（モノづくりの実力に磨きをかける場）を提供

し、世界・全国に誇れる市場性の高い商品の開発を促進します。

○また、同ショップの販売力や情報発信力により、首都圏における販路拡大の足がかりとし

ての機能も期待しています。

２ 募集内容
（対象商品）岐阜県内で生産、製造、又は加工（全部又は一部）された産品、加工食品（常温

管理できるもの）

（申請点数）各社５種類以内

（申請期間）平成２２年１０月２５日（月）～ １１月１９日（金）

（申請方法）デザインセンターＨＰ（http:www.oribe-dc.jp）から申請様式をダウンロードし、

必要事項をご記入の上、商品画像を添えて、下記までメールでお送りください。

（送 付 先）デザインセンター 町野宛 E-mail：machino@gpc-gifu.or.jp

※メール送付後、必ずデザインセンターまで電話連絡をお願いします。

３ 企業・商品選定
○申請書（商品リスト・画像）を基に、ショップバイヤーが事前選考を行い、２５社程度に絞

り込みます。

○その後、商品選考会を開催（岐阜市内･１２月１６日(木)）し、現物審査のもと最終的に、

４０商品程度が選定されます。なお、事前選考で選定された企業は、商品選考会への参加

は必須となります。



４ テストマーケティング
（実施会場）THE COVER NIPPON

東京都港区赤坂９－７－３ 東京ミッドタウン ガレリア３Ｆ Ｅ－０３０５

（実施時期）平成２３年２月１日（火）～３月３１日（木）

（販売商品）４０商品程度

【参考】

■第１回実施内容
（実施期間）平成２２年５月１日（土）～６月３０日（水）

（選定商品）１７社 ４４商品 ； 総売上高 ８３６,６６８円〔売上数、７４２点〕

【出品企業一覧】

企業名 所在地 区分 企業名 所在地 区分

１ 浅野撚糸(株） 安八町 繊維 10 高山酒類卸(株) 高山市 酒

２ 岩村醸造(株) 恵那市 酒 11 千古乃岩酒造(株) 土岐市 酒

３ (有）エコーション 各務原市 繊維 12 八幡化成(株) 郡上市 プラスチック

４ (有)大橋量器 大垣市 木工 13 (有)ミサト工業 郡上市 金属

５ (株）柿下木材工業所 高山市 木工 14 (株)三千盛 多治見市 酒

６ (株）シイング 美濃市 和紙 15 ヤマコー(株) 中津川市 木工

７ (株)杉山製作所 関市 金属 16 ヤマ忠木股製陶(資) 土岐市 陶磁器

８ ストアーナイトウ(株) 白川町 食品 17 (有)レイク・ルイーズ 海津市 食品

９ 寸田製菓(株) 神戸町 食品

■第２回実施内容
（実施期間）平成２２年８月１日（日）～９月３０日（日）

（選定商品）１８社 ５０商品 ； 総売上高 １,１６７,０４０円〔売上数、５８８点〕

【出品企業一覧】

企業名 所在地 区分 企業名 所在地 区分

１ (株）アリス開運堂 大垣市 食品 10 多治見市ＰＲセンター 多治見市 陶磁器

２ (有)志津刃物製作所 関市 金属 11 檜創建(株) 中津川市 木工

３ 神岡春慶漆器事業(協) 飛騨市 木工 12 南窯 土岐市 陶磁器

４ 木童工房(株) 高山市 木工 13 山只華陶苑 多治見市 陶磁器

５ 小椋製盆所 中津川市 木工 14 goｰproducts 高山市 木工

６ あきつ工房 各務原市 陶磁器 15 小坂町淡水魚養殖漁業（協） 下呂市 食品

７ (株)小坂刃物製作所 関市 金属 16 (株)丸昌醸造場 郡上市 食品

８ 木工房 大噴火 高山市 木工 17 (株）蔵珍窯 多治見市 陶磁器

９ (株)恵那川上屋 恵那町 食品 18 (株) 飛騨ハム 高山市 食品

■第３回実施内容(予定)
（実施期間）平成２２年１１月１日（月）～１２月３１日（金）

（選定商品）２０社 ５６商品

【出品企業一覧】

企業名 所在地 区分 企業名 所在地 区分

１ ぎふ鵜酔倶楽部 岐阜市 酒 11 みつばち村・春日養蜂所 垂井町 食品

２ (有)大坪酒造店 飛騨市 酒 12 丸直製陶所 土岐市 陶磁器

３ (株)ＣＡＬＭ 関市 食品 13 (社福)いぶき福祉会 岐阜市 繊維

４ 古屋産業(株) 恵那市 食品 14 アトリエキク 郡上市 石鹸

５ (株)ｻﾗﾀﾞｺｽﾓちこり村 中津川市 酒 15 八百重製粉(株) 岐阜市 食品

６ (有)丸志げ陶器 多治見市 陶磁器 16 (財)恵那市山岡町観光振興公社 恵那市 食品

７ (有)蒲酒造場 飛騨市 酒 17 郡上本染渡辺染物店 郡上市 繊維

８ きつつき工房 大垣市 木工 18 (株)スミカマ 関市 刃物

９ (有)ﾔﾏ亮横井製陶所 土岐市 陶磁器 19 (有)飛騨さしこ 高山市 繊維

10 テフテフモビール 岐阜市 紙 20 (株)佐藤陶芸 可児市 陶磁器



■「ＴＨＥ ＣＯＶＥＲ ＮＩＰＰＯＮ」の概要
（場 所）東京ミッドタウン（東京都港区赤坂9-7-3）ガレリア３Ｆ Ｅ－０３０５

（店舗面積）約70坪（約230㎡）

（Ｈ Ｐ）http://www.thecovernippon.jp/

（来 場 者）休日：約1000名、平日：約600名

構成：女性80％、男性15％、外国人5～10％

（取扱商品）ｲﾝﾃﾘｱ雑貨、服飾雑貨、家具、食品(酒類含)、ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ、その他(植物・書籍・ｱｰﾄ) 等

（売 上 高）

Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 合計

全 体 215,000千円 198,000千円 193,000千円 606,000千円

岐阜県商品 16,518千円 17,890千円 16,851千円 51,259千円


