【Press Release】

令和元年（2019 年）11 月 25 日
「組合まつり in TOKYO」広報事務局

東京と全国の中小企業組合が大集結！

「見て！食べて！体験しよう！ 組合まつり in TOKYO
〜技と味の祭典！〜」のみどころをご紹介
～様々な産業やサービスと全国各地の地域産品をご紹介する
約 130 の組合・団体が大集合～
東京都中小企業団体中央会（所在地:東京都中央区、会長：大村功作）は、
「中小企業世界発信プロジ
ェクト 2020」の一環として、東京を中心とした全国の中小企業組合が大集結するイベント『見て！食べ
て！体験しよう！ 組合まつり in TOKYO 〜技と味の祭典！〜』
（入場無料・事前登録制）を 2019 年
12 月 18 日（水）〜19 日（木）の 2 日間にわたり、東京国際フォーラム ホール E （東京都千代田区）
にて開催いたします。平成 29 年（2018 年）より開催されている本展は、今回で 3 回目の開催を迎え、
今年は、①モビリティ、②ものづくり、③くらし、④アミューズメント、⑤伝統工芸品、⑥食品、⑦伊
豆・小笠原諸島、⑧経済、⑨全国物産の 9 カテゴリーで、約 130 の組合・団体が集結いたします。
「組合まつり in TOKYO」は、都内をはじめとする全国の中小企業組合から出展を募り、組合の知名
度の向上、新たなビジネスチャンス・ビジネスマッチングの創出、地域の魅力発信、インバウンド需要
獲得等の場として開催する、全国一体となった展示会です（出展者一覧は 3 ページ目を参照）
。
本展では、様々な産業やサービスに触れて、新たな「発見」をしていただくとともに、全国各地の地
域産品の展示・販売、試食・試飲を存分に体験していただくことができます。
普段の生活では、なかなか見ることのできない、職人の技や伝統を是非お楽しみください。
＜「組合まつり in TOKYO〜技と味の祭典！〜」出展ブースのみどころを一部ご紹介！ ＞
◆「船頭が教える屋形船のイロハ」
／屋形船東京都協同組合（くらしブース：くらし-15）
38 の屋形船事業者が加盟する「屋形船東京都協同組合」では、粋な法被を着た
船頭たちが、屋形船の予約方法や乗り場、船の様子など、江戸古来の「舟遊び」
である屋形船のイロハについてご説明いたします。
◆「オリジナリティあふれる『東京発』の傘を体験してみよう！」
／東京都洋傘協同組合（伝統工芸品ブース：伝-02）
明治初頭から芽生え、実に一世紀にわたる歴史を有する日本の洋傘産業事業者
が加盟する「東京都洋傘協同組合」では、1 本 1 本丹念に作り上げられた「東
京発」の高品質な傘をご紹介いたします。
◆「カレーのプロに聞く！トレンドカレーのご紹介」
／全日本カレー工業協同組合（食品ブース：食-08）
カレー料理に不可欠のカレー粉、カレールウなどを生産している企業で構成さ
れる「全日本カレー工業協同組合」では、カレーのプロである組合員が、消費
者用製品から、外食店向けの業務用製品まで、一押し製品をご紹介いたします。
◆「千葉の復興を飲んで応援！千葉県酒造協同組合ブース」
／千葉県酒造協同組合（全国物産ブース：全-10）
千葉県内において酒類製造を行う業者の団体である「千葉県酒造協同組合」ブ
ースでは、組合員の東薫酒造株式会社が千葉県産のお米「総の舞」を 100％使
用した「純米吟醸 卯兵衛」をはじめとする千葉の地酒をご紹介いたします。

出展者詳細については、
公式サイト（https://www.kumiai-matsuri.jp/）をご覧ください。

◆ 開催概要
【名 称】
「見て！食べて！体験しよう！ 組合まつり in TOKYO 〜技と味の祭典！〜」
【日 時】
令和元年（2019 年）12 月 18 日（水）10:00〜19:00・19 日（木）10:00〜17:00
【場 所】
東京国際フォーラム ホール E （東京都千代田区丸の内三丁目 5 番 1 号）
【入場料】
無料（事前登録制）
【主 催】
東京都中小企業団体中央会
【後 援】
東京都、公益財団法人東京都中小企業振興公社、東京商工会議所、東京都商工会議所連合会、東京都
商工会連合会、株式会社商工組合中央金庫、一般社団法人東京都信用組合協会、株式会社日刊工業新
聞社、全国中小企業団体中央会
【協 力】
株式会社エフエム東京
【公式サイト】
https://www.kumiai-matsuri.jp/ ※事前登録もこちらから
【出展カテゴリー】
① モビリティ（車と人の未来を支えるモビリティ）
② ものづくり（世界が注目 日本のものづくり）
③ くらし（くらしのニーズに発見がある）
④ アミューズメント（楽しいワクワクで世界に笑顔を）
⑤ 伝統工芸品（次世代へつなぐ日本文化の伝統と継承を世界に）
⑥ 食品（安全と安心の食との出会いを体感）
⑦ 伊豆・小笠原諸島（東京の島々の魅力が大集結）
⑧ 経済（中小企業と都民の生活をサポート）
⑨ 全国物産（ご当地自慢の逸品たちが大集結）

＜本展に関する報道関係からのお問い合わせ先＞
「組合まつり in TOKYO」広報事務局（共同 PR 内） 担当：安田
TEL：03-3575-9823 FAX：0120-653-545
メール：kumiai-matsuri-pr@kyodo-pr.co.jp
＜本展に関するお問い合わせ先＞
東京都中小企業団体中央会 振興課
〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目 10 番 18 号
TEL：03-3542-0040 FAX：03-3545-2190

◆ 出展者一覧（カテゴリー別・50 音順）
モビリティ

※2019 年 10 月末日時点

アミューズメント

全国物産

赤帽首都圏軽自動車運送協同組合

全日本遊技事業協同組合連合会

奈良県醤油工業協同組合

東京都中古自動車販売商工組合

東京商業流通協同組合

紀州繊維工業協同組合

ものづくり

東京都遊技業協同組合

企業組合 藍染工房ちずぶるー

関東時計宝飾眼鏡商業協同組合連合会

日本遊技機工業組合

五島手延うどん協同組合

管路情報協同組合

東日本遊技機商業協同組合

熊本県中小企業団体中央会（銀座熊本館）

伝統工芸品

協同組合東京紙製品工業連盟

大分県酒造協同組合

協同組合ビルダーズ

東京アンチモニー工芸協同組合

都城弓製造業協同組合

公益社団法人東京グラフィックサービス工業会

東京貴金属工芸品工業協同組合

宮崎県中小企業団体中央会

ジェイケー事業協同組合

東京伝統木版画工芸協同組合

鹿児島県中小企業団体中央会

全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会

東京都染織卸商業協同組合

沖縄県中小企業団体中央会

多摩高度化事業協同組合（まちだテクノパーク） 東京都染色工業協同組合

中央着付士能力開発協同組合

東京都洋傘協同組合

東京アクセサリー工業協同組合

蜻蛉玉協同組合

食品

東京神棚神具事業協同組合
東京工業彫刻協同組合

一般社団法人全日本菓子輸出促進協議会

東京装粧品協同組合

協同組合浅草おかみさん会

東京建具協同組合

新宿製めん協同組合

東京都家具工業組合

全国いか加工業協同組合

東京都家具商業組合

全日本カレー工業協同組合

東京都機械工具商業協同組合

全日本はちみつ協同組合

東京都テント・シート工業組合

月島もんじゃ振興会協同組合

東京都塗装工業協同組合

東京珍味食品協同組合

東京都鍍金工業組合

東京都漬物事業協同組合

東京ニットファッション工業組合

東京都麺類協同組合

東京鍍金公害防止協同組合

東京和生菓子商工業協同組合

東京洋装雑貨工業協同組合

伊豆・小笠原諸島

東京理化学硝子器械工業協同組合

小笠原建材協同組合

東京糧食機工業協同組合

七島信用組合

経済

日本貴金属文化工芸協同組合
日本フォームスチレン工業組合

中小企業世界発信プロジェクト推進協議会

ニューファッションジュエリー協同組合

一般社団法人東京都信用組合協会

八王子織物工業組合

共立信用組合

檜原村木材産業協同組合

青和信用組合

くらし

第一勧業信用組合

関東浴槽設備協同組合

大東京信用組合

企業組合コモンズ

東京厚生信用組合

全国物産

協同組合易道事業連盟
協同組合新食研

青森県漆器協同組合連合会

協同組合東京畳工事同志会

岩手県菓子工業組合

白鳥クリーン協同組合

奥州白石温麺協同組合

新東京カイロプラクティック協同組合

仙台箪笥協同組合

全国質屋組合連合会

協同組合やまがた食品振興会

東京団扇扇子カレンダー製造卸協同組合

福島県菓子工業組合

東京硝子製品協同組合

群馬県こけし協同組合

東京ガラスフィルム事業協同組合

埼玉皮革関連事業協同組合

東京質屋協同組合

六次産業協同組合

東京装身具工業協同組合

千葉県酒造協同組合

東京同友会事業協同組合

神奈川県家具協同組合

東京都火災共済協同組合

ドブ板通り商店街振興組合

東京都化粧品装粧品小売協同組合

新潟県中小企業団体中央会

東京都葬祭業協同組合

にいがた雪室ブランド事業協同組合

東京都畳材料商業協同組合

西桂織物工業協同組合

東京都電機商業組合

富士吉田織物協同組合

東京洋食器商業協同組合

山梨県酒造協同組合

都市近代化事業協同組合

いーずら大町特産館事業協同組合

日本経済新聞販売協同組合

協同組合中央経友会

日本郵便切手商協同組合

長野県中小企業団体中央会

マンションリフォーム協同組合

美濃和紙ブランド協同組合

屋形船東京都協同組合

名古屋七宝協同組合

友愛共済協同組合

西陣織工業組合

「信州ふるさと便」

沖縄県交易促進事業協同組合

