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ゲームとコラボした日本各地の名産品店70店舗が東急百貨店吉祥寺店に大集結！ 

位置ゲーのコロプラ、「日本全国すぐれモノ市 -コロプラ物産展2013-」を開催 

～10月17日－23日の期間で開催！食欲の秋・芸術の秋にぴったりな“日本の逸品”に出会えます～ 

 

株式会社コロプラ（代表取締役社長：馬場功淳、本社：東京都渋谷区、以下「コロプラ」）は、「日本全国

すぐれモノ市 -コロプラ物産展2013-」を、東急百貨店吉祥寺店（武蔵野市吉祥寺本町）にて2013年10月

17日（木）から10月23日（水）まで開催します。また、開催に先立ち2013年9月25日（水）から9月30日

（月）までの期間、本物産展への優先入場券付き福袋をAmazonにて限定販売いたします。 
 

本物産展は2011年6月にモバイル事業メインのインターネット企業として日本初となる「コロプラ物産展

2011」を開催して以来、今年で3回目の開催となります。2011年には約4万人、2012年には約6万人もの来

場者数を記録し、コロプラのユーザさまをはじめ多くの方にご来場いただきました。本物産展の出店店舗はす

べて、携帯位置情報ゲーム「コロニーな生活」と連動した日本の逸品カード「コロカ」の提携店舗です。「コ

ロカ」の提携店舗は、社員全員で行う試飲・試食等や匿名による現地訪問など綿密なプロセスを経て選定して

います。“旅費をかけてでも訪れるべき、日本の良いものを提供している店舗”を条件とし、いわゆる定番品で

はなく、空気感も含めてその土地の良さが伝わってくる店舗を厳選しています。今年は出店するコロカ提携店

舗数を本企画過去最多となる70店舗にまで拡大します。日本全国に点在しているコロカ提携店舗を一堂に会

することで、より多くの皆様にコロカ選定商品の良さ、日本のモノづくりの素晴らしさを存分に感じていただ

けることを期待しています。本物産展ではオリジナル記念コロカを配布するほか、毎年恒例の人気イベント「ク

マ撮影会」や昨年即日完売の好評を博した福袋販売、グッズ販売、福引など、物産展をさらにお楽しみいただ

ける企画をご用意しています。さらに、本日9月25日（水）から本物産展への優先入場券付き福袋をAmazon

にて期間・数量限定で販売します。対象の物産展開催日に優先入場券を専用受付にてご提示いただくと、物産

展会場に優先的にご入場いただけます。 
 

コロプラは"Entertainment in Real Life"をミッションとして掲げ、今後もゲームを起因としたさまざまな

O2O活動(※1)を通じて人々の日常生活をより楽しく、より素晴らしくするサービスを提供してまいります。 
 

(※1)読み：オーツーオー 「オンラインtoオフライン」の略で、インターネットを通じて実店舗などでの購買に影響を及ぼす活動 



【物産展 実施概要】 

◆名称： 日本全国すぐれモノ市 –コロプラ物産展2013- 

◆期間： 2013年10月17日（木）～10月23日（水） 10:00～20:00  ※最終日のみ17:00閉場 

◆場所： 東急百貨店 吉祥寺店 8F催事場、屋上 

 

★コラボ商品を限定販売★ 

実際に店舗に訪れないと購入できない、コロプラと出店店舗によるコラボ商品を数量限定で販売します。中に

は、今回の物産展から発売する新商品もご用意しています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コラボ商品のイメージ写真です。実物とは異なる場合があります。 

 

★コロプラな企画が目白押し★ 

●オリジナルグッズ販売： 

特別コロカ入り福袋やオリジナルグッズを数量限定で販売します。 

 

●会場での特別イベント： 

今回出店していないコロカ提携店から選りすぐった商品が当たる可能性のある福引、コロプラの人気キャラク

ター「クマ」との写真撮影会、「コロカ」展示スペースなど、さまざまなイベントを用意しています。 

 

★物産展限定！ 特別コロカをプレゼント★ 

普段なかなか訪れることができない店舗でのお買い物がより一層お楽しみいただけるよう、「日本全国すぐれ

モノ市」という特別コロカを 5 種類用意しています。一店舗あたり 2,000 円ごとのお買い物につき一枚、そ

れぞれの店舗であらかじめ決められたカードをプレゼントいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※カードは仮デザインです。実物とは異なる場合があります。 



【優先入場券付き福袋の事前販売概要】 

開催に先立ち、本物産展への優先入場券付き福袋を Amazon にて期間・数量限定で販売します。 

◆販売期間 ： 2013 年 9 月 25 日（水）～9 月 30 日（月） ※販売状況により期間延長の可能性もあります 

◆価格     ： 3,150 円（税込） 

◆お求めの方法： 

 「コロニーな生活」内に設けます「コロプラ物産展 2013」専用ページのリンクよりご注文ください。 

◆優先入場対象日： 

2013 年 10 月 17 日（木）、18 日（金）、19 日（土）、20 日（日） 

 ※上記日程以外の優先入場券はございません。上記 4 日間のうち、いずれか 1 日をお選びいただきます。 

 ※優先入場券は福袋 1 個につき 1 枚付与されます（大人・子供共通）。ご購入後、指定した日付の変更は 

できませんので予めご注意ください。 

◆優先入場券のご利用について： 

 物産展当日は、混雑が予想されます。対象日に優先入場券を専用受付にてご提示いただくと、物産展会場へ

優先的にご入場いただけます。 

 

 

【出店する提携店舗と商品一覧】 

全国のコロカ提携店 199 店舗（2013 年 9 月現在）中、70 店舗が出店！ 

※出店店舗は変更になる場合があります。 

都道府県 店舗名 商品 分類 都道府県 店舗名 商品 分類

北海道 カネダイ大野商店 ししゃも 食品 石川県 箔一 あぶらとり紙 工芸

北海道 マルトシ吉野商店 鮭の風泙スライス 食品 福井県 天たつ 汐雲丹 食品

青森県 おきな屋 リンゴグラッセ 菓子 福井県 とば屋酢店 百年のお酢蜜 調味料

岩手県 早野商店 三陸産昆布巻き 食品 京都府 文の助茶屋 わらび餅 菓子

岩手県 八木澤商店 国産丸大豆しょうゆ 調味料 京都府 舞妓の茶本舗 宇治茶 飲料

宮城県 松島蒲鉾本舗 お豆腐揚かまぼこ 食品 京都府 京都・西陣織iroha 西陣織の小物 工芸

宮城県 斉吉商店 金のさんま 食品 大阪府 浜弥鰹節 鰹節 食品

宮城県 きちみ製麺 白石湯麺 食品 大阪府 にじゆら てぬぐい 工芸

山形県 乃し梅本舗 佐藤屋 乃し梅 菓子 奈良県 三輪そうめん山本 極細面白龍 食品

山形県 三奥屋 晩菊 食品 和歌山県 観音山フルーツガーデン みかんジュース 飲料

福島県 香の蔵 とうふ味噌漬 食品 岡山県 バイストン 倉敷帆布 工芸

茨城県 西岡本店 蔵元梅酒 酒 広島県 藤井酒造 宝寿 酒

栃木県 日光石田屋 甚五郎煎餅 菓子 島根県 和田珍味 ふぐ味醂干し 食品

栃木県 林屋川魚店 焼鮎 食品 鳥取県 中川酒造 強力 酒

埼玉県 狭山茶　増岡園 紅茶 飲料 徳島県 野田ハニー すだちバーモント 飲料

埼玉県 玩古庵 春日部張子人形 工芸 徳島県 長尾織布 阿波正藍しじら織 工芸

東京都 延楽梅花堂 梅ジュース 飲料 香川県 フランス菓子工房ラ･ファミーユ バウムクーヘン 菓子

東京都 門脇硝子加工所 江戸切子 工芸 香川県 しおのえふじかわ牧場 生チーズケーキ 食品

東京都 染の里　二葉苑 江戸小紋 工芸 愛媛県 村上タオル タオル 工芸

千葉県 水郷のとりやさん 自家製レバー・パテ 食品 高知県 道の駅 四万十とおわ 紅茶ジャム 食品

千葉県 加藤海苔店 江戸前海苔 食品 山口県 萩焼窯元 泉流山 萩焼 工芸

神奈川県 羽床総本店 まぐろ漬 食品 福岡県 ROoLLING 久留米絣 工芸

神奈川県 大磯 井上蒲鉾店 はんぺん 食品 長崎県 平戸蔦屋 カスドース 菓子

長野県 小布施堂 栗鹿ノ子 菓子 長崎県 茂木一まる香本家 ビワゼリー 菓子

山梨県 ゆば工房 五大 角ゆば 食品 長崎県 味藤 からすみ 食品

静岡県 トザキ農園直販店 有機天領茶 飲料 佐賀県 甘夏かあちゃん 呼子・夢甘夏ゼリー 菓子

愛知県 濱金商店 佃煮 食品 佐賀県 肥前みふく庵 国産柚子こしょう 調味料

岐阜県 白扇酒造 三年熟成本みりん 調味料 佐賀県 しん窯青花 有田焼 工芸

岐阜県 不動窯 美濃焼 工芸 熊本県 黒川温泉 山のいぶき 牛乳 食品

三重県 丸傳商店 磯笛あわび 食品 熊本県 河野ぶどう園 ぶどうジュース 飲料

新潟県 田中屋本店 笹団子 菓子 宮崎県 宮崎果汁 マンゴージュース 飲料

新潟県 加賀の井酒造 純米吟醸酒 酒 鹿児島県 喜多つげ製作所 薩摩つげ櫛 工芸

富山県 源 ますのすし 食品 鹿児島県 仁左エ門工房 大島紬 工芸

富山県 引網香月堂 和菓子 菓子 沖縄県 アセローラフレッシュ アセロラジュース 飲料

石川県 宮本酒造店 夢醸 酒 沖縄県 みんさー工芸館 ミンサー織 工芸



※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。  

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。 

 

 

 

【株式会社コロプラ 会社概要】 

社名：  株式会社コロプラ http://colopl.co.jp 

所在地：  東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー32F 

設立：  2008 年 10 月 1 日 

資本金：  15 億 8,277 万円 

代表者：  代表取締役社長 馬場功淳 

事業内容： 位置情報ゲームプラットフォーム及びスマートフォン特化型アプリの開発・運営 

リアル連携サービスの提供 

 

 

【本リリースに関するお問い合わせ】 

株式会社コロプラ 経営企画部 斉藤・奥島・真木 press@colopl.co.jp 

  


