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ＮＩＣＯ(公益財団法人にいがた産業創造機構)では、株式会社グラムスリー（本社：東京都港区、

代表取締役：坂本明）がオープンするパリ市内で初となる新潟県に特化した専門店「Kinase（キナ

セ）」の運営に協賛し、当該専門店を活用したテストマーケティングやバイヤー向け試食会・商談

会を委託実施することにより、欧州における県産品の認知度向上と販路拡大に向けた取り組みを推

進します。 

７月10日（火）のオープニングには、当機構が紹介した商品を中心に、「百年物語（※注）」で開

発した16商品を含む県内企業32社132商品が展示・販売され、小ロットの商品も取り扱っています。  

今後も順次、県産品の取扱数を増やしていく予定であり、株式会社グラムスリーからは、県内企

業の欧州展開をバックアップいただきます。 

つきましては、是非とも本事業を報道で取り上げてくださいますようお願いいたします。 

 なお、現地の様子を画像データで提供することも可能です。 

 

※百年物語…県内企業とNICOが協働で進めている新潟発の国際ブランド構築プロジェクト。 

      詳細は百年物語プロジェクトHP（http://www.nico.or.jp/hyaku/）をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付資料】 Kinase出店者 株式会社グラムスリー配信ニュースリリース（７月３日付） 

 

 

（公財）にいがた産業創造機構 企画チーム 担当:市来、渡邉 

〒950-0078 新潟市中央区万代島5番1号 万代島ビル9階 
TEL：025-246-0038（直通） FAX：025-246-0030 E-mail：info@nico.or.jp 

【新規事業】パリテストマーケティング事業を実施します 

～パリ市内初の新潟県に特化した専門店「Kinase（キナセ）」で県産品をＰＲ～ 

【パリ新潟専門店「Kinase（キナセ）」】※新潟弁で「いらっしゃい」の意味の「きなせ」を店名にした 

事業主体：株式会社グラムスリー（https://www.gram3.com/） 

協  賛：公益財団法人にいがた産業創造機構（https://www.nico.or.jp/） 

住  所：28 rue dragon 75006 Paris France 

概  要：新潟県産品の発信地として、今年７月10日にオープン。 

     今後はネットショップでの販売や欧州における営業代行も展開予定。 

※パリ新潟物産館「Kinase（キナセ）」のオープンの詳細については 

株式会社グラムスリー配信ニュースリリースをご覧ください。 
イメージ図 



Kinase出店者リスト 清酒・リキュール
会社名 アイテム

純⽶吟醸 天神囃⼦
純⽶吟醸 縄⽂の響

特別純⽶酒 天神囃⼦
純⽶⼤吟醸 原酒

真野鶴純⽶⼤吟醸 実来
真野鶴純⽶吟醸 朱鷺と暮らす

純⽶吟醸 越乃幻の酒
⼤吟醸 越の華 超特撰

純⽶⼤吟醸 越の華 ⿊ラベル
純⽶吟醸 越の華

吟醸 越の華
Cowboy Yamahai

Cowboy Yamahai Tender
Fisherman Sokujo

Fisherman Sokujo Deep
Shisui

特別純⽶ ⼤洋盛
純⽶吟醸 ⼤洋盛

特別本醸造 ⼤洋盛
純⽶⼤吟醸 ⼤洋盛

⼤吟醸 ⼤洋盛
かたふね 特別本醸造

かたふね 純⽶
かたふね 純⽶吟醸
蔵元のあまざけ

YK-35純⽶⼤吟醸
⼤吟醸プレミアム

⼤吟醸 冴
天領盃純⽶酒

⿊松
本醸造⽣詰

純⽶コシヒカリ
⾼原の泉 ⾚
⾼原の泉 ⽩

ルレクチエのお酒
秘蔵酒吉乃川
⼤吟醸吉乃川

厳選梅酒吉乃川

10社 38商品

越の華酒造㈱

⿂沼酒造㈱

尾畑酒造㈱

塩川酒造㈱

⼤洋酒造㈱

吉乃川㈱

(資)⽵⽥酒造店

天領盃酒造㈱

㈱ﾐﾔﾄｳ野草研究所

中川酒造㈱



Kinase出店者リスト ⾷品
会社名 アイテム

和⾵激⾟ソース雷 ⾚
和⾵激⾟ソース雷 ⻘
和⾵激⾟ソース雷 ⾦
⽶粉100％
⽞⽶ご飯
⽞⽶と⼗五穀ごはん
新潟県産コシヒカリ300g
新潟県産コシヒカリ2kg
⿂沼産コシヒカリ2kg
新潟県産こしいぶき 2kg
⾃然栽培⽶ 六花三合
⾃然栽培⽶ 六花五合
笑顔になれるお味噌汁SHR-AH
笑顔になれるお味噌汁SH-TW
まつやのおかゆ ⽩⽶カルシウムプラス
まつやのおかゆ ５つの野菜      
MOCHI 80 Green Bean
MOCHI 80 Rose Bean
MOCHI 80 Matcha
MOCHI 80 Coffee
MOCHI 80 mango&Coconats
ルレクチエジュース180ml
ルレクチエジュース500ml
巨峰ジュース180ml
巨峰ジュース500ml

8社 25商品

まつや㈱

ヤマヨ果樹園

㈱宮野⾷品⼯業所

㈲かんずり

たいまつ⾷品㈱

㈱⾼⽥屋商店

㈱ふふふ

㈲ニールストリート



Kinase出店者リスト ⼯芸品等
会社名 アイテム 百年物語

⾼級ダマスカスタイプ ⽜⼑包丁
⾼級ダマスカスタイプ ペティーセット
⽜⼑、ペティーセット
スペシャルタイプ ⽜⼑包丁

相場産業㈱ FUN KEY
ペーパーナイフ ブラック ●
ペーパーナイフ ホワイト ●
ペーパークッション ●
ペーパークッション ●
ペーパークッション ●
まな板mini
まな板small
KinomoBox ⿇ノ葉⼗⼆⾓⼩箱（桜材） ●
KinomoBox ⿇ノ葉六⾓⼩箱（槐・エンジュ材） ●
組⼦フォトスタンド
組⼦鍋敷き
組⼦コースター
雪の結晶コースター
髪飾り 真帆
髪飾り 橙
髪飾り 花⽔⽊
髪飾り 雛乃
髪飾り 椿
UNILLOY キャセロール22cm
SSC炒めやすく煮込みやすい鋳物ﾌﾗｲﾊﾟﾝ24cm 
ぺーバーナイフ ワニ
ペーパーナイフ ヤモリ ⼤
ペーパーナイフ ヤモリ ⼩
ブックマーカー ゾウ ⼤
ブックマーカー ゾウ ⼩
ブックマーカー ヘビ
朧銀塗スプーン
朧銀塗⿊⽂字
朧銀塗lamp(極⼩)
朧銀塗round(midium)
朧銀塗column(small)
地蔵堂   ぐいのみ   鎚⽬ ゴールド
地蔵堂  ぐいのみ 鎚⽬  シルバー
地蔵堂    ぐいのみ 鎚⽬ ブロンズ
地蔵堂 ⽚⼝ 鎚⽬ ゴールド

(同)Nカトラリー

安達紙器⼯業㈱

㈱三条特殊鋳⼯所

新潟精密鋳造㈱

新潟漆器㈱

㈱トミタ

㈱髪結⼀⾨⾦井屋

㈱亞瑠

猪俣美術建具店



地蔵堂 ⽚⼝ 鎚⽬ シルバー
地蔵堂 ⽚⼝ 鎚⽬ ブロンズ
地蔵堂 ⽚⼝ 鎚⽬ マットゴールド
⼩国和紙 ふくら ●
⼩国和紙 壁掛けふくら(2種) ●
⼩国和紙 壁掛けふくら(3種) ●
IKEDAMA ISHI-S(Silver) ●
IKEDAMA ISHI-M(Silver) ●
IKEDAMA ISHI-M(Bronze) ●
IKEDAMA ISHI-M(Dark brown) ●
IKEDAMA KAGO(Silver) ●
IKEDAMA HASU(Silver) ●
タペストリー YA01(YAMAKOSHI)
タペストリー YA02(YAMAKOSHI)
タペストリー JMO2(JAPAN MODEN)
ネイルプロカラー バイオレットピンク
ネイルプロカラー スカイブルー
ネイルプロカラー とき⾊
ネイルニッパークリスタル
ネイルニッパー美⽖の達⼈
Flatplateoval300
Flatplateoval230
Flatplate230
plate100
Cup45
Cup65
Cutlery
包丁まな板セット
ハンドクリエーションSAKURA

14社 69商品 16商品

㈱マルト⻑⾕川⼯作所

丸三安⽥⽡⼯業㈱

㈱⼭⾕産業

㈱ネオス



 
 

 

プレスリリース  

 2018年7⽉3⽇ 

株式会社グラムスリー 

 

 

 

 

 

 
 
この度、株式会社グラムスリー(本社：東京都港区、代表取締役：坂本明)は、公益財団法⼈にいがた産業創造機構から

の協賛を受け、パリ市に市内初の新潟県の物産などを扱うブティックKinase(以下キナセ)をオープンいたします。 

当社は、今回のオープニングに先駆けて、2017年6⽉にパリ市内、本年3⽉には新潟市内において「新潟清酒とフレン

チのマリアージュ」イベントを開催し、（公社）新潟県観光協会の「にいがた観光特使」(2018年3⽉就任)でもあるパリ

の2つ星フレンチレストラン「Le Grand Vefour」料理⻑ギィ・マルタン⽒が選んだ⽇本酒に合う独創的な料理を披露し

ていただき、フランスと⽇本それぞれのメディアにも多く取り上げられ、パリ市と新潟県を結ぶ⼤きな⼀歩を踏み出すき

っかけを作ってきました。 

 

株式会社グラムスリーは、PR事業を主軸にフランス語学校・ワイン輸⼊業などを⼿がけており、これまで培ってきたPR

や輸出⼊に関するノウハウ、また豊富なフランスでの事業展開経験を活かし、この度、新潟県の物産を海外に輸出する事

業に参⼊いたしました。 

 

 

本年2018年度は⽇仏友好160年の節⽬にあたり、ジャポニズム2018として多くのイベントも開催され、⽇仏両国の国

交がさらなる発展に向けて強まるであろうという時節にキナセをオープンできたことは、今後、⽇本（新潟）⽂化の発展

にとどまらず⽇本（新潟）への観光客誘致など経済を活性化すべく⼤きな意味を持つと考えております。 

 

 

※キナセ店内イメージ

パリ市内において市内初の新潟県に特化したブティック 
「Kinase」を2018年7⽉10⽇パリ6区にオープン 



 

  

新潟の物産を「フランスの魅せ⽅」と「⽇本式の接客」で 

店内の内装はパリでショコラティエなど多くのプロジェクトを⼿掛ける新進気鋭のインテリアデザイナー「エロイー

ズ・ボスレドン」http://www.eloisebosredon.com/ ⼥史に依頼。新潟の⾵景や酒蔵からインスピレーションを受け

たという店内は “フランス⼈が思う＝想像する新潟” を表現しています。また出品する品物からブランディングに⾄るま

で⽇本⼈とフランス⼈で構成されたチームがお互いの持ち味を出し合い作り上げています。 

 

コンセプトは「パリの⼈でも、⽇本の⼈でも、誰でも、いらっしゃい」 

 「キナセ」は新潟弁で「いらっしゃい」。⼀⾒フランスのセレクトショップのようですが、⼀歩⼊れば⽇本式の接客で

迎えられ、⽇本酒や⾷品、伝統⼯芸品を説明してもらえて試⾷や試飲もできる、さらにcaféエリアでは店内で販売されて

いる⽇本酒や⽇本茶、その他の⾷品を組み合わせた⼀品を試⾷できます。 

 

⼩さいロットでも買い取ります 

 通常は展⽰会に出展してからお店に並びますが、できるだけ多くの⽣産者の⽅に出店のチャンスをという思いから 

商品はすべて⼩ロットからの買い取りとし、当社としても新潟県企業の海外進出を全⾯的にバックアップしていきます。 

 

■事業主体・運営 

株式会社グラムスリー 

企業および団体のPR活動⽀援を主軸として⾏い、東京とパリに拠点を置いて、フランス語学校、ワイン事業など多岐に

わたる事業を展開している。 

所在地：〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-13 芝エクセレントビル 

URL：https://www.gram3.com/  

 

■協賛 

公益財団法⼈にいがた産業創造機構(NICO) 

新潟県の産業活性化をミッションとして掲げ「むすぶ」「育てる」「創る」という機能を発揮しながら創業・経営改⾰の促

進、次代をリードする産業群の創出を⽬指し、中⼩企業の海外展開⽀援にも積極的に取り組んでいる。 

所在地：〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島5番1号 万代島ビル9階 

URL：https://www.nico.or.jp/  

 

■店舗詳細 

住所：28 rue du Dragon, 75006 Paris France 

営業時間：10:30-19:00 ⽇曜定休 

 

 

 

 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

■キナセ PR 事務局（株式会社グラムスリー⼩松・本間）TEL：03-6826-8350 
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