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≪NEWS RELEASE≫

2016 年 4 月 7 日

「工業デザイン×焼き菓子作り」夫婦２人で生み出した掟破りの独自製法

日本初の皮つきシフォン、『奇跡のシフォンケーキ』発売！
モノづくりの街川崎にふさわしい、独創性あふれる新スイーツ
川崎の焼き菓子店うさぎとみかん（神奈川県川崎市高津区明津 188／代表：伊藤 正幸）
が作るシフォンケーキには皮がある！！これまでの常識的なシフォンケーキの製法を破り、
言わば間違いだらけの独自製法で作る。そのことから『奇跡のシフォンケーキ』と名付け
た。工業デザインのモデラー歴 25 年の夫、正幸氏とお菓子作りが趣味の妻、美佳氏が 2 人
3 客で編み出した製法だ。シフォンケーキにありがちなパサパサ感がなく、しっとりふわっ
ふわの食感が味わえる。ものづくりの街川崎にふさわしい新スイーツ、是非とも注目頂き
たい。

【工業デザイン視点の皮付き製法】
皮付きのシフォンケーキのアイデアは長く工業デザインのモデラーをしていた正幸氏が
出した。なめらかな形状、しっとりした手触り感、本物そっくりのプロトタイプを制作す
るモデラーならではのこだわりだ。皮を残すことで中の水分が守られ、独特のしっとり感
を生み出した。シフォンケーキがパサパサして嫌いだという人もこのシフォンケーキは好
きになるという。型の素材、オーブンの温度管理、下準備等、試行錯誤を重ね、皮付きの
製法を開発した。驚くほどしっとりしたシフォンケーキが味わえる。
【こだわりの素材】
材料は贅沢に卵を 5 個使っている。いずれも神奈川県知事賞、川崎市たまご品評会最優
秀賞など数々の受賞歴を持つ最高級ブランド卵、川崎の森正養鶏場のモリモリ卵を使用。
それ以外にも一切添加物を使わないなど、安全、安心をモットーにつくっている。
【いろいろ入れない】
2014 年 11 月のオープン以来のモットーは「いろいろ入れない」。食品添加物をいろいろ
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使えば楽にお菓子が作れる。でもやっぱり味や食感に苦みやしぶみが出てしまう。代表的
なものだと、香料のバニラやベーキングパウダーなど。自然素材だけでつくる難しさもあ
るが、やはりそこは譲れない。
「いろいろ入れない」を大切にやっていく。
【うさぎとみかんが目指す世界】
「街のお店屋さんでいたい。
」うちのコンセプトは、我々が小さいころ見てきたお店屋さ
ん。魚屋さん、八百屋さん、床屋さん駄菓子屋さん等々、昔のお店屋さんは、地域コミュ
ニティの核だった。一人でいる子供を遠くから見守っていたり、近所のおじいちゃんと挨
拶を交わしたり、街にうるおいと温かさを添えていた。だから店舗もあえて住宅地の中に
ポツリと構えた。小銭を握りしめて走ってくる子供たち、ついつい長話になる近所のお母
さんたちとの会話、そんな風景を大切にしていきながらアイデアあふれる独創的なお菓子
を作っていきたい。
【店舗概要】
店舗名：うさぎとみかん
代 表：伊藤 正幸
所在地：川崎市高津区明津 188
連絡先：044-577-6239
H

P：www.usagi-mikan.net

定休日：木曜日
営業時間：11:00～18:00

【商品概要】
商品名：
『奇跡のシフォンケーキ』
価 格：1 カット（1/16）

１８０円（税込 194 円）

クォート（1/4）

７００円（税込 756 円）

ホール（1/1）

２，８００円（税込 3,024 円）

※ホールはふわふわ感ＭＡＸ！サービス箱入りです。

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
うさぎとみかん
神奈川県川崎市高津区明津 188
TEL：044-577-6239
伊藤 正幸
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≪NEWS RELEASE≫

2016 年 5 月 17 日

ライターで燃しても溶けない！川崎の町工場が次世代プラスチックで勝負

（有）八正精工『スーパープラスチック成形サービス』
～NASA 開発の次世代プラスチックを職人技で自在に加工～
プラスチックの製造・製品販売を主たる事業に行う有限会社八正精工（神奈川県川崎市
南舘 正士 代表取締役社長）は、NASA 開発の高機能プラスチック、セラゾール／PBI の
加工を『スーパープラスチック成形サービス』として日本全国に展開します。セラゾール
／PBI の加工には極めて高い技術が必要なことから手掛けられる事業者は日本でもほとん
どなく、南舘社長の職人技をたよって全国から依頼があります。セラゾール／PBI はアル
ミニウムと同等の強度があり、ライターの炎にも溶けない次世代のプラスチックです。今
後宇宙開発、ロボット開発等にも需要を広げていく予定です。

【スーパープラスチック成形サービス】
セラゾール／PBI（ポリベンゾイミダゾール）は、金属に変わるプラスチックということ
で宇宙開発、ロボット開発、医療機器など、高付加価値テクノロジーの分野での利用が期
待されています。しかし、一般的なプラスチックよりも約１００倍原料価格が高価な為、
もし、不良品を出した場合莫大な損害を被ります。高い技術と経験が必要であり、中々手
掛ける事業者がいないのが現実です。今回、八正精工は日本のテクノロジー進化と前進の
為に、培った技術と経験を『スーパープラスチック成形サービス』として、全国からの注
文を受け付けます。
【セラゾール／PBI とは】
セラゾール／PBI（ポリベンゾイミダゾール）は、NASA（米航空宇宙研究所）、AFML
（米航空材料研究所）およびセラニーズコーポレーション（ヘキストグループ）が共同で
開発し、世界に先駆け企業化した耐熱・高性能スーパーエンジニアリングプラスチックで
す。
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【セラゾール／PBI の特長】
・一般的プラスチックである PPI（ポリプロピレン）と比較すると原料代は約１００倍。
・７６０度の高温に対して不燃。
・アルミニウムと同等レベルの引張強度（１６３０kg／c ㎡）
【今後の抱負】
プラスチック成形の仕事も単純なものは、どんどん海外の工場に発注されていきます。そ
れを嘆いていてもしょうがありません。我々日本の町工場は海外が手を出せない、高付加
価値の仕事をすればいいと思うのです。我々の技術が生きる町工場の時代が来たと思って
います。日本のものづくりに貢献していきたいです。

【会社概要】
会社名：有限会社八正精工
代表者：南舘 正士
所在地：〒216-0003 神奈川県川崎市宮前区有馬 2 丁目 9 番 9 号
TEL：044-855-3343
FAX：044-852-0509
ホームページ：http://www.hachimasaseiko.com
≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
有限会社 八正精工
〒216-0003 神奈川県川崎市宮前区有馬 2 丁目 9 番 9 号
TEL: 044-855-3343/FAX: 044-852-0509
代表：南舘 正士
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≪NEWS RELEASE≫

2016 年 6 月 7 日

初の試み！『美容技術選手権×祭り×社会貢献』
神奈川県美容組合が横浜赤レンガ倉庫で“美容イベント”開催！
～未来の美容サロンは地域のコミュニティサロンに～
神奈川県美容業生活衛生同業組合（横浜市中区弥生町：山本政幸理事長）は、7 月 12 日
（火）に横浜赤レンガ倉庫 1 号館 3 階ホールおよび赤レンガ広場を会場に、初の試みとし
て美容技術選手権と市民参加型のお祭り、組合の社会貢献活動の発信を目的とした“美容
イベント『KBK ビューティイベント（仮称）』
”を開催します。

【イベント開催の背景】
美容業界は転換点を迎えています。美容室はコンビニより多いと言われ供給過多の状
態、また低い生産性、人手不足、低賃金、長時間労働と業態の構造自体が問題視され規
制緩和の対象にも上がっています。美容師法が公布されたのが昭和 32 年、間もなく 60
年を迎え、神奈川県美容組合としても業界の健全な育成、新たな社会的役割等に関して
意識改革を自ら行おうとしています。今回のイベントは、これまで美容技術協議会とし
て内輪の大会でしたが、心機一転地域住民に開放し、市民参加型のイベントに刷新しま
した。一人でも多くの人に参加してもらい地域社会との交流を深めていく狙いです。
【イベント名は公募で決定】
今回、地域社会と一緒に美容業界の未来を考えていく象徴的な意味合いで、あえてイ
ベント名は事前に決めませんでした。一般の方々がこんな美容業界になって欲しいとい
うような素晴らしいネーミングを期待しています。組合のホームページ、又店舗での応
募用紙等での公募の形を取り、イベント当日のステージ上で決定します（賞金 5 万円）。
【イベント概要】
・美容技術コンテスト開催・・・優勝者は全国大会、そして世界大会へとチャレンジ。
・美容体験・・・ワンコイン前髪カット、眉毛カットサービス。
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・浴衣着付けサービス・・・浴衣を購入された方に、その場で着付け、ヘアセット。
・広場ブース・・・飲食、物販ブースが多数出展。
・スペシャルトークショー（有料：3000 円）
赤松美和氏ほか有名女性アーティストのトークショーが開催。
【神奈川美容組合の新たな社会的取組】
・災害時における帰宅困難者支援に関する協定を、当美容院組合と神奈川県、横浜市、
川崎市、相模原市の 5 者で 7 月をめどに締結することを決定しました。
・在宅訪問美容を今まで以上に推進していきます。これまで寝たきり等の特別な理由が
ないと訪問が難しい場合がありましたが、今後は何らかの理由で外出が困難な方々に
も適用し、一人でも多くの方に美容サービスを提供できるようにしていきます。
【今後の展望】
イベントを通して美容業界の未来を一般参加者と共に考える場になればと思っていま
す。美容サービスにとどまらず、一店舗一店舗が地域にどんなことができるのか。一人
ひとりの美容師が地域社会にとってどんな存在になりうるのか。課題は山積ですが、
『be
changed（変えられる）』をキャッチフレーズに、組合が中心となり社会に発信していく
所存です。

当組合での研修会の様子

理事長：山本 政幸氏

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80
TEL045-633-5071

FAX045-633-5194

担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
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≪NEWS RELEASE≫

2016 年 6 月 24 日

科学の力、驚異の 0.025 ミクロンに低分子化されたオイルが肌を潤します

横浜発！セルフエステ美容液『BOYLE』新発売
100％完全無添加の美容液で“自宅で美活”始めませんか！
この度、ボイル株式会社（神奈川県横浜市金沢区福浦 1-1-1 CEO：大河原 孝）は、100％
完全無添加のセルフエステ美容液『BOYLE』を 6 月 1 日より発売しました。他社がまねで
きない同社独自のノウハウによる低分子化技術で 0.025 ミクロンにまでダウンサイズされ
た超スーパーナノ美容液が驚くほど肌に浸透していきます。就寝前に肌になじませるだけ
の“自宅美活”
。世界中の女性のライフスタイルにセルフエステを。そんな想いで開発しま
した。

※独自技術による低分子化
液状高分子をポンプで特殊処理装置に供
給し、独自製法によって低分子化。
高分子を低分子化するとともに、液状内
の菌を特殊装置によって破砕することが
できるため、高温殺菌することなく、常
温殺菌が同時に行われています。

【BOYLE 誕生】
BOYLE 製造には、原子力発電所をはじめエネルギープラントの開発エンジニアである大
河原社長が開発した技術が活かされています。もともとは、廃棄される天ぷら油に薬物を
使わず、ディーゼルエンジンの燃料として再生させる技術が元でした。それを元にスペイ
ン産のエクストラバージンオイルの天然原料だけを使い熱処理をしない、独自の製法で殺
菌処理し、低分子化することによって皮膚を透過する独特の滑らかさを実現しました。オ
イリーだけどべたつかない感覚は、分子量が小さくなった証でもあります。
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【BOYLE 名の由来】
ボイルの法則で知られるアイルランドの貴族、物理学、化学、自然哲学者で、発明家で
もあるロバート ボイルにちなんで BOYLE と名付けられました。商品の製造過程において
化学薬品によらない精製方法はその法則の発見によるところが大きく、また、英国の王立
協会の礎を築いた“ 化学の父 ”と呼ばれたボイルの研究に取組む姿勢を、ブランドの研
究開発において決して忘れることなく世の中の役に立つ研究を続けていく信念をあらわし
ています。
【お肌にトラブルを抱える人にも安心】
一切ケミカルなものは配合されていないので、お肌にトラブルを抱えている方、敏感肌
の方にも安心してお使いいただけます。検査機関、株式会社ＳＯＵＫＥＮ（総合健康開発
研究所）によるナノオリーブ油を染み込ませたパッチを 24 時間貼り付けるパッチテストで
も無刺激で安全であるとの検査結果を頂いています。
※その他試験結果はこちらから http://www.boyle.co.jp/#!blank-4/heqe2
【今後の展開】
お肌にまつわるトラブルや悩みは女性にとって深刻です。そんな女性がケミカルなもの
を無理して使わなくてもよいように、科学技術の力で真に安全で良い製品を世の中に出し
たいとの思いからこの商品は生まれました。原子力発電プラントなどの開発に従事してい
た大河原社長は今、科学技術の役割は人が健康で安全に暮らすためのものでなくてはなら
ないという想いを強くしています。人が本来持つ再生力、治癒力を呼び覚ますセルフエス
テ美容液、広く皆さんに使って頂ければと思います。
【会社概要】
会社名：BOYLE 株式会社
CEO：大河原 孝
※芝浦工業大学 非常勤講師
所在地：〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-1-1
TEL/FAX：045-423-8038
ホームページ：http://www.boyle.co.jp/

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
公益財団法人神奈川産業振興センター
神奈川県よろず支援拠点
〒231-0015 神奈川県横浜市尾上町 5 丁目 80 番地
TEL: 045-633-5071/FAX: 045-633-5194
担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
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≪NEWS RELEASE≫

2016 年 7 月 20 日

海上自衛隊横須賀地方総監部が地域活性に一役
オープンカウンター方式の入札で地域の小規模事業者に商機提供
中小企業支援の神奈川県よろず支援拠点とも連携し地域経済活性化を目指す！
海上自衛隊横須賀地方総監部は、物品などの調達について、地域の中小企業、小規模
事業者の参入を促す目的で「オープンカウンター方式」の入札制度を平成 28 年 7 月 29
日より開始します。最大の特徴は、地元の企業に商機を提供するため、参加資格を特定
地域に限定しているところで、今回は横須賀・三浦地域（横須賀市、鎌倉市、逗子市、
三浦市、葉山町）にしています。今後、広く地域の事業者に周知していくべく横須賀商
工会議所で事業者向けの入札制度説明会等も予定しています。これまでの見積り合わせ
制度を一新する取り組み、大いにご注目ください。
※オープンカウンター方式・・・少額の随意契約において、見積りを頂く企業様を特
定せずに、調達情報を公開することで、参加意志のある多くの企業様から見積書を提出
していただき、契約する方式です。

【施策の背景】
今回の取り組みは、防衛計画の大綱における地域コミュニティとの連携を具現化する
方針を根底に、平成 27・28 年度防衛省調達改善計画及び、平成 27 年度における防衛省
の中小企業者に関する契約の方針に提言された応札機会の拡大を図ることが目的となっ
ています。先に佐世保地方総監部において導入されており、横須賀地方総監部において
もこのたび試行開始することとなりました。
【よろず支援拠点との連携】
「よろず支援拠点」は、国が全国に設置する経営相談所です。全国の中小企業、小規
模事業者の売上拡大、経営改善など、経営上のあらゆるお悩みの相談に対応するべく平
成 26 年 6 月、47 都道府県に一箇所ずつ設置されました。今回の取り組みでは神奈川県
よろず支援拠点が小規模事業者に入札情報を紹介するなど、地域の商工会議所、商工会
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などと情報共有しながら、取り組み活性化のために連携します。
【実施要項】
・調達案件のリスト（調達要求件名リスト）はホームページ等で公開（10 日間を標準）
。
・競争参加資格は「全省統一資格の等級を B、C 又は D」に設定。
・地域区分については「横須賀・三浦地域」に設定。
※横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町。
・対象種目は事務用消耗品。
※今後、品目の拡大を視野にいれている。
【今後の展開】
防衛省は自衛隊が積極的に地域コミュニティと連携し、地域貢献できるよう取り組み
を進めています。災害が起きたときに被害地域を救援する際にも迅速な物資の調達、地
元企業との連携など、多岐にわたり今回の取り組みの効果が期待されます。また、国が
重要課題として掲げる地方創生という観点からも、全国各地域に展開する自衛隊の役割
は大きな期待を背負っています。新たな局面を迎える自衛隊の地域貢献、是非ともご注
目ください。

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80
TEL045-633-5071 FAX045-633-5194
担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
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プレスリリース
報道関係各位
２０１６年７月２２日
セキュアロジック株式会社

日本初！WEB 上でリアル体感クラウド展示会「エアメッセ」登場！
地方の中小・零細企業も地理的ハンディ一切なし
いいものが当たり前に売れるビジネスチャンス創出！
セキュアロジック株式会社(本社：神奈川県横浜市、代表取締役

平井

靖、以下「セキ

ュアロジック」)は、インターネットからアクセスできるクラウド環境にて、展示を継続で
きるポータルサイト「エアメッセ」の本番運営を８月１日から開始します。
クラウド展示会「エアメッセ」はリアルな展示会に代わりパノラマ－バーチャルリアリ
ティ(以下 P-VR)による展示で、２４時間３６５日、時間と場所の制約を受けずに、実際の
展示会と同じ映像の展示ブースを常設出展することができます。

※バーチャル 3D 展示ブース

※イメージ写真

【開発の背景と強み】
リアルな展示会は年に１回程度、平均して３日間しか開催しないため、製品を出展して
チラシを配布しても、その周知や商談のチャンスには限界がありました。逆に利用者の立
場から見ると、必要な時にその商品を扱っている展示会が開催されていなければ、必要な
商品を探す手段はネット検索に依存しなければなりません。
「エアメッセ」ではサイト上に展示を絞り込む機能や商品を検索する機能、また商談依
頼をする機能を標準で用意しているので、利用者は必要な時に、必要な商品を見つけて、
バーチャルな空間で展示品を体験し、いつでもその場から商談を依頼することができます。
「エアメッセ」へのアクセス >>> http://www.airmesse.com
【出展方法】
１.リアルな会場に創作した展示ブースをパノラマ撮影することにより、「エアメッセ」へ
P-VR の形式でアーカイブ出展することができます。
２.コンピュータグラフィック(以下 CG)にて制作した P-VR 形式の展示ブースに、パネルな
14

ど出展物を組み込むことでバーチャルなブースを創作して出展することができます。
※また「エアメッセ」では、ショーケースという考え方を導入しているので、映像が中心
の P-VR の弱点を補完するだけでなく、様々なスタイルの出展を可能としています。
【費用と詳細】
新規出展を希望する場合には、CG にて制作した P-VR 形式の展示ブースを選んでいただ
くと、キャンペーン期間中は初期費用５万円(税別)から出展ができます。この価格には、展
示パネルのデザイン費やシステムセットアップ費、６ヵ月間のサーバー利用料金などが含
まれています。これによりリアルな展示会に出展する余裕の無い企業であっても、負担な
くホームページを制作する感覚で自社製品の展示が可能です。
また、CG ブースはコンパクトタイプから汎用タイプまで４種類を用意しています。
【いいものが当たり前に売れる世の中を創る】
今後は、リアルな展示会終了後、継続して出展を希望する企業はもちろんのこと、高い
技術の製品やサービスを持ちながら、拠点が地方のために展示会への出展をあきらめてい
た中小企業等に対する支援も充実させていきます。日本のものづくりを活性化させていく
ために「いいものが当たり前に売れる世の中に」、「どんな小さい企業にもそのチャンスを
提供する」
、これをクラウド展示会「エアメッセ」は実現していきます。
以上です
<会社概要>
会社名：セキュアロジック株式会社
代表者：代表取締役 平井

靖

所在地：〒225-0003
神奈川県横浜市青葉区新石川
4-13-26
電

話：045-912-2099

設

立：2014 年 11 月

<概要>

資本金：500 万円

・クラウド展示会の運営

URL:http://www.securlogic.co.jp

・新商品やサービスの企画立案の支援
・チラシ・パンフレットの制作
・マニュアルなどのデザイン及び制作
・教育ビジネスコンサルティング
≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80
TEL045-633-5071

FAX045-633-5194

担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
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平成 28 年 9 月 2 日
記者発表資料

≪NEWS RELEASE≫

2016 年 9 月 2 日

東日本大震災から 5 年、神奈川産業振興センターでセミナー開催
３つの工場が壊滅、ゼロからの挑戦『水産加工業のアップルを目指す！』
山徳平塚水産株式会社 代表取締役 平塚 隆一郎氏を迎える
神奈川産業振興センターは、神奈川県よろず支援拠点事業の一環として 2016 年 10 月
7 日（15:00～17:00）に当センター多目的ホールにて無料経営セミナーを開催します。講
師には東日本大震災で未曾有の被害を受けた、宮城県石巻市より山徳平塚水産株式会社
代表取締役 平塚 隆一郎氏をお迎えし、東日本大震災からの復活『水産加工業の

アップルを目指す！』石巻の水産加工会社が高付加価値戦略で勝負と題し、県
下の中小企業・小規模事業経営者、又創業希望者などを対象に行います。是非ともご注
目ください！

【200 社あった取引先は 1 社も戻らなかった】
山徳平塚水産は創業昭和６年、水産加工品、練り物などの製造を中心に、石巻の地で
80 年間事業を営んできました。2011 年 3 月 11 日、東日本大震災の津波被害で 3 つあっ
た工場はすべて壊滅、それでもあきらめず被災から半年後に青森県八戸市の業者に生産
委託し、製品供給を再開します。しかし震災前 200 社あった取引先は１社も戻りません
でした。平塚氏はそこで高付加価値の商品開発に乗り出します。この逆境をどうやって
乗り越えたのか？勝算は？水産加工業のアップルを目指す取り組みに関してじっくりお
話し頂きます。
【セミナー詳細】
題

名：東日本大震災からの復活
『水産加工業界のアップルを目指す！』
東日本大震災からの復活、高付加価値商品で勝負を挑む！

講

師：山徳平塚水産株式会社 代表取締役 平塚 隆一郎
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開催日時：2016 年 10 月 7 日（金）15:00～17:00
開催場所：神奈川産業振興センター 14 階多目的ホール
（〒231－0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5 丁目 80 番地）
定

員：100 名

【講師プロフィール】
１９５９年、石巻市生まれ。おでん、サバ味噌煮など魚惣菜を製造販売する「山徳平
塚水産」社長。東日本大震災による津波で、石巻港近くにあった３つの工場・事業所を
失う。２０１１年秋、八戸市や一関市の工場に製造を委託して事業を再開。１３年春、
石巻に新工場を再建。

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
（公財）神奈川産業振興センター地域連携課
TEL 045-633-5201

FAX 045-633-5194

担当：藤田、恩田
（公財）神奈川産業振興センター 神奈川県よろず支援拠点
TEL045-633-5071 FAX045-633-5194
担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80
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報道機関の皆様へ
神奈川産業振興センター
『神奈川よろず支援拠点』発信

≪NEWS RELEASE≫

2016 年 10 月 25 日

昨年 12 月施行の「ストレスチェック制度」ストレスチェック義務化に具体策！
横浜の（株）クロスウェルが自律神経反射機能評価ソフト『きりつ名人 Lite』開発
～自律神経の“反射”を利用、心の不調を数値で見える化～
この度、株式会社クロスウェル（横浜市西区：代表取締役

藤井

智恵子）は自律神経

反射機能評価ソフト“きりつ名人 Lite”を開発し、11 月 1 日から販売を開始します。自律神
経は、交感神経・副交感神経からなり、うつ、認知症、循環器疾患、更年期障害などあら
ゆる疾患に深く関わっていることが知られています。『きりつ名人

Lite』は、これまでの

自律神経を安静時だけ測定する手法ではなく、座った状態から起立する時の反射を測定す
ることで、より正確に心と体のバランスを知ることができるソフトです。昨年 12 月に従業
員 50 名以上の企業ではストレスチェック義務化されました。ストレスチェックの結果が高
ストレスであった場合、企業は医師（産業医）による面接指導の勧奨を行わなくてはいけ
ません。産業医は精神科以外の医師が多く、メンタルヘルスに対する専門性が求められて
います。”きりつ名人 Lite”はストレスを自律神経反射異常という切り口で客観的指標として
とらえることができ、産業医のサポートツールとしてお役立ていただけます。

モニタ：Self-Health Care ECBO 株式会社パラマ・テック製

【開発の背景】
弊社は、これまで独自の新しい心拍変動解析手法（座った状態から起立する時の変動）
により、自律神経反射機能評価を可能にした血圧・心拍変動解析ソフト“きりつ名人”を
開発し、販売しています。現在、大学・研究機関を中心に約 70 大学、250 箇所で導入され
ており、循環器科、神経内科、リハビリ科、心療内科、代謝、耳鼻科、婦人科、東洋医学、
歯科、老年科、看護、スポーツ医学等多岐にわたり研究・臨床で使用されています。今回
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発売の“きりつ名人 Lite”は、これまでの“きりつ名人”の機能である測定中のリアルタイ
ム解析表示等、研究用の仕様は搭載せず、測定と結果印刷に機能を限定し開発、廉価版と
して発売します。

【測定方法と測定結果】
測定者はクリップを手首・足首に装着し、立って座るだけの約 5 分間の測定となります。
（簡単に測定できるセルフモード機能搭載）測定結果は、自律神経機能の総合評価、結果
から考えられる症状の質問、測定結果からのワンポイントアドバイスとなります。
基準値はこれまでの“きりつ名人”で集めたデータ約 6,000 データをもとに求めています。
一般向けの印刷コメントには自律神経機能の総合評価が悪い時は、かかりつけ医・専門医
への相談を促すメッセージ表示の選択機能も搭載しており、クリニックのみならず、薬局・
企業での測定により、自律神経機能異常の早期発見、医療機関との連携も可能にします。

【ストレス社会の中で豊かに生きる】
ストレス社会の中で誰しもが心の病に直面する可能性を持っているなか、“きりつ名人
Lite”は心と体のバランスを数値にして可視化することで、心理的な圧迫、目に見えない不
安、そういった心の不調をいったん客観視することができます。まずは数値の改善に集中
することで、前向きに行動するきっかけが作れます。成人に対する復職支援による成果は
もとより、小児・高齢者に対する全年齢層で増加の一途をたどっているメンタルヘルス・
生活リズム障害に対する処方箋にもなります。
自律神経機能改善を共通目的とし、患者自身が日々の自律神経機能改善を意識し行動す
ることにより、
「生活リズム障害」の改善を導き、大幅な医療費の削減と心豊かな生活に寄
与するものと確信しています。
＊＊＊＊＊＊＊
血圧･心拍変動解析ソフト meijin（指定管理医療機器認証番号 228AHBZX00031000）＊＊＊
・きりつ名人 Lite 1,000,000 円～1,500,000（税別）
（接続モニタ・仕様により価格が異なります。パソコンの価格は含まれていません。
）
≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80
TEL045-633-5071

FAX045-633-5194

担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
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報道機関の皆様へ
神奈川産業振興センター
『神奈川よろず支援拠点』発信

≪NEWS RELEASE≫

2016 年 10 月 25 日

野毛に『シン・オヤジ（独身・単身）！？』のサンクチュアリ誕生！

管理栄養士を中心に７人の主婦が小料理屋『月読』をオープン
～煮物・焼き物中心の昭和 50 年代家庭の味（スーパー和食）を世界に発信～
横浜繁華街のなかでも人気の野毛地区に管理栄養士・成田安恵氏を中心とした主婦グ
ループ 7 人が、家庭の味から遠ざかっている独身・単身男性等に煮物・焼き物中心の昭
和 50 年代の和食（スーパー和食）を楽しんでもらおうと“横浜おばんざい『月読』
”を
10 月 28 日（金）にオープンする。
※スーパー和食・・・粗食から欧米の食文化へ至る過渡期のバラエティに富んだ理想的なバランスを備え
た和食のこと。東北大学大学院農学研究科 准教授の都筑毅氏が提唱。
※『シン・オヤジ』
・・・話題の「シン・ゴジラ」にちなみ、非婚率の増加等で増える独シン、単シン暮ら
しの中高年男性を応援する意味でネーミング。

【プロジェクト詳細】
京都生まれの 52 才管理栄養士成田安恵が仲間の主婦と共に「横浜おばんざい『月読』
」
をオープン！野毛 3 丁目伝説の 3 杯屋「武蔵屋」跡地に 10 月 28 日開店。提供される昭和
50 年代の「スーパー和食」は煮物、焼き物、酢の物など、バラエティ豊かな総菜が中心。
こだわりの日本酒も限定流通 地元 津久井の特別純米をはじめ、生貯蔵・生詰めの「生
生酒」をこだわりの酒蔵から厳選入手。地元横浜市栄区田谷町の「矢島野菜」や、素材に
こだわった地元藤棚商店街・今井蒲鉾のおでんと、自家製燻製が自慢。自家製ポテトサラ
20

ダのベーコンも手作りするという徹底した店内調理。季節のフルーツで作った手作り酵素
シロップのカクテルは「若返り」効果抜群。化学調味料、白い砂糖、アルミ鍋は使ってい
ない。
【日本の主婦力！世界に発信！】
「小さい頃に食べていた日本の家庭料理の素晴らしさを世界に発信したいです。粗食か
ら多少欧米化した昭和 50 年頃の和食こそ最強と言われています。
（参照「昭和 50 年の食事
で、その腹は引っ込む」都築

毅(東北大学大学院農学研究科准教授)）。煮物、焼き物中心

の品数の多い食卓文化や糠漬けの味など、昭和 50 年代の味をお伝えします。家族の健康を
ねがい、毎日食事を作り続けてきたお母さんのおもいを活かしつつ、人の心と心の触れ合
いの場、人と人との出会いの大切さが感じられる店にしたいです。生涯現役を目指す主婦
（夫）たちが集まっています。皆様,是非当店にお越しください。
」

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80
TEL045-633-5071 FAX045-633-5194
担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
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報道機関の皆様へ
神奈川産業振興センター
『神奈川県よろず支援拠点』発信

≪NEWS RELEASE≫

2016 年 11 月 2 日

横浜発！「おーい！ロックやりたいおやじ集まれ！」
B'z の現役サポートメンバー増田が『50 代からのロックバンド』開校
一度はバンドを！そんな初心者の願いを叶えるセッション参加型のスクール始動！
この度、2016 年都筑区に誕生した T-Music（ティー・ミュージック Yokohama：
横浜市都筑区中川中央 1-3-3-204：代表増田 隆宣）は、一度はバンドを組んでみた
い！タンスにしまい込んだギターをもう一度引っ張り出したい！そんな誰もが一度
は思う夢をかなえるセッション参加型スクール、
『50 代からのロックバンド』を 11
月より立ち上げた。“どんな初心者でも初日からバンドセッションを楽しむことがで
きる！”をコンセプトに大人のスクールオブロックを目指す！

【T-Music（ティー・ミュージック）Yokohama とは？】
代表の増田氏は、超人気ロックユニット B'z（ビーズ）の現役サポートメンバーとして、
長年に渡りキーボードを担当しているバリバリの現役ミュージシャンだ。その彼が横浜を
拠点にチャレンジしているのが普通の人がもっと音楽を楽しめる環境作りだ。大半の日本
人にとって音楽は授業の一部でやった学科の一つ。その後、音楽は聴くもので、自ら演奏
して楽しむものにはなっていない。それは楽しみ方を知らないだけ。楽譜もいらないし、
最初は技術だって必要ない。音楽は演奏してこそ楽しいもの。そんな文化を日本に作りた
い。T-Music はそれを実現する場所なのだ。
【なぜ『50 代からのロックバンド』なのか？】
50 代からと銘打ったのは、増田氏自身が 50 代になり、周りの同年代を見渡すとなんか元
気ないよなと思ったのがきっかけだ。50 代にもなれば会社人生の出世も見えて、あとは大
過なく定年を迎えたいという人も多い。でもちょっと違うと言いたい。今後の人生はあと
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30 年前後あるのに、我々世代がもっとチャレンジする姿を下の世代に見せていかないと。
今回の取り組みは自分自身にとっても大きなチャレンジ。横浜に 2 つのスタジオを持つ拠
点を構える大きな投資もした。もう後戻りはできない。人生を懸けたチャレンジだ。同世
代の親父たちと夢を追いたい。横浜を 50 代のロックバンドの聖地にしたいという壮大な夢
もある。
【もっと生活に音楽を！】
今音楽業界のパイは縮小傾向にある。CD は売れず、フリーの音源が世の中を席巻してい
る状況だ。音楽のコンテンツとしての市場価値は著しく棄損され、多くのプロミュージシ
ャンが困窮している。しかし音楽の魅力も本来の価値も変わらないはず。というより、音
楽が自分たちのところに降りて来たとも言える。音楽は聴くものから演奏するものへ。“音
楽を LIFE に”横浜発の試み『50 代からのロックバンド』、是非ともご注目ください。
【会社概要】
会社名：T-Music
所在地：横浜市都筑区中川中央 1-3-3-204
代 表：増田 隆宣
電 話：045-873-4571
携 帯：090-3147-6087
WEB：http://tmusic-msd.com/
e-mail：nob@mtms.jp
【増田 隆宣 プロフィール】
•日本では数少ないロック系のセッション・キーボード・プレイヤーとして、
日本のトップ・ロック・ユニット『B’z』のライブ・サポートを 20 数年、
そして女性ロックシンガー『浜田麻里』を足掛け 30 年に渡り務めている。
•作曲活動としては、これまで浜田麻里に 20 曲近くもの楽曲を提供、
中でも 1988 年ソウルオリンピックの NHK エンディングテーマとなった『My Tears』は
多くの人の感動を呼んだ。また、アニメ『スラムダンク』等の劇中音楽も制作・担当する。
•その他、
『TUBE』
『甲斐よしひろ』
『女子十二楽坊』など多数のアーティストを、
キーボード・プレイヤー／作曲家／アレンジャーの立場でサポート。
•自己の活動としては、1987 年東芝 EMI より『BLUEW（ブルー）
』というバンドでデビューし、2 年間活動。
2004 年にはハードロック・バンド 『BLAZE』でアルバムリリース、ライブを行なう。

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80
TEL045-633-5071 FAX045-633-5194
担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
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報道関係者各位
2016 年 11 月 17 日

プレスリリース

詳しいお問い合わせは 0467—33—5813
西堂路（にしどうじ）まで

地域の魅力的な店舗を探せ！！
【12／18 開催】第 6 回鎌倉観光ロゲイニング大会
鎌倉でジョギング教室やランニングイベントを開催している「かまく RUN」
（株式会社スポーツライフ
パートナー 代表：西堂路 淳、本社：神奈川鎌倉市御成町）が 12 月 18 日(日)に第 6 回鎌倉観光ロゲ
イニング大会を開催します。地域活性化のツールとしてロゲイニングが話題です。ぜひご注目ください。

【第６回鎌倉観光ロゲイニング大会】
開催日時：2016 年 12 月 18 日（日）10 時 00 分～16 時 00 分
受付：10 時 00 分～ 開催場所：鎌倉商工会議所
募集人数：250 名（前回約 250 名）

お申し込み先：www.kamakurun.jp/

◆スポーツ産業は、可能性を秘めた市場！地域活性化にいかさない手はない！！

左図 内閣府（1976～2009）・文部科学省（2013）「体力・スポーツに関する世論調査」をもとに株式会社日本政策投資銀行が作成
右図 内閣府（2015）「中長期の経済財政に関する試算」をもとに株式会社日本政策投資銀行が発表した国内スポーツ総生産（ＧＤＳＰ）の推移
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【6 回目の今回は、鎌倉周辺の約５０店舗をスポットに！！店舗をＰＲ！！】

【甘味処

こまめ】

元タカラジェンヌの美人オーナー、おす
すめは、こまめ黒かん！冷たいものも！

過去のイベントの様子（動画）
https://youtu.be/qiO095-nl2c

【行政との連携も開始！！！既存資源をいかしたスポーツ×地域活性化】
◆海老名市
◆横須賀市

2016 年 11 月 20 日（日）海老名～十二龍めぐり～観光ロゲイニング
2016 年 12 月 04 日（日）ドル街横須賀観光ロゲイニング

スポーツ×地域活性化として、今後もロゲイニングの人気はさらに高まって行くと思われます。
かまく RUN ではマスコミの方の取材お申し込みを随時受け付けておりますので、ロゲイニングについ
てさらに詳しいお話しをご希望でしたら是非お問い合わせください。12 月 18 日開催のロゲイニング大
会への体験取材なども可能です。

【2016/5/23 第 6 回三浦半島サミットでプレゼンしました！！】

【お問い合わせ先】
名称 ：かまく RUN（かまくらん）
担当 ： 西堂路 淳（にしどうじ あつし）
電話 ： 0467-33-5813、080-9543-4812
メール： staff@kamakurun.jp
住所 ： 〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町 13-23-102 URL ： http://www.kamakurun.jp
【かまく RUN とは】
歴史と文化、山と海に囲まれた古都鎌倉を「ランニング」を通じてたくさんの方に知っていただきたい
という想いから、神奈川県鎌倉市内を走る鎌倉トレイルランや、マラソンランナー向けのジョギング教
室などのランニングイベントやツアー、セミナーなどを開催している。鎌倉トレイルツアーは、テレビ・
ラジオ・新聞・雑誌・WEB など、さまざまなメディアでも数多く取り上げられている。
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報道機関の皆様へ
神奈川産業振興センター
『神奈川県よろず支援拠点』発信

≪NEWS RELEASE≫

2016 年 11 月 2 日

モノより体験！「“一緒に遊ぶ”をプレゼント！」
川崎の玩具店トナカイが『スーパーサンタ養成塾』を開催
～最高のクリスマスプレゼント！フランス製積み木「カプラ」を使って技を伝授～
輸入木製玩具や絵本を主に取り扱う川崎の玩具店トナカイ（川崎市高津区下作延 2‐
35‐1：代表 林信克）は、クリスマス時期を控えた 11 月 20 日（日）11 時～と 14 時
～の 2 回（各 1 時間）
、フランス製積み木カプラを使ったワークショップ『スーパーサ
ンタ養成塾』を開催します。モノをプレゼントするだけでなく、実際に一緒に遊び、パ
パサンタやママサンタが子供たちのヒーローになれるよう数々の技を伝授します。

【
“一緒に遊ぶ”をプレゼント】
代表の林氏は保育園の園長経験などを持ち、保育士さんや一般の人向けにこれまで積み
木のワークショップを 500 回以上開催してきた積み木のプロです。
林氏はその経験を通し、
子供たちが親御さんと積み木をする時の輝くような笑顔、中々上手に組み立てられない時
に見せるチャレンジの顔など、たくさん目に焼き付けてきました。電子機器のおもちゃ一
辺倒になりがちな現代、何とか親御さんにプレゼントを渡すだけでなく、一緒に遊ぶ体験
も込みで届けてほしい、そんな想いからこの企画を思い立ちました。
【フランス「KAPLA（カプラ）
」社製の積み木】
使用する積み木はフランス製の「カプラ」。材質はフランス海岸松を使
った優しい手触り。すべて同サイズの細長い板状をしており、小さい子供
でもすぐに遊べる気安さを持ちつつ、部材がシンプルなだけに複雑な構造
物にもチャレンジできるという優れものです。
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【
『スーパーサンタ養成塾』とは】
参加希望者は事前予約をして頂きます。1 回の定員は 10 名です。最初塾長の林氏よりカ
プラ社製の積み木の説明、その後実際に積み木を作ります。今回は子供たちの喜ぶ犬や鳥、
ペンギン、犬、かたつむり、へび等々、いくつか動物の作り方を学びます。子供たちの喜
ぶ顔を想像しながらのワークショップ、地域住人のコミュニケーションの場にもなればと
考えます。
※参加費無料
【積み木が育む“失敗する力”と“許す力”
】
この取り組みを通じて林氏が伝えたい一番のメッセージは、積み木は子供たちの心に
様々な耐性を育むところと言います。積み木はすぐに崩れます。失敗が遊びに組み込まれ
ています。失敗して当然、また一から作ればいいといった強い心が遊びの中で自然と育ち
ます。それと同じく重要なのが許す心。友達や仲間と積み木をやっていると必ず誰かの手
が触れたり、ぶつかったりして崩れます。自分の範疇にない失敗をも受け入れなければ積
み木遊びはできません。積み木の一番の特長は“簡単に崩れる”なのです。クリスマスプ
レゼントを通じてそんな機会を子供たちに是非与えてあげて欲しい、親子で楽しい時間を
過ごして欲しい。そういった想いが込められた取り組みです。是非ともご注目ください。
【会社概要】
会社名：木のおもちゃ「トナカイ」
所在地：神奈川県川崎市高津区下作延 2-35-1
代 表：林信克
電 話：044-865-6669
携 帯：090-6536-5154
WEB：http://tonakaitoy.ocnk.net/
e-mail：tonakaitoy@ybb.ne.jp

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80
TEL045-633-5071 FAX045-633-5194
担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
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報道関係者様
神奈川産業振興センター
『神奈川県よろず支援拠点』発信

≪NEWS RELEASE≫

2016 年 11 月 04 日

県下初の試み！【鎌倉女子大学中・高等部×神奈川県よろず支援拠点】

起業家教育で連携！“ゼロから１”を生み出す体験を！
～答えのない未来を生き抜く起業家精神を創業体験で養う～
鎌倉女子大学中等部・高等部（鎌倉市岩瀬 1420：部長 志摩尚平）と神奈川県よろず
支援拠点（横浜市中区尾上町 5-80：チーフコーディネーター・山﨑 隆由）が創業体験
授業で連携する。学校側が今年度の 4 月から行って
きている社会勉強の一環としての創業体験、その取
り組みに国の施策で中小企業の経営支援、創業支援
を行う公的支援機関、神奈川県よろず支援拠点が協
力する。県下の高校と当拠点が連携するのは今回が
初の試み、創業の心得、事業計画作りと創業全般に
渡る授業を行う。
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【取り組みの主旨と背景】
今回の取り組みは、生徒たちが実社会に出たときに既成概念にとらわれず、自由で豊
かな発想力を持って生き生きと仕事、また生活して欲しいという総合的な授業の一面と、
一人ひとりの夢を大切にし、世の中には多様な選択肢と生き方があるのだということを
今回の創業体験で学んでもらえたらという想いがある。
今回の特別授業では、ビジネスの最前線でアドバイスをしている現役の経営コンサル
タントを呼び、学校の教師だけでは伝わらない創業の現場のリアルな声を生徒たちに伝
えてもらう。

日時：2016 年 11 月 10 日（木）14:20～15:10
場所：鎌倉女子大学岩瀬キャンパス（鎌倉女子大学中等部・高等部）
（神奈川県鎌倉市岩瀬 1420）
電話：0467-44-2113
講師：神奈川県よろず支援拠点 チーフコーディネーター 山﨑隆由

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80
TEL045-633-5071 FAX045-633-5194
担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
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報道機関の皆様へ
神奈川産業振興センター
『神奈川県よろず支援拠点』発信

≪NEWS RELEASE≫

2016 年 11 月 24 日

『小田原からくり創作研究会』が伝統工芸にイノベーションを！
ギネスに挑戦！5,000 回の動作で開く異次元のからくり箱製作
職人が生み出す“Cool Japan”に欧米のマニアから熱い視線
小田原からくり創作研究会（小田原市久野 3764-9）の若手職人、岩原氏がこの度、異次
元ともいえる 1,536 回の動作で開くからくり箱を製作した。これまでのからくりは 130 回
程度が限界と思われていたが、伝統工芸の世界に数学的思考、これまでの型をぶち壊すイ
ノベーティブな考え方を持ち込むことで驚異の数字を実現した。さらに次の 5,000 回のか
らくり箱の製作を計画している。斜陽産業と言われる伝統工芸の世界で海外のマニアに多
くのファンを持つ『小田原からくり創作研究会』の職人達。日本の技術力とこだわりから
生まれた“Cool Japan”
。彼らの取り組みに是非ともご注目ください。

※1,536 回の箱
【日本の伝統工芸の状況】
日本の伝統工芸品の生産額は昭和 58 年をピークに、従業者数は昭和 54 年をピークに右
肩下がりになっている。
※一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会より
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【生き残りをかけた小田原からくり創作研究会の取り組み】
現在会長を務める亀井明夫氏が 1999 年からくり創作研究会を立ち上げた。減り続ける需
要と共に、このままでは職人もいなくなり立ち行かなくなるとの強烈な危機感からだった。
＜POINT＞
・これまでは問屋から定型化された商品の発注を受け、職人が作り納品するという流れだ
った。それを職人が自らイマジネーションを持ち、作りたいものを問屋を通さず一般消費
者に直接販売するという流れを作った。
・インターネットの急速な普及の流れを追い風に、海外への販売チャネルを作った。
・県外からの若い職人志望者を個人事業主として組織化、一般的な商品作りを配分するこ
とで生活費と技能伝承を担保し、各々の独自の作品作りを支援する仕組みを作った。
・研究会ではファンクラブを作り、現在では国内海外を合わせて３００を超えるマニアが
職人の新作を待ちわびている（現在個人客数の 45％と個人客売上の 70％は海外）。
・夏休みには地元の子供たち向けにからくり箱工作キットを使い、伝統工芸伝承の取り組
みを積極的に行っている。
【職人同士が刺激し合う新しい創作活動の場づくり】
従来の職人は、自分の収入に影響する独自の技術を他の職人には教えなかった。からく
り創作研究会では、この壁を取り払いお互いアイデアや技術を教えあう。結果、今まで一
人の職人の中で囲われていたアイデアが一気に広まり、現在 12 名の職人で、年間 40 種類
以上の新作を発表・販売している。各職人によって比率は違うが、会社の商品の生産と他
の職人の手伝いをしながら、自分自身の作品も製作・販売する。若い職人が自立と将来へ
の希望を持つことが出来る。会社はいわば共同作業場・共同販売所となっている。
【今後の展望】
「どのように開けるかという箱」は箱根から始まった。このような製品は世界のどこにも
なく「世界唯一」である。最近は我々の作品のまねをして海外で同じような作品が作られ
てきたが、まだまだ個人的な作品の域を出ていない。であるからこそ、我々の作る木工技
術の粋を駆使したからくり箱は、すでに世界、とりわけアメリカ・ヨーロッパで注目され
ている。今後、まねされるよりも速いスピードで創作活動を展開していく。そうすること
でブランドを確立し、経営を安定化させ、職人の生活安定と世代交代を確立していく。
【会社概要】

会社名：有限会社からくり企画
代 表：代表取締役 亀井明夫
所在地：小田原市久野３７６４―９
連絡先：0465-32-3631、0465-66-1866

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠
点」 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80
TEL045-633-5071 FAX045-633-5194
担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
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≪NEWS RELEASE≫

2016 年 12 月 2 日

チーム神奈川で新商品！「大石商店（三崎）×泉橋酒造（海老名）」
かみつつみふかづけ し

こ

み

無添加漬け魚『 紙 包 深漬仕込み』12 月本格発売！
良質の魚を天然の酒粕と吟醸味噌で漬けた神奈川の逸品、年末年始の贈答に
この度、創業 80 年三浦市三崎で魚の卸売を営む有限会社大石商店（神奈川県三浦市：
代表

大石倉雄）は、神奈川県海老名市の酒蔵、泉橋酒造とコラボし、酒蔵で作られた

天然の酒粕と吟醸味噌で漬けた無添加漬け魚『紙包深漬仕込み』を製造、平成 28 年 12
月より弊社の EC サイトで本格発売いたします。年末年始のご贈答、おみやげ品にチーム
神奈川で作った逸品、是非ともご利用ください。

【開発の経緯】
弊社は創業以来、卸売を主体に、「漬け魚」を皆さまの食卓にお届けして参りました。
これまでの技術と経験をより存分に活かした、「さらに美味しい漬け魚」をお届けしたい
との思いから、食物が身体を作ることを大切に考え、『美味しいだけでなく、健康になる
食のひとつでありたい』をコンセプトに「無添加漬け魚」の開発に着手致しました。
【こだわり製法「紙包深漬仕込み」とは？】
独自製法『紙包深漬仕込み』とは、魚の切り身を一晩漬け床で熟成させてから、奉書
紙に包み、更に一晩熟成させます。その後、真空パックにして美味しさを閉じ込める製
法の事を指します。紙に包むことにより、魚の余分なドリップ（水分）を吸収しつつ、
漬け床の味をしっかりと浸み込ませる事ができるのです。無添加の漬け床は化学調味料
を使用するのに比べ、味の浸み込みに時間がかかるため、倍の時間をかけてじっくり熟
成させております。
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【
“本当の美味しい”を手間暇かけて】
簡単便利な物やサービスがあふれる中、あえて時間をかけ、手間を惜しまず多くの人の
手がかけられた商品を提供していきたい。そこには変わらぬ価値と美味しさがあると確信
しているからです。本物の味、
“本当の美味しい”を今後も追及していきます。是非ともよ
ろしくお願いいたします。
【商品概要】
商品名：無添加漬け魚『紙包深漬仕込み』
価

格：763 円（税込）～

販

売：「大石商店 ONLINE」限定

詳

細：無添加粕漬け・無添加味噌漬けの 2 種類

魚

種：

白かじき、メロ、銀だら、紅鮭

【会社概要】
会社名

有限会社大石商店

代表者

代表取締役

法人設立

1968 年 5 月

創業

1936 年

資本金

10,000 千円

所在地

神奈川県三浦市宮川町 1-18

事業

水産加工業

URL

大石商店 ONLINE：http://www.ooishi-shouten.co.jp

大石倉雄

【この件に対する問い合わせ先】
担当者

専務取締役

大石精一

TEL

046-881-2309

Email

s_ooishi@ooishi-shouten.co.jp

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80
TEL045-633-5071 FAX045-633-5194
担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
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≪NEWS RELEASE≫

2016 年 12 月 7 日

業界初！気体と液体を無電源でナノ化
独自技術「ウォーターサイクロン方式」を使った製品化第 2 弾！
～安全・安価・手軽な除菌水生成装置「除菌革命」を開発～
このたび、CO2 システムズ株式会社（代表：山﨑啓二）は、飲食店、医療、介護福祉、公
共施設、ホテルなどを対象に、ノロ、インフルエンザ、Ｏ-157 などに有効な除菌水を生成で
きる、弱酸性次亜塩素酸除菌水生成装置『除菌革命』を開発、12 月 10 日より販売を開始す
る。同社が独自に開発した「ウォーターサイクロン方式」を使った製品化第２弾となる。炭
酸ガスの勢いをそのまま利用し無電源で液体と混合させる仕組は、今後も多方面で実用化が
期待される。まずは、自社ホームページ、代理店にて販売をスタートさせる。

※写真上、ウォーターサイクロン方式の混合装置

※「除菌革命本体」

【除菌水：弱酸性次亜塩素酸除菌水とは】
食品添加物に指定されている次亜塩素酸ナトリウムは、厚労省のガイドラインでも感染
症対策・衛生管理に使用が推奨されている。機能的に㏗ 5.0～6.5 の領域で最も強力な除菌
力を発揮することが知られ、炭酸水で希釈すると㏗が 5.0～6.5 に落ち着き、強力で安全な
弱酸性次亜塩素酸除菌水ができる。また、弱酸性なので肌に付いても荒れにくく、塩素臭
も少ない。
【取扱いの難しい次亜塩素酸ナトリウム】
今、多くの病院や福祉施設等、感染対策・衛生管理が欠かせない現場では、スタッフが
取扱いに注意を要する次亜塩素酸ナトリウム原液を水で薄めるなど手作業で使用している
のが現状だ。手で作った除菌液は効果も保存性も不安定と言わざるをえない。この取り扱
いの難しい次亜塩素酸ナトリウムを水道の蛇口をひねるように気軽に安全に使えるように
したのが本製品である。
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【除菌革命の特長と新規性】
○小型・無電源…ガス給湯器感覚で簡単設置（H430×W300×D155 ㎜）
○薬液（次亜塩素酸ナトリウム原液）バッグ交換式（特許取得済み）
…原液を手で触れることなく交換できる
○作りたての除菌水を安く使える…除菌水は劣化していくので鮮度が命
○芽胞菌、MRSA、O-157 などの計 12 種（院内感染菌、食中毒菌、虫歯菌、水虫菌）の除
菌試験により、低濃度の残留塩素で全ての菌に有効
○国の施策である、平成 26 年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金交付を受けた
信頼される製品
【ＣＯ2 システムズのオリジナル技術】
当社オリジナルの技術である、無電源で液体と気体を混合できる「ウォーターサイクロ
方式」は、二酸化炭素のガス圧を直接動力として生かす。今後は、「水＋酸素」で植物など
の成長促進、
「水＋窒素」で魚介類などの保存水など、様々な業界からその技術を生かした
いという相談を受け、製品化に向け準備している。
今後も信頼される製品の製造・販売をめざし、二酸化炭素の再利用を通して社会貢献し
ていきたい。
【商品概要】
商品名：『除菌革命』
サイズ：H430×W300×D155（mm）
重

量：１０．２㎏

価格：860,000 円（税別）

【会社概要】
会社名：CO2 システムズ株式会社
代

表：山﨑 啓二

所在地：神奈川県横浜市中区尾上町５－８０
連絡先：045(264)9301
製品ホームページ：http://co2systems.co.jp/

リリースに関してのお問い合わせ先≫
神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80
TEL045-633-5071 FAX045-633-5194
担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
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≪NEWS RELEASE≫

2016 年 12 月 13 日

インターネット印刷に負けない！街の印刷店が初詣グッズ開発で勝負！

横浜の原地印刷が開運おみくじ入れ『吉むすび手作りキット』新発売
～受験のお守り、交通安全等々、“パワーアイテム”おみくじの活かし方提案～
この度、有限会社原地印刷（神奈川県横浜市／代表：原地修）は、初詣やお参りの時に神社仏閣などで引い
たおみくじを大切に持ち帰り、保存、読み返しのできるおみくじ専用のケース、開運おみくじ入れを製作キッ
トにリニューアルし「吉むすび手作りキット」を開発、１２月より販売します。小さなお子さんから大人まで
楽しみながら作る事ができます。受験のお守り、交通安全祈願等々、パワーアイテムおみくじの新たな活用方
法を提案します。

【開発の経緯】
インターネット印刷の普及により街の印刷店への仕事が激減する中、これまで通りの印刷依頼を待つのでは
なく、こちら側から持てる技術をフル稼働させて提案型の新商品を作ろうと思い立ったのがきっかけです。そ
んな時、おみくじは持ち帰り、読み返すのが良いと神社関係者の方から聞き、ただ吉凶を占うのではなく、持
ち帰りが習慣になれば多くの人に、書いてある内容を日々の行動指針にしてもらい、豊かな人生を歩む道標に
使ってもらえるのではと思いました。振り返ると自身の財布にも擦れて汚れたおみくじが。これではせっかく
の神様からのメッセージが活かさません。おみくじを入れるケースを作ればお守りにもなるし、大切にするこ
とでご利益もあがると考えました。
【開運おみくじ入れ『吉むすび手作りキット』とは】
今まで、完成品として販売していた開運おみくじ入れ「吉むすび（商標登録済み）」を、製作から体験でき
る手作りキットにしたものが今回の新商品です。この商品のターゲットは小さなお子様で、おみくじの御利益
を小さな子供にも、楽しみながら知ってもらおうと思っています。おみくじケースを自分で作ることにより、
おみくじへの関心が高まり、引いたおみくじに書かれているご託宣の意味を家族の人に教えてもらい、神仏か
らその子への特別メッセージを大切に過ごしてほしいと考えています。
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手作りキットには招き猫柄と来年の干支酉柄でそれぞれ赤と青があります。材質は通常の吉むすびと同様紙
製です。サイズは 2 つ折りの出来上がり時は 45×70ｍｍ、広げた時は 45×140 ㎜です。キットに入っている
内容は、本体部、ポケット部、磁石シート、厚紙は各２セット分、作り方説明書およびおみくじ豆知識となっ
ています。定価は 200 円（税込）です。
【印刷屋の挑戦！】
インターネット印刷がここまで普及すると、我々街の印刷屋に依頼される仕事は減る一方です。でも我々に
は技術がある。アイデアと企画力と印刷技術、この３つを掛け合わせれば、大手やインターネット印刷に負け
ない価値を社会に提供できるのではと考えます。今後も独自商品を考え、世の中に発信していきます。どうぞ
ご注目ください！

【会社概要】
会社名

有限会社原地印刷

代表者

代表取締役

担当

原地哲夫

所在地

〒231-0856 神奈川県横浜市中区簑沢 29

TEL

045-641-5709

原地

修

ホームページ http://omikujiire.shichihuku.com/

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80
TEL045-633-5071 FAX045-633-5194
担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
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≪NEWS RELEASE≫

2016 年 12 月 28 日

日本のお正月にニュージーランド出身のアリエスさんが届けます

新年に分かち合う！お祝い地中海スイーツ『セサローマ』発売中！
日本で“地中海新感覚ゴマスイーツ”を食べられるのは鎌倉だけ！
鎌倉市雪ノ下にそのお店はあります。ニュージーランド出身のアリエスさんが一人で
はじめました。毎日毎日手作りでつくるのが『セサローマ』
。地中海地方に伝わる、お祝
いなどの特別な時に大切な人と分かち合って食べる、その地方の人々にとっての特別な
スイーツです。日本のみなさんにも食べて欲しいと、試行錯誤を重ね、味も日本人好み
にアレンジしました。お正月にみんなが集まる場で是非食べて頂ければと思います。

【セサローマとは？】
地中海地方でお祝いの時など複数の人で分かち合い「特別」なときに「特別な人と」
食べるものです。現地では名前も地域ごとに異なることから、今回日本の人たち向けに
『セサローマ』という名前を付けました。ローマ帝国が支配した地中海沿岸地域で広が
りをみせたお菓子のため（胡麻 Sesame）と（ローマ Roman）を組み合わせたネーミン
グです。なお、約 4000 年前の世界最古の古代メソポタミア時代より小麦粉や胡麻油、蜂
蜜と水を混ぜて柔らかいまま、または固めて食していたという記録があるそうです。
【セサローマの主な原料は「胡麻」です】
セサローマの主原料である胡麻は、抗酸化力が他の食材に比べとても強くアンチエイ
ジングの味方です。栄養、美容両方に優れた上質のお菓子です。セサローマに使う胡麻
は良質なものだけを使用、理由はほとんどが胡麻でできているお菓子のため、万が一質
の悪いものを使うとはっきりと味が悪くなり美味しいセサローマにならないのです。そ
のほか大豆、てんさい、ナッツドライフルーツ、地中海スパイスなどでセサローマのお
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いしさをさらに味わい深く仕上げています。
【僕のルーツを日本の人々に】
僕の母方の源流は地中海地方にあります。子供のころから地中海地方の食べ物や風習が
身近にありました。ニュージーランドにいても地中海は僕にとってなじみ深いものでした。
仕事で日本に来て、日本が大好きになりました。でもなにかが足りないと思ったのです。
そのとき母との思い出が一番に浮かびました。この異国の日本で僕の心のよりどころは、
僕が幼いころ親しんだ地中海地方のお菓子でした。だったらいつも僕を幸せな気分にして
くれた母のお菓子を海のそばの鎌倉で僕が作って日本の皆さんに届けたい！そんな想いか
らこのお店を一人で始めました。
【おすすめの食べ方】
セサローマは珈琲、紅茶、ワイン、お茶とよくあいます。なかでも上質のブラックコー
ヒーはセサローマの味を更にひきたたせるためおすすめです！異国情緒を味わいたい方は
スパイスティーとともにどうぞ。
お好みで、刻んでプレーンヨーグルトやアイスクリームにまぜたり、パンにはさんだりし
てもさっぱりとした味わいが楽しめます。添加物を使っておりませんので３日以内にお召
し上がりください。
※アレルギー特定原材料等 27 品目： ごま、大豆、乳
（その他 チョコレート、カシューナッツなどナッツ類、ドライフルーツ）
【商品概要】
商品名：Sesaroma(セサローマ)
価

格：１個５２０円（税込）

種

類：プレーン２種とチョココーティング２種

【店舗概要】
店舗名 ：Sesaroma
代表

：アリエス

(セサローマ)
アッボード

所在地 ：神奈川県鎌倉市雪ノ下 4-6-1
電話

：090-1775-5666

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80
TEL045-633-5071 FAX045-633-5194
担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
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≪NEWS RELEASE≫

2017 年 1 月 4 日

横浜のひろか接骨院が、健康寿命延伸にチャレンジ！！

趣味やスポーツに特化したパーソナルケア「趣味人生」スタート
～スポーツや趣味を一生楽しむ、体のコンディション作りをお手伝い～
この度、横浜市港南区にある、ひろか接骨院（神奈川県横浜市／代表：小中澤洋一）は、
趣味やスポーツを楽しむアクティブなシニア世代に向けたパーソナルケアプログラム「趣
味人生」を２０１７年 2 月よりスタートさせた。スポーツクラブで長年トレーナーとして
の経験を持つ柔道整復師の夫と同じく柔道整復師の妻が、夫婦二人三脚で男女問わず幅広
くシニア層のケアに対応する。シニア世代が趣味やスポーツを続け、健康寿命を 1 日でも
長く元気で過ごして欲しい。そんな願いから今回の新サービスをスタートする。

【プログラムが生まれた背景】
「明日、ゴルフコンペだからもう少し肩が回るようにして欲しい」、「合唱サークルで２
時間立ちっぱなしで腰が痛いの」
、
「登山の前に膝のケアをしてくれないか」
。連日、ひろか
接骨院には趣味やスポーツを積極的に楽しむアクティブシニアが体のケアに訪れる。開業
して５年、以前には見られない傾向だ。趣味やスポーツを楽しむことは健康寿命に直結す
る。適切なケアをしないばっかりに、続けられなくなる人もいる。そこで、体力作りと施
術を組み合わせたパーソナルケアを開発すれば、超高齢化社会の健康寿命の延伸に貢献で
きる。そう思ったのがきっかけだ。
【プログラムの詳細】
まずは十分なヒアリングからプログラムはスタートする。現状の体力、病気やケガの履
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歴、今後の趣味やスポーツの活動予定、そういったものを踏まえたうえで半年間、または
１年間の継続したサポートを提案する。例えば、ゴルフの場合、肩の可動域を広げるには
自己流で肩を回したりしても効果は薄く、マンツーマンでのストレッチや施術が効果的だ。
それと付加的なサービスとして、スポーツトレーナー直伝の自宅で出来る体力作り、スト
レッチ方法などのメソッドも提供する。体のバランスを施術で整えながら、無理なく進め
ていく。
【今後の抱負】
ひろか接骨院は今年１０月で開業５週年を迎えた。地域住民の健康のお役にたちたいと
地道に活動を続けてきた。そんな中感じるのが、アクティブに人生を謳歌するシニアのみ
なさんの生き生きとしたライフスタイル。今回の「趣味人生」というパーソナルケアサポ
ートで、日本の健康寿命の延伸に向けて少しでも貢献できたらと思っている。

【会社概要】
会社名：ひろか接骨院
所在地：横浜市港南区日野南 5-9-12-102
代 表：小中澤 洋一
電 話：045-370-8396

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
公益財団法人神奈川産業振興センター
神奈川県よろず支援拠点
〒231-0015 神奈川県横浜市尾上町 5 丁目 80 番地
TEL: 045-633-5071/FAX: 045-633-5194
担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
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報道機関の皆様へ
神奈川産業振興センター
『神奈川県よろず支援拠点』発信

≪NEWS RELEASE≫

2017 年 2 月 22 日

あの！“黄金のモンブランロール”で人気のロリアン洋菓子店が新商品

『街のケーキ屋さんが作ったおいしい保存クッキー』新発売！
～大切な方に贈る、非常時にこそ心が満たされる保存食～
創業 52 年、海老名市にある街のケーキ屋さん『ロリアン洋菓子店』
（神奈川県海老名市東柏ヶ谷
2-2-40：代表 小島将勝）が、6 年の歳月をかけて試作開発した備蓄菓子、
「街のケーキ屋さんが作
ったおいしい保存クッキー」を 2017 年 3 月より店頭、又 EC サイトにて全国に向け販売を開始し
ます。ご自宅用はもちろん、大切な方への贈り物として是非ともご注目ください。

【始まりは 1 通のメールからでした】
2011 年 3 月 11 日に発災した東日本大震災で、避難生活を余儀なくされたお客様からの 1 通のメール
がすべての始まりでした。
「大きな揺れにとるものもとりあえず、御社から購入したクッキーを非常食にと避難所へ持っていき
ました。不安と恐ろしさが繰り返す中、手元のクッキーを子供たちと分け合って食べたとき、いつもと
同じ味わいに心がゆるみ、震災から一度も笑わなかった子供が始めて笑顔になりました」「お菓子の力
ってすごいですね」
このひとことに強い衝撃を受けました。自分たちが作る洋菓子にそんな底力があり、お子さんの笑顔
を取り戻すことができたなんて。この日から、自分たちが製造している手作りのクッキーを使って長期
保存ができる備蓄クッキーを作ることを決意しました。災害の多い日本において、「心のお守り」にな
るような、そして災害時には「子供たちの笑顔を取り戻す」そんなクッキー缶の試作開発を始めました。
【製造ラインの見直し、保存と美味しさの共存】
備蓄クッキーの開発には、まず製造ラインの見直しから始めました。価格を抑え、一定量を安定的に
生産していくために、当社に多く在籍する女性スタッフでも稼働できる作業工程の工夫、又、クッキー
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を保存するプルトップ缶の製造機械等の新たな設備を導入しました。中でも一番苦労したのが、保存と
美味しさの相反する問題です。通常クッキーは、バターなどの油脂を入れるとさっくりと美味しくなり
ます。ですが保存食（乾パンなど）に油脂を使うと酸化が進み、味覚が変化するためほとんど使用でき
ません。でもどうしてもあのサクサクした食感を再現すべく何度も何度も焼き方を工夫し、試行錯誤を
重ねました。ようやく満足のいく美味しいクッキーが完成したのは開発から 5 年後の 2016 年 5 月でし
た。
【ギフトにも使えるパッケージ】
今までギフト市場になかった防災品のギフト需要、大切な人に大切な時間を届けたい、そんな想いを
形にするために「世界の子供たちが手を取り合って支えあうデザイン」のパッケージを作成しました。
贈り物としての防災品の可能性を広げていきたいと考えます。
【今後の展開】
日本における防災意識の高まりとともに、保存食品においても賞味期限の長さに加えて美味しさも求
められるようになってきました。美味しい備蓄保存クッキーをご家庭の非常用持ち出し袋に入れて頂く
ことで、困難な非難生活の「心のお守り」になってくれたらと願っています、そして大人も子供もほん
の短い時間でも、心穏やかに笑顔が蘇る時間が増えることをゴールにしたいと思っています。
【商品概要】
商品名：街のケーキ屋さんが作ったおいしい保存クッキー
内容量：1 缶 120ｇ（バニラ味、ココア味、ミックス味）
価

格：1 缶＠650 円、2 個入 1500 円、3 個入 2200 円（税別）

※保存缶クッキーはパッケージ変更が可能です。
会社のロゴを入れたデザインや都道府県のゆるキャラなど、
オリジナルパッケージで様々なイベントや配布品、
ギフトシーンにも利用可能です
【会社概要】
社

名：有限会社ロリアン

所在地：神奈川県海老名市東柏ヶ谷 2-2-40
TEL/FAX：046-231-1610
代表取締役：小島 将勝
創業 昭和 40 年 洋菓子の製造販売
スタッフ 15 名
WEB サイト http://item.rakuten.co.jp/rorian/c/0000000307/

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80
TEL045-633-5071

FAX045-633-5194

担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
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報道機関の皆様へ
神奈川産業振興センター
『神奈川県よろず支援拠点』発信

≪NEWS RELEASE≫

2017 年 2 月 22 日

平塚発！ピラティスによる“旅行体力改善プログラム”発案

完全個人レッスン『旅するピラティス』新登場！
～いつまでも、元気に旅するあなたを応援します～
この度、
『旅するピラティス』（神奈川県平塚市：代表

先崎

春弥）は、旅行に行きた

いけど、体力に自信がない、長時間歩けない、尿漏れなどが気になる・・・。そんなシニ
ア女性を対象にした旅行体力改善に特化したスタジオ『旅するピラティス』を 2017 年 2 月
よりスタートします。コースも旅行の難易度に合わせて 5 コースを設定。日帰り観光コー
ス、登山コース、海外旅行コースなど出発日から逆算して始められるバラエティに富んだ
内容となっています。いつしかあきらめていた旅行企画実現を応援するプログラム、是非
ともご注目ください。

【プログラムが生まれた背景】
ピラティスは若い女性が美容のためにやるイメージがありますが、寝ながらでもでき、
激しい運動も必要ないので、長く入院した後の体力回復や老化による体力の衰え防止など、
実はシニアの方に向いています。そんな中、レッスンで劇的に改善したシニア女性の方か
が仰ったのが「あーこれで旅行に行けるかも」の一言でした。その方は、ピラティスで正
確な姿勢を保ち、インナーマッスルを鍛えると、これまであきらめていた尿漏れなどの改
善に驚くほど効果があったのです。他のシニアの方にも聞くと、
「旅行に行きたいけど、実
は体力や体調に自信がない。何とかしたいとここに来た」って言うのです。そこから「旅
行体力改善」に絞ったレッスンを考えたのがきっかけです。
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【プログラムの詳細】
※毎回カウンセリング付 (10～20 分前後)
①《日帰り観光 旅プラン》
はじめての方に簡単にできるピラティス・・・5 回券 35000 円
②《1 泊 2 日 旅プラン》(出発 1 ヶ月半前～)
10 回行うと体の違いを感じられます・・・10 回 70000 ⇨64000 円
③《2 泊 3 日 旅プラン》(出発 2 ヶ月前～)
20 回行うと違いが目に見えて実感できます。
・・・20 回 140,000 円⇨ 123,000 円
④《登山（5 時間以上の徒歩）旅プラン》(出発 3 ヶ月前～)
30 回行うと身体も精神も全てが生まれ変わります・・・30 回 210,000 → 179,000 円
⑤《1 週間 旅行プラン》(出発 4 ヶ月～1 年前)
40 回行うと国内外の旅行も安心・・・40 回 280,000 円 → 232,000 円
※たとえ、旅行に行かずとも、自信がつき新しい自分に出会える旅になりますよ！
【今後の抱負】
ピラティスは元々戦後の負傷兵のリハビリから生まれたもので、ベッドで寝た状態から
始められます。体力に自信のない人こそピラティスは効果的なのです。70 代、80 代になっ
ても旅をあきらめず、元気一杯でいろいろなことにチャレンジして欲しい。
「旅するピラテ
ィス」はそういうプログラムです。全力でサポートさせて頂きます。丁寧に真心をこめて、
楽しくレッスンを開いていきます。生徒さんに楽しい旅の思い出話を一杯聞かせてもらう
のが楽しみです。

【事業者概要】
事業所：SK ピラティス
代表 先崎 春弥
所在地：神奈川県平塚市桜ヶ丘 5－40
連絡先：050 6870 4596
H

P： https://genkinitabisuru.wixsite.com/skpilates

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫
公益財団法人神奈川産業振興センター
神奈川県よろず支援拠点
〒231-0015 神奈川県横浜市尾上町 5 丁目 80 番地
TEL: 045-633-5071/FAX: 045-633-5194
担当：浦川 拓也（090-4558-0723）
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解決が困難な経営相談に応じます
⇨「総合的・先進的アドバイス」
事業者の課題に応じて、複数の支援機関・専門家が
チームを組んで支援します
⇒「チームの編成を通じた支援」
地域の支援機関とのネットワークを活用して、経営課
題に応じて的確な支援機関等を紹介します
⇒「ワンストップサービス」

チーフコーディネーター
【中小企業診断士、地域応援ナビゲーター、
６次産業化プランナー】
◆事業計画策定、ワンストップ、６次産業、
農商工連携

山﨑 隆由

【中小企業診断士、
認定事業再生士】

【中小企業診断士、
ITコーディネータ】

◆事業再生、金融支
援、ワンストップ対応

◆IT活用による経営
・業務改善、補助金
申請、全業種対応

井上 真伯

森 智亮

いのうえ しんぱく

◆広報、メディア戦略

うらかわ たくや

【中小企業診断士、1級カ
ラーコーディネーター［商品
色彩］】
◆マーケティング戦略策定・
実践支援、色彩活用によ
る店舗開発、ブランディング

◆海外貿易関係

章 麗霞

横浜
浦川 拓也

もり としあき

やまざき たかよし

高橋 玲子

しょう れいか

◆コミュニケーション戦
略、ブランディング、マー
ケティング、コンセプト
開発、クリエイティブ
ワーク

元山 茂樹

たかはし れいこ

【中小企業診断士】

【中小企業診断士、
事業承継マネージャー】

もとやま しげき

【中小企業診断士、
弁理士】

◆法務関連
◆内部体制（人事制度）
等

◆知的財産
第2,第4月曜日

松本 典子

まつもと のりこ

矢板 ゆき江

【税理士・行政書士】

やいた ゆきえ

石塚 勝久

いしづか かつひさ

【特定社会保険労務士、
キャリアコンサルタント】

【技術士（機械部門、
総合監理部門）】

◆労務相談、保険手続、
就業規則作成等

◆品質工学、設計工
学、機械システム開
発

◆会計、財務、税務

桐澤 寛興

〒231-0015
横浜市中区尾上町5-80
神奈川中小企業センタービル4F

佐藤 かおり

きりさわ ひろおき

庄司 尚史

さとう かおり

【弁護士】

【弁護士】

◆法律

◆法律

池田 耕介

いけだ こうすけ

狩倉 博之

上段…【主な保有資格】
下段…◆得意分野

神奈川県よろず支援拠点『疑問・質問ホットライン』TEL

しょうじ ひさし

かりくら ひろゆき

コーディネーター

045-633-5071

神奈川県よろず支援拠点

コーディネーター
上段…【主な保有資格】
下段…◆得意分野

拠点配置図

県央

【中小企業診断士】
◆経営の革新、もの
づくり支援、販路開拓、
アライアンス構築

金﨑 努

◆人事労務、再生支援、
補助金申請フォロー

貝吹 岳郎

かねさき つとむ

【中小企業診断士】

◆ものづくり、商品開発

◆ブランディング、商品
開発、国際ビジネス

かとう しげる

【中小企業診断士】
◆知財関連、補助金
申請フォロー

しまや けんたろう

かいぶき たけお

【中小企業診断士】

加藤 茂

島谷 健太郎

横須賀

【中小企業診断士】

〒243-0435
海老名市下今泉705-1
神奈川県立
産業技術研究所内2F

高久 裕司

〒238-0013
横須賀市平成町2-14-4
横須賀商工会議所2F
TEL046-821-1130

藤沢

TEL046-292-4188
【中小企業診断士】

【中小企業診断士】

藤村 典子

相談日（月・水・金）

◆販売促進、創業支援

小田原

◆事業再生・ワンス
トップ対応

馬場 美州

ばんば よしくに

ふじむら のりこ

【中小企業診断士、
弁理士】
【中小企業診断士】

◆知的財産

◆経理・営業管理等、
マーケティング戦略

〒250-0014
小田原市城内1-21
小田原商工会館2F
TEL0465-23-0125

天満 正俊

【中小企業診断士、
iWAM認定マスター】
◆IT関連、売上向上、
営業力強化

坪田 誠治

つぼた せいじ

たかく ゆうじ

てんま まさとし

川崎
相談日（月・水・金）

〒212-0013
川崎市幸区堀川町66-20
川崎市産業振興会館6F
TEL044-533-0355

〒251-0052
藤沢市藤沢607-1
藤沢商工会館2F・5F

第1,第3月曜日

石塚 勝久

【中小企業診断士】
◆事業計画作成・実
行支援、製品開発、IT
活用による業務改革

清見 哲郎

きよみ てつろう

いしづか かつひさ

相模原
相談日（月・水・金）

〒252-0239
相模原市中央区
中央3-12-1
相模原市立産業会館3Ｆ

神奈川県よろず支援拠点

サテライト配置図

公益財団法人 神奈川産業振興センター
〒231-0015 横浜市中区尾上町５－８０
神奈川中小企業センタービル４階
ＴＥＬ：０４５－６３３－５０７１
ＦＡＸ：０４５－６３３－５１９４

