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海南商工会議所 

第１回 新商品・新サービス合同記者発表会 

日時：令和元年７月３１日（水）14：00～16：00 

場所：海南市 海南保健福祉センター ２階   

次   第 

 

１．開  会 14：00 

２．主催者挨拶 

３．趣旨説明 

４．第１部【記者発表会】 14：10～（各社６分） 

① 有限会社橋本漆芸 (海南市岡田) 

② 青木ファーム＆デリ(海南市鳥居) 

③ 株式会社ぼん家具(海南市鳥冷水) 

④ 社会福祉法人 一峰会 おかし工房桜和（さわ）（海南市

野上新） 

⑤ 中西富一工房（海南市孟子） 

⑥ ＰＬＡＢＯＴＥＣ（プラボテック）（海南市阪井） 

⑦ 心優香（みゆか）（海南市大野中） 

⑧ ＫＩＳＨＵ＋（きしゅうぷらす）（海南市岡田） 

５．第２部【展示会】 15：10～16：00 

  取材・インタビュー 

６．閉会 
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海南商工会議所 

令和元年度「第１回 新商品・新サービス合同記者発表会」 

参加企業一覧 

  

№ 事業所名・発表内容 

１ 

有限会社橋本漆芸 (海南市岡田) 

開始３０分で即完売！世界で唯一のコラボアイテム！（今年は令和カラー限定版） 

初音ミク×伝統工芸「蒔絵」新アイテム８月９日（金）発売 

①蒔絵爪切り（桐箱入り）、②蒔絵お椀セット等をマジカルミライ２０１９企画展で販売 

２ 

青木ファーム＆デリ(海南市鳥居) 

和歌山県初！まるで、果実を食べているような濃厚な新食感ジュース 

「完熟イチジクジュース」年内新発売 

～ギリギリまで樹上完熟させた果実を皮ごと縛ることで甘味と果汁を凝縮！～ 

３ 

株式会社ぼん家具(海南市鳥冷水) 

創業 36年の家具屋が作った室内用、ゲーム専用テント 

「ゲーミングテント ZESTRANSIR®（ゼストランサー）」９月中旬新発売 

高さ 150ｃｍ×奥行き１３０ｃｍ×幅１３０ｃｍ ポップアップ式 

４ 

社会福祉法人 一峰会 おかし工房桜和（さわ）（海南市野上新） 

福祉業界初！障がい者の方の工賃（お給料）アップを目指した新ビジネスモデル 

福祉×地域企業を繋ぐ「WMB」８月１日（木）スタート 

Welfare(福祉) Manegement（繋ぐ） Business（仕組み） 
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５ 

中西富一工房（海南市孟子） 

大正 11年創業、４代目束子職人が棕櫚（ヤシの木科）で仕上げた高級たわし 

「復刻 紀州の棕櫚たわし」４種類 ８月１日（木）新発売 

～キッチン用たわし（大・ミニ）、ボディ用健康たわし（大・足洗い）の４種類を復刻～ 

６ 

ＰＬＡＢＯＴＥＣ（プラボテック）（海南市阪井） 

日本一おしゃれなペットケージを目指して！新感覚のスタイリッシュペットケージ 

消臭ファン付きペットケージ「ＤＥＯＸ（デオック）」１０月発売 

～モモンガ、ハリネズミ、フェレット、爬虫類など臭いが強い生き物に対応！～ 

７ 

心優香（みゆか）（海南市大野中） 

中国予防医学「皇帝内径」の知識を活かした独自の足浴療法！ 

日本初上陸！「みゆか（心優香）式足浴療法」８月１日スタート 

５千年前、中国の王様が国内を歩いて民間の処方を取りまとめた書籍を初公開 

８ 

ＫＩＳＨＵ＋（きしゅうぷらす）（海南市岡田） 

COOL JAPAN AWARD２０１９受賞！漆器の技法を使った新しい照明器具！ 

紀州漆器職人が生み出した 『AKARI IN JAPAN』 

①SHIZUKU（吊り照明） ②KOMOREBE（置き照明） ③MICHIKAKE（壁掛け照明）  
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報道資料（プレスリリース） 会社名：(有)橋本漆芸 2019 年７月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

■商品名：蒔絵爪切り（桐箱入り）           

 

■画像の説明：蒔絵お椀セット 

 

和歌山県海南市で江戸末期創業、今年で約１５０年以上、漆器の製造および販

売を行っている有限会社橋本漆芸（広報担当：大橋 寛子 おおはし ひろこ）

と申します。当社は「いつも使える漆器」をコンセプトに、寺社仏閣やギフト

などを中心に販売しております。（蒔絵御朱印帳、蒔絵 USB 等） 

平成２８年から初音ミク（※１）と当社の伝統工芸「蒔絵」のコラボ商品を企

画し、初音ミクファンの方を対象にこれまで蒔絵のしおり、蛇腹ノート、カー

開始３０分で即完売！世界で唯一のコラボアイテム！（今年は令和カラー限定版） 

初音ミク×伝統工芸「蒔絵」新アイテム８月９日（金）発売 
① 蒔絵爪切り（桐箱入り）、②蒔絵お椀セット等をマジカルミライ２０１９企画展で販売 
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ドケース、タグプレートの４アイテムを発売いたしました。そのうち、昨年、

マジカルミライ２０１８で発売した蒔絵ゴールドカードケースおよび蒔絵タグ

プレートは発売から３０分で完売いたしました。（共に限定１００個）この度、

「蒔絵爪切り」「蒔絵お椀セット」をマジカルミライ 2019 にて大阪会場（イ

ンテックス大阪）８月９日～１１日まで、東京会場（幕張メッセ）８月３０日

～９月１日まで、新たに販売することになりました。 

 

つきましては、ぜひ、貴番組・貴紙にて取材の程、宜しくお願いします。 

 

※１：「初音ミク」とはクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発し

た、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウ

ェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネッ

ト上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」として

も注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行う

など多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。 

 

１.【顧客ターゲット】 「 ２０～３０代男性  」      

詳細⇒全国の初音ミクのファン 

2．【コンセプト】 「価値」×「商品」              

詳細⇒最先端技術を用いたボーカロイド（※２）の業界と昔ながらの伝統を守

る漆器業界、今までに全く相容れることが無い業界同士であったために、お客

様の興味をそそる新しい商品です。 
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※２：「ボーカロイド」とは、ヤマハが開発した音声合成技術で、サンプリン

グした人間の声を合成するソフトウエアのこと。 

3.【強み】（WONDER）「当社の伝統工芸×初音ミクのコラボ」    

詳細⇒初音ミクの運営会社（クリプトンフューチャーメディア ）と伝統工芸品

を製作している当社、橋本漆芸が コラボした希少な商品（蒔絵をキャラクター

にする技術力は当社のみです） 

 

4.【リリースのポイント３つ】 

①伝統工芸ならではの、「一点もの」 

全て職人が手作業で制作しておりますので、商品１つ１つとってみても 

色味や風合いが異なります。世界で２つと同じものがない商品です。 

 

②爪切りは、初音ミクグッズ市場初の商品 

貝印㈱社製の爪切りに蒔絵を施して仕上げた美しいグッズです。 

切れ味もよく、MADE IN JAPAN です。 

 

③過去に３０分で完売した商品（２０１８年バージョン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%8B%E7%99%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E5%90%88%E6%88%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%80%E8%A1%93
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■商品概要  

商品名  初音ミク×伝統工芸「蒔絵」新アイテム 

アイテム  ① 蒔絵爪切り（桐箱入り）、②蒔絵お椀セット 等 

発売場所  マジカルミライ２０１９企画展 

発売日  
大阪 ２０１９年８月９日・１０日・１１日 

東京 ２０１９年８月３０日・３１日 ９月１日 

販売価格  各￥3,900（税込）  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

有限会社 橋本漆芸 広報担当：橋本 寛子 

電話：０７３－４８２－７６３０ （携帯０８０－３４１１－３１０８） 

ＦＡＸ：０７３－４８２－５７２３ Ｅ―Ｍａｉｌ： makie@makie.co.jp                   

HP アドレス http://makie.co.jp              

住所 〒６４２－００１２ 和歌山県海南市岡田５６９－１     
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報道資料（プレスリリース） 会社名：青木ファーム＆デリ ２０１９年７月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

■青木農園で育ったイチジク             【新製品】完熟イチジクジュース 

 

和歌山県海南市で明治後期から農園を経営している青木農園（５代目 代表：

青木 秀文 あおき ひでふみ）と申します。当農園では夏はいちじく、秋は

みかんとキューイフルーツを生産・販売をしております。私たちがお届けする

イチジクの一番のこだわりは、ギリギリまで収穫せずに樹上で完熟させること。

完熟のイチジクは実がしっかり詰まっていて、一粒一粒の重さは見た目以上で

す。艶やかでぷっくりとした果実を一口かじると、濃密な果汁に包まれます。

収穫する直前まで甘みを蓄えるので、市販のイチジクとは比べようがないほど

濃厚な甘さたっぷりのイチジクができあがります。 

 

この度、このイチジクを使って、まるで果実を食べているような濃厚なジュー

ズを新たに商品化致しました。名前は「完熟イチジクジュース」で、果汁１０

０％、皮ごと縛ることで甘味と果汁を凝縮しました。発売は２０１９年内より、

当園の専用ウェブサイトにて、限定、約３００本（シリアルナンバー入り）の

み販売を開始予定です。 

 

つきましては、ぜひ、貴番組・貴紙にて取材の程、宜しくお願いします。 

 

和歌山県初！まるで、果実を食べているような濃厚な新食感ジュース 

「完熟イチジクジュース」 年内新発売 

～ギリギリまで樹上完熟させた果実を皮ごと縛ることで甘味と果汁を凝縮！～ 
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１.【顧客ターゲット】 「３０歳～５０歳までの主に女性」      

詳細⇒全国でいちじくが好きな方で、健康志向な方  

2．【コンセプト】 「価値」×「商品」              

詳細⇒減農薬で安心。皮ごと食べられる“本物”の希少性のある 

和歌山産イチジク  

3.【強み】（WONDER） 「樹上完熟」    

詳細⇒ ギリギリまで熟れさせる「樹上完熟」。イチジクが口の中でふわ・とろ・

じゅわ〜と、まるで果実を食べているような感覚。イチジクは皮が柔らかくデリ

ケートな果物です。流通の過程で打ち身ができたりつぶれてしまったりするリ

スクが大きいため、ジュースにしました。 

4.【リリースのポイント】 

イチジク農園の画像（和歌山県海南市鳥居３４２） 

 

■上記のビニールハウスは全ていちじく農園 ■完熟イチジク 

 

５.【この商品・サービスをはじめた理由】または【目標＆夢】 

いちじくの加工品、特に飲料は全国的全国的にも極めて少なく、大分、福岡、

岡山などありますが、ソースやミックスジューズ等も含まれています。また「和

歌山産いちじく」の飲料等は、他にはありません。今回の商品開発は、配合比

率、加工手法、劣化対策など研究開発すると共に、いちじくジュース（濃厚）

については専門家やバイヤーのアドバイスを得ながら創意工夫を行い、富裕層

に美容や健康に気を使う消費者に訴求する「惹き付けるプロモーション」を行

って、販路を確保して参ります。 
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＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者の経歴 

・昭和４３年１０月 明治時代から続く農家の長男（５代目）と 

して海南市に生まれる 

・昭和６２年 ３月 県立和歌山工業高校学校卒業 
・昭和６２年 ４月 ノーリツ鋼機(株)（東証一部上場）入社 
  食品部門を担当 海外営業部へ。海外駐在５か国（５か国語  

英語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語 堪能） 
・平成２９年 ３月 父の病気により日本に帰国。退社。 

母が営む「青木農園（農業）」を手伝いながら、地元和歌山・ 
海南の農産品 の活用を目指し起業準備。 
海南商工会議所で起業相談 

・平成２９年 ７月 平成２９年度創業補助金採択 
（公募年度で、和歌山県内で唯一の採択） 

・平成２９年１１月 「青木ファーム＆デリ」（農産品加工・卸・小売等）を起業。 

・令和元年  ４月  完熟イチヂクジュースの開発について  

「わかやま中小企業元気ファンド」に採択  

■その他 （特許・表彰など） 経済産業省ＥＣ連携コンテスト「平成２９年度潜在

的創業者掘り起し事業第 4 回全国創業スクール選手権」セミファイナル進出 

（全国から選出された応募者１５７名のうち２０名に選出） 

■商品概要  

商品名  「完熟イチヂクジュース」  

特徴  

和歌山県初！まるで、果実を食べているような濃厚な新食感ジュー

ス。ギリギリまで樹上完熟させた果実を皮ごと縛ることで甘味と果

汁を凝縮！ 

発売日  令和元年年内発売  

販売先  
青木農園（青木ファーム＆デリ）ウェブサイト  

https://aokifarm-wakayama.com/ 

販売価格  ￥１８００（税別）  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

青木ファーム＆デリ         広報担当：青木 秀文 
電 話：０７３－４８２－３９０２（携帯０７０－３１５２－６４０６） 
ＦＡＸ：０７３－４８２－３９０２ 
Ｅ―Ｍａｉｌ： hideaoki109@gmail.com 
HP アドレス：  https://aokifarm-wakayama.com/ 

住所 〒 642-0033  和歌山県海南市鳥居 342 

https://aokifarm-wakayama.com/
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報道資料（プレスリリース） 会社名：（株）ぼん家具 2019 年７月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ゲーミングテント・ZESTRANSIR®（ゼストラン

サー）外観※画像は開発中のものです。 

■ZESTRANSIR®（ゼストランサー）ロゴマーク 

 

和歌山県海南市で昭和 58 年から家具を製造販売している、株式会社ぼん家具

（広報担当：弓場 妃佐子 ゆば ひさこ）と申します。 

当社はインターネット（楽天・yahoo・amazon・自社サイト）にて家具 

（収納用品、デスク、チェア、ソファ、カーペット、テーブルなど）を販売し

ております。当社は平成２９年からゲーミングチェア・ZESTRANSIR®（ゼス

トランサー）を３種類販売しており、この度、ゲーミングテント ZESTRANSIR®

（ゼストランサー）を新たに販売致します。この商品は室内用で高さ 150ｃｍ

×奥行き１３０ｃｍ×幅１３０ｃｍのポップアップ式で、中にデスクなどを置

いて、集中できる環境を誰でも簡単に作ることができます。天井部分と側面部

分が開閉式で、自分の好みに応じて開けることができます。また、すぐに折り

畳むことができ、好きな場所に移動させることも可能です。当社が開発したゲ

ーミングチェアと合わせて使用して頂くと最高の臨場感を楽しむことができま

す。 

創業 36年の家具屋が作った室内用、ゲーム専用テント 

「ゲーミングテント ZESTRANSIR®（ゼストランサー）」９月中旬新発売 

高さ 150ｃｍ×奥行き１３０ｃｍ×幅１３０ｃｍ ポップアップ式 
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つきましては、ぜひ、貴番組・貴紙にて取材の程、宜しくお願いします。 

１.【顧客ターゲット】 「室内で集中したい方」      

詳細⇒室内でさらに集中したいと思っている方(ゲームや勉強、仕事等で) 

   （男性・女性で１０代～４０代くらいまでの方） 

2．【コンセプト】 「好奇心」×「商品」              

詳細⇒ ゲームを快適に行える環境を作るゲーム専用多機能テント 

3.【強み】（WONDER） 「低価格」    

詳細⇒海外生産および OEM 商品なので約１割程度価格が他社製品よりも安く提供が

できる。 

4.【リリースのポイント３つ】 

①簡単に設置可能 

ポップアップ式で底の部分がありません。既に設置済の家具の上からそのまま、

設置していただけます。 

②持ち運びが簡単 

コンパクトに折りたたむことができます。重量も約３キロ程度と軽量なので、

一人で持ち運びができます。 

③災害時の休憩場所（一時利用）として 

緊急時などの目隠しとして、すぐに閉鎖空間ができます。着替えや、簡易トイ

レとしてもご活用いただけます。 

＜その他、関連商品＞ 

  

■ゲーミングチェア・ZESTRANSIR®（ゼストランサー） 
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５.【この商品・サービスをはじめた理由】または【目標＆夢】 

 

最近のオフィスの傾向として、一人で集中する為、パーテ―ションを設置する

ところも増えており、空間の使い方が変化しております。「集中」×「解放感」

のバランスを上手く考えたのが、今回の商品であり、今後、ゲームだけでなく

オフィス需要として“生産性向上”の為に利用されることを一つの目的として

おります。また、一人一人の“働き方改革”にも繋がれば幸いです。 

 

 

 

＜以下、参考資料＞ 

 

■商品概要  

商品名  ゲーミングテント・ZESTRANSIR®（ゼストランサー） 

特徴  
室内用ゲーム専用テント 

高さ 150ｃｍ×奥行き１３０ｃｍ×幅１３０ｃｍポップアップ 

発売日       2019 年９月中旬（予定）  

販売先  自社インターネット・楽天・アマゾン・ヤフー  

販売価格  ￥６7００（税込/予定価格）  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

株式会社ぼん家具  広報担当：弓場 妃佐子 

電話：０７３－４８８－３３５０ ＦＡＸ：０７３－４８８－３３２７ 

Ｅ―Ｍａｉｌ：yuba@bonkagu.co.jp                     

HP アドレス:https://www.rakuten.ne.jp/gold/gekiyasukaguya/             

住所 〒６４０－８３４３      

   和歌山県和歌山市吉田３８６  和歌山プラザビル２F 
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報道資料（プレスリリース） 会社名：（福）一峰会   2019 年 7 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

  

■商品名：紀州五色バウム                ■画像の説明：sawaのメンバーさん 

 

和歌山県海南市で平成２４年からバウムクーヘン工房を運営している社会福祉

法人一峰会（広報担当：山添 利也 やまぞえ としや）と申します。当工房

は、地元和歌山の素材を活かしたバウムクーヘンを製造、和歌山県下のお土産

店などを中心に販売しております。私どもは、障がい者福祉事業所としては珍

しく、民間の専門家をチームメンバーに加えて運営をおこなっており、①商品

企画開発・②デザイン・③販路開拓等を各分野の専門家（３人）がチームメン

バーとして招き入れることにより、業績を伸ばしています。 

 

現在、和歌山県下の福祉事業所の利用者工賃（お給料）の月額平均は、16,000

円程度となっております。これだけの金額では、自立した生活は難しいです。 

私たちも、より多くのお給料を利用者さんにお支払いしたいと考えてきました

が、うまくいっていませんでした。当工房は 7 年ほど前からバウムクーヘンを

作っていますが、職員はパティシエでも営業マンでもありません。現場の仕事

に追われる上に、製菓の知識や技術を身につけ、営業にまで出向くには無理が

ありました。そこで、現場での仕事以外を、専門家に担当してもらえばうまく

いくのではと考え、積極的に専門家を招いてきました。私たちの取り組みをよ

り多くの方に知っていただきたい、また、同じような全国の福祉事業所に、私

福祉業界初！障がい者の方の工賃（お給料）アップを目指した！ 

福祉×地域企業を繋ぐ「WMB」ビジネスモデルを構築 

Welfare(福祉)× Manegement（繋ぐ） ×Business（仕組み） ８月１日スタート 

 

にて 
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たちのようなやり方があることを知っていただきたいと思っております。そこ

で、今回、この障がい者の方の工賃（お給料）アップを目指したビジネスモデ

ルを「WMB」＝Welfare(福祉) Manegement（繋ぐ） Business（仕組み）

と命名し、８月１日（木）に別会社として事業を展開してまいります。今回は

この WMB を活用して、売上 UP に成功したお菓子工房 SAWA の事例につい

てご紹介させて頂きます。 

 

つきましては、ぜひ、貴番組・貴紙にて取材の程、宜しくお願いします。 

 

１.【顧客ターゲット】 「全国の福祉業界」      

詳細⇒いい商品は作れるのに、販路開拓で悩んでいる福祉施設 

2．【コンセプト】 「新規性」×「人」 （取組み）             

詳細⇒ 障がい者製菓福祉事業所の新しいチームのカタチ 

3.【強み】（WONDER） 「WMB」    

詳細⇒①デザイナー、②パティシエ、③企画営業のプロフェッショナ

ル等が福祉事業者（お菓子工房 SAWA）にチームとして加わり、売上

UP を実現するビジネスモデル 

4.【リリースのポイント】「WMB のビジネスモデル」 
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※お菓子工房 SAWA の以前の体制と MWB 導入後の違い  

項目 以前 MWB導入後 

①商品企画 職員達 専門家と職員 

②商品開発 職員達 パティシエ 

③製造 職員と利用者 職員と利用者 

④技術指導 無 有 

⑤販路開拓 職員達 専門家 

⑥売り場作り × ◎ 

⑦配達 △ ◎（営業も同時に） 

 

 

＜お菓子工房 SAWA での実績＞ 

2018 年 6 月より、WMB 導入後、８カ月余りで取り引き先は 40 社に増え、

年間売り上げは 1.5 倍増の 2900 万円、工賃（時給）も 28 円増の 313 円と

なりました。 

 

＜取扱い店舗＞ 

海南駅・とれたて広場・和歌山イオン・和歌山近鉄百貨店・和歌山駅・和歌山

マリーナシティ・和歌山城 お天守茶屋・岸和田サービスエリア下り・御所南パ

ーキングエリア・蒼き島の宿 熊野別邸 中の島・一の橋観光センター・休暇村

紀州加太・紀ノ川サービスエリア 下り・紀ノ川サービスエリア 上り・吉備湯浅

パーキングエリア 上り・岸和田サービスエリア 上り・とれとれ市場南紀白浜・

道の駅ねごろ歴史の丘・道の駅くしがきの里・道の駅かつらぎ西・八風の湯・

よってって・関西空港・道の駅龍游・ホテルアバローム紀の国 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E9%A7%85?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIDUKxI3vWKAl4yxoZ2nhzge695BZwodRsXN7N9tA4BL35REL9Jyb3AEXGZ_mnS3CGrplCakytCVTpLniTUd6Xnw_tS0Gj1F5bRuQrMc2M7qPK3mda1ecDO7fGAif2L89pL1Qd5rx8KWKvFNSgye8YhiygP9IUwr7mb3MQztLP0f32QAnxXfhKqMN2KKV5tzOkZtBl5KUtJamiHsVj3bR6QVdWly-Tfq2w-5pRHys8zff-PJiGYI8hdc5_8RdMEM56pncNpGXLVlo_VCoqajqVQld-xTsbgUKUFTAK2-etjKiRQv0fdSSSNdjc-xrc5DvIiRTQJ2smnzR9tFFlWrg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%81%A8%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%81%A6%E5%BA%83%E5%A0%B4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIDUKxI3vWKAl4yxoZ2nhzge695BZwodRsXN7N9tA4BL35REL9Jyb3AEXGZ_mnS3CGrplCakytCVTpLniTUd6Xnw_tS0Gj1F5bRuQrMc2M7qPK3mda1ecDO7fGAif2L89pL1Qd5rx8KWKvFNSgye8YhiygP9IUwr7mb3MQztLP0f32QAnxXfhKqMN2KKV5tzOkZtBl5KUtJamiHsVj3bR6QVdWly-Tfq2w-5pRHys8zff-PJiGYI8hdc5_8RdMEM56pncNpGXLVlo_VCoqajqVQld-xTsbgUKUFTAK2-etjKiRQv0fdSSSNdjc-xrc5DvIiRTQJ2smnzR9tFFlWrg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E9%A7%85?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIDUKxI3vWKAl4yxoZ2nhzge695BZwodRsXN7N9tA4BL35REL9Jyb3AEXGZ_mnS3CGrplCakytCVTpLniTUd6Xnw_tS0Gj1F5bRuQrMc2M7qPK3mda1ecDO7fGAif2L89pL1Qd5rx8KWKvFNSgye8YhiygP9IUwr7mb3MQztLP0f32QAnxXfhKqMN2KKV5tzOkZtBl5KUtJamiHsVj3bR6QVdWly-Tfq2w-5pRHys8zff-PJiGYI8hdc5_8RdMEM56pncNpGXLVlo_VCoqajqVQld-xTsbgUKUFTAK2-etjKiRQv0fdSSSNdjc-xrc5DvIiRTQJ2smnzR9tFFlWrg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIDUKxI3vWKAl4yxoZ2nhzge695BZwodRsXN7N9tA4BL35REL9Jyb3AEXGZ_mnS3CGrplCakytCVTpLniTUd6Xnw_tS0Gj1F5bRuQrMc2M7qPK3mda1ecDO7fGAif2L89pL1Qd5rx8KWKvFNSgye8YhiygP9IUwr7mb3MQztLP0f32QAnxXfhKqMN2KKV5tzOkZtBl5KUtJamiHsVj3bR6QVdWly-Tfq2w-5pRHys8zff-PJiGYI8hdc5_8RdMEM56pncNpGXLVlo_VCoqajqVQld-xTsbgUKUFTAK2-etjKiRQv0fdSSSNdjc-xrc5DvIiRTQJ2smnzR9tFFlWrg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIDUKxI3vWKAl4yxoZ2nhzge695BZwodRsXN7N9tA4BL35REL9Jyb3AEXGZ_mnS3CGrplCakytCVTpLniTUd6Xnw_tS0Gj1F5bRuQrMc2M7qPK3mda1ecDO7fGAif2L89pL1Qd5rx8KWKvFNSgye8YhiygP9IUwr7mb3MQztLP0f32QAnxXfhKqMN2KKV5tzOkZtBl5KUtJamiHsVj3bR6QVdWly-Tfq2w-5pRHys8zff-PJiGYI8hdc5_8RdMEM56pncNpGXLVlo_VCoqajqVQld-xTsbgUKUFTAK2-etjKiRQv0fdSSSNdjc-xrc5DvIiRTQJ2smnzR9tFFlWrg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E5%9F%8E?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIDUKxI3vWKAl4yxoZ2nhzge695BZwodRsXN7N9tA4BL35REL9Jyb3AEXGZ_mnS3CGrplCakytCVTpLniTUd6Xnw_tS0Gj1F5bRuQrMc2M7qPK3mda1ecDO7fGAif2L89pL1Qd5rx8KWKvFNSgye8YhiygP9IUwr7mb3MQztLP0f32QAnxXfhKqMN2KKV5tzOkZtBl5KUtJamiHsVj3bR6QVdWly-Tfq2w-5pRHys8zff-PJiGYI8hdc5_8RdMEM56pncNpGXLVlo_VCoqajqVQld-xTsbgUKUFTAK2-etjKiRQv0fdSSSNdjc-xrc5DvIiRTQJ2smnzR9tFFlWrg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E5%BE%A1%E6%89%80%E5%8D%97%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIDUKxI3vWKAl4yxoZ2nhzge695BZwodRsXN7N9tA4BL35REL9Jyb3AEXGZ_mnS3CGrplCakytCVTpLniTUd6Xnw_tS0Gj1F5bRuQrMc2M7qPK3mda1ecDO7fGAif2L89pL1Qd5rx8KWKvFNSgye8YhiygP9IUwr7mb3MQztLP0f32QAnxXfhKqMN2KKV5tzOkZtBl5KUtJamiHsVj3bR6QVdWly-Tfq2w-5pRHys8zff-PJiGYI8hdc5_8RdMEM56pncNpGXLVlo_VCoqajqVQld-xTsbgUKUFTAK2-etjKiRQv0fdSSSNdjc-xrc5DvIiRTQJ2smnzR9tFFlWrg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E5%BE%A1%E6%89%80%E5%8D%97%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIDUKxI3vWKAl4yxoZ2nhzge695BZwodRsXN7N9tA4BL35REL9Jyb3AEXGZ_mnS3CGrplCakytCVTpLniTUd6Xnw_tS0Gj1F5bRuQrMc2M7qPK3mda1ecDO7fGAif2L89pL1Qd5rx8KWKvFNSgye8YhiygP9IUwr7mb3MQztLP0f32QAnxXfhKqMN2KKV5tzOkZtBl5KUtJamiHsVj3bR6QVdWly-Tfq2w-5pRHys8zff-PJiGYI8hdc5_8RdMEM56pncNpGXLVlo_VCoqajqVQld-xTsbgUKUFTAK2-etjKiRQv0fdSSSNdjc-xrc5DvIiRTQJ2smnzR9tFFlWrg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%80%E3%81%AE%E6%A9%8B%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIDUKxI3vWKAl4yxoZ2nhzge695BZwodRsXN7N9tA4BL35REL9Jyb3AEXGZ_mnS3CGrplCakytCVTpLniTUd6Xnw_tS0Gj1F5bRuQrMc2M7qPK3mda1ecDO7fGAif2L89pL1Qd5rx8KWKvFNSgye8YhiygP9IUwr7mb3MQztLP0f32QAnxXfhKqMN2KKV5tzOkZtBl5KUtJamiHsVj3bR6QVdWly-Tfq2w-5pRHys8zff-PJiGYI8hdc5_8RdMEM56pncNpGXLVlo_VCoqajqVQld-xTsbgUKUFTAK2-etjKiRQv0fdSSSNdjc-xrc5DvIiRTQJ2smnzR9tFFlWrg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E7%B4%80%E3%83%8E%E5%B7%9D%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIDUKxI3vWKAl4yxoZ2nhzge695BZwodRsXN7N9tA4BL35REL9Jyb3AEXGZ_mnS3CGrplCakytCVTpLniTUd6Xnw_tS0Gj1F5bRuQrMc2M7qPK3mda1ecDO7fGAif2L89pL1Qd5rx8KWKvFNSgye8YhiygP9IUwr7mb3MQztLP0f32QAnxXfhKqMN2KKV5tzOkZtBl5KUtJamiHsVj3bR6QVdWly-Tfq2w-5pRHys8zff-PJiGYI8hdc5_8RdMEM56pncNpGXLVlo_VCoqajqVQld-xTsbgUKUFTAK2-etjKiRQv0fdSSSNdjc-xrc5DvIiRTQJ2smnzR9tFFlWrg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%81%A8%E3%82%8C%E3%81%A8%E3%82%8C%E5%B8%82%E5%A0%B4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIDUKxI3vWKAl4yxoZ2nhzge695BZwodRsXN7N9tA4BL35REL9Jyb3AEXGZ_mnS3CGrplCakytCVTpLniTUd6Xnw_tS0Gj1F5bRuQrMc2M7qPK3mda1ecDO7fGAif2L89pL1Qd5rx8KWKvFNSgye8YhiygP9IUwr7mb3MQztLP0f32QAnxXfhKqMN2KKV5tzOkZtBl5KUtJamiHsVj3bR6QVdWly-Tfq2w-5pRHys8zff-PJiGYI8hdc5_8RdMEM56pncNpGXLVlo_VCoqajqVQld-xTsbgUKUFTAK2-etjKiRQv0fdSSSNdjc-xrc5DvIiRTQJ2smnzR9tFFlWrg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%A3%E3%81%A6?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIDUKxI3vWKAl4yxoZ2nhzge695BZwodRsXN7N9tA4BL35REL9Jyb3AEXGZ_mnS3CGrplCakytCVTpLniTUd6Xnw_tS0Gj1F5bRuQrMc2M7qPK3mda1ecDO7fGAif2L89pL1Qd5rx8KWKvFNSgye8YhiygP9IUwr7mb3MQztLP0f32QAnxXfhKqMN2KKV5tzOkZtBl5KUtJamiHsVj3bR6QVdWly-Tfq2w-5pRHys8zff-PJiGYI8hdc5_8RdMEM56pncNpGXLVlo_VCoqajqVQld-xTsbgUKUFTAK2-etjKiRQv0fdSSSNdjc-xrc5DvIiRTQJ2smnzR9tFFlWrg&__tn__=%2ANK-R
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５.【この取り組みをはじめた理由】または【目標＆夢】 

 

利用者さんにお給料をお渡しするための事業を考えていた時、とある展示会で

バウムクーヘンオーブンに出会い、一目惚れしたのがきっかけです。地元和歌

山の素材を活かしたバウムクーヘン「紀州五色バウム」は、現在、和歌山県下

のたくさんのお店でお取り扱いいただいております。夢は、「和歌山でお菓子と

いえば sawa のバウムクーヘン」と言われるようになること、利用者さんが安

心して暮らしていくためのお給料をお支払いできるようになること、こんな取

り組みが全国に広がることです。 

 

＜以下、参考資料＞ 

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

社会福祉法人一峰会 おかし工房 sawa     広報担当：山添利也 

電  話：073-485-2890（携帯 080-4119-8297） 

ＦＡＸ：073-494-3266 

Ｅ―Ｍａｉｌ：  toshiyayamazoe@gmail.com           

HP アドレス ： http://sawa-wakayama.com/ 

住所 〒640-1161   和歌山県海南市野上新 616-8 
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報道資料（プレスリリース） 会社名：中西富一工房２０１９年７月３１日 

 

 

 

 

 

  

 
■４代目束子職人「中西 裕大朗」          ■新製品「復刻 紀州の棕櫚たわし」（大） 

 

和歌山県海南市で大正１１年から棕櫚たわしの製造販売を行っている中西富一

工房（４代目束子職人：中西 裕大朗 なかにし ゆうたろう）と申します。

当店は棕櫚（ヤシの木科）という素材を使った、たわしを中心に製造販売して

おり、キッチン用、ボディ用、野菜洗い用などを製造・販売しております。 

棕櫚産業は明治時代から盛んで、一大産業となっていましたが、近年のプラス

ティック商品の普及にともない、衰退してゆきました。また、同時に国産棕櫚

の入荷が困難になり、中国産の原料を輸入し製造販売をせざる負えなくなりま

した。そこで、３年前４代目に事業継承したタイミングで「もう一度、純国産

のたわしを復活させたい！」という想いから、県内で素材（棕櫚）探しをはじ

め、昨年４月に有田川町の山師さんと出会い、棕櫚皮を入荷することができる

ようになり、１年半の歳月をかけ、「復刻 紀州の棕櫚たわし」を完成させるこ

とができました。その柔らかさは体にも使えて、角質を落とし、癒し効果や使

い続けるとお肌も綺麗になってゆきます。心も体も満たされる「感動するたわ

し」です。 

つきましては、ぜひ、貴番組・貴紙にて取材の程、宜しくお願いします。 

大正 11年創業、４代目束子職人が棕櫚（ヤシの木科）で仕上げた高級たわし 

「復刻 紀州の棕櫚たわし」４種類 ８月１日（木）新発売 

～キッチン用たわし（大・ミニ）、ボディ用健康たわし（大・足洗い）の４種類を復刻～ 
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１.【顧客ターゲット】 「全国の女性・男性」      

詳細⇒純国産で天然素材にこだわる３０代以上の方 

2．【コンセプト】 「 価値 」×「  商品 」              

詳細⇒ 山師さんとの出会いに始まり、衰退した純国産のたわし作りに挑戦し、

伝統を受け継いで作ったたわし 

3.【強み】（WONDER） 「素材の良さ」    

詳細⇒手に取った瞬間に自然と「すごい」「柔らかい」と感じて頂けること 

4.【リリースのポイント３つ】 

①衰退していく棕櫚産業で、希少価値となってしまった国産棕櫚皮を、山師さ

んと出会い取るところから始めた。 

②商品化をするにあたり、使える毛さばき機も現存しなかったので復活させ 

本当にたくさんの方々のお力をかりて復刻させました。 

③平成生まれの日本一若い束子職人が、大正、昭和の伝統を守り続けています。 

※一般的なたわしとの違い 

比較基準 一般的なたわし 当社の新製品 

① ベーシック(輸入原料) 中国産 紀州産 

② 製造工程 繊維にしたものを輸入 皮から繊維に 

③ 繊維の大きさ 太い 細い 

④  柔らかさ ★★★ ★★★★★ 

⑤  色 濃い茶色 明るい茶色 

⑥  価格 約６００円 価格 2300 円 

 

５.【この商品・サービスをはじめた理由】または【目標＆夢】 

大正 11 年創業の私どもが、なぜ、創業時から使用していた純国産もたわしを

復活させたのか？それは、ひとえに、束子職人の絶対に作りたいという心です。

97 年続く伝統があり、代々受け継がれてきた、束子職人の最高の技をもって究

極のたわしを作るという職人の志しからです。究極のたわしとは、最高の技術

と純国産の棕櫚の毛の柔らかさ・細さ・手触り感が昇華したものです。日本人
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が昔から大切にしている「もの」・「道具」との関係は密接で例えば、私どもの

たわしを使って、野菜を洗って頂いたら、その野菜がいつもより美味しくなる

ような、そんな職人のこころをお伝えしたいのです。「中西のたわし」が大切に

している、たわし作りのこだわりの原点です。 

 

＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者の経歴 

 

・1959 年 2 月 5 日生まれ  

・大正 11 年創業。今年で創業 97 年 

・手作りたわし製造業者です。2 代目である父

が平成 28 年 9 月に亡くなり、事業を継承。 

・4 代目になる息子「裕大朗」が職人となり後

継者となっております。 

 

■商品概要  

商品名  「復刻  紀州の棕櫚たわし」  

特徴  希少価値の高い純国産・毛が柔らかい。  

発売日         ２０１９年８月１日（木）   

販売先  HP、展示会、催事への出店による販路  

販売価格  ￥2300～3800（税別）  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

株式会社 中西富一工房      広報担当：中西みちる 

電話：073-486-0860（携帯 090-3494-4592）ＦＡＸ：073-486-0860 

Ｅ―Ｍａｉｌ：nakanishikoubou1205@zeus.eonet.ne.jp              

HP アドレス http://shuro-tawashi.jp 

住所 〒  640-0452 和歌山県海南市孟子 307   
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報道資料（プレスリリース）会社名：ＰＬＡＢＯＴＥＣ ２０１９年７月３

１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新製品：DEOX（デオックス）                 ■「モモンガ」の画像 

和歌山県海南市で平成２５年からプラスチック加工業を経営しているＰＬＡ

ＢＯＴＥＣ（代表：山本 芳生 やまもと よしお）と申します。当社はアク

リル水槽から半導体洗浄装置やメッキ装置などの処理層など工業製品を中心に

製造しております。最近モモンガ、ハリネズミ、フェレットなどのエキゾチッ

クアニマルが人気を博しています。しかし、これらのほとんどは臭いが強く、「か

わいいし飼いたいけれど、家に帰ってきた時の臭いが気になる」ということで

敬遠される方も多いです。そこで考えたのが、臭いが気にならないペットケー

ジ、消臭ファン付きペットケージ「DEOX（デオックス）です。試行錯誤の後、

脱臭フィルタを独自開発し、脱臭ファン付きアクリル製ペットケージを完成さ

せました。ＤＥＯＸは基本となる型はありますが、オーダーメイド受注となっ

ています。お部屋のインテリアを考慮し、プラスチック加工のプロがお客様の

好みの色・サイズに合わせることが可能です。あなたのための、あなたのペッ

トのための“世界にひとつだけ”をお届けします。10 月 1 日より新たに販売

することになりました。 

つきましては、ぜひ、貴番組・貴紙にて取材の程、宜しくお願いします。 

日本一おしゃれなペットケージを目指して！新感覚のスタイリッシュペットケージ 

消臭ファン付きペットケージ「ＤＥＯＸ（デオック）」１０月発売 

～モモンガ、ハリネズミ、フェレット、爬虫類など臭いが強い生き物に対応！～ 
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１.【顧客ターゲット】「ペットカフェ、ショップ、モモンガ飼育者」      

詳細⇒ モモンガなど臭いが気になる生体を取り扱う事業者および個人 

2．【コンセプト】 「新規性」×「商品」              

詳細⇒日本一お洒落で臭いが気にならない日本初の脱臭装置付きペットケージ  

3.【強み】（WONDER） 「手加工の技術」    

詳細⇒当社がコンピューターや機械加工ではできない“手加工の技術”を活か

したプラスチック加工を行っている為        

4.【リリースのポイント３つ】 

①他にはない、オシャレなデザインで店舗やリビングでもかっこいい。 

 

②日本初の脱臭装置（DEODOFAN）内蔵のアクリル 

ぺットケージ 

 

③臭いが気にならない 

※一般的なペット用ケージとの違い 

比較基準 一般的なペット用ケージ DEOX 

外観の素材 アクリル アクリル（キャストプレート） 

脱臭機能 無し 有り（約１年有効） 

デザイン（スタイリッシュさ） ★★★ ★★★★★ 

換気性 〇 ◎ 

オーダーメイド △ 可能（部屋のサイズに応じて） 

価格(税別)モモンガ用 ５万～７万円程度 １５万円～ 

 

５.【この商品・サービスをはじめた理由】または【目標＆夢】 

アクリル製のペットケージで、「自社の技術を活かし、世の中に無い物を作りた

い」と考えていたところ、「本格的な臭い対策のできるものがない」とペットシ

ョップの経営者に聞きました。私自身も臭いに敏感で、家族が飼いたいと言っ

ても臭の問題で躊躇した事があり、「臭いがしなくなれば、ペットを飼う人も増

える」「室内で一緒に過ごすことができる」と思い脱臭装置付きアクリルケージ
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の開発に取り組みました。試行錯誤を繰り返し、色々な問題を解決しながら、

脱臭フィルタを独自開発し、脱臭ファン付きペットケージを完成させました。

このケージで人と動物達の距離を縮め、小さなもうひとりの家族として迎え入

れたい。 

 

＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者の経歴 

 

・昭和６０年 和歌山県立大成高等学校 卒業 

・昭和６０年 市川プラスチック工業入社 平成３年 退社 

・平成３年  ジョイパック(株)入社 平成４年 退社 

・平成４年  (株)丸晶入社     平成１１年 退社 

・平成１２年 川本化成(株)入社 (CAD 製図・製造現場等担

当) 

・平成２５年６月６日 開業 

  

■その他 （特許・表彰など） 

・平成３０年 ２月「経営革新計画」 承認 

■商品概要  

商品名  消臭ファン付きペットケージ「ＤＥＯＸ（デオック）」 

特徴  
新感覚のスタイリッシュペットケージ。モモンガ、ハリネズミ、フェ

レット、爬虫類など臭いが強い生き物に対応 

発売日  2019 年１０月発売  

販売先  自社・ホームページ  

販売価格  モモンガ用  ハリネズミ用  共に１５万円  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

ＰＬＡＢＯＴＥＣ（プラボテック） 広報担当：山本（やまもと）芳生（よしお） 

電話・ＦＡＸ 050-3695-3508 / 073-403-2231 

（携帯 090-2599-3056） 

Ｅ―Ｍａｉｌ：plabotec.yamamoto@gmail.com 

HP アドレス：https://plabotec.com/              

住所 〒642-0024  和歌山県海南市阪井１５３８     

https://plabotec.com/
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報道資料（プレスリリース）  会社名 心優香  ２０１９年 7 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

  

■書籍「皇帝内径」中国版     ■独自の足浴療法：中国（蘇州市）の竹筒で湿気とり 

 

和歌山県海南市で平成３０年６月から中国の民間療法を取り入れた足浴専門店

「心優香（みゆか）」を経営している代表の傳 和英（ふ かずえ）と申します。 

当店は中国予防医学、書籍「皇帝内径（こうていないけい）」の知識を活かした

独自の足浴療法を行っております。私自身は２０代前半から中国でマッサージ

のお店を経営していました。ところが身体を壊し、それがきっかけで上海中国

医学大学に通い、２年間、東洋医学を勉強しました。鍼灸マッサージの免許を

取得し、漢方薬草の研究を自分自身の症状に応じた薬草を処方して自分で自分

の身体を治すことができました。その経験および知識と中国予防医学５千年の

歴史がある書籍「皇帝内径」の知識を組み合わせて誕生したのが独自の足浴療

法「みゆか式足浴療法」で①薬草を使った足浴、②塩もみ、③中国蘇州の竹筒

を使った湿気とり、④オイルでの手もみで施術を行います。この施術は日本で

は初上陸であり、今回、８月１日（木）から、この名称で行って参ります。足

裏は内臓を映すレントゲンです。身体に不調を感じておられる方に一人でも多

く、この施術を通じて、良くなって頂き、いつまでも元気で過ごして頂きたい

と思っております。つきましては、貴番組・貴紙にて取材の程、宜しくお願い

致します。 

中国予防医学「皇帝内径」の知識を活かした独自の足浴療法！ 

日本初上陸！「みゆか（心優香）式足浴療法」８月１日スタート 

５千年前、中国の王様が国内を歩いて民間の処方を取りまとめた書籍を初公開 
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１.【顧客ターゲット】「関西圏 30 代～７０代の男女」      

詳細⇒冷え性、不眠症、疲れやすい、頭痛、めまいなど日常生活で身体の不調

を感じておられる方。  

2．【コンセプト】 「 好奇心 」×「施 術」              

詳細⇒中国予防医学「皇帝内径」の知識を活かした独自の足浴療法！ 

3.【強み】（WONDER） 「独自性」    

詳細⇒  中国予防医学５０００年の知識の魂を生かす、2 年間中国医学専門的

な勉強、マッサージ歴２０年以上、心優香でオリジナル施術 

4.【リリースのポイント】※施術の流れ７５分 

１．カウンセリング（５分） 

２．足湯 漢方薬草エキス（約１０種類の中から）（１５分） 

３．スキンケア 角質とり殺菌（１０分） 

４．トリートメント 中国漢方薬の最も有名な蛇の油（１０分） 

５．バーグァン療法 湿気とり（１０分） 

６．オイル手もみ 中国医学に基づいたツボを刺激（２５分） 

 

※一般的なフットマッサージとの違い 

比較基準 一般的なフットマッサージ みゆか式足浴療法 

① 薬草エキス入り足浴      × 〇 

② 塩もみ 無し １０分間 

③ バーグァン療法    

（吸竹療法） 
無し 竹筒を使用（湿気とり） 

④ スッキリ感 ★★★ ★★★★★ 

⑤ オイルの手もみ 有り 有り 

⑥ 料金（７５分）税別 ７５００円前後 ４９８０円 
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＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者の経歴 

・1972 年 7 月 中国 浙江省で出生 

・17 歳～23 歳 中国 江蘇省でマッサージ業 勤務 

・23 歳～27 歳 中国 江蘇省でマッサージ店 経営 

・27 歳～29 歳 上海外国語大学にて日本語を専攻 

・29 歳～31 歳 上海中国医学大学漢方医学部専攻 

鍼灸・マッサージ・漢方薬・中国医学を学び、鍼灸マサージの 

免許取得を学ぶ 

・３０歳 結婚 来日 

・31 歳～33 歳 2 年間鍼灸院に勤務 

・33 歳～46 歳 子育てをしながら 13 年間、痛風、肩こり、脳梗塞後後遺症、片頭

痛、膝の関節痛、顔面神経痛、手足の腫れ等のサポートを実施。 

・2018 年 6 月  46 歳 海南市内で「心優香 足浴」開店。現在に至る。 

 

■その他 （特許・表彰など） 

・鍼灸マサージの免許取得（中国） 

・商標登録 『健康養生心優香足浴療法』 

 

■商品概要  

商品名  健康養生心優香足浴療法  

特徴  中国予防医学「皇帝内径」の知識を活かした独自の足浴療法！ 

発売日  ２０１８年８月１日               

販売先  海南市及び近隣市町村を中心に、県外  

販売価格  ￥５ ,３８０円  （税込）  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

心優香 足浴（みゆか そくよく）  広報担当：傅（ふ）和英（かずえ） 

電話：.０73-482-6178（携帯 090-8214-6962： 

Ｅ―Ｍａｉ：miyukasokuyoku0601@icloud.com 

HP アドレス ：http://www.miyukaashiyu.jimdofree.com/ 

住所：〒642-002 和歌山県海南市大野中 623-2 
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報道資料（プレスリリース） 会社名：KISHU+有限責任事業組合 2019 年７月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

        

■KOMOREBI（置き照明）                    ■COOL JAPAN AWARD 2019 受賞式 

   

■SHIZUKU（吊り照明）             ■MICHIKAKE(壁掛け照明) 

 

KISHU+（広報担当：山家 優一 やまが ゆういち）と申します。我々KISHU+

は紀州漆器事業者 4 社の若手後継者から成るグループです。ライフスタイルの

COOL JAPAN AWARD２０１９受賞！漆器の技法を使った新しい照明器具！ 

紀州漆器職人が生み出した 『AKARI IN JAPAN』 
① SHIZUKU（吊り照明） ②KOMOREBE（置き照明） ③MICHIKAKE（壁掛け照明）   
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変化などから、従来のお盆やお椀といった商品の売上が下がる中、新しい漆器

商品の開発を２０１６年から考え始めました。また国内だけではなく、海外、

主にフランスを始めとするヨーロッパ市場で受け入れられるものは何かと考え、

市場調査を行いました。そこでフォーク・ナイフ文化のヨーロッパ市場に食器

を持って行っても文化の違いで受け入れられないだろうという結論に至り、食

器とは異なる、かつデザイン性の優れた塗りでしか表現できない商品を模索し

ていきました。2018 年 1 月、パリで開催されたメゾン・エ・オブジェにおい

てインテリア雑貨から照明など様々な 10 のプロダクトを発表し、照明の評価

がとても高くいただけ、翌 2019 年 1 月の同展示会において今回の「AKARI IN 

JAPAN」の3プロダクトを発表し、大成功を収めました。国内においても2019

年 3 月のライティングフェア東京で発表し、大手住宅展示場様などからご注文

を頂け、今回正式に今年の６月からオンラインショップにて販売開始となりま

した。 

 

つきましては、ぜひ、貴番組・貴紙にて取材の程、宜しくお願いします。 

 

１.【顧客ターゲット】 

「全国の30～50代の男性で、ハイエンドな商品に価値を感じる方」      

詳細⇒一点ものやおしゃれなオブジェや癒しアイテムを部屋に置きたいとい

う方。また、日本在住の外国人の方など 

 

2．【コンセプト】 「価値」×「商品」 （日本のあかり） 

２０１９年５月に「COOL JAPAN AWARD２０１９」を受賞しました。漆器の技法

を使った新しい照明器具として国内だけでなく海外へ販売し、日本の伝統美を

世界の方々へ届けていきたい       

     

3【強み】「４社の協業プロダクト」 KISHU+有限責任事業組合 

４社で塗り、根来技法（研ぎ出し）、轆轤、蒔絵（絵付け）など、漆器を製造す

る上で使う技術を協業して造られた全く新しい照明プロダクトです。 
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4.【リリースのポイント】＜協業による役割分担＞  

事業者名 SHIZUKU KOMOREBI MICHIKAKE 

（１）株式会社島安汎工芸製作所 轆轤（くり抜き）     

（２）中西工芸株式会社 上塗り 塗り・研ぎ出し 上塗り 

（３）山家漆器店 下塗り   下塗り 

（４）有限会社橋本漆芸 蒔絵   蒔絵 

 

＜商品の特徴＞ 

「SHIZUKU」は、轆轤引きによる本来お椀の材料となる木をくり抜き、塗りと

蒔絵技法で温かい明かりを生み出す 

 

「KOMOREBI」は、ガラスの可愛らしいフォルムに内側に金色、外側に黒色を

塗り、根来技法による研ぎ出しで木漏れ日のような光を再現 

 

「MICHIKAKE」は、中の金蒔絵が漆黒の壁を回転されることで月の満ち欠け

が表現されるウォールランプ 

 

＜以下、参考資料＞ 

 

■商品概要  

商品名  漆器照明「AKARI IN JAPAN」  

特徴  紀州漆器技法を使った照明器具  

発売日       2019 年 6 月 1 日  

販売先  KISHU+ 有限責任事業組合  

販売価格  ￥64,500 〜  １８0,000 円（税別）  
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＜資料に関してのお問合せ先＞ 

KISHU+ 有限責任事業組合    広報担当： 山家優一 

電話：0734822177（携帯 09062376208）ＦＡＸ：0734822197 

Ｅ―Ｍａｉｌ：info@kishu-plus.jp                    

HP アドレス：https://kishu-plus.jp 

住所：〒642-0012 和歌山県海南市岡田５６９−１ 
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ご清聴ありがとうございました 
 

 

 

  事業に関しまして、お気軽に下記までお問い合わせください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業に関してのお問合せ先＞ 

 

海南商工会議所 担当：高野拓哉・岩田歩美 

電 話：073－４８２－４３６３ 

ＦＡＸ：073－４８２－７３７０ 

Ｅ―Ｍａｉｌ：info@kainan-cci.or.jp               

HP アドレス：http://www.kainan-cci.or.jp  

住所：〒642-0002 和歌山県海南市日方１２９４－１８ 

 

 


