
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

            
             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

日時：令和３年９月１日（水）１４：００～ 
 
場所：羽島商工会議所 ３F 大会議室  

 

 
 

 

令和 3 年度 羽島商工会議所 

 

第３回 

新商品＆新サービス等 

合同記者発表会 
 

オンライン（ライブ配信）併用型・合同記者発表会 



羽島商工会議所 

第３回 新商品・新サービス等合同記者発表会 

日時：令和３年９月１日（水）14：00～16：00 

        場所：羽島商工会議所 ３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 ollivier 株式会社(羽島市正木町) 

② セカンドハウス（羽島市竹鼻町） 

③ 株式会社トップマン (羽島市福寿町) 

④ 青木鉄工所（羽島市上中町） 

⑤ 株式会社 OLTAS (羽島市上中町) 

⑥ 株式会社ノアの杜 (羽島市竹鼻町) 

⑦ テクナード株式会社（羽島市江吉良町） 

⑧ 淺野鍛冶屋（羽島市江吉良町） 

フォトセッション（集合写真撮影） 

５．第２部【展示会】 15：10～16：00 

   取材・インタビュー 

６．閉会 

 

 

 



 

「第３回 新商品・新サービス等合同記者発表会」参加企業一覧 

№ 事業所名・発表内容 

１ 

ollivier 株式会社(羽島市正木町) 
本物の木を独自の技術を使って制作した世界初のプリザーブドツリー 

特許出願中！プリザーブドツリー「Tokocie」シリーズ・９月１日新発売  
①コニファー（針葉樹）緑・赤・黄・青の４色×３サイズ/②盆栽(松)など 

２ 

セカンドハウス（羽島市竹鼻町） 
ペット高齢化の中、終生育成も含め愛犬の介護を行います！ 

「老犬ホーム」９月１５日（水）リニューアル 
①犬の部屋（ケージ）の広さを拡張、②ペット後見互助会との連携 

３ 

株式会社トップマン (羽島市福寿町) 
綿のような質感でありながら洗濯後、手アイロンでシワが伸ばせる 

「ZEROシリーズ」 9月 15日（水）先行受付開始 
①シャツ②ハンカチ③スラックスを新たに自社ブランドとして発売 

４ 

青木鉄工所（羽島市上中町） 
鉄工所が考案！ソロキャンパー向け！軽量・高剛性・コンパクトで持ち運び可能 

多機能ステンレスハンガー「JIZAI」９月１日（水）新発売 
焚き火ハンガー、ランプハンガー、ロストル、トライポッドなど使い方は自由自在！ 

５ 

株式会社 OLTAS (羽島市上中町) 
日本発の高品質・高断熱アウトドアサウナテントを企画・開発 

アウトドアサウナ 「ＮＯＰＰＡsauna」9月 10日（金）新発売 
サウナテント単体での販売、お手持ちの薪ストーブと自由にセットが可能！ 

６ 

株式会社ノアの杜 (羽島市竹鼻町) 
土に還る骨袋、当社独自の既存商品を改良。より早く土に還ります。 

ペット用「生分解性骨袋」１０月リニューアル（予定） 
ご遺骨をご粉骨（粉末化）し、袋に収めたまま土中に埋葬できます。 

７ 

テクナード株式会社（羽島市江吉良町） 
シリカクリンの機能性と快適性を持たせたリュックパッドシリーズ第２弾！ 

リュック用「ラクダパッド」１０月１日（金）新発売 
新たに保冷剤やカイロを入れる専用ポケットと専用ショルダーが追加 

８ 

淺野鍛冶屋（羽島市江吉良町） 
日本初！空気をキレイにする新感覚包丁 

葉っぱ包丁 「Happa」 １０月１０日（日）新発売 
光触媒の力で空気もウイルスも臭いもきれいにする植物のような包丁 
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報道資料（プレスリリース）Ollivier(オリヴィエ)株式会社 2021年 9月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

■プリザーブドツリー「Tokocie」                ■制作行程の画像（左⇒右）                 

 

岐阜県羽島市で2021年から観葉植物を販売しているOllivier(オリヴィエ)株式

会社（代表：水口 祐介 みずぐち ゆうすけ）と申します。当店は名神羽島

IC より車で約 15 分、名鉄須賀駅の目の前の場所にあり、2020 年に創業し今

年 3 月より当場所において植物の加工、販売をスタート致しました。 

 

この度は、20 代から 70 代以上の男性・女性の方や企業の方を対象に『プリザ

ーブドツリ-Tokocie（トコシエ）』を 9 月 1 日（水）より本格的に販売するこ

とになりました。この商品は本物の木を加工するので、生木同様の①手触り・

②風合い・③香りを保ち、お手入れ不要で長期(約 5 年～10 年程)にお楽しみ頂

ける観賞用植物です。木、本来の緑色はもちろんですが、「赤」「黄」「青」と染

色可能。本物の木からの製作なので、全く同じ商品は作れず、それぞれ色々な

形、色付きを楽しめます。ご自宅のお部屋で、自由に飾り付けをして頂いたり、

また、ホテルのお部屋でインテリアとして飾って頂いたり、大きなモノはオフ

ィスのエントランス部分に飾って頂くなど、利用できる場所は無限大です。 

この商品を通じてコロナ禍で増えた“おうち時間”に植物の癒しを手軽に楽し

んで頂ければと考えております。 

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。 

本物の木を独自の技術を使って制作した世界初のプリザーブドツリー 

特許出願中！プリザーブドツリー「Tokocie」シリーズ・９月１日新発売 

① コニファー（針葉樹）緑・赤・黄・青の４色×３サイズ/②盆栽(松)など 
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１.【顧客ターゲット】「全国の 20 代～70 代以上の男性・女性」      

詳細⇒自宅などに観葉植物を置いている方や企業でインテリアとしてこれか

ら何か置こうと考えている方、観葉植物に興味ある方。 

2．【コンセプト】 「新規性」×「商 品」              

詳細⇒世界初、1 本の樹木から製作するプリザーブドツリー。お手入れ不要で

生木同様の風合い、香り、手触りを長期間、お楽しみいただけます。Tokocie

（トコシエ）は「永久」という意味です。 

3.【強み】（WONDER）「独自の製作技術（PTT）」   

詳細⇒当社が独自で開発した装置（通称：PTT）により、小さな木から大きい

樹木まで加工可能です。特許出願中。 

4.【リリースのポイント】 

※鑑賞用生木との比較 

比較基準 生木 Tokocie 

① 木の種類 パキラ・ガジュマルなど コニファー（針葉樹） 

② お手入れ 
 必要（剪定・水やり・

土の入れ替え等） 
不要 

③ 寿命 手入れ次第で長持ち ５年以上 

④ 手軽さ ★★ ★★★★★ 

⑤ 設置場所 屋外・室内とも可 室内のみ 

⑥ 価格 500円～12,000円程度 
1,580円～12,360円 

別注は除く 

 

５.【この商品をはじめた理由】または【目標＆夢】 

自宅などに植物を置く理由として、リラックス効果、癒し、インテリアとして

部屋に置く、育てるのが楽しいなどの理由が多いかと思います。私もそのよう

な理由で自宅の部屋に植物を置いておりました。しかし、御手入れが面倒でよ

く枯らしていました。そんな中、プリザーブドフラワーを製作している知人が

樹木もフラワー同様の加工を行っているのを知りました。話を聞くと、加工日

数が掛る、小さい樹木(40cm 程)しか加工できない、加工の成功率がかなり少
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ないなどで製作をやめると聞き、是非やらせてほしいとお願し引き継ぎました。

それから、独自で研究を重ね、安定生産はもちろんですが、新たに装置を開発

し、1ｍ以上の大きな樹木の加工にも成功しました。 

 

＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者 水口 祐介 (みずぐち ゆうすけ) 

・1987 年 8 月生まれ 

・2008 年 某自動車ディーラーへ勤務 

・2011 年 父が経営する金型製作会社へ転職 

・2015 年 樹木の加工、研究を始める。 

・2020 年 Ollivier(オリヴィエ)株式会社創業 

・2021 年 羽島市に移転。 

 

■2020 年樹木加工装置特許申請・2021 年「Tokocie」商標登録 

■商品概要  

商品名  「プリザーブドツリーTokocie」  

特徴  
本物の木同様の「手触り・風合い・香り」を保ち、御手入

れ不要で長期に楽しめる鑑賞用植物  

発売日        令和 3 年 9 月 1 日（水）   

販売先  ヤフーショップ、Ollivier(オリヴィエ )店舗  

販売価格  

（税込）  

S サイズ  ￥１，５８０～  M サイズ￥３，９６０～   

L サイズ￥１２，３６０～  ※鉢の種類により価格が変動  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

Ollivier(オリヴィエ)株式会社   広報担当：水口祐介 

電話：058-216-6782  ＦＡＸ：058-216-6783 

Ｅ―Ｍａｉｌ：ollivier47tree@gmail.com                     

HP アドレス  https://ollivier-2020.jimdofree.com/            

住所 〒501-6216 岐阜県羽島市正木町須賀小松 298 番地     
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報道資料（プレスリリース） 会社名：セカンドハウス 2021 年 9月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■商品名：セカンドハウス老犬ホーム              ■画像の説明：車椅子の老犬 

 

岐阜県で 2005 年からペット事業を経営しているセカンドハウス（ 広報担当：

富成 咲 とみなり さき)と申します。当店は岐阜羽島駅から車で７分の場所

にあり、ペットホテルやトリミングサロン、犬の幼稚園などを中心に運営してい

ます。犬の平均寿命が１４歳を超え、３０年前の１．５倍に延びたとされる中、

必然的に増えてきたのが「介護」問題。ペット用介護用品市場が急速に拡大する

一方、認知症で夜鳴きがひどくなったりなど、自宅で世話し切れなくなった犬な

どを預かる老犬ホームが全国的に増えてきています。 

 

⇒そこで当施設でも老犬介護に悩まれている方を対象に飼い主様の代わりに、

大切な愛犬を終生飼育するサービス『老犬ホーム』を約４年前からスタートして

おり、徐々に利用される方が増えてきています。近年、環境省からの通達により、

犬の部屋（ケージ）の広さに関して、犬の体格や大きさに合わせた空間作りを求

められていることから、当施設でもケージの拡張および新設を予定しています。

それと同時に、ペット後見互助会（とものわ/岐阜県岐阜市岩地）と連携するこ

とで、当施設にて終生お預かりを行うサービスを新たに９月１５日（水）より開

始致します。(ペット後見互助会とは、とものわの会員(飼い主)様が万が一、ペッ

トを飼うことができなくなった場合に、一時的にとものわで預かり、新たな飼い

ペット高齢化の中、終生育成も含め愛犬の介護を行います！ 

「老犬ホーム」９月１５日（水）リニューアル 

① 犬の部屋（ケージ）の広さを拡張、②ペット後見互助会との連携 

 

             

画像① 画像② 
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主様を見つけるサービスです。)この老犬ホームのサービスを通じて愛犬の介護

疲れに悩まれている方に寄り添い、老犬の所有権放棄問題や、ペット高齢化問題

に貢献していきます。 

 

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】「東海圏内の老犬介護に悩まれている方」      

詳細⇒高齢のペットを飼われている方 

2．【コンセプト】 「 価値 」×「 サービス 」              

詳細⇒高齢犬をお預かりし、それぞれのペットの状態（介護・補助）に合わせ

て１日のスケジュールを提案します。 

3.【強み】「ドッグラン付・他サービス充実・他団体との連携」    

詳細⇒ 日当たりの良いドッグランでペットもリフレッシュでき、リハビリも行

います。ペットホテルや犬の幼稚園を利用している犬たちと過ごすことで適度

な刺激を受け、認知症予防や生きる活力を身につけます。定期的なシャンプーや

カットを行い、身体も清潔を保ちます。また、ペット後見互助会「とものわ」を

活用しより利用しやすいサービスの提供を行っていきます。 

4.【リリースのポイント】 

※一般的な老犬ホームと当施設セカンドハウスの違い 

比較基準 一般的な老犬ホーム セカンドハウス 

① ドッグラン △ 屋外、室内に有 

② 利用制限 

犬種制限 

体重制限 

要介護レベル 

特になし 

③ 飼い主様へのサービ

ス 

面会、報告書、 

SNS 投稿など 

面会、電話、LINE メッセ

ージ、SNS 写真動画ほぼ

毎日投稿 

④ 費用（月額） 小型犬３万円～ 小型犬７万円～ 

 

５.【このサービスをはじめた理由】または【目標＆夢】 

元々営んでいるペットホテルでは、老犬の利用数もかなり多く、その中には要介
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護のペットも多くいました。近年、ペットも高齢化が進んでおり、愛犬の介護に

悩む飼い主様も増えています。そのような飼い主様へ寄り添い、ペットが最期の

時まで穏やかな生活を送れるよう、携わっていきます。 

 

＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者 渡辺 英毅（わたなべ ひでき） 

■代表者の経歴 ・2005 年 岐阜市にてペットホテルをメインとし 

た「セカンドハウス」を開業 

・2011 年 羽島市に移転 

同年 3 月に起きた東日本大震災を教訓

とし、ペット防災の活動を始める 

・2015 年 防災士資格取得 

・2016 年 清流の国ぎふ防災・減災センターげんさ

い来塾一期生として学びを深める 

・～現在 地域や行政とともに同行避難等の啓発

活動や避難所運営に携わる 

・2019 年 岐阜県動物愛護推進委員として活動 

■サービス概要  

名称  「老犬ホーム/リニューアル」  

特徴  

ペット高齢化の中、終生育成も含め愛犬の介護を実施   

①犬の部屋（ケージ）の広さを拡張、②ペット後見互助

会との連携  

開始日        令和 3 年 9 月 15 日（水）   

申し込み  当施設/セカンドハウスにて  

費用  月額￥７７，０００～（税込）  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

セカンドハウス 広報担当：富成 咲 

電話：０５８－３９３－０２３６  

Ｅ―Ｍａｉｌ： info@secondhouse526.com                    

HP アドレス http://s-house526.com              

住所 〒501-6232 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴３９２－２ 
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報道資料（プレスリリース） 会社名：㈱トップマン  2021 年 9 月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

■「ZEROシリーズ」    （手アイロンで ZEROシリーズ共通素材を伸ばす前と後） 

 

岐阜県羽島市で昭和 49 年からメンズアパレルを経営している株式会社トップ

マン（代表：大野 克明 おおの かつあき）と申します。当社は新幹線・岐阜

羽島駅・南口から徒歩で 3 分の場所にあり、これまで既存の、メンズスラック

スやカジュアルパンツなどを中心に製造販売しております。弊社は、この世にな

いものを作りたいという情熱で紳士服にこだわり続け今年創業 46 年を迎えま

した。この商品は約２年前に地元の生地メーカーのご協力の元、手アイロンでシ

ワを伸ばせる「ZERO アイロン」として、弊社から大手ゴルフ量販店用のゴル

フスラックスを生産しており、今回、この生地を活用して①シャツ・②ハンカチ・

③スラックスを自社ブランド「ZERO シリーズ」として新たに発売することに

なりました。 

 

 

綿のような質感でありながら洗濯後、手アイロンでシワが伸ばせる 

「ZERO シリーズ」 9 月 15 日（水）先行受付開始 

① シャツ②ハンカチ③スラックスを新たに自社ブランドとして発売 
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⇒この商品の特徴は、綿のような質感でありながら洗濯後、手アイロンでシワが

伸ばせる事でクリーニングや洗濯後のアイロンかけの手間がかかりません。 

この商品を通じてライフスタイルの向上に貢献していきたいと思っております。

９月１5 日（水）より先行予約の開始を行います。 

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】「アイロンがけが面倒と思っている方」     

詳細⇒日々の生活の中で、忙しい方（３０代～６０代くらいまでのご家族） 

2．【コンセプト】「価値」×「商品」（ZERO シリーズ）              

詳細⇒綿のような質感でありながら洗濯後、手アイロンでシワが伸ばせるシャ

ツ・ハンカチ・スラックス（時短という意味での ZERO） 

3.【強み】「創業４６年のスラックスメーカー」    

詳細⇒特にこれまではメンズ商品において、商品の安定化、ニュースタイルの情

報を的確に捉え、商品化しており、他社では扱っていない商品を開発しておりま

す。デザイン、素材はもとより機能的に優れているもの。メンズユーザーにいか

に満足を与えられるかどうかを追い求めております。また、日本のみならず海外

での生産拠点においてネットワークを組みながら事業を展開しております。  

4.【リリースのポイント】 

一般的なカジュアルシャツとの比較 

比較基準 
一般的な 

カジュアルシャツ 

ZEROシリーズの    

カジュアルシャツ 

生地 主に綿 
ポリエステル 

（回復性のある糸を使用） 

吸水速乾性 △ ◎ 

アイロン 必要 不要 

洗濯から着るまでの時間 長い 短い 

価格（税込） ４４００円～ ８８００円 
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５.【この商品をはじめた理由】または【目標＆夢】 

こんなパンツが有ったら便利。からの発想で、主力販売先の、大手ゴルフ量販

店に 2020 年春向けに ZERO アイロンパンツを提案し、業界初！新常識パン

ツとして打ち出し、全国店舗 100 店舗で展開、１年間で１万本の販売実績と

なり大ヒット商品となりました。この活気的な商品をゴルフパンツにとどまら

ず、他のアイテムにも広げたいと思い今回、応募させて頂きました。今後は生

地にプリントしてバリエーションを豊富にし、ジャケット、ビジネススラック 

スなどを展開したいと考えております。 

 

＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者（大野 克明） 

・1974 年 12 月 創業 スラックス専業メーカー  

・1990 年 メンズブルゾン事業部 

・1994 年 レディース子会社設立 

・1996 年 販売先を問屋から小売店に移行 

・1997 年 中国上海事務所設立 

・2000 年 OEM（お客様ブランド生産）強化  

 

■商品概要  

商品名  
「ZERO シリーズ」  

ZERO シャツ、ZERO ハンカチ、ZERO スラックス  

特徴  アイロン不要！手でシワ伸ばし吸水速乾で  べたつき解消  

発売日  令和３年 9 月１０日（金）先行予約受付開始  

販売先  ※自社ＥＣサイトにて  

販売価格  
ハンカチ（2 枚組）￥3,300、シャツ￥8,800、  

パンツ\11,000(すべて税込 ) 

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

株式会社トップマン       広報担当：水野 暢子 

電話： 058-398-1441 ＦＡＸ：058-398-1400 

Ｅ―Ｍａｉｌ：   topman_1441@alato.ne.jp               

HP アドレス    https://topman-gifu.com/          

住所 〒501-6257 岐阜県羽島市福寿町平方 3-27 
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報道資料（プレスリリース） 会社名：青木鉄工所   2021 年 9月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

■画像の説明：焚火ハンガーバージョン           ■画像の説明：トライポッドバージョン 

 

岐阜県羽島市で昭和 45 年から金属加工業を営む青木鉄工所（代表：谷口信介  

たにぐち しんすけ）と申します。平成３１年より経営を受け継ぎました。当社

は金属加工(旋盤・フライス・溶接・プレスブレーキ)を請負い製造をしておりま

す。コロナ禍により受注が減少する中、自社の強みを生かした製品づくりを考

え始めていたところ、友人に誘われたキャンプ場でいろいろなキャンパーさん

のスタイルを見ているうちに、この商品の開発を思いつきました。 

 

この度は、全国の３０～６０代のソロキャンパー向け多機能ステンレスハンガ

ー「JIZAI（自在）」を 9 月 1 日（水）より新たに販売いたします。この商品の

特徴はソロキャンパー・バイカー・登山者の方向けに、軽量・コンパクト・高

剛性で持ち運びやすく、様々な場面で自由自在にキャンプを楽しむことができ

る商品です。この種の商品は様々ありますが、軽量化を求めると安定性が不十

分、逆に安定性を求めると重量化となり、持ち運びに手間がかかります。そし

て多機能を求めるとさらに荷物が増えます。荷物を極力減らしたいソロキャン

パーのニーズにこたえる商品です。少ない荷物でも最高のキャンプを楽しんで

もらいたい。オプションを組み合わせれば、用途は無限に広がります。 

鉄工所が考案！ソロキャンパー向け！軽量・高剛性・コンパクトで持ち運び可能 

多機能ステンレスハンガー「JIZAI」９月１日（水）新発売 

焚き火ハンガー、ランプハンガー、ロストル、トライポッドなど使い方は自由自在！ 
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この商品を通じてソロキャンパーなど多くのキャンプ愛好家の方に喜んで頂け

れば幸いです。 

 

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。 

１.【顧客ターゲット】「全国の 30～60 代のソロキャンパー」 

詳細⇒バイクや女性のソロキャンパー、少人数でのキャンパー。山登りの方等 

2．【コンセプト】「面白い」×「商 品」              

詳細⇒軽量、強度がありコンパクトに運べます。自由自在に変形させ用途変更

が可能。安定性は抜群で 1 台で何役もこなせます。  

3.【強み】（WONDER）「小さな町工場の技術」    

詳細⇒職人の技術を形に。金属加工のノウハウを生かす。  

4.【リリースのポイント３つ】 

①品質：自社加工による高品質・高精度 

②機能性：ステンレス・高剛性・軽量・サビにくくお手入れ簡単 

※補足説明⇒組み立てにおける接合部分の強度へのこだわり 

ネジの「転造」・パイプへの「圧入」・無垢材からの「削り出し」 

    

③面白い：組み合わせ自由自在でいろいろな形が作れる 

 

５.【この商品をはじめた理由】または【目標＆夢】 

コロナ禍でソロキャンプや自然に親しむ方が増え、自社の製造技術を生かせる

商品の開発に取り組みました。今後は「丈夫・軽量・多機能」をアレンジし、

新たなる商品の開発に挑戦していく所存です。 
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＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者 谷口信介 

職歴 

・平成 23 年 5 月 株式会社中央鉄工所 入社 

・平成３１年青木鉄工所経営を引き継ぐ。 

最終学歴 

・平成 5 年 3 月 県立岐阜工業高等学校 機械科卒業 

資格・研修 

フォークリフト運転免許取 

床上操作式クレーン技能講習修了者、製図検定・ユー 

         キャンＣＡＤオペレーター製図講座受講、危険物取扱 

者丙種大型自動車 2 種運転免許・けん引 2 種運転免許 

大型特殊 2 種運転免許取得 

 

■商品概要  

商品名  多機能ステンレスハンガー「JIZAI」  

特徴  

ソロキャンパー向け！軽量・高剛性・コンパクトで持ち運

び可能。焚き火ハンガー、ランプハンガー、ロストル、ト

ライポッドなど使い方は自由自在！  

発売日        令和 3 年 9 月 1 日（水）   

販売先  
STORES(ネット販売 ) 

https://aokitekkousyo.stores.jp    

販売価格  ￥２４，０００（税込）  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

株式会社 青木鉄工所        広報担当：谷口 

電話：058-391-1898（０９０－４８５２－８０５４） 

Ｅ―Ｍａｉｌ： aokitekkousyo@nr2.so-net.ne.jp                   

Instagram  ： aotetu_t297works   

住所：〒501-6311  

岐阜県羽島市上中町長間 2932-30  
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報道資料（プレスリリース）会社名：（株）ＯＬＴＡＳ 2021年 9月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

■商品名：NOPPAsauna                 ■広々とした空間でロウリュも可能 

 

岐阜県羽島市で 2021 年４月に創業した株式会社 OLTAS（代表：白田 雄介 

しらた ゆうすけ）と申します。当社は創業して間もない会社ですが、個人事

業時代から、アパレルメーカー様向けに布の製造販売と、オリジナルブランド

OLTAS を手掛けており、OLTAS についてはピュアカシミヤ 100％ネックウ

ォーマー、カシミヤ/シルクのブランケットなど、高級原料を使い、高品質、国

内生産でありながら、消費者の方に手に届きやすい価格で販売、サスティナブ

ルなモノづくりを念頭に事業を行っています。これまでクラウドファンディン

グサイト Makuake において累計 5000 万円以上の支援を集めています。 

 

⇒この度、新たな事業として、ウィズコロナ、アフターコロナの新しい休日の

過ごし方に向け、アウトドアキャンパー、サウナー、キャンプサイト運営者、

温浴施設の方を対象にアウトドアサウナ『NOPPAsauna』(ノッパ サウナ)

を 9 月 10 日（金）より新たに販売することになりました。この商品の特徴は

“アウトドアがどこでもサウナになり、簡単に組立てが出来る事”です。 

この商品を通じてコロナ禍に激変した生活環境に応じた新たな休日の楽しみ方

をご提案して行きたいと思っております。 

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。 

日本発の高品質・高断熱アウトドアサウナテントを企画・開発 

アウトドアサウナ 「ＮＯＰＰＡsauna」9月 10日（金）新発売 

サウナテント単体での販売、お手持ちの薪ストーブと自由にセットが可能！  
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１.【顧客ターゲット】「全国のアウトドアライフ」に興味のある方      

詳細⇒“サウナでととのう”が話題沸騰の中、さらにアウトドアでもサウナを

楽しみたいと考えている全国の２０代から５０代の男性・女性 

2．【コンセプト】「新規性」×「商品」（新体験）              

詳細⇒アウトドアでサウナを楽しむという非日常の新体験が手軽に体験でき

るようになり、気の知れた仲間との大自然の中でのイベントは格別なモノとな

ります。 

3.【強み】「自社設計で高品質なサウナテント」    

詳細⇒ 自社設計、提携工場での生産により高品質を維持したまま消費者の方の

手に届きやすい価格で提供することが出来ます。また、サウナテント単体での

販売なのでお手持ちの薪ストーブと自由にセットが可能です。 

4.【リリースのポイント３つ】 

①ポップアップ式なので 60 秒でかんたんに設営が可能 

 

②断熱性能の関しては、これまでの自社のノウハウを活用 

（素材を一から選定し、オリジナルの素材を開発することで断熱性能が向上） 

 

③安心の日本設計、高品質素材を使用 

比較基準 S 社（海外製） M 社（海外製） NOPPAsauna 

組立て易さ 約 20 分 約 10 分 ６０秒 

断熱性能 ★ ★★★★ ★★★★★ 

耐風性能  ○     

（４箇所のガイド） 

○      

（４箇所のガイド） 

◎ 

（８箇所のガイド） 

持ち運び易さ ★ ★★★★ ★★★ 

購入方法 テントとストーブ

一式 

テントとストーブ

一式 

テント単体での 

販売 

テント単体価格  

（ストーブ一式での価格） 

約１０万円 

（約 20 万円） 

約１０万円 

（約 18 万円） 

76,780 円 

（約 10 万円） 
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５.【この商品をはじめた理由】 

 

これまで、アウトドアサウナはフィンランド製、ロシア製等輸入品しかなく、

一式揃えるのに 20 万円近くかかることから一部の富裕層の楽しみとして知ら

れていました。また海外品は断熱性能や耐風性能に疑問が残る商品もありまし

た。当社では日本設計、中国の提携工場で生産する事により高品質で消費者の

方に手の届きやすい価格で提供。導入価格が下がることにより一般のアウトド

ア好きの方など広く使用できるようになります。 

私自身がアウトドアサウナにハマり、アウトドアサウナの良さをもっとたく

さんの方たちに知ってもらいたい、コロナ禍において激変した生活環境におい

て新しいアウトドアライフの楽しみ方、仲間との休日の過ごし方を皆さんに提

供できればと思っています。 

 

＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者 白田 雄介（しらたゆうすけ） 

・2019 年個人事業として創業  

・2019 年 9 月  クラウドファンディングサイト

Makuake にて“ピュアカシミヤ 100％ネックウォーマ

ー”が 1400 万円以上の応援購入を集め話題となる  

・2020 年 11 月上記同サイトにてカシミヤ/シルクブラ

ンケットが 630 万円以上の応援購入を集める 

・2020 年 11 月同サイトにて“ピュアカシミヤ 100％

ネックウォーマー第二弾”が 2000 万円以上の応援購入

を集める 

・2021 年 4 月株式会社 OLTAS 設立  

・2021 年 6 月メ～テレ ドデスカどようびコーナー“逸品ハンター”の第一

弾として「尾州毛織物×布の設計士＝珠玉のボディミトン」で OLTAS が取り

上げられる 

・2021年6月クラウドファンディングサイトMakuake にてNOPPAsauna

一般販売に先立ち予約受注。800 万円以上を集める 
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女性でも慣れれば簡単に組立てが可能  
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■商品概要  

■商品概要  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

株式会社 OLTAS        広報担当：白田 

電話：    058-372-9283  （携帯 090-8953-4783） 

ＦＡＸ：058-372-9285 

Ｅ―Ｍａｉｌ： infotreetop1056@gmail.com                    

HP アドレス https:// oltas.jp/ （９月中旬より運用予定）           

住所 〒501-66311 岐阜県羽島市上中町長間 1056 カノウビル南 

      

 

商品名  「  アウトドアサウナ“NOPPAsauna” 」  

特徴  組立てかんたん 60 秒設営でアウトドアライフにととのいを！  

発売日        令和 3 年 9 月 10 日（金）   

販売先  全国アウトドアショップ・自社オンラインショップ  

販売価格  ￥76,780（税込）  
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報道資料（プレスリリース）会社名：株式会社ノアの杜 2021年 9 月 1日 

 

 

 

 

 

 

 
■ 商品名：土に還る（生分解性）骨袋 

 

岐阜県羽島市で 2011 年 1 月からペットさんの火葬・葬儀を行っております株

式会社ノアの杜（広報担当：清水 真人 しみず まこと）と申します。当社は岐

阜県岐阜市の事業所にて火葬・葬儀を行っている他、東海圏内に訪問での火葬・

葬儀を中心に活動しています。火葬・葬儀とは別にペットさんのご遺骨の 粉骨

化（粉末）専門サイトでありますノアの杜のホームページを２０１５年に開設

しました。大切なペットさんのご遺骨を散骨して頂きやすいよう粉末にし、ま

た、カビ対策として密閉パックにお納めしてお手元に残して頂いています。 

 

この度は、当社のサイトからお骨の粉末化にお申し込み頂きました全国の方を

対象にお渡ししています、「土に還る骨袋（生分解性骨袋）」を新たにリニュー

アルし１０月に発売する予定です。この商品の特徴は、粉末状の骨をこの袋の

中に入れ、そのまま埋葬して頂く事で土中の微生物によって分解されていきま

土に還る骨袋、当社独自の既存商品を改良。より早く土に還ります。 

ペット用「生分解性骨袋」１０月リニューアル（予定） 

ご遺骨をご粉骨（粉末化）し、袋に収めたまま土中に埋葬できます。 
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す。リニューアルする商品は、袋を薄くすることで袋を閉めやすく、また、生

地が薄いのでこれまで以上に土中で分解されやすくなっています。土中に埋め3

～5 年ほどを目安に土に還る素材となっています。ペットさんのご遺骨をお骨

壺のままご自宅で残されている方は多くいらっしゃいます。ペットさんを亡く

されたときは「手元に残したい」方が殆どです。当社でご火葬された方も約 8

割の方がお手元に残されます。しかし、実際のところ、5 年、10 年経過し、「今

後お骨はどうしたらよいのだろう？」と悩まれる方は多いです。「リアルな頭蓋

などのお骨を見ると悲しみがよみがえる」方も多いです。納骨となるとお寺さ

んとのお付き合いの少ない都会の方はほとんどだと思います。地方でも例外で

はありません。また、ペットさんを供養できるお寺さんもかなり限られます。

当社はそんなお困りの方に、「お骨を粉末にして土に還る可愛らしい袋に包んで

頂き、自然に還す」方法をそんなお困りの方にご提案しています。 

 

 

コロナ禍により外出機会が抑制される中、当サービスは当社へ来店される事な

く、郵送でのやり取りで完結できる為、外出規制のあるコロナ禍でもご自宅で

スムーズにやりとりをすることが出来ます。 

 

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】 

 「ペットさんの遺骨をお手元にお持ちの全ての方」      

詳細⇒10 代～シニアの男性・女性 日本全国の方々 

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

詳細⇒素材を改良。お骨を優しく包み、お気持ちの整理をお手伝いします。 

3.【強み】「インターネットによる遺骨粉末化サービス」    

当社でご火葬されたご家族様からの声から、「今後お骨をどうしたらいいです

か？」の実際の生のお困りの声を聴き、当サービスが実現しました。お骨壺を

安心してお送り頂くための梱包キットも準備していますので安心してお申し込

み頂けます。 
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4.【リリースのポイント】 

自宅で管理できなくなったペットさんのお骨の選択肢 

「近くのお寺へ納骨する」 

「自宅の庭に、そのままお骨の状態で土に埋葬する」 

「場合によっては、一般廃棄物として処分する」 

「粉末化して海洋散布」 

「粉末化して、そのまま土に埋葬する」 

「粉末化して、当社商品（生分解性骨袋）に入れて土に埋葬する」 

 

※当社では粉末化を行い、この袋に入れて埋葬することを推奨しています。 

 

 

５.【このサービスをはじめた理由】または【目標＆夢】 

お骨の管理に関して、どのようにすればいいのか？なかなか人にも聞けず、結

局、放置してしまうケースも多々あります。大切なペットさんをいつまでも、

心から供養をして、その思い出を残して頂きたいという思いから、今回、この

商品を作りました 

（当社外観） 
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＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者 後藤 卓也（ごとう たくや） 

 

■商品概要  

名称  ペット用「生分解性骨袋」リニューアル  

特徴  
土に還る骨袋、当社独自の既存商品を改良。ご遺骨をご粉

骨（粉末化）し、袋に収めたまま土中に埋葬できます。  

発売日        令和３年１０月予定  

販売先          当社にて  

販売価格  ￥１１００（税込）  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

株式会社ノアの杜 広報担当：清水 真人 しみず まこと 

電話：０１２０－９９－４１９４ （０９０）５８５４－５９１３ 

Ｅ―Ｍａｉｌ：info@noah-nori.com                     

HP アドレス http://www. @noah-nori.com              

本部住所 〒501-6135 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内９－４３－１ 

（事業所住所    〒501-6135 岐阜県岐阜市茶屋新田 1 丁目 171 番地）    
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報道資料（プレスリリース） 会社名：テクナード（株）2021年９月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■商品名：リュック用ラクダパッド Mサイズと             ■装着状態 

ショルダーパッドセット（左右） 

岐阜県羽島市で平成 21 年から湿気とニオイに特化した製品を製造販売してい

るテクナード株式会社（広報担当：田中 幸夫 たなか ゆきお）と申します。

当社は岐阜羽島インター・岐阜羽島駅から車で５分ほどの場所にあり、楽器店、

ホームセンターやインターネット等を中心にアイデア製品のシリカクリンシリ

ーズのマスクや除湿消臭ブランド（激取り MAX シリーズ）などを中心に販売

しております。 

この度、昨年リリースして好評をいただきましたリュック用パッド「ラクラリ

ュック」の第二弾としてリュック用「ラクダパッド」を１０月１日（金）より

新たに販売することになりました。この商品はリュックを使用する際に感じる

不快感を解消するために日本製のクッション性と吸水速乾性の高い素材を使用

し、弊社素材のシリカクリンでムレとニオイを除去しながら、暑い時や寒い季

節に保温保冷剤を収納できるポケットを追加しています。近年、地球温暖化が

進み猛暑が続くことが多くなりました。この商品を利用して頂くことで、リュ

ック愛好者の方に機能的に、そして快適に使用して頂ければ幸いです。 

 

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。 

シリカクリンの機能性と快適性を持たせたリュックパッドシリーズ第２弾！ 

リュック用「ラクダパッド」１０月１日（金）新発売 

新たに保冷剤やカイロを入れる専用ポケットと専用ショルダーが追加 
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１.【顧客ターゲット】 「リュックを使うすべての方」      

詳細⇒リュックの気になるムレによる不快感をやわらげ、季節を問わず快適に

使用したい方 

2．【コンセプト】 「価値」×「商品」  

詳細⇒シリカクリンを使用したクッション性のある素材に保温保冷剤ポケッ

トを持たせ暑い時期や寒い時期も快適にリュックを使える 

3.【強み】「シリカクリンによる消臭と除湿」    

詳細⇒ シリカクリンは天然素材である「シリカゲル」を効率的に生地に挟み込

んで消臭効果と除湿効果の高い即効性を持たせた特殊な素材です。 

 

※出典：カケン調べ（消臭効果 2008年度、除湿効果 2007年度） 

4.【リリースのポイント３つ】 

① シリカクリンによる強力な消臭と除湿の即効性のある機能性素材を使用 

② 暑さ寒さを緩和する保冷保温剤を収納できるポケット付き 

③ 日本製の高機能吸水速乾メッシュ生地と衝撃を吸収するクッション性の高

いポリウレタン素材を使用 
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※旧製品と新製品の違い 

比較基準 ラクラリュック ラクダパッド 

① サイズ M サイズのみ M・L の２サイズ 

② 保温保冷剤ポケット なし あり 

③ 延長ベルト なし あり 

④ ショルダーパッド 無 オプション 

⑤ 価格（M サイズ） 3300 円 3850 円 

 

５.【この商品をはじめた理由】または【目標＆夢】 

さまざまなリュックがある中で選ばれたお気に入りのリュック！背負った際に

感じる不快な使用感があり、毎日の使用に悩んでしまう。そんな時に少しでも

快適にご使用いただけるよう、機能性と快適性を追求した「RAKUDA PAD」

（ラクダパッド）ブランドをご提案することで皆様に喜んでいただければと考

えております。 

 

＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者 原 真澄（1967 年 7月生まれ 5４歳） 

・大学卒業後 地方銀行入社、その後セールスマンとして数社転職。 

・2006 年 12 月 人材派遣会社テクノブレイン社設立 

・2009 年よりシリカクリン事業スタート。「シリカクリン」商標登録。同年テクナード株

式会社に社名変更  

■その他 （特許・表彰など） 

・商標登録 15 件、意匠権 7 件、実用新案 4件、特許 1 件   

・2021 年版中小企業・小規模企業白書に掲載 
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■商品概要  

商品名  リュック用「ラクダパッド」  

特徴  

シリカクリンの機能性と快適性を持たせたリュックパッド

シリーズ第２弾！新たに保冷剤やカイロを入れる専用ポケ

ットと専用ショルダーが追加  

発売日        令和３年１０月１日（金）   

販売先  
自社サイト  https://silicaclean.com 

マクアケ  

販売価格  
M サイズ  ￥3,850（税込）L サイズ  ￥4,400（税込）  

※オプション：ショルダーパット￥１，８００（税込）  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

テクナード株式会社    広報担当：田中 

電話：058-393-1525   

ＦＡＸ：058-393-1710 

Ｅ―Ｍａｉｌ： y-tanaka@silicaclean.com  

HP https://technad.co.jp 

住所 〒501-6236 岐阜県羽島市江吉良町 1134-1 
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報道資料（プレスリリース）  会社名：浅野鍛冶屋 2021年 9月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■画像の説明 ： 葉っぱをイメージした包丁「 Happa 」(左：イメージ図) 

岐阜県羽島市で平成 16 年から鍛冶屋を経営している淺野鍛冶屋（代 表：淺野 

太郎 あさの たろう）と申します。当店は名神高速道路・岐阜羽島インター・ 東

海道新幹線岐阜羽島駅から車で５分の場所にあり、1,000 年以上伝わる伝統的

な鍛治技法で、刀やその技法を生かして作られた包丁、鍛冶体験などを販売し

ております。この度、植物好きで日々の暮らしを大切にしている方を対象に葉

っぱ包丁『Happa』を 10 月 10 日より 新たに販売することになりました。  

この商品の特徴は、表面に特殊な光触媒コーティングを施した事により、半永

久的に①空気清浄作用をもち、②セルフクリーニング作用により表面に付着し

た細菌、ウイルス、洗い残し等を分解、③脱臭効果により部屋の臭いをキレイ

にする作用がついているところです。 

 

この商品は「くらしを美しくする」をコンセプトにしており、この商品を通じ

てライフスタイルを豊かにしていきたいと考えております。 

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。  

日本初！空気をキレイにする新感覚包丁 

葉っぱ包丁「Happa」１０月１０日（日）新発売 

光触媒の力で空気もウイルスも臭いもきれいにする植物のような包丁  
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１.【顧客ターゲット】 「全国の２０代～３０代の方」   

詳細⇒男女問わず、植物好きで日々の暮らしを大切にしている方 

2．【コンセプト】 「新規性」×「商品」   

日本初のセルフクリーニング＋空気清浄作用を施した包丁。料理中、最も食品

に触れる道具の一つである包丁を自浄作用により清潔に保ち、洗い残しや衛生

トラブルの多い時期の心配事を軽減。その上、空間そのものを清浄にする脱臭

作用も付与しております。 

 

3.【強み】 「１２００年の伝統と最新技術の融合」              

世界でも約 100 人、刀鍛冶は日本政府が認める資格を持つ職人です。1200

年の伝統を受け継ぐ刀鍛冶が発案、製造をしています。世界に誇る鍛冶技術と

地元東海地方のモノづくり企業が誇る最新技術と知恵を集結させる事で、他メ

ーカーでは真似できない小回りの利く商品開発を実現しました。 

4.【リリースのポイント３つ】葉っぱ包丁「Happa」 

①インテリアにもなる個性的なデザイン 

②５色のカラー展開（若葉色・朱鷺色・月白色・空色・向日葵色） 

③光触媒効果がもたらす安心感（別途：エビデンス有り）  

５.【この商品をはじめた理由】または【目標＆夢】 

当社の企業理念は「鍛冶を通して個々の可能性を追求し新たな鍛冶の文化を創

り出すエンターテイメント集団」です。これまで 20 年に渡り伝統的な鍛冶技

法で刀、包丁を作ってきました。そこに最新の技術を取り入れることでより社

会に貢献し、伝統と最新が共存し、若者たちが夢を見ることができる日本の未

来を作りたいと思っています。 
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＜以下、参考資料＞  

■代表者 淺野太郎  

・1997 年 二十五代藤原兼房刀匠の元に弟子入り  

・2004 年  岐阜県関市にて淺野鍛冶屋設立 

・2006 年  同羽島市に鍛冶場を移転 

・2018 年  中部地方の匠が集まるプロジェクト「KASANE CHUBU」参加 

・2019 年  刀の概念を用い、最高の切れ味を表現した包丁「棒樋」発売  

渋谷パルコ「Discover Japan Lab.」にて展示販売 

・2020 年  Youtube での情報発信を本格化。約１年で登録者 1.5 万人達成。 

■その他 （特許・表彰など）  

・2012 年 高岡クラフトコンペティション  グランプリ受賞 

・2016 年 インバウンド事業体験販売サイトで伝統工芸体験部門日本一獲得 

 

■商品概要  

商品名  葉っぱ包丁「Happa」 

特徴 光触媒で空気もウイルスも臭いもきれいにする植物のような包丁 

発売日  令和３年１０月１０日（日） 

販売先  応援・購入サイト「Makuake」にて予約販売受付 

販売価格  ￥１３，２００ （税込） 

 

＜資料に関してのお問合せ先＞  

淺野鍛冶屋  広報担当：淺野 太郎   

電話： 058-374-3818  ＦＡＸ：同左  

Ｅ―Ｍａｉｌ：  samuraiknife.japan@gmail.com 

HP アドレス  http://asanokajiya.com 

住所 〒 501-6236 岐阜県羽島市江吉良町 454-1 

http://www.asanokajiya.com/

