
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

            
             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

日時：令和４年９月９日（金）１４：００～ 
 
場所：羽島商工会議所 ３F 大会議室  

 

 
 

 

令和４年度 羽島商工会議所 

 

第４回 

新商品＆新サービス等 

合同記者発表会 
 

 



羽島商工会議所 

第４回 新商品・新サービス等合同記者発表会 

日時：令和４年９月９日（金）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 株式会社愛幸(羽島市江吉良町) 

② おうち DELI（羽島市竹鼻町） 

③ Pancake Sand フクロウ (羽島市正木町) 

④ 工房 楔（羽島市上中町） 

⑤ FIKA FARM 株式会社(羽島市竹鼻町) 

⑥ NPO 法人羽島の未来を築く会(羽島市小熊町) 

⑦ 株式会社 SY（羽島市福寿町） 

⑧ 株式会社 Cherie（羽島市福寿町） 

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４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 

株式会社愛幸(羽島市江吉良町) 
日経ニューオフィス賞２０２２/中部ニューオフィス奨励賞受賞!! 

オフィス改革による SDGｓへの挑戦「AS（エーエス）Village」 

SDGｓ８番への取組み①多様性の尊重、②シェアオフィス提供による地域貢献、③地球環境への配慮 

２ 

おうち DELI（羽島市竹鼻町） 
SDGｓ（３番）推進宣言！健康寿命を考えたお弁当・惣菜 

「おうち DELI（今の食欲は未来への準備）」９月６日（火）開店 

食事で適正な“免疫力”を上げて、病気に勝てるカラダつくりを目指す！ 

３ 

Pancake Sand フクロウ (羽島市正木町) 
冷やしても“フワっとろ”な新食感パンケーキ！ 

「フクロウのスフレサンドお取り寄せ」９月９日（金）スタート 

季節ごとの旬なフルーツを使用！生クリームは“軽さ”と“濃厚さ”の絶妙なバランス 

４ 

工房 楔（羽島市上中町） 
世界でただ一つの木軸・杢軸の多色機能ペン 

「多色機能ペン（グラッソ）」10月 28日（金曜日）新発売 

    木軸のボールペン（黒・赤）×シャープペンシルの組み合わせ 

５ 

FIKA FARM株式会社(羽島市竹鼻町) 
SDGｓ３番推進宣言！羽島初！訪問看護師が行う自宅でエステ！ 

明日はもっと、自分らしく「訪問美容 FIKA」９月１日（木）開始 

訪問看護の後 ①美顔器を使ったフェイシャル、②介護脱毛、③ネイルの施術     

６ 

NPO 法人羽島の未来を築く会(羽島市小熊町) 
令和５年春 4年ぶりの美濃竹鼻ふじまつり開催に向けて 

「竹鼻別院のフジ花ドレッシング」開発スタート！ 

樹齢 300年 天然記念物のフジの花をイメージしたドレッシング 

７ 

株式会社 SY（羽島市福寿町） 
岐阜県初！地球最古の生物スピルリナ（藻）を生産・販売 

明日を元気にする藻「アスモ」（30g）９月９日（金）新発売 

60種類の栄養素と豊富に含むたんぱく質を手軽に摂取！世界が認めるスーパーフード 

８ 

株式会社 Cherie（羽島市福寿町） 
SDGｓ３番推進宣言！“自然食で美と健康を”全国からお届けしたい！ 

第１弾/島原百年生姜「初恋ほのか」９月２８日新発売 

  長崎県産（無添加）の新生姜を使用！食べると甘酸っぱい初恋の味 
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報道資料（プレスリリース） 会社名：株式会社愛幸 令和 4 年９月９日 

 

 

 

推進 

 

 

 

 

岐阜県羽島市で平成 19 年から自動制御装置設計及び製作を経営している

株式会社愛幸（代表：福元 政雄 ふくもとまさお）と申します。当社は羽島

インターより車で 3 分・新幹線岐阜羽島駅から徒歩 10 分の場所にあり、工場

の自動化に取り組み、『生産性の向上』・『品質の向上』・『見える化の推進』など

に貢献してきました。2022 年 4 月より機械事業も開始し、下請けだった電機

屋から機械メーカーへ成長発展すべき、新たな挑戦をスタート致しました！ 

 

地方の製造業においての一番の課題は、若手社員が集まらない、また同時に離

職率も高いことから人材不足と社員の高齢化が進み、企業としては「将来に対

する漠然とした不安な状態」が続いております。そこで、弊社では、「人間性を

高め、社員の幸せを追求する」「お客様に感謝され愛される」という理念のもと、

その実現に少しでも近づくために、この度、オフィスを拡張し、地元の若者の

雇用を促進すべく“社員の幸せを追求したオフィス”として「AS Village( エ

ーエス ビレッジ)」を今年２月末に完成させました。 

 

このオフィスの特徴は SDGｓ８番に取り組み①社員一人一人の個性を尊重し

た多様性を重視、②地元の方へシェアオフィスとして提供、③デジタル技術を

活用した地球環境への配慮、などを考慮したオフィス空間となっております。 

日経ニューオフィス賞２０２２/中部ニューオフィス奨励賞受賞!! 

オフィス改革による SDGｓへの挑戦「AS（エーエス）Village」 
SDGｓ８番への取組み①多様性の尊重 ②シェアオフィス提供による地域貢献 ③地球環境への配慮 

 

 

説明文→※新商品の具体的な特徴を一行で記載 
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大都市圏では、現在、上場企業を中心に「シェアオフィスと社員が共有できる

コミュニティスペース」が増えていますが、岐阜県内では初の試みとなります。 

また、今年８月に一般社団法人ニューオフィス推進協会および日本経済新聞社

が主催する「日経ニューオフィス賞２０２２」で「中部ニューオフィス奨励賞」

を受賞いたしました。このオフィスを通じて、社員の幸福度 UP と若手社員の

雇用促進を目指し、地元地域の製造業・モノづくりを活性化していきたいと考

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。 

１.【顧客ターゲット】「１０代２０代の人材の募集」      

詳細⇒理念に共感し向上心旺盛な仲間を集めていきたい。  

2．【コンセプト】「面白い（楽しい）」×「会社」              

詳細⇒ひとりひとりの可能性をひろげるオフィスビレッジ。 

愛幸（AiSachi）ローマ字の頭文字を取り、AS（エーエス）

Village と名付け、ひとりひとりの個性を尊重しながら、村や

集落のように人同士のつながりが深まり、自然な交流がうま

れる『イキイキと働けるオフィス空間』。 

3.【強み】「社員全員の意見を尊重したオフィス」    

詳細⇒社員全員が様々なオフィスを見学し、各自が「こんな空間や設備があっ

たらいいな」と思えることを企画し、それを全員の前でプレゼンを行って、そ

の意見を取り入れたことで社員の幸せを追求したオフィスが完成いたしました。 

4.【リリースのポイント】「AS Village 平面図」 

     
・シェアオフィスエリア   ・共存エリア   ・社員専用エリア 
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５.今後の目標（SDGｓ８番） 

このオフィスを導入することで、イキイキと働ける職場環境を実現し、また、

地域の方々との繋がりを深め、将来的には１００名の若手社員の雇用を目指し、

地元地域の製造業・モノづくりの活性化に貢献していきたいです。 

 

＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者 福元政雄 

・2006 年 1 月 個人事業主として創業 

・2007 年 6 月 株式会社愛幸電機 法人設立 

・2015 年 4 月 新社屋完成 会社移転 

・2017 年 6 月 工場増設 

・202２年 1 月 株式会社愛幸 社名変更 

・202２年 3 月 新社屋完成 会社移転 

・202２年 4 月 機械事業 開始 

・202２年 6 月 シェアオフィス事業 開始 

 

■施設概要  

名称  社員の幸せを追求したオフィス「AS（エーエス）Village」 

特徴  
SDGｓ８番への取組み①多様性の尊重  ②シェアオフィ

ス提供による地域貢献  ③地球環境への配慮  

シェアオ

フィス  
      令和 4 年 6 月 1 日（水）   

管理・運営  株式会社愛幸  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

株式会社 愛幸(アイサチ) 広報担当：三山幸恵 

電話：058-216-8513(携帯 080-9455-0946)FAX：058-216-851４ 

Ｅ―Ｍａｉｌ： miyama _s@aisachi.co.jp 

HP アドレス： http://www.aisachi.co.jp 

住所 〒501-6238 

岐阜県羽島市江吉良町江中七丁目２３番地 

 



 1 

報道資料（プレスリリース） 会社名：おうち DELI  2022 年 9月 9日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■商品名：季節の御膳             ■画像の説明：惣菜より「たけのこメンチ」 

岐阜県羽島市にて、令和 4 年９月６日にお弁当・お惣菜店 おうち DELI を開

店する（代表：仲井 ゆり なかい ゆり）と申します。当店は岐阜羽島イン

ターから車で10分程の場所にあります。一番安心できる居心地のいい場所で、

また家族や友人と団らんしながら召し上がって頂けるように、テイクアウトに

て、美味しくてカラダにいいお惣菜・お弁当販売店をオ―プンさせていただき

ます。当店のお弁当・お惣菜は、旬の栄養たっぷりの食材を使い、カラダに必

要な素材をバランスよく使用し、四季折々のお料理で目でも美味しいお弁当・

お惣菜をご提供してまいります。 

 

「健康」というテ―マは、より良い人生を送るため大事なことです。そして、

健康なカラダを作るには、良い食事がとても大切です。 

しかし忙しい毎日、食べたい物を選んで食べるのが実情になっています。 

それでは、カラダのバランスが崩れ、あらゆる病気に繋がります。 

「本当はカラダにいい物を食べたい」「疲れている時こそ、カラダの事を考えて

食べ物を選びたい」そんなご要望にお応えできるのがおうち DELI のお惣菜やお

弁当です。お客様のご要望をお伺いし、必要な栄養も補え、季節の美味しい食

を提供し、食べる事で多くの方の健康を支えて参ります。 

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。 

SDGｓ（３番）推進宣言！健康寿命を考えたお弁当・惣菜 

「おうち DELI（今の食欲は未来への準備）」９月６日（火）開店 

食事で適正な“免疫力”を上げて、病気に勝てるカラダつくりを目指す！ 

 

             

画像① 画像② 
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１.【顧客ターゲット】「岐阜・愛知県内のみなさま」      

詳細⇒お子様から高齢者の方まで、健康を意識した幅広い世代の方 

2．【コンセプト】 「 価値 」×「店舗（お弁当・惣菜）」              

詳細⇒「まごわやさしい」をキーワードにした健康を考慮したお弁当・惣菜。

食事で適正な“免疫力”を上げて、病気に勝てるカラダつくりを目指す！ 

 

3.【強み】「食育指導士・中医薬膳指導員：仲井ゆり」    

詳細⇒アパレル（デザイナー）を経て、10 年食育指導士として、また中医薬膳

指導員として選んで食べる事の大切さを伝えて参りました。薬膳と栄養学をベ

－スにした見た目も美味しい季節のお惣菜・お弁当をみなさまにお届けします。 

4.【リリースのポイント３つ】 

①無添加：地元の無農薬農家さんと提携し、安心安全で元気なおいしいお野菜

を中心に使用します。添加物が使用された加工品・調味料、カラダ

に不要な物は不使用です。 

②健 康：楽しい人生を送るために必要な健康。最大のテ―マであり、多くの

人が望むこと。健康を叶えるための「食」を提供いたします。 

③おいしい：食べることは、生きること。おいしいは、幸せを感じるバロメー

ター。美味しいおうち DELI のお惣菜・お弁当で幸せに。 

 

５.【この店舗・サービスをはじめた理由】または【目標＆夢】 

SDGｓ３番を推進しており、当店のビジョンは「今の食欲は未来への準備」 

⇒体は食べたもので出来ています。未来の体を作るのは今、何を選んで食べる 

かがとても大切なことです。 
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【目標・夢】食を提供するお店は沢山ありますが、自分の家族、子ども達と食

べたい「安心安全な食」を提供してくれるお店が近くにない事がお店を始める

きっかけでした。また、年々増え続ける生活習慣病からの認知症、ガン、精神

疾患を患い苦しむ人を減らしたいという思いがありました。病気になる前に防

ぐ方法それは、食べる物の意識を変えること。美味しくて、カラダに必要な食

を提供し、多くの方の健康が叶いますように、おうち DELI は全力でサポートし

ていきます。 

＜以下、参考資料＞ 

 

■おうち DELI 代表者 仲井ゆり 

 

・1999 年 サンラリ－グル－プ マディ㈱  

          アパレルデザイナーとして勤務  

出産を機に退社し、「食」について学び始める 

・NPO 法人ほっぺの会 認定講師 

       食育指導士、中医薬膳指導員、調理師取得 

・岐南町 NONAKA DELIKA 惣菜製造 

・一宮市セントロ・ククルカン 弁当製造・販売 

■概要  

店舗名  「おうち DELI」～今の食欲は未来へ準備～  

特徴  
薬膳と栄養学をベ－スに、季節の食材を使い、機能的でバ

ランスが整ったお惣菜・お弁当の販売。  

開店日        令和 4 年 9 月 6 日（火）   

販売先  店頭・移動販売・マルシェ出店、ネット販売予定  

販売価格  お惣菜￥350 円～、お弁当￥700 円～（税込）  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

事業所名：おうち DELI      代表：仲井ゆり 

電話：090-7958-9416  ＦＡＸ：058-377-2457 

Ｅ―Ｍａｉｌ：buriyuri@hotmail.co.jp                                  

住所 〒 501-6235 

岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻 152-3     
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報道資料（プレスリリース）会社名：PancakeSandフクロウ 2022年 9月 9日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■（完熟メロン）  ■（完熟パイン）  ■（シャインマスカット＆ナガノパーフル） 

 

岐阜県羽島市で令和３年からテイクアウトのスイーツ店を経営している

PancakeSand フクロウ（店長：細山田 万祐子 ほそやまだ まゆこ）と申

します。当店は名神高速岐阜羽島インターから車で１０分の場所にあり、ふわ

ふわなスフレパンケーキを使用したクリームサンドやフルーツサンドなどのス

イーツを中心に販売しております。 

 

スイーツ店をオープンする前までは、建設業の経理等の仕事に携わっていまし

た。しかし、コロナウイルスの流行で変化した生活スタイルによるストレスの

解消や自分自身へのご褒美、大切な方への手土産として美味しいスイーツを食

べることで幸せな気分を味わっていただけたらいいなと思い、未経験ながらス

イーツ店をオープンしました。オープンから約一年間、商品開発し続け、美味

しさを保ち地方発送が可能な商品が完成しました。この度、全国へ発送するこ

ととなり（一部地域を除く）、名前も改め「フクロウのスフレサンド」としてお

取り寄せができるサービスを 9 月 9 日（金）からスタート致します。この商品

    冷やしても“フワっとろ”な新食感パンケーキ！ 

「フクロウのスフレサンドお取り寄せ」９月９日（金）スタート 

季節ごとの旬なフルーツを使用！生クリームは“軽さ”と“濃厚さ”の絶妙なバランス 
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の特徴は冷蔵で配達を行うのですが、到着後すぐに開封して冷えていても“フ

ワっとろ”な食感を楽しむことができる新食感なパンケーキです。一般的にス

フレパンケーキは焼き立てはふわふわですが、冷めるとしぼんでしまうという

イメージがありますが、当店で作るスフレパンケーキは冷やしても“フワっと

ろ”食感が保たれます。パンケーキだけでなく、クリームやフルーツなどすべ

ての素材にこだわり、膨張剤や保存料などの添加物を使用することなく、体に

も優しいスイーツになっています。この商品を通じてコロナ禍におけるおうち

時間の充実の提供を目指してい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。 

 

１.【顧客ターゲット】「 全国の３０代〜６０代の男女 」      

詳細⇒“フワっとろ”な食感のパンケーキにこだわる方。自分へのご褒美や記

念日やお祝い、手土産など大切な方への贈り物として。 

2．【コンセプト】 「 好奇心 」×「商品（サービス）」              

詳細⇒季節ごとの旬なフルーツ（完熟メロン・完熟パイン・シャインマスカッ

ト＆ナガノパーフル・美濃娘/いちご・桃・マンゴーなど）を使用！生クリー

ムは“軽さ”と“濃厚さ”の絶妙なバランスで食べた際に口溶けがとてもよい。 

3.【強み】「県内でも珍しいパンケーキにこだわったお店」   

4.【リリースのポイント】一般的なフルーツサンドとの違い 

比較基準 一般的なフルーツサンド フクロウのスフレサンド 

①生地 食パン スフレパンケーキ 

②フルーツ ○ ○ 

③生地のフワっとろ感 ★★★ ★★★★★ 

④添加物 有 無 

⑤価格 300円〜（税込） 500円〜（税込） 

 

５.【このサービスをはじめた理由】または【目標＆夢】 

オープンから一年経ち、来店された多くのお客様との交流の中で、『美味しか

ったからまた来ました』『友達に紹介したよ』『ケーキが苦手な子供が食べてく
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れたよ』『今まで食べたパンケーキで一番美味しい』など、たくさんの声をもら

いました。お客様に喜んでもらえたことは本当に嬉しく、それと同時にもっと

多くの人にこの商品を食べて美味しいと感じれる幸せを体験してもらいたいと

いう想いが強くなり、この度お取り寄せをスタートすることになりました。岐

阜羽島といえば、『フクロウのスフレサンド』が認知されるように日々努力し、

全国に広めていきたいと思っています。 

 

＜以下、参考資料＞ 

 

■店長 細山田 万祐子（ほそやまだ まゆこ） 

・2019 年 夫と共に owlrex 合同会社を設立防滑工事・抗菌サービスが 

 主な事業 

・2021 年 ６月に飲食事業として『PancakeSand フクロウ』の屋号 

でテイクアウト専門のスイーツサンド店をオープン 

・2021 年 １２月より冷蔵車を利用して、移動販売スタート 

・2022 年 ９月よりお取り寄せ販売スタート 

 

■商品概要  

名称  「フクロウのスフレサンドお取り寄せ」  

特徴  
一つ一つ焼き上げたスフレパンケーキと絶品自家製クリー

ムの新食感サンド  

開始日        令和４年９月９日（金）   

注文方法  インターネット・電話・インスタグラム・メール  

販売価格  

4 個セット￥２，０５０〜（税込）/送料別                     

＜参考：店頭売りの場合＞ 

■完熟メロン（６９０円）  ■完熟パイン（５９０円）  ■シャインマスカット

＆ナガノパーフル（８４０円） 

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

PancakeSand フクロウ  広報担当：細山田万祐子 

電話：０５８−３２５−８４２２ 

Ｅ―Ｍａｉｌ： pancake.sand.fukuro@gmail.com                                

住所 〒501-6224  岐阜県羽島市正木町大浦５５４−２    
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報道資料（プレスリリース） 会社名：工房 楔  2022年９月９日 

 

 

 

 

 

 

 

  

■多色機能ペン「グラッソ」              ■多色機能ペン「グラッソ」              

岐阜県羽島市で平成 16 年から木工家として活動している工房 楔（せつ）（代

表：永田 篤史 (ながた あつし)と申します。当工房はボールペン、万年筆な

ど木の文具を中心に製作しております。この度は、文房具を使う方全ての方に

対して、新商品 多機能の木軸ペン「グラッソ」を紹介いたします。 

 

今、学生を中心に木軸（きじく）杢軸（もくじく）と呼ばれる、作家さんが作

る木のペンが空前の大ブームとなっております。ペンの機構部分であるメカや

口金などは金属パーツを使いますが、全体的なボディーには木を使ったペンが

木軸と言われ、希少価値が高い木材を使うものや、神社仏閣から出てきた木な

ど使う事もあります。木の中でも変わった木の模様、木目が出たものを杢（も

く）と呼び、こちらも希少性が高く個性にあふれ、模様は１つ１つ違うという

マニア心をくすぐる木を使い、作家と呼ばれる木工家が作るペンが多くのユー

チューバーさんの紹介により約２年前から大ブームとなっております。 

 

その中、初となる多機能ペンは、作家さんでは初となり、メーカーさんではグ

リップのみの多機能ペンしか出せておりません。作るコストや、ノウハウ、木

の割れるリスクなど踏まえ作る事、販売後のアフターサービスなどが難しいた

世界でただ一つの木軸・杢軸の多色機能ペン 

「多色機能ペン（グラッソ）」10月 28日（金曜日）新発売 

    木軸のボールペン（黒・赤）×シャープペンシルの組み合わせ 
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めだと思われます。その中、この木軸のブームにより多機能ペンだけが木軸、

杢軸ペンが無いのは寂しいですし、求める方もいらっしゃいますので製作いた

しました。 

木を刳り抜き、手で削り、オイルを塗って仕上げをしております。使っていく

と手の油を木が吸って、だんだんと艶が出てきてエージングをし変化していき

ます。革製品と同じで使い込むほど味が出てくるのが木軸、杢軸のペンの特徴

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】 「 全国のペンを使う方 」      

詳細⇒1０代以上の男性・女性、日本国内および海外の方  

2．【コンセプト】 「 価値 」×「 商品 」              

詳細⇒木軸・杢軸の初となる多色機能ペン。ノックパーツを回すことで、ボー

ルペンの色を変えたり、ボールペンからペンシル機能に変えることができる。 

3.【強み】（WONDER）「銘木・杢（特別な木目）」    

詳細⇒ 近年、デジタル化が進み手書きが少なくなりましたが、あえてアナログ

でペンを使う方が増えてきています。そんなペンを使う時には世にあふれてい

るメーカーさんの化学素材のペンではなく、個性あふれエージングという楽し

みもある木軸・杢軸ペンを使う方が多くなってきました。人前で使う事により

個性を出し、自分自身にはテンションを上げる効果が木軸・杢軸ペンにはあり

ます。木も銘木や杢と呼ばれる木目の中でも数パーセントしか出来ない特別な

模様をした素材や、希少となっている木を使っております。この模様は世界で

たった一つのものとなります。 

4.【リリースのポイント】 

比較基準 一般的なペン 木軸・杢軸ペン 

① 素材 プラなど化学素材  個性あふれる木 

② 使用時のテンション 

③ コレクション性 
★～★★★ ★★★★★ 

④ エージング ×      ◎ 

⑤ 価格 
100 円 か ら 3000 円  

（税別） 

7000 円から 50000 円  

（税別） 
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５.【この商品をはじめた理由】 

デジタル化が進む時代ですが近年は万年筆を含め、ガラスペンなど書くという

行為に対して使う道具、ペンに対しクローズアップされます。 

まだまだ年齢層により使うペンの種類は様々ですが、ユーチューバーさんのお

かげでその垣根が崩れ、いろんな分野のペンを知る時代となってきました。 

木軸・杢軸ペンは学生の間ではペンシルが圧倒的人気を誇り、大人はボールペ

ンが主流です。そんな中、１本で両方が使える多機能ペンも人気ですが、木軸・

杢軸では未だ出てきません。グリップのみあっても全体的な木軸はありません。 

そんな中、欲しいというお客様の声に対して今回は挑戦という形で木軸・杢軸

の多機能ペンを作りました。 

＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者の経歴 

・1995～2001 年 神戸芸術工科大学でインテリアデザインを学ぶ。 

・1999 年 オーストラリアにて木工家フィリップ氏に家具製作を学ぶ 

・2003 年 スウェーデン カペラゴーデン、アメリカ レッドウッドカレッジに

留学し木工を学ぶ 

・2004 年 工房 楔を設立 木工家として活動する 

 

■商品概要  

商品名  多色機能ペン（グラッソ）  

特徴  
初の木軸・杢軸の多機能ペン。木軸のボールペン（黒・赤）

×シャープペンシルの組み合わせ  

発売日  令和４年 10 月 28 日（金曜日）  

販売先  川崎文具店、ナガサワ文具センター、各イベント  

販売価格  ￥7,000～￥50,000（税別）  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

工房 楔（せつ）       広報担当：永田 篤史 

電話：090-7301-1307    ＦＡＸ：058-392-9716 

Ｅ―Ｍａｉｌ：koubou@setu.jp                     

HP アドレス  http://www.setu.jp/           

住所 〒501-6311 岐阜県羽島市上中町長間 168      
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報道資料（プレスリリース）会社名：FIKA FARM株式会社 2022年 9月 9日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈看護師と理学療法士による訪問看護〉           〈美顔器を使った訪問エステ〉 

 

岐阜県羽島市で令和 4 年 4 月から FIKA（フィーカ）訪問看護リハビリステ

ーションの事業を開始した FIKA FARM 株式会社（代表：大田 佑真 おお

た ゆうま）と申します。私自身は理学療法士で、現在、訪問看護を行うスタ

ッフは３名在籍しております。FIKA とは、スウェーデンのコーヒータイムの文

化で家族・友人・仕事仲間とコミュニケーションをとる大事な時間のことで、

当社の理念でもあります。また、スウェーデンのワークライフを取り入れるこ

とで従業員満足度（ES）を向上させ、顧客へより良いサービスを提供できるこ

とを目標としています。当店は羽島インター・新幹線の岐阜羽島駅から車で 5

分の場所にあり、介護事業の訪問看護事業を開始しました。 

 

この度は、身体やこころに問題がある障がい者と身体の不自由な高齢者の方

を対象に『訪問美容 FIKA』を 9 月 1 日（木）より新たにサービスを開始する

ことになりました。このサービスの特徴は、訪問看護師が自宅に伺い訪問エス

テをすることです。このサービスを通じて SDGs（３番）「すべての人に健康と

福祉を」に貢献をしていきたいと思っております。 

SDGｓ３番推進宣言！羽島初！訪問看護師が行う自宅でエステ！ 

明日はもっと、自分らしく「訪問美容 FIKA」９月１日（木）開始 

訪問看護の後 ①美顔器を使ったフェイシャル、②介護脱毛、③ネイルの施術      
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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】「県内の自宅に住まれている１０～９０代」 

 詳細⇒訪問看護の契約をしている顧客と一般顧客（男性 2：女性 8） 

2．【コンセプト】「価値」×「サービス」              

 詳細⇒介護保険と医療保険のサービスから脱却した新しいサービス・価値を提供す

ることで障がい者・高齢者・一般顧客等すべての人の QOL(生活の質)を向上させる！ 

3.【強み】「訪問看護師が施術する羽島市初の訪問美容」    

 詳細⇒通常の訪問看護のあと、同じ方が美顔器を使って訪問美容や脱毛を施術する

ことで安心・安全感につながる。 

4.【リリースのポイント】２０２５年の未来のビジネスモデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５. 【このサービスをはじめた理由】 

「明日はもっと自分らしく。」障がいの有無・年齢・性別に

関わらず自分らしさを取り戻すことをモットーとしていま

す。「ごめんね、毛深くて。エステに行ってみたいけどこん

な体じゃ行けないね。」これはある日、障がいのある顧客に

言われた言葉です。美容は、障がい者や高齢者と縁のない
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ものだと先入観がありました。しかし、改めて同じ人間で綺麗になりたい、き

ちんとしていないと恥ずかしいと思う気持ちは一緒なのだと痛感しました。そ

の思いを実現化するために、現在の訪問看護サービスのオプションサービスと

して「訪問美容 FIKA」を開始します。また、介護をしている顧客の家族にもエ

ステを行い、終わりのない介護の癒しの時間となればと考えております。 

 

＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者 大田 佑真（おおた ゆうま） 

・2021 年 11 月 FIKA FARM 株式会社を設立  

・2022 年  4 月  FIKA 訪問看護リハビリステーション 

開業 

        9 月 訪問看護師が施術する「訪問美容 FIKA」 

開始 

 

■サービス概要  

名称  「  訪問美容 FIKA 」  

特徴  羽島初！訪問看護師が行う訪問美容サービス 

開始日        令和 4 年 9 月 1 日（木）  

顧客対象  訪問看護を契約している顧客又はその家族と一般顧客  

料金  

【お任せプラン】 

◎レギュラー（3,500円）所要時間 15 分（＋オプション） 

  美顔器 EMS10 分（全顔） 

◎ゴールド（5,000 円）所要時間 25 分（＋オプション） 

  美顔器 EMS10 分（全顔）＋MFIP（５分）＋UP（５分）等 

◎脱毛（１箇所）2,980 円～ 

◎ネイルサービス 1,000 円～ 

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

FIKA FARM 株式会社 広報担当：大田 佑真 

電 話：058-372-8755（携帯：080-4961-9100：大田） 

F  A  X：058-372-8756 

E-Mail ：fikafarm2022＠gmail.com 

住  所：〒501-6242 岐阜県羽島市竹鼻町錦町 10 番地うらら 104 号 
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報道資料（プレスリリース）NPO法人羽島の未来を築く会 令和４年９月９日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 竹鼻別院のフジ花ドレッシング（試作品）        ■岐阜県天然記念物 竹鼻別院のフジ 

 

岐阜県羽島市で平成 21 年から羽島市の街づくり活動を行っている特定非営利

活動法人 羽島の未来を築く会（代表：舛本 千佳子 ますもと ちかこ）と申

します。当会は平成 24 年に NPO 法人となり、それ以降は本格的に美濃竹鼻ふ

じまつり・竹鼻まつり・ぎふ羽島駅前フェス等の行事に市民の立場からボラン

ティアとして企画・運営に携わっております。 

 

コロナ禍ですべての行事が中止を余儀なくされ、ウィズコロナでの新たな街づ

くりを模索する中、当会の強み「各種団体との絆」を活かし、令和 4 年 4 月に

新幹線岐阜羽島駅近隣にオープンしたサイクリングと地産地消（食）をテーマ

にした施設「BLOCK47」と、長年に渡って別院のフジ保存活動をされている

「竹鼻別院のフジを守る会」との連携で来年 4 年ぶりの美濃竹鼻ふじまつりを

祝する商品として樹齢 300 年 天然記念物のフジの花をイメージした「（仮称）

竹鼻別院のフジ花ドレッシング」を共同で開発することになりました。 

 

この商品の特徴は、竹鼻別院のフジをイメージした美しい藤色ドレッシングを

予定しており、4 年ぶりの美濃竹鼻ふじまつり開催に向けて、地元および市内

令和５年春 4年ぶりの美濃竹鼻ふじまつり開催に向けて 

「竹鼻別院のフジ花ドレッシング」開発スタート！ 

樹齢 300 年 天然記念物のフジの花をイメージしたドレッシング 

 

             

画像① 画像② 
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の方に向けて情報発信を行い、より多くの方に岐阜県の天然記念物「竹鼻別院

のフジ」を見に来て頂くきっかけ作りになればと思っております。 

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。 

１.【顧客ターゲット】「市内および圏内（東海 3県）20～60 代」      

詳細⇒4年ぶりの美濃竹鼻ふじまつり開催を待ちわびた市民と観光客の皆さま 

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

詳細⇒天然記念物のフジの花をイメージしたドレッシング 

3.【強み】「NPO 法人 羽島の未来を築く会」    

この法人は、「羽島市を明るい豊かな住みやすいまちに」するために、地域理念

とビジョンを持ち、今後の羽島のあり方を模索し、まちづくりの推進に関する

事業を行い、活力のある地域づくりに寄与することを目的としています。  

4.【リリースのポイント】未来の地域連携図 
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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】 

当会発足以来 活動を続けている会員企業が、「運動と食と対話」を目指した新たな形態

の店舗「BLOCK47」を今年度オープンし、そのレストラン部門では岐阜・羽島とい

う地域の特色を生かしたメニューを展開しています。令和 2 年春は、緊急事態宣言下

で ふじまつり中止かつ観賞も禁止。令和 3 年と 4 年は、やはりふじまつり中止、個

人での観賞のみOK。それでも守る会によりフジ手入れは継続されてきました。 

行動制限のなくなったウィズコロナになる令和 5 年春こそ「美濃竹鼻ふじまつり」が

復活することを願って（令和 5 年春に「美濃竹鼻ふじまつり」の再開を祝して）3 団

体・企業によるコラボ企画「竹鼻別院のフジ花ドレッシング」で竹鼻別院のフジを観に

羽島市に来られるお客様をおもてなしいたします。また「竹鼻別院のフジを守る会」監

修メニューとして、売り上げの一部をフジ手入れの活動資金へ還元し、安定的な保存活

動の維持を目指しています。 

 

＜以下、参考資料＞ 

 

■商品概要  

商品名  「竹鼻別院のフジ花ドレッシング」（仮称）  

特徴  
樹齢 300 年  天然記念物のフジの花をイメージしたドレッ

シング  

発売日        令和５年４月（予定）   

販売先  BLOCK47 Eats/カフェレストラン（飲食・ドレッシング販売）  

販売価格  未定  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

NPO 法人 羽島の未来を築く会 広報担当：舛本 千佳子 

電話：058－393－4421（携帯 090－7307－2171） 

Ｅ―Ｍａｉｌ： masumotokazoku@yahoo.co.jp                    

HP アドレス:  http://hashima-mirai.com/             

住所 〒501-6262 羽島市小熊町内粟野 6069－1      
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報道資料（プレスリリース） 会社名：株式会社 SY 2022年 9 月 9日 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アスモ 30g （小さじ１杯分）               ■羽島ラボラトリー内でアスモの栽培 

 

岐阜県羽島市で平成２４年から養殖用 PP水槽の開発・施工・販売および、プラ

スチック自動車部品の開発・製造を行っている株式会社 SY（代表：北代 耕太 

きただい こうた）と申します。この度、新規事業として、当社の水槽の技術

を活かして令和 4年 3月より、スーパーフードとして知られる藻の一種である

スピルリナの栽培・生産・販売の事業化に成功いたしました。当社のスピルリ

ナ事業を行っている「羽島ラボラトリー」は岐阜羽島駅から徒歩で 5 分ほどの

場所にあり、一般の方でも栽培・製造工程の見学が可能な施設となります。 

岐阜県羽島市で生産する弊社のスピルリナを「明日を元気にする藻」という

由来でブランド名『アスモ』として、9 月 9 日（金）より新たに販売を開始い

たします。 

この商品の特徴として、約 35 億年前に誕生した藍藻類（らんそうるい）に

属する青緑色の藻の一種で、60 種類の栄養成分を含み、たんぱく質含有量

の高さ（60％～70%）から『スーパーフードの王様』と呼ばれています。 

この商品を通じて「地球温暖化、地域活性化、SDGｓ」に寄与をしていきたい

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。 

岐阜県初！地球最古の生物スピルリナ（藻）を生産・販売 

明日を元気にする藻「アスモ」（30g）９月９日（金）新発売 
60種類の栄養素と豊富に含むたんぱく質を手軽に摂取！世界が認めるスーパーフード 
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１.【顧客ターゲット】「全国の２０代から７０代以上の方まで」      

詳細⇒健康維持の為にスーパーフードやサプリなどを飲んでおられる方 

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

詳細⇒スピルリナの栽培は主に赤道直下の国で屋外栽培が主流です。弊社は、国内の岐阜

羽島にて屋内で栽培することにより、安全・安心・高品質な岐阜羽島産スピルリナの「ア

スモ」を栽培・生産・販売し、お客様へ提供いたします。 

＜使用の一例＞ 

・ヨーグルトに混ぜて頂く（コップ１杯に対して小さじ１杯を使用） 

・季節のフルーツと共に（おすすめは年間通じて、バナナのスムージー） 

・ドレッシングに混ぜて使用する。（おすすめはシーザ系のドレッシング） 

・マヨネーズと混ぜて、サラダやタルタルソースのようなイメージで使用 

・パンやホットケーキの生地に混ぜて食べる 

・そのまま水や牛乳で摂取する。 

3.【強み】「岐阜羽島でスピルリナを栽培・生産できる技術」    

詳細⇒ 当社は国内でスピルリナを栽培するノウハウを確立し、約 10年のスピルリナの開

発・栽培期間をかけて販売を実現いたしました。スピルリナを栽培す

る水槽設備から生産、販売まで一貫して事業を行えるのが強みです。

将来的には、農家や自治体に遊休農地等で行うアスモのビニールハウ

ス栽培（通称：アスモハウス）の技術を提供していきたいと考えてお

ります。また、スピルリナは CO２の削減に繋がることから SDGｓ１

３番（気候変動に具体的な対策を）にも貢献できると考えております。 

4.【リリースのポイント】 

一般に販売されているスピルリナ粉末と当社のスピルリナ粉末 

比較基準    一般的な商品 当社の商品 

① スピルリナ栽培地域 主に赤道直下の国 日本の岐阜羽島 

② スピルリナ栽培環境 主に屋外 屋内 

③  スピルリナ栄養価 ★★★ ★★★★★（独自の技術） 

④  スピルリナの匂い    青臭さが大 青臭さが小 

⑤  価格（100gあたり）  1,000円～3,000円  2,000円  
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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】 

 平成 30 年度の日本の食料需給率は 37％（カロリーベースによる換算）と 63％は海外から

の輸入に頼り、海外依存度が高いです。そして、2030 年にはタンパク質が、2050 年には食

料が枯渇すると世界で問題にされています。スピルリナの生産地の岐阜県羽島市は、農業就業

人口の減少が進み、日本全体の食料需給率減少に弾みをつけています。 

そこで、羽島市でスピルリナを通じて、農家の方や自治体の方と協力して地方を活性化させ

て、国内の食料需給率を上げるとともに地方創生、将来的には、食料枯渇の問題解決を目指し

ていきたいと考えております。 

＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者 北代 耕太 （きただい こうた） 

昭和 56 年 4 月：個人会社として大月ダイビング創業 

昭和 60 年 4 月：観光スキューバーダイビング、魚介類の養殖に着手  

平成 2 年 4 月：養殖用 PP プールの設計、施工、組立に着手 

平成 10 年 4 月：自動車部品の成形、塗装、組み立てに着手  

平成 24 年 9 月：法人化し、商号と株式会社ＳＹに変更 

令和 3 年 11 月 スピルリナ事業に着手 

■その他 （特許・表彰など） 

当社が栽培するスピルリナを『アスモ』として商標登録申請中（提出日：令和４年５月） 

■商品概要  

商品名  明日を元気にする藻「アスモ」（30g）  

特徴  
アスモは、60 種類の栄養素を含みます。また、たんぱく質

量は、アスモ 100g 中約 70g と豊富に含有しています。  

発売日        令和 4 年 9 月 9 日（金）   

販売先  自社 EC サイト、直販、卸販売  

販売価格  
３０ｇで￥648（税込）  

１００ｇで￥２ ,１６０（税込）  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

株式会社 SY 羽島ラボラトリー  広報担当：笹田 達也（ささだ たつや） 

電話：058-372-3635  （携帯 080-7216-4424）ＦＡＸ：058-398-3043 

Ｅ―Ｍａｉｌ：t-sasada@3pouyosi.jp   HPアドレス： https://3pouyosi.jp            

住所 〒501‐6257 岐阜県羽島市福寿町平方 9-11 

mailto:t-sasada@3pouyosi.jp
https://3pouyosi.jp/


 1 

報道資料（プレスリリース） 会社名：株式会社 Cherie 2022 年９月９日 

 

 

 

 

 

 

 

■商品名：「初恋ほのか」                     ■画像の説明：島原百年生姜 

 

岐阜県羽島市で令和 3 年に設立した株式会社 Cherie（シェリ）（代表：大野ひ

とみ）と申します。当社は新幹線岐阜羽島駅南口徒歩２分・岐阜羽島インター・

車で 5 分の場所にあり、代表大野が、食品会社勤務（８年）を経て、美と健康

にこだわりのあるセレクト食品販売を目指しております。SDGｓにも取組んで

おり、当社では３番「すべての人に健康と福祉を」をテーマに「自然食で美と

健康を」をビジョンとして掲げ、今後、全国各地の地域野菜を使った健康食材

をセレクトし提供をして参ります。 

 

この度、私が偶然たまたま頂いた生姜が、無添加で食材と食感、製法にこだわ

り抜いた生姜で、とても美味しくからだにも優しいという事がわかりました。

そこで、直接、製造者の方にアプローチを行い、現在は九州だけの販売に止ま

っていたものを、弊社で取り扱うことで、東海地域でも『初恋ほのか』を９月

２８日（水）より新たに販売することになりました。 

 

私自身は自然食バイヤー（ひとみ Selection 運営）として、全国にある無添加

で美味しく、こだわりのある、まだあまり知られていない地方の食材を皆さん

にお届けしていきたいと考えております。 

SDGｓ３番推進宣言！“自然食で美と健康を”全国からお届けしたい！ 

第１弾/島原百年生姜「初恋ほのか」９月２８日新発売 

  長崎県産（無添加）の新生姜を使用！食べると甘酸っぱい初恋の味 
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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】 「 全国の 10 代～70 代の女性・男性 」      

詳細⇒健康に気を使い、自然食にこだわりある女性・男性 

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

詳細⇒長崎県産（無添加）の新生姜を使用！食べると甘酸っぱい初恋の味  

3.【強み】 自然食バイヤー（大野ひとみ） 

前職での食品会社勤務での経験・知識を活かして、全国から美と健康を考えた

食品を仕入れ、その中から厳選したモノを「ひとみ Selection」として販売して

いきます。 

4.【リリースポイント】「ひとみ Selection」として選ばれる基準 

（１）自然な環境で育ったオーガニック野菜であること。 

（２）無添加で美と健康につながる効能が期待できる食材。 

（３）美味しくて、もう一度買いたいと思える商品であること。  

５．今後の目標（SDGｓのビジョンと行動目標） 
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＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者 大野ひとみ 

 

・2007 年 エステサロンに入社 

・2013 年 食品会社に入社 

・2021 年 4 月 株式会社 Cherie 設立 

（製造者同士のコラボレシピの考案やこだわりの  

ある美と健康をテーマの食品をセレクト） 

・2022 年 ９月 自然食バイヤーとして 

「ひとみ Selection」を立ち上げ 

 

■商品概要  

商品名  島原百年生姜「初恋ほのか」  

特徴  
長崎県産（無添加）の新生姜を使用！食べると甘酸っぱい

初恋の味。「ひとみ Selection」第１号認定商品  

発売日        令和４年９月２８日（水）   

販売先  EC サイト   

販売価格  ￥1０８０（税込）・送料別  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

株式会社 Cherie  広報担当：大野ひとみ 

（携帯 090-4081-1612） 

Ｅ―Ｍａｉｌ：  cherie.mail0406@gmail.com                               

住所 〒 501-6232 

岐阜県羽島市福寿町平方２丁目５１ ２０２   

 


