令和２年度地域経済総合活性化事業

徳山商工会議所

第３回
新商品・新サービス
合同プレス発表会

日時：令和２年12月10日(木)
10:00～12:00
場所：周南市シビック交流センター
交流室1
主催：徳山商工会議所

共催：徳山商工会議所
情報・文化・サービス部会
後援：周南市

徳山商工会議所
第３回

新商品・新サービス合同プレス発表会
次第

１．開会

10:00

２．プレス発表会（各社７分間＋質疑応答）10:05～11:05頃
事業所名・発表者

イタリア食堂Bamboo
1

新商品・新サービスのテーマ

大切な方への贈り物や特別な日のおもてなしに
BambooオリジナルGIFTSET

竹重嘉亮（代表）

すべての子供がリズムを

リセット健康体操教室

身に付け次のステージへ

2

藤谷真夕（代表）

STAR ACADEMY周南

CHA CHA DO

周南の海と工場夜景をハーバリウムに
見つめれば、心が旅する小さなＢＩＮ

3

門脇まゆみ（代表）
(有)レンタックス
4

藤井一之（代表取締役）

旅するＢＩＮ
自粛というよりは、「自宿しようぜ！」「自祝しようぜ！」

【 クリスマス特別企画 】
せっかくだから

オリジナルグッズの数々

Future.Hatch.Laboratory
5

高田圭佑（代表）

日常生活を接触感染から守る
「AntiVirusZone（アンチウイルスゾーン）」

３．発表者5社による合同写真撮影
４．交流タイム

自宅時間を楽しもうよ！

11:05～11:15

11:15～12:00

（各社への取材・インタビュー、参加者との情報交換）
５．閉会

YouTubeによるライブ配信
10:00～11:00頃

徳山商工会議所
新商品・新サービス合同プレス発表会
会社名「イタリア食堂 Bamboo」
大切な方への贈り物や特別な日のおもてなしに

Bamboo オリジナル GIFTSET
イタリア食堂 Bamboo がお家時間を豊かにするお手伝いをします。お店の味をそのまま
ご自宅で楽しめる贈って嬉しい、貰って嬉しい GiftSet をお届けします。

「Bamboo オリジナル GIFTSET ロゴマーク」

「パンフレット」

顧客ターゲット

・ お歳暮やお中元等贈り物をする個人
・ 自宅でホームパーティーをする方、これからの時期、自宅で Xmas
を過ごされるカップルやご家族
・ コロナ禍ということで外食を控えている方
・ 取扱店となってくれる進物屋等

コンセプト

イタリア食堂 Bamboo の味をご家庭で！

強み

真空包装後、瞬間冷凍しているので品質の劣化を最小限に抑えていて
ご自宅で解凍後、湯煎で 5 分程度温めるとお店の味が楽しめます。
調理後すぐに真空包装をして瞬間冷凍をし最終的に湯煎で温めるの
で衛生的にも優れています。
このような商品を食品メーカー等ではなく地元の飲食店が製造して
お届けすることが一番の強みだと思っています。

リリースポイント

１．ご自宅にいながら飲食店の味が楽しめる。
２．調理不要でお湯で温めるだけでお召上がりいただける。
３．美味しい時間を全国どこへでもお届け可能。

【想い・夢】
誰も想像していなかった新型コロナウイルスの感染拡大がおこり飲食業界も打撃を受けた 2020 年！！
これまでの来店型ビジネスとは違った形のビジネスモデルを構築する転機の年になりました。
コロナ禍ということで外食を控えている人も多い中、そんな人たちへも飲食店の味をご自宅でも熱々の
状態で食べてもらいたいという思いで、よくあるお弁当やオードブルといったテイクアウト商品と差別化
をはかった真空包装商品を開発しました。
ご自宅で過ごす時間が増えている中、真空包装商品がお家時間を豊かにするお手伝いができればと思っ
ています。
現在はネットショッピングや進物屋さんでの取り扱いがありますが、今後完全にパッケージ化してスー
パー等の小売業者さんとも取引ができるように進めて行きたいと考えています。

会社紹介：
店
名:イタリア食堂 Bamboo
創業年月日:2014 年 7 月 11 日
従 業 員 数:7 名（パート・アルバイト）
営 業 時 間:17:00〜24:00
定 休 日:月曜日、第 3 日曜日
事 業 内 容：飲食店の運営
真空包装商品の製造販売

商品名・イベント名等
特徴
発売日

Bamboo GIFTSET
自宅で簡単に飲食店の味が楽しめる
2020 年 10 月

販売元・主催者

イタリア食堂 Bamboo

価格・補足

3,000 円～10,000 円

【プレスリリース・資料に関する問い合わせ】
事業所名
代表者名
本件の担当者
郵便番号・所在地
電話番号
FAX 番号
E-mail
HP

イタリア食堂 Bamboo
竹重嘉亮
竹重嘉亮
745-0017 山口県周南市新町 2-16 山口ビル 2F
0834-33-8646
0834-33-8646
Yoshiaki0323@me.com
https://onlineshop-bamboo.com/
http://www.italiano-bamboo.com/

徳山商工会議所
新商品・新サービス合同プレス発表会
会社名「リセット健康体操教室」
すべての子供がリズムを身に付け次のステージへ

STAR

ACADEMY

周南

全国で急上昇中スポーツリズムトレーニング。スポーツリズムトレーニング協会が４年
の歳月をかけて開発した、すべての活動でリズムを使い、楽しく確実に運動能力を高める
プログラムを開校。

急上昇中のスポーツリズムトレーニングの様子

すべての活動中音楽が流れリズムの特性を生かし
技術を習得する

顧客ターゲット

幼稚園保育園年中～小学３年生

コンセプト

スポーツを専門的に始める前に、全ての子供が運動の基礎である「リ
ズム感」を身につけ、スムーズに専門種目へ移行できることを目指
した全く新しい運動教室です。

強み

リリースポイント

すべてのレッスンを音楽の中で行い、楽しみながら確実にリズム感
と運動能力を高めていきます。
１．山口県「初」新感覚の運動教室
２．
「何かができるようになること」が目標ではなく「言われたこと
が、どれだけ速く正確にできるか」という判断力や集中力などの認
知能力向上に繋がる。
３．
「リズム」の持つ特性を最大限に生かし、すべての活動中に音楽
を流し、楽しみながら能力を高めていく。

【想い・夢】
私の本業の事業の柱にスポーツトレーナー業があります。スポーツクラブに所属し成人の運動指導に
15 年携わってきました。生活様式や過ごし方は様変わりし、布団からベットへ、畳からフローリングへ。
外遊びからゲーム遊び。それに伴い昔では考えられなかった現象が運動機能や脳機能にも現れるように
なりました。悲しい気持ちとは裏腹に避けられない現実に直面しています。生活様式が変わり便利にな
る一方で、「しゃがめない」「正座が出来ない」「表情が暗い」「指示を受けないと行動ができない」とい
ったように子供達の運動機能や表情、積極性に大きく影響が出ている現実を目の当たりにし、子供たち
の将来を考えた時、何かできる事ないだろうかと考えていました。そんな時に SNS でスポーツリズムト
レーニングと出会い、これは面白い、是非子供達とやってみたいと一目惚れし指導者の資格を取得しま
した。

では、
「スポーツリズムトレーニング」がなぜ現代の子供達に必要なのか？ゲーム漬けの子供たちの脳
は止まっていると言っても過言ではありません。この脳にビートが効いた音楽環境の中で運動すること
で運動野が刺激を受け脳が目覚め、また「リズム」に合わせて運動することが集中力や判断力などの認
知機能も高め、あきらめない挑戦する心へと自然と導きます。
私は、STAR ACADEMY においてリズム感を身につけことにより、運動機能を高め、生き生きとした子供
達の未来に繋がるのではないかと思っています。子供たちの運動機能低下、表情、積極性の問題に対し、
解決の一助となる事を確信し、情熱を持って取り組んでいきます。「運動=楽しい」と思える子供たちを
増やす試みを山口県で初めて挑戦していく。発案者のスポーツリズムトレーニング協会と共に普及に務
め、子供達の運動機能低下、表情の悪化、積極性の低下問題解決に寄与したい。私の関わる運動指導を
通じて私の周りや、多くの人を元気に導きたいと思います。

会社紹介
会 社 名：リセット健康体操教室
設 立 日：2016 年 7 月 1 日
開校教室：
・夜市教室（夜市市民センター、月 3 回月曜日 15:45～）
・新南陽教室
（女性専用スタジオ Reyline「高杉レディースクリニック内」、
第 1.2.3 水曜日、15:30～）
・周南教室
（メディカルフィットネス WINS（香田整形外科内）、
第 1.2.3 木曜日、15:30～）
事業内容：
・スポーツトレーナー ・ジュニア運動教室
・シニア運動教室 ・姿勢改善運動教室
・オンラインレッスン
（パーソナルトレーニング・グループレッスン）

商品名・イベント名等
特徴
発売日

STAR

ACADEMY

周南

リズムに特化した新感覚のジュニア運動教室
2021 年 1 月開校

販売元・主催者

リセット健康体操教室

価格・補足

3,750 円/月（月謝制）

【プレスリリース・資料に関する問い合わせ】
事業所名
代表者名
本件の担当者
郵便番号・所在地
電話番号
FAX 番号
E-mail
HP

リセット健康体操教室
藤谷真夕
藤谷真夕
〒746-0084 周南市夜市 715-10
080-5642-0207
なし
soraomiagete56@gmail.com
https://www.star-mayu.com/

徳山商工会議所
新商品・新サービス合同プレス発表会
会社名「ＣＨＡ ＣＨＡ ＤＯ」
周南の海と工場夜景をハーバリウムに。
見つめれば、心が旅する小さなＢＩＮ。

【旅するＢＩＮ】
周南コンビナートの写真を組み合わせて、工場夜景のシルエットをデザイン。小さな植
物と一緒に、ファンタジックなハーバリウムのペーパーウエイトを作りました。木のぬく
もりも加えて、この街の小さな風景を、デスクに。

「周南工場夜景ハーバリウム『旅する BIN』」
顧客ターゲット
コンセプト

強み

リリースポイント

「メッセージを添えてお送りできます。」

周南で働く男性のデスクに、遠方で単身赴任のパパへ、周南市から
のお土産に、送別の贈り物に、頑張っている方への小さな癒しに。
周南市の工場夜景をオリジナルのハーバリウムに。
見つめれば、何だかほっとする。心が小さな【旅するＢＩＮ】
周南市オリジナルデザイン。
植物を詰め込んだ従来のハーバリウムに加えて、様々なシルエット
や文字などを入れることが可能です。家具職人の技術で製作した木
製のフレームで、高級感のある仕上がりです。
フラワーショップＣＨＡＣＨＡＤＯの細やかな技術を生かしたオリ
ジナルハーバリウムで、周南市のギフトとしてもお薦めです。
１．工場夜景（周南市オリジナル）
２．オリジナルデザインの製作も可
３．デスクの上の小さな癒しのギフト

【想い・夢】
コロナ禍で、花屋の仕事も厳しい日々の中で、生花だけでなく、広く発送可能な新しい
オリジナル商品を考えたいと思いました。感染予防対策で移動を控え、ふるさとへの帰省
や旅が出来ないストレスを、ほっと和らげるデスク周りのもの。特に周南市らしいものを
作りたいと、約半年間試行錯誤して完成したハーバリウムのペーパーウエイトです。癒し
のギフトを、身近な方に贈ってほしいと思います。

会社紹介：
会 社 名：ＣＨＡ ＣＨＡ ＤＯ
設 立 日：1995 年 9 月 1 日
従業員数：2 人
営業日等：10:00～18:30
定休日：火曜日、第 3 日曜日
事業内容：フラワーショップ

商品名・イベント名等
特徴
発売日
販売元・主催者
価格・補足

旅するＢＩＮ
周南工場夜景のハーバリウム
2020 年 9 月
CHA CHA DO・門脇まゆみ
5,500 円（税込）

【プレスリリース・資料に関する問い合わせ】
事業所名
代表者名
本件の担当者
郵便番号・所在地
電話番号
FAX 番号
E-mail
HP

CHA CHA DO
門脇まゆみ
門脇まゆみ
〒748-0002
周南市二番町 2 丁目 9-1
0834-41-2437
0834-41-2437
chachado.flowers@gmail.com
https://chachado.jp/

徳山商工会議所
新商品・新サービス合同プレス発表会
会社名「有限会社レンタックス」
自粛というよりは、
「自宿しようぜ！」「自祝しようぜ！」

【 クリスマス特別企画 】
せっかくだから 自宅時間を楽しもうよ！
オリジナルグッズの数々
コロナ渦で外出がままならない中、自宅での過ごし方を楽しく、前向きに見てみよう企画。

「クリスマスツリーランプ」

顧客ターゲット
コンセプト
強み
リリースポイント

個人・ファミリー層
コロナ渦で「自粛」を余儀なくされた、こんな時だからこそ、自宅
での過ごし方を楽しく、有意義にしてみませんか？
従来のイベント実施で培ったノウハウを、個人向けに視点を変えて
の取組
１．自粛を自宿・自祝として キャッチフレーズを設定しました。
２．自宅の時間をいかに楽しむか、価値ある時間にするかを設定。
３．今後ともさらにシリーズ化いたします。

【想い・夢】
イベントの企画運営を中心に営業してきた弊社としては、コロナ渦でのイベント中止は
甚大な影響を受けました。ウィズコロナに向けて、何をすべきかを模索しておりました。
従来の経験を活かして、困惑している方々へ視線（BtoB から BtoC）を変えて、商品・
サービスを提供したいと考えました。お盆の帰省時期には、心のこもった温かいお手紙を頂
きました。これはかつてない貴重なお客様の声としてスタッフ一度感動しております。コロ
ナ渦の先行きが不安定なままですが、ウィズコロナの視線で今後とも邁進していきます。

会社紹介
会 社 名：有限会社レンタックス
設 立 日：平成 13 年 4 月 1 日
資 本 金：300 万円
従業員数：0 名
営 業 日：9：30～17：00
定休日 土・日・祝日
事業内容：個人向けレンタル
企業団体向けレンタル
イベント企画運行
すおうらんぷ
（オイルランプを活用した空間演出）

商品名・イベント名等
特徴
発売日
販売元・主催者
価格・補足

こんな時だから・ちょっと違ったクリスマス
ゆっくりした時間が在ってもいいと思う。のシーンを提案。
12 月 12 日（創作ランプ）
有限会社レンタックス
3,500 円（税別）4,000 円（税別）20,000 円（税別）

【プレスリリース・資料に関する問い合わせ】
事業所名
代表者名
本件の担当者
郵便番号・所在地
電話番号
FAX 番号
E-mail
HP

他は販売中

有限会社レンタックス
藤井一之
同上
745-0063 周南市今住町 6-9
0834-22-5188
0834-22-5189
fujii@rentax.jp
http://www.rentax.jp

徳山商工会議所
新商品・新サービス合同プレス発表会
フューチャー

ハ ッ チ

ラ ボ ラ ト リ ー

会社名「Future.Hatch.Laboratory」
日常生活を接触感染から守る
アンチウイルス

ゾーン

「AntiVirus Zone」
銅を用いた抗菌・抗ウィルスフィルムで接触感染から守ります。

「 AntiVirus Zone 」

顧客ターゲット

コンセプト

強み

リリースポイント

「 AntiVirus Zone を使用した抗菌車両
（周南軽運送様で試験運用）」

業種問わず全ての企業・団体
新型コロナウィルス(COVID-19)対策、接触感染対策、感染症対策、
大腸菌や黄色ブドウ球菌などの菌やウィルス対策に抗ウィルス性・
抗菌性の DR．CU（ドクターCU）ブランドの抗菌銅フィルムを基に開
発した 超抗菌・超抗ウィルスフィルム。フィルムは柔軟性に富んで
おり且つ粘着式なので触れる機会の多いところ（スマートフォン等
のタブレット機器やドアノブ、自動販売機のボタン、飲食店のテー
ブルなど様々な所）に貼るだけで、各種菌や各種ウィルスから身を
守ることが出来ます。フィルムの銅イオンによる殺菌効果（超抗菌
性能）で消毒液等での除菌作業の労力を削減することが可能です。
接触感染対策をしたい部分に切って貼るだけの簡単施工。
柔軟性が高く凹凸や曲面部分にも張り付けることができ、半透明な
製品で視認可能のため、フィルム上からタッチパネルの操作が可能
です。また、ボールペン等の事務用品など色々な場所に応用できる
製品となっております。
１．ICA 国際銅協会抗菌ブランド認証商品
２．日本国内研究検査機関及び韓国、米国の検査機関で試験を行い、
菌・ウィルスともに各々の検査機関全てにおいて 99.5％抗菌出来て
いることを実証済みです。

【想い・夢】
当方は教育事業、コンサルティング事業を主として事業を営んでおります。本年は新型コ
ロナウィルス感染症の流行により世界中が大変な状況となりました。私共も受託しており
ました 4 月～7 月の新入社員研修事業が新型コロナウィルスの拡大により 3 分の 2 が中止
となりました。感染が拡大するにつれ実感したことは身を守ることの難しさでした。お客様
への安心感と感染拡大防止のため常に消毒等の除菌に気を配り続けることは大きな労力と
なり、心からゆとりを奪っていきました。特に接触感染の恐れがある場所は念入りに行わな
ければならず、労力・費用ともに経営を圧迫しました。今回、紹介させて頂く商品はこれら
の問題を解決できるものと考えております。多くの方にこのフィルムを使って頂き、安心で
きる場所を作る手助けができるよう努めていきます。

会社紹介：
私たち Future.Hatch.Laboratory は「より良
い未来を創る」ことを目標に事業を行ってお
り、企業様の新入社員教育、子どもたちの「考
える力」を育てる論理的思考教育、高齢者の
方への生涯学習教育、一般の方への PC 教育、
企業様の問題解決のための製品開発を展開し
ております。今後もより良いサービスを提供
できるよう日々努力しております。
事業所名：Future.Hatch.Laboratory
設 立 日：2018 年 6 月
従業員数：4 名
事業内容：教育事業、コンサルティング事業
システム開発事業
抗菌事業（2020 年 12 月開始）

商品名・イベント名等
特徴
発売日
販売元・主催者
価格・補足

AntiVirus Zone
抗菌・抗ウィルスフィルム
2020 年 12 月
Future.Hatch.Laboratory
29.7cm×21.0cm サイズ 3,300 円
ロールタイプ 60,000 円（長さ 10m 幅 40cm）

【プレスリリース・資料に関する問い合わせ】
事業所名
代表者名
本件の担当者
郵便番号・所在地
電話番号
FAX 番号
E-mail
HP

Future.Hatch.Laboratory
高田 圭佑
高田 圭佑 貞廣 綺子
〒745-0037 山口県周南市栄町 2 丁目 39 早坂ビル 3-403
0834-34-0466
無
info@fhlabo.com
https://www.fhlabo.com

