令和３年度地域経済総合活性化事業

徳山商工会議所

第４回
新商品・新サービス
合同プレス発表会

日時：令和3年12月14日(火)

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４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）10:05～11:00頃
事業所名・発表者

新商品・新サービスのテーマ
山口県東部エリア初合祀のない本来の樹木葬のカタチ。

㈱原田屋

ペットと一緒に入ることもできる、墓石を持たない新しい

1

スタイルの埋葬「樹木葬」で自然の中に還る。

原田洋平(代表取締役)
Future.Hatch.Laboratory

『樹木葬あじさい霊園』
脳の力を向上させパフォーマンスをアップ
『脳のパフォーマンス視覚化による

2

高田圭佑(代表)
Bicycle shop Nasty

脳力向上トレーニング』
東京オリンピックで話題のアーバンスポーツ
人気急上昇の自転車『BMX』

3

BMXブランド『TNB(ﾃｨｰｴﾇﾋﾞｰ)』

貞久和慶(代表)
なないろオフィス
4

取り扱い開始
事務作業を代行＆効率化、時代は外注へ！
『なないろオフィス』始動

藤村笑子(代表)
TherapyLab(セラピーラボ)

「健康」という資産の形成をしていきませんか？
『国家資格

5

藤本領佑(代表)

３．発表者5社による合同写真撮影
４．交流タイム

理学療法士オーナーの整体院
オープン』

11:00～11:05

11:05～12:00

（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「株式会社原田屋 エンディング事業部 しおん」
山口県東部エリア初合祀のない本来の樹木葬のカタチ。
ペットと一緒に入ることもできる、墓石を持たない新しい
スタイルの埋葬「樹木葬」で自然の中に還る。

『樹木葬あじさい霊園』
周南市下上に誕生した樹木葬霊園です。お一人15 万円から埋葬することができます。
先祖代々のお墓を管理できない、墓じまいを考えている、宗派にとらわれたくない、生前
に眠る場所を決めておきたいなど近年起こっているお墓に対する悩みごとに対しお役に立
てたらと思います。何年か後に合祀される霊園とは違い、独立した区画に埋葬することが
できます。

商品・サービスの
顧客ターゲット

・先祖代々のお墓を管理する人がいない方
・宗旨・宗派があう樹木葬がない方
・訳あって先祖代々のお墓に入れない方
・墓じまいを考えている方
・永代供養よりペットは家族と一緒にいたい方

商品・サービスの
コンセプト

合祀されない自然の中へ還る本来の樹木葬のカタチ

商品・サービスの
強み

墓じまいや経済的に不安を抱える個人の方向けに利用していただき
たい霊園です。ペットと一緒に入れる霊園づくりは家族や身寄りが
ない方が今後増えていく時代において地域に貢献できると思いま
す。

リリースポイント

１．合祀のない、一区画ごとに永代に決められたエリア
２．ご遺骨（粉骨）を直接土に還す本来の樹木葬のカタチ
３．ペットと一緒に入ることができる霊園

【想い・夢】
「終活」という言葉が誕生したのが2009年。人生の最期を意識しながら「もしも」にそ
なえることで、限りある人生の時間を前向きに生きるための活動として着目されていま
す。その一方で江戸時代に始まった檀家制度、明治から始まったお墓に対し、昭和・平
成・令和と時が経ち、家族のあり方が変化しています。時代は「村」→「家族」→「個
人」と、新型コロナウィルスが「個」と「選択」の時代を加速させ自分らしい生き方につ
いて真剣に考えていく時代がやってきます。これから先、年間約32,000人といわれる孤独
死や無縁死は加速度的に増えると言われています。
終活の基本の一つ、お墓（埋葬）について考えていただく際に墓地、墓じまい、納骨
堂、永代供養、海洋散骨、樹木葬と選択が広がっていきます。樹木葬という言葉が誕生し
てから10年以上経ちますが、正しく理解されている方はあまり多くありません。樹木葬は
「個人」または「少人数」に特化したお墓です。
今まさに迎えようとしている超高齢化社会にむけ、私たちはエンディング事業を通じて
人々がお互いを尊重し合い協力しあえる社会の実現に向けてお役に立ちたいと考えます。
安心して豊かな人生を歩む選択の一つに私たちの運営するこの樹木葬が社会のお役に立て
ると嬉しいと思います。

会社紹介：
・会社名：株式会社原田屋
・設立日：大正8年
・資本金：1,000万円
・従業員数：9人（うちパート3人）
・営業日、営業時間等：月〜土 9:00〜17:00
・事業内容 繊維事業部
進物用品部
エンディング事業部
美容・健康事業部

商品名・イベント名等
特徴
発売日
販売元・主催者
価格・補足

樹木葬あじさい霊園
合祀のない樹木葬 ペットも一緒に入れる霊園
12 月初旬
樹木葬あじさい霊園
（株式会社原田屋エンディング事業部 しおん）
永代管理料 3 万円、お一人様 15 万円〜、お二人様 25 万円〜

【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

株式会社原田屋
原田洋平
原田良秋
〒745-0036 山口県周南市本町 2-14
0834-21-1389
0834-31-1776
hyohei@haradaya.co.jp
https://www.haradaya.co.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」
脳の力を向上させパフォーマンスをアップ

「脳のパフォーマンス視覚化による
脳力向上トレーニング」
低下している脳の力を多角的なトレーニングで改善・向上を目指したサービスです。

「聴覚刺激を利用した集中力向上トレーニング」

「脳波測定結果」

商品・サービスの
顧客ターゲット

・幼、小、中、高、大学生
・ビジネスパーソン
・高齢者

商品・サービスの
コンセプト

IT 技術の進歩に伴う環境の変化により集中力、思考力、情報処理能
力など脳が持つ力が低下してきています。それらの能力を改善・向
上させ、意識して使えるようトレーニングし、勉強や仕事、スポー
ツ、趣味などに活かすことを目的としたサービスです。

商品・サービスの
強み

各個人の脳波を測定し各々にあったトレーニングを実施。視覚、聴
覚、触覚を刺激し脳の力を向上させていきます。

リリースポイント

１．脳波を測定し、自身の状態を確認することが可能。
２．１日１５分のトレーニングで効果を発揮。
３．研究機関様と連携し各々にあったトレーニングを提供。

【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。IT 技術の進
歩により現代社会はとても便利になりました。私たちの教室でも IT を利用した教育を取り
入れており、子供から高齢者まで幅広い年代の方々が通っておられます。便利になった反
面、集中力、思考力、読解力などが大きく低下し、勉強や仕事に集中できない、イライラす
る、物忘れが増えたなどの問題が増加しました。これらの問題は教育、学習にも大きな影響
を与えています。私たちは多くの研究機関様の協力のもとこれらの問題解決に取り組んで
おります。皆様の手助けができるよう今後も務めていきます。

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

商品名・イベント名等
特徴

脳のパフォーマンス視覚化による脳力向上トレーニング
各個人の脳波を測定し各々にあったトレーニングを実施。視
覚、聴覚、触覚を刺激し脳の力を向上させていきます。

発売日

２０２２年１月（予定）

販売元・主催者

Future.Hatch.Laboratory

価格・補足

２，０００円／月～

トレーニング・講座内容により変動

【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、藤井 貴宏
〒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

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「Bicycle shop Nasty(バイシクルショップナスティ)」
東京オリンピックで話題のアーバンスポーツ
人気急上昇の自転車『BMX』

BMX ブランド『TNB(ﾃｨｰｴﾇﾋﾞｰ)』
取り扱い開始
広島県の BMX プロライダー・西川佳宏氏が立ち上げた本格 BMX ブランド TNB。山口県では
初めての取扱店となります。山口県の自転車競技を盛り上げるために取り扱いを開始しま
した。

「BMX ブランド TNB(ﾃｨｰｴﾇﾋﾞｰ)」

商品・サービスの
顧客ターゲット

商品・サービスの
コンセプト

商品・サービスの
強み

「BMX 競技の様子」

・これから BMX を始めたい方。
・お洒落に自転車を楽しみたい方。
※日本の BMX のライダー人口はおよそ 1 万人以上と言われている。
BMX（ﾋﾞｰｴﾑｴｯｸｽ）とは、1970 年代初頭にアメリカ西海岸を中心に子
供達がオートバイのモトクロススターに憧れ、20 インチの自転車を
土の上で乗り回す遊びが始まりとされており、その自転車のカテゴ
リーのひとつが BMX で、Bicycle Motocross(ﾊﾞｲｼｸﾙﾓﾄｸﾛｽ)からきて
います。現在では BMX レース、パーク、ストリート、フラットラン
ドなど競技の種類も増えています。
BMX ブランド『TNB(ﾃｨｰｴﾇﾋﾞｰ)』は BMX 競技フラットランド向けに作
られており、子供用から大人用まで幅広くラインナップしておりま
す。これから BMX をはじめる方に向けて作られているブランドです。
※フラットランドとは平たんな場所でトリッキーな技を競い合う競
技です。自転車のフィギュアスケートとも呼ばれています。
プロライダー・西川佳宏氏が立ち上げたブランドなので、フレーム
設計やパーツチョイスはもちろんの事、最近の自転車は中国生産が
多い中、高品質の台湾生産をしているなど、こだわりを持って、作
られている為、初心者の方や子供でも安心して乗っていただけます。

リリースポイント

１．『TNB(ﾃｨｰｴﾇﾋﾞｰ)』は山口県では当店が初めての取扱店。
２．カラーオーダーも可能。
３．競技用としても、日常使いとしても安心して乗ることができる。

【想い・夢】
経歴：2011 年～2021 年 4 月まで周南市のサイクルギャラリー周南で店長として勤務。
自転車をお洒落にファッションの一部として楽しんで頂きたい、お洒落な自転車に乗るこ
とにより、普段の生活に少しでも彩りを加えることが出来ればと思い 2021 年 7 月にオープ
ンしました。
山口県で活動されている BMX ライダーの方たちから BMX を扱っている店が県内にはなく困
っているという声を多く聞いていたので、そういった方たちの受け皿になれればと思い BMX
の取り扱いを開始しました。
また山口県の自転車競技・文化の発展に少しでも力になれればと思っています。

会社紹介：
・事業所名：Bicycle shop Nasty
・設
立：2021 年 7 月 16 日
・従業員数：代表者 1 名
・営業時間：10：00～19：00
・定 休 日：火曜日
・事業内容：自転車販売・修理

商品名・イベント名等
特徴
発売日
販売元・主催者
価格・補足

BMX ブランド

TNB（ティーエヌビー）

山口県内では初の取り扱いブランド
高品質で日常使いでも競技用でも安心して乗ることが可能。
2021 年 11 月
Bicycle shop Nasty
大人用 67,100 円(税込)～

子供用 42,900 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

Bicycle shop Nasty
貞久 和慶
貞久 和慶
〒745-0033 山口県周南市みなみ銀座 2-5-1
0834-31-2822
0834-31-2823
bicycleshopnasty@gmail.com
https://bicycleshopnasty.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「なないろオフィス」
事務作業を代行＆効率化、時代は外注へ！

『なないろオフィス』始動
事務に関するお困りごと解決＆事務業務効率化を図ります

商品・サービスの
顧客ターゲット
商品・サービスの
コンセプト
商品・サービスの
強み
リリースポイント

・個人事業主様
（本業・事務業をお一人で全てこなされておられる方）
・法人様（事務業務などの効率に疑問を感じておられる方）
餅は餅屋。事務は事務屋で個々の負担軽減を図る！
多業種に渡る事務経験やエクセル環境効率化の実績。
事務員に対する雇用の不安軽減。人件費削減。
１．本業に専念する為の時間を作ることで、本業が発展。
２．在宅・リアルと必要な形でサービスを提供し、ＰＣに関する苦
手意識から解放される。
３．各社オリジナルの事務効率化のご提案により、事務作業の時間
短縮、ミスの軽減を図ることが出来る（エクセルにて）

【想い・夢】
時代は人員削減の流れにある中で、事務の作業も会計ソフトなどＡＩ化が進んでいます。
それでも本業をこなしながら事務の作業にも向き合い、慣れないＰＣ業務に頭を抱えなが
ら頑張っておられる事業者様がおられることを知りました。
事務員を雇うには労務・人事など諸手続きが必要であり、また本人のスキルにも心配が発
生します。全国では事務代行やクラウドサービスに事務を外注するという選択肢は増えて
いますが、オンラインだけでは伝わりづらいことや不安も多々あります。
私が提供するサービスは、まずは事務代行を在宅とリアルを織り交ぜた形でさせていた
だき、さらには事務作業の時間短縮や負担軽減と各社オリジナル効率化メソッドを作るこ
とが出来ることもなないろオフィスの強みであります。
事業をされている方の心の負担が軽減されることで、更なる発展につながると考えており
ます。「共に笑顔に」の想いで事務という形で力添えしてまいります。

会社紹介：
・事業所名：なないろオフィス
・設 立 日：2021 年 12 月 4 日
・事業内容：事務代行・事務効率化
・代表者有資格：日商簿記 2 級、介護福祉士、情報処理検定１級
・その他経験:アロマセラピスト、アロマによる心身体質分析
・営業時間：9：00～17：00
・休
日：不定休
・事務代行例：
請求書等一連処理や諸文書作成、データ入力
各社に合わせた事務効率化のご提案・制作（エクセル使用）
会計ソフトでの仕訳を入力、領収書等ファイリング
HP 作成、更新(WIX のみ)

商品名・イベント名等
特徴

事務・秘書作業の『なないろオフィス』始動
事務業務代行だけでなく、事務作業の時間短縮とミスや負担を
軽減するために各社オリジナルの仕組みづくりが可能（エクセ
ルによる）

設立日

2021 年 12 月 4 日

販売元・主催者

なないろオフィス

価格・補足

20,000 円～必要業務に応じて要相談

【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

なないろオフィス
藤村 笑子
藤村 笑子
〒745-0801 山口県周南市久米 2762-1 パークビレッジ D-101
090-8607-7134
なし
emitanagold@gmail.com
https://emitanagold.wixsite.com/mysite

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「Therapy Lab

セラピーラボ」

「健康」という資産の形成をしていきませんか？

国家資格 理学療法士オーナーの整体院
腰痛特化型整体×産前産後ケア・美容×スポーツトレーニング・ケア×リハビリ
理学療法士（取得率 1 割の認定理学療法士免許も取得）免許取得者の施術が
可能な希少な店舗がオープンします。
どんな方も自分の体と向き合うことの出来る場所を作りました。
周南地域唯一の高度急性期病院で培った知識や技術を地域へ伝えていきます。

「こだわりの店内 待合室」

商品・サービスの
顧客ターゲット

商品・サービスの
コンセプト

商品・サービスの
強み

「こだわりの店内 施術室」

体で困っているすべての方。子供から高齢者まで。特に働き世代やママさ
ん世代、後遺症や慢性的な痛みや悩みがある方。スポーツなどのパフォー
マンスアップ希望の方。
健康は自分で守っていく必要があります。そのことをしっかりとお伝えし
ていきます。
腰痛をはじめ、肩こりや膝痛、産後のケアが行き届いておらず体の状態が
良くないままに仕事・生活をすることは後に取り返しがつかなくなる事も
あります。ケアもトレーニングも可能であり、「体が動く」
「痛みがない」
という生活での豊かさを手に入れていただきます。視覚的にも嗅覚的にも
配慮された店内で自身の体と向き合う時間を提供します。
周南地域唯一の高度急性期病院で勤務していたオーナーが一人一人丁寧
に施術をします。理学療法士（認定理学療法士）の施術を受けることが可
能な数少ない店舗です。店舗はバリアフリーであり子供を含めた家族や友
人と入れるよう配慮された環境を整えています。救命救急、脳神経外科、
脳神経内科、整形外科、消化器内科、血液内科等の経験を経て医療の前線
で働いていたセラピストが知識と技術を提供。時間とお金に見合った「価
値」を提供いたします。駐車場 3 台完備。ベビーベッドなども完備。

リリースポイント

１．理学療法士が専門的な知識と技術を提供
２．経験豊富で様々な悩みに対応可能
３．様々な年齢層に合わせた環境が整っている

【想い・夢】
体の悩みに困っている方がどこにいけばよいか分からない、何をしたらよいか分からないという
声を病院という臨床の現場で聞き続けていました。そんな方々の不安を少しでも減らすことが出来
たらと思い整体院という形で店舗を作りました。医学の発達で日本の平均寿命は大幅に伸びてきて
います。しかし、人生百年時代ともいわれている中で健康寿命（元気に動けている期間）が短いと
いうのが現状です。そのような状況で少しでも健康や予防として地域の方々の力になれることがあ
ると思い行動をしました。また、リハビリ専門職である理学療法士が地域で活躍できる環境が作る
ことが出来たらと考えています。日本の保険範囲内だけでは足りないことはたくさんあると思いま
す。保険だけに頼らずご自身の「健康」について考えて頂ける場所や時間が作れたら良いと考えて
います。怪我や病気をした後では遅いという事をしっかりと伝えていきたいと考えています。
私一人の力では小さいかもしれませんが、体の悩みが少しでも減り、体が改善できる環境がある
地域作りが出来たらと考えています。今後は、保険適用となる訪問看護ステーションや体の悩みに
特化したリハビリ事業を展開出来たらと考えています。人間のライフサイクルに合わせた店舗を展
開したいと思います。
「必要性」
「価値」を感じてもらえるよう展開をして、体で悩んでいる方や困
っている方のお手伝いが出来たらと考えています。

会社紹介:
・事業所名：TherapyLab セラピーラボ
・設 立 日：2022 年 1 月 11 日オープン予定
・従業員数：代表者 1 名
・営 業 日：不定休
・営業時間：9 時～24 時（完全予約制）
・事業内容：整体、腰痛特化型整体
産前産後ケア
スポーツトレーニング・ケア
リハビリ
「店舗外観・代表者」
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TherapyLab

セラピーラボ

オープン

医療の専門知識を持った理学療法士免許取得者が行う整体院
２０２２年１月１１日オープン予定
TherapyLab

セラピーラボ

３，０００円～８，０００円（初回価格３，０００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

TherapyLab セラピーラボ
藤本 領佑
藤本 領佑
〒745-0801 山口県周南市西久米 3303－4
090-1187-5300
なし
info@therapylab-shunan.com
https://www.therapylab-shunan.com

