
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

            
             
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

日時：令和２年１１月９日（月）１４：００～ 
場所：秩父神社 参集殿２階 榊の間   

 

 
 

 

 

令和２年度 秩父商工会議所 

本庄 

第１回 

新商品＆新サービス 

合同記者発表会 

 



秩父商工会議所 

第１回 新商品・新サービス合同記者発表会 
 

日時：令和２年１１月９日（月）14：00～16：00

場所：秩父神社参集殿 2階 榊の間  

 

次   第 

 

１．開  会 14：00 

２．主催者挨拶 秩父商工会議所 専務理事 松本 賢治 

３．趣旨説明 （株）マジックマイスター・コーポレーション 大谷 芳弘 

４．第１部【記者発表会】 14：10～（各社６分） 

① じんじんばあ (秩父市番場町) 

② パラリゾートちちぶ株式会社（秩父市番場町) 

③ 株式会社和銅農園（秩父市黒谷） 

④ 有限会社ふじや（秩父市中町） 

⑤ 有限会社Ｖｏｉｃｅ（秩父市上野町） 

⑥ 株式会社おーともーびるＹＵＫＩ（秩父市黒谷） 

⑦ 自然郷 東沢（横瀬町芦ヶ久保） 

⑧ 特定非営利活動法人秩父こみにてい（秩父市東町） 

 

５．第２部【展示会】 15：00～16：00 

  取材・インタビュー 

６．閉会 



 

令和２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 

じんじんばあ (秩父市番場町） 

コロナ禍における発想の転換！人だけでなくワンちゃんにも『ワン To Eat』 

「秩父の板前さんが作ったワンコメシ」１１月１０日（火）新発売 

秩父の天然猪肉を低温加熱した柔らか～い無添加ドッグフード 

 

２ 

パラリゾートちちぶ株式会社（秩父市番場町） 

コロナ禍における働き方改革！秩父初のワーケーション宿泊施設 

「働 Co-living（ハタラコリビング）」１１月１０日（火）グランドオープン！ 

2段ベッドを有した本格的ドミトリータイプ（4名×6室）の宿泊＋α空間 

 

３ 

株式会社和銅農園（秩父市黒谷） 

22年ぶり！埼玉県限定いちごのあまりん・今年は 6000本を作付 

「埼玉県の新しいいちご！あまりん」１１月下旬収穫予定 

県内のいちごの１％の生産量！特徴は糖度が約２４度と非常に甘い品種 

 

４ 

社有限会社ふじや（秩父市中町） 

県内初 令和時代の新しい還暦フォトプラン 

「新・還暦ドレス＆着物フォトプラン」１１月２２日スタート 

レンタルドレス約 100種類×着物約 50種類の中から選択可能 
 

５ 

有限会社Ｖｏｉｃｅ（秩父市上野町） 

県内初！美容室でカラー・パーマの待ち時間に出来る進化系ネイルサービス！ 

「セルフジェルネイルサービス」１１月９日（月）新規スタート 

約 40種類のカラーバリエーションが選べ、プリネイルで好きな画像を 10秒で印刷 

 



６ 

株式会社おーともーびるＹＵＫＩ（秩父市黒谷） 

自動ブレーキ・自動運転車のセンサー調整サービス 

「ｴｲﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ ADAS」2021年２月１日スタート 

国土交通省 自動車特定整備事業で関東第 1号認証（令和 2年 4月） 
 

７ 

自然郷東沢（横瀬町芦ヶ久保） 

業界初！秩父にある撮影に特化した宿が新たに始めた新体験サービス！ 

「テイクアウト畳＆血糊畳」で屋外での和空間を演出！１１月９日スタート 

業宿の女将である撮影コンシェルジュ（赤岩ＦＣ）が大自然の中でご提案！ 

８ 

特定非営利活動法人秩父こみにてい（秩父市東町） 

秩父地域初！ＮＰＯがお寺と連携。おひとり様高齢者をサポート 

「家族の代わりに」１２月１５日（火）スタート 

業身元保証、生活支援、葬送、死後事務、遺言執行まで家族代わりに 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報道資料（プレスリリース） 食彩秩父じんじんばあ 2020 年 11 月 9 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■低温加熱後のワンコメシ            ■ワンコメシパッケージ 

 

埼玉県秩父市で平成３０年から郷土料理の店を経営している食彩秩父じんじんばあ（代

表：福島 強 ふくしま ごう）と申します。当店は西武秩父駅から秩父神社へのメイン通

り沿いに位置し、観光客を対象とした秩父の地元食材を用いた田舎料理を中心に販売して

おります。当店の一番人気メニュー猪肉の串焼きは奥秩父で捕獲されたジビエ肉を５８℃

で４時間以上加熱する“低温加熱法”を施し、驚くほど柔らかく仕上がった逸品は多くの

メディア様に取り上げられました。 

 

しかしながら昨今の新型コロナウィルス感染拡大の影響により、以前ほどの客足は望めず、

大量の在庫を抱えてしまうであろう地産の猪肉を全国の愛犬家のための完全無添加、かつ

低温加熱済みで老犬にも安心して与えることのできるドッグフードに着目し錯誤を重ねて

完成となった『秩父の板前さんが作ったワンコメシ』を１１月１０日（火）より新たに販

売することになりました。 

 

この商品を通じて将来を見据えた「アフターコロナ」に臆さない経営基盤と 

地元秩父地域のジビエを使ったドッグフードを多くの愛犬家の方々に知って頂き、秩父と

いうネームブランドに貢献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。 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍における発想の転換！人だけでなくワンちゃんにも『ワン To Eat』 

「秩父の板前さんが作ったワンコメシ」１１月１０日（火）新発売 

秩父の天然猪肉を低温加熱した柔らか～い無添加ドッグフード 

 

             



１.【顧客ターゲット】 「 全国の愛犬家  」      

詳細⇒家族のように愛している愛犬家の方で３０代～７０代くらいまでの方 

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

詳細⇒猪肉を使ったドッグフードはドライジャーキタイプでは販売されていますが、低温

加熱で柔らかくしたソフトタイプは日本初！ 

3.【強み】（WONDER）「じんじんばあの猪肉の串焼きから派生」    

詳細⇒秩父の山で育った猪を使ったジビエ料理は大変人気があ

り、当店の猪肉の串焼きは TV や雑誌など多数のメディアで紹介

されております。今回のワンコメシは人間用に提供するお肉と同

じものを使用しております。   

4.【リリースのポイント３つ】 

①国産・無添加・１００％地元産 

⇒秩父の猪肉を使用し、丁寧に下処理をしてすぐに冷凍保存を致します。 

 

②猪肉に含まれている栄養素 

⇒天然の猪肉にはワンちゃんの成長に欠かせない良質のたんぱく質をはじめ、疲労回復や

皮膚の健康、新陳代謝を促すビタミン B 群が豊富に含まれています。 

 

③秩父の板前が作ったドッグフード 

⇒私自身が和食の板前として２５年になり、これまで様々な食材を扱って多くの人に料理

を提供してきましたが、愛犬家の人にとってワンちゃんは家族であり、私は人と同じよう

に“ワンちゃんの板前”として安心・安全なドッグフードを提供していきたい。 

 

５.【この商品を開発した理由・目標＆夢】 

秩父地域は野生の猪が多く生息し、田畑の野菜などを食べ荒らす被害が年々増加しており、

害獣処理の猟師が駆除をしても、その先の猪肉の活用方法がまだまだ少なく社会問題とな

っております。そこで、１３年前にこの地域に店をオープンし、猪肉を使った様々なメニ

ューを開発してきました。今回、新規事業としてドッグフードにすることで、この地域だ

けの消費ではなく、全国での展開を行うことで、猪肉の消費量を増加させ、この問題解決

に向けて少しでも尽力していきたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者 福島 強（ふくしまごう） 

 

・1979 年 10 月生まれ（41 歳） 埼玉県秩父市  

・17 歳の時、日本料理の板前を目指し上京 

・都内の日本料理店や神奈川県の割烹料理店などで 10 年間学んだ後、

平成 18 年に「和心伝酔ＤＡ‘ｄＡ」を開業 

・多くの観光客様に秩父の郷土料理を味わってもらいたいと思い、平成

30 年｢食彩秩父じんじんばあ｣をオープン 

 

■その他 （特許・表彰など） 

・食品衛生管理責任者・食衛生功労者賞（平成 25 年） 

・埼玉県経営革新計画（平成 31 年・令和 2 年） 

・愛玩動物飼料製造認可（令和 2 年）・「ワンコメシ」商標登録出願中 

 

■商品概要  

商品名  「秩父の板前さんが作ったワンコメシ」  

特徴  
天然猪肉を低温加熱処理し、栄養価を逃がさず老犬にも安心して与

えることの出来る添加ドッグフード  

発売日        令和２年１１月１０日（火）   

販売先  
店頭販売・ネット販売  

秩父市のふるさと納税返礼品  

販売価格  ￥１，４０８（税込）  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

じんじんばあ（dada） 広報担当：福島 強 

電話：０４９４－５３－９９００（携帯０９０－９１５０－５０５０） 

Ｅ―Ｍａｉｌ： dadamasu@w-dada.com                  

HP アドレス https://www.wankomeshi.pet/  

住所 〒３６８－００４３ 秩父市中町１１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wankomeshi.pet/


 

 
報道資料（プレスリリース）パラリゾートちちぶ株式会社 2020 年 11 月 9 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
■小泉ビル５F：働 Co-living（ハタラコリビング）   ■ドミトリータイプの宿泊施設 

 
埼玉県秩父市で平成 30 年から宿泊業を経営しているパラリゾートちちぶ株式会社（支配
人：染谷 陽介 そめや ようすけ）と申します。当宿泊施設は秩父鉄道秩父駅から徒歩
２分、秩父神社のすぐ脇、秩父まつり会館の裏手にあります。弊社の姉妹会社のオフィス
プラス株式会社では秩父市役所と共にコワーキングスペース「働空間（はたらくうかん）」
を運営しております。働空間のサービス拡充という位置付けで、小泉ビルの５F 部分に秩
父初のドミトリータイプの宿泊施設『働 Co-living（ハタラコリビング）』を１０月２１日
（火）にグランドオープン致しました。 

この宿泊施設の特徴は市街地のど真ん中にあり、１泊３８００円で泊まることのできる
ドミトリータイプ（※注１）で１室４名のお部屋が６つで、最大２４名が宿泊できます。
２段ベッド式で１ベッドあたりの空間の広さは高さ１１０ｃｍ×幅１１０ｃｍ×奥行き２
１５ｃｍとなっております。また、この施設に宿泊された方へのオプシォンとして弊社の
姉妹会社が運営する「働空間」の利用に関して優待制度が設けられています。このサービ
スを通じ、秩父エリアにおいてドミトリータイプでのワーケ―ション施設、第１号店とし
て地元商店街や観光産業の活性化に貢献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。 
（※注１）Wikipedia より抜粋 
ドミトリー (dormitory) とは、ユースホステルやゲストハウス・一部の民宿（ いわゆる
「ユース民宿」）や山小屋などの宿泊施設において、相部屋を前提とした部屋のこと。「眠
る（dorm）場所」が原義。 
 
 
 
 
 

コロナ禍における働き方改革！秩父初のワーケーション宿泊施設 

「働 Co-living（ハタラコリビング）」10月 21日（火）グランドオープン！ 

２段式ベッドを有した本格的ドミトリータイプ（４名×６室）の宿泊＋α空間 

 



 
 
１.【顧客ターゲット】「３０代から４０代までの男性・女性」 
 
2．【コンセプト】 「価値」×「宿泊施設」 
秩父初のワーケーション宿泊施設。２段式ベッドを有した本格的ドミトリータイプ（４名
×６室）の宿泊＋コワーキングスペース（働空間・和空間多豆） 
※宿泊者の方はチェクインから２４時間以内、コワーキングスペースをフリーパス￥１０
００（通常は￥3000）で利用可能です。 
 

3.【強み】（WONDER）「ローカル・リノベーション」 
詳細⇒親会社である（有）イデウラ建装は平成１７年から７年間で約１５０件の工事を受
注する実績があり、建物の内装工事（リノベーション）にかけてのノウハウを数多く有し
ております。田舎を元気にしたいという想いから「ローカル・リノベーション」というモ
ット－で活動しており、今回の事業に関しても宿泊とコワーキングの両方で秩父地域を活
性化していきたいと思っております。 
 
4.【リリースのポイント３つ】 
①価格設定（リーズナブルな価格） 
「秩父 格安 宿」で検索すると３番目に出てくる１泊 3800 円（税抜）/ベッド 
②利便性：アクセスの便利さ、ロケーションの便利さ（市街地の真ん中） 
③安心・安全：建物入り口、フロア入り口、お部屋貸切の場合はお部屋入り口と３段階の
セキュリティを備えています 
 
５.【この宿泊施設をはじめた理由・目標】 
秩父は日帰り観光客は多いですが、宿泊観光客が少ないのが実情です。逆に言えば間違い
なく観光資源は既に有る、と捉えることができます。弊社は、「旅先で働ける環境を整えて
ワーケーションなどの働き方改革に備える」か、「宿泊しないと体験できないとっておきの
秩父を紹介するか」を考えて、観光客の幅広いニーズに応えるべく、前者は「働 Co-living」
で、後者は「町住客室 秩父宿」という宿を運営しています。様々な観点からとにかく既に
有る資源を有効活用し、関係人口を創出し、ゆくゆくは地域外の人が秩父に魅力を感じて
移住してくれるように、秩父がブランド力を増していけば、秩父で育った子供達が一度秩
父の外に出て勉強したとしてもまた戻ってきたくなる、そんな素敵な故郷になることを想
い描いています。 

 働き方改革の中にワーケーションという概念が広まっています。ジオパークに認定され

るほどの面白い地形をしている秩父地域にはそれを活かしたアクティビティや、札所や神

社などの歴史や文化を楽しめる観光スポットがたくさんあります。リフレッシュしながら

仕事をできる環境が整っているここ秩父はワーケーションに最適な場所です。また、飛行

機や新幹線で移動しなくても池袋から特急で 77 分という抜群のアクセスは本社で緊急事

態があった際にも駆けつけることのできる距離なのでワーケーションに送り出す経営者側

は安心できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜以下、参考資料＞ 
 
■代表者（出浦洋介） 

【会社 経歴】有限会社イデウラ建装 

昭和４９年 ２月２５日 イデウラ装飾  創業開始 

昭和６３年 ９月２９日 有限会社イデウラ装飾  法人登記 

平成 ９年 ３月３０日 有限会社イデウラ建装  社名変更 

平成１２年 ８月１１日 建設業許可  取得 

平成２６年 ３月 ７日 産業廃棄物収集運搬業許可  取得 
平成２７年 ５月 １日 さいたま営業所 新設 （蓮田市） 
平成２９年 １月 ８日 和空間 多豆 開店 
平成３０年１２月１９日 パラリゾートちちぶ株式会社 新設 
平成３１年 １月１５日 オフィスプラス株式会社 新設 

令和 元年 ５月 ６日  働空間 西武秩父駅前オフィス 開所 
令和 ２年 6 月２０日  町住客室（秩父宿）１棟目 和空間多豆 オープン 
令和 ２年 ７月１７日  働 Co-living（ハタラコリビング）プレオープン 

令和 ２年 ７月１７日  一般社団法人ちちぶテレワーク協会 発足 

■埼玉県経営革新承認（2015 年 3 月）  
■施設概要  

名称  「  働 Co-living（ハタラコリビング）  」  

特徴  
秩父初のワーケーション宿泊施設２段式ベッドを有した本格的ド
ミトリータイプ（４名×６室）の宿泊＋α空間。  

開始日    令和 2 年 1０月２1 日（火）グランドオープン    

住所  埼玉県秩父市番場町３－４  小泉ビル５F 

設備  Wifi 完備・シャワーユニット完備・コインランドリー完備  

利用時間  
チェックイン１５時～２４時  
チェックアウト９時  

予約  働空間・楽天トラベル・じゃらん  

費用  １泊￥3800/人（ベッド）（税別）  

 
＜資料に関してのお問合せ先＞ 

 
パラリゾートちちぶ株式会社    広報担当：染谷陽介 
電話：0494-26-5236（携帯 080-8812-6010） 
ＦＡＸ：0494-26-5896 
Ｅ―Ｍａｉｌ：pararesort.chichibu@gmail.com 
HP アドレス：https://hatara-kuukan.com/#floor 
住所 〒368-0041 埼玉県秩父市番場町３−４ 小泉ビル５F 

 

 

 

 

 



報道資料（プレスリリース）  株式会社和銅農園 2020 年 11 月 9 日 

 

 

 

 

 

 

■埼玉 

 

■限定の幻のいちご「あまりん」               ■「あまりん」栽培の様子         

 

埼玉県秩父市で平成元年から観光農園を経営している株式会社和銅農園（代表：田口 直

樹 たぐち なおき）と申します。当園は国道 140 号線沿い 和銅黒谷駅から徒歩で 3

分の場所にあり全国的にも珍しい駅チカ農園です。いちごの定番のとちおとめや紅ほっぺ

などを中心に 10 品種栽培、販売しております。 

 

この度、全国の方を対象に 22 年ぶり！埼玉県新品種「あまりん」を販売することになり

ました。この「あまりん」は、当園では今から４年前に試験栽培を行い、２年前に苗を１

５００本、１年前に３０００本、そして今年は６０００本の作付けを行いました。この品

種は県内で生産される１００ヘクタールのうち１％でしか栽培されていない希少ないちご

です。 

 

当園の「あまりん」は、秩父市のふるさと納税の返礼品として、また、JAL や高島屋の公

式オンラインショップでも販売されている商品で、人気の高い商品となっております。ま

た、このいちごの特徴として、果皮が硬く、輸送性に優れているので、配送に向いており

現在のコロナ禍においても、巣ごもり商品（ブランド）としても最適な商品です。この商

品を通じて秩父だけでなく埼玉県の特産品として、この「あまりん」をブランド化し全国

へ情報発信を行っ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。 

 

 

22 年ぶり！埼玉県限定いちごのあまりん・今年は６０００本を作付 

「埼玉県の新しいいちご！あまりん」１１月下旬収穫予定 

県内のいちごの１％の生産量！特徴は糖度が約２４度と非常に甘い品種 

 

             



１.【顧客ターゲット】 「全国の 30 代～60 代の男女」      

詳細⇒ご当地の高級いちごを食べてみたいと考えている富裕層の方 

また、特別な日、特別な人に贈るギフト商品として考えておられる方  

 

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

詳細⇒県内のいちごの１％の生産量！特徴は糖度が約２４度と非常に甘い品種  

 

3.【強み】（WONDER）「秩父エリアでは最大の生産量」 

詳細⇒当園は約３００坪に６０００本の栽培。地域トップの生産量です。    

 

4.【リリースのポイント】 

※一般的ないちご（とちおとめ）と「あまりん」の違い 

比較基準 とちおとめ あまりん（当園） 

① 生産地 全国どこでも 埼玉県のみ 

② 品種の歴史  約２４年 約２年 

③ 糖度 
★★★ 

（約１２度）  

★★★★★ 

（約２４度） 

④ 収穫時期 １２月上旬～５月末 １１月末～５月末 

⑤ 価 格（２８０ｇ） 
４００円～６００円 

（１５粒） 
約１７５０円（大粒７粒） 

 

５.【このいちごをはじめた理由】または【目標＆夢】 

埼玉県の 22 年ぶりとなる埼玉県の新品種いちごは味、つやは抜群に良いが知名度が低く

埼玉県内でもまだまだ知らない方が多い。栽培面積が少なく供給体制がとれていない。そ

こで当園では、大口の出荷にも対応出来るよう地域で 1 番の「あまりん」の栽培面積に今

年度から取り組んでいます。秩父地域のいちごはどの品種も非常に人気があり、さらに埼

玉県限定のいちごなのでこれからどんどんＰＲを行いたくさんのかたに食べてもらいたい

です。 

 

 

 

 



＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者：田口直樹（たぐちなおき） 

 

・平成２７年 ３３００㎡から１０００㎡増設 

・平成２８年 法人化 

・令和１年  JAL・高島屋オンラインショップで販売 

・令和２年  1700 ㎡増設 

現在 6000 ㎡で営業中 

 

■その他 （特許・表彰など） 

・地域指導農家 

・埼玉県青年農業士に認定 

・毎年秩父地域圃場共進会で上位を受賞 

 

■商品概要  

商品名  「あまりん」  

特徴  最高糖度 24 度！埼玉の限られた農家のみで栽培  

発売日        令和２年１１月末予定  

販売先  自園店舗またはホームページ EC サイト  

販売価格  ￥3000（税込）贈答用大粒など  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

株式会社 和銅農園      広報担当：田口直樹 

電 話：0494－25－4733（携帯 080－1027－9217） 

ＦＡＸ：0494－26－5859 

Ｅ―Ｍａｉｌ：wado@wado-nouen.jp                     

HP アドレス：www.wado-nouen.co.jp            

住所 〒368-0001 埼玉県秩父市黒谷 457－3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報道資料（プレスリリース）   （有）ふじや  2020 年 11 月 9 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県秩父市で昭和 44 年創業、三代続く衣裳レンタル業を経営している有限会社ふじや

（代表：木﨑 祐子 きざき ゆうこ）と申します。当店は婚礼衣裳をはじめ、成人式や

七五三の着物やドレスのレンタル、写真スタジオにて撮影、ヘアメイクに着付けも行なっ

ております。近年は観光の方向けの街歩き着物レンタルサービスも好評です。 

 

この度、還暦の女性の方を対象とした、ドレスと着物での撮影を組み合わせた、新しい「新・

還暦ドレス＆着物フォトプラン」を始めることにしました。 

数年前までは赤のちゃんちゃんこを還暦のお祝いの衣裳としてレンタルをしていましたが、

年々使う方が減ったことと、６０歳は若々しい方が多く、長寿のお祝いというのにはズレ

があるように感じます。お店では赤いちゃんちゃんこを着るのは恥ずかしいというお客様

の声も直接お聞きしていました。 

また、当店では遺影写真の加工、額装もしていますが、持ち込まれるのは小さな免許証の

写真や、画像の荒いスナップ写真などどれも適したものではないので残念な写真になって

いるのが実情です。 

そこで、プロのヘアメイクと着付けの技術を生かして、ドレスや着物で写真を残す、新し

い還暦祝いの形を提案いたします。 

 

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。 

県内初 令和時代の新しい還暦フォトプラン 

「新・還暦ドレス＆着物フォトプラン」１１月２２日スタート 

    レンタルドレス約１００種類×着物約５０種類の中から選択可能 

 

             



１.【顧客ターゲット】「埼玉県内３０代〜60 代の女性８：男性２」      

詳細⇒還暦（６０歳前後のご本人またはお祝いをしたいと考えているご家族の方） 

 

2．【コンセプト】 「価値」×「サービス」              

詳細⇒家族もご本人も、還暦という節目で、一番、輝いている時に好きなドレスや着物で

プロのカメラマンの方に撮影をして頂くことで、いつまでも心に残る写真を残して頂きた

い。  

 

3.【強み】「創業約５０年の歴史とドレス＆着物の数」     

詳細⇒ 婚礼衣裳としてドレス（約１００種類）や着物（約５０種類）が豊富なこととヘア

メイクや着付けの技術があることから自社で全てができます。 

 

4.【リリースのポイント】このフォトプランの流れ（一例） 

例）６２歳の女性とそのご家族と共に来店されたお客様の場合 

１３：００ ドレス選び（１００着の中から色・デザイン・サイズを選ぶ） 

      着物（同様に選ぶ）※髪飾りやブーケ・アクセサリーなどは 

      こちらの方で選ばせて頂きます。（３F にて） 

１３：３０ ヘアメイク（２F）本人の希望するイメージで仕上げます（４０分） 

１４：１０ 最初にドレスを着用⇒スタジオにて撮影（２０分） 

      （１カットに対して、約１５カットの撮影を行います） 

１４：３０ 次に着物を着用⇒ヘアチェンジ（約４０分） 

１５：１０ スタジオにて着物の撮影（２０分） 

      （１カットに対して、約１５カットの撮影を行います） 

１５：３０ お着換え・写真選び（３０分） 

１６：００ 終了 

 

５.【このサービスをはじめた理由】または【目標＆夢】 

還暦のお祝いをポジティブなものとして考えてもらいたい。沢山の家族の笑顔を増やした

い。これからの第二の人生のより良いスタートの記念にしてもらいたいと考えています。

赤いちゃんちゃんこを着ることに抵抗がある方、お祝いに何をしたらいいのかと悩んでい

るご家族の方に、感謝の気持ちを伝えるプレゼントとして、さらに家族の絆が深まるお祝

いになることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 



＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者 木﨑 祐子 

 

・昭和４４年 １月 創業 

・節句人形と婚礼衣裳レンタルを始める 

・平成１４年より写真スタジオを併設 

・平成３０年より街歩き着物レンタルを開始 

・令和２年「新・還暦ドレス＆着物フォトプラン」 

 

■サービス概要  

名称  「新・還暦ドレス＆着物フォトプラン」  

特徴  

還暦のお祝いとしてドレスと着物で撮影する新しい撮影サービス

（レンタルドレス約１００種類×着物約５０種類の中から選択可

能  

スタート    令和２年１１月２２日（日）・いい夫婦の日  

場所  ふじや衣裳  

費用  ￥39,800～（税別）  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

ふじや衣裳 広報担当：木﨑 祐子 

電話：０４９４－２３－３４５６ ＦＡＸ：０４９４－２４－２７０１ 

Ｅ―Ｍａｉｌ： haruai1211@gmail.com                    

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

住所 〒368-0043 埼玉県秩父市中町１０－６      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報道資料（プレスリリース）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県秩父市で平成 16 年から美容室 Realize（リアライズ）を経営している有限会社

Voice（代表：前原 順子 まえはらじゅんこ）と申します。当店は秩父鉄道 秩父駅から

徒歩 5 分、西武鉄道 西武秩父駅よりバスで 5 分の場所にある、ウニクス秩父館内の 1 階

にあります。当店ではお客様のお髪のカットやカラー、パーマ、トリートメントやヘッド

スパなどのお手入れ全般、まつ毛パーマやまつ毛エクステ、光脱毛や光エステの施術、ジ

ェルネイルの施術、これらに関連するアイテムの販売などを行っております。 

 

この度は、秩父エリア在住で、コスパを重視する、10 代～30 代の女性の方を対象に『セ

ルフジェルネイルサービス』を 11 月９日（月）より新たに開始することになりました。 

 

このサービスの特徴は、お客様がカラーやパーマの合間に、ご自身で行うことも可能であ

り、また、別で、このサービスのみを利用（２時間）することもできます。ポイントはプ

リネイルを使用することで、スマホで撮影した人物・動物・風景・お花などアプリを使用

して機械に取り込み、あらかじめ爪に白地のジェルネイルと専用のプリコートを下処理し

た上で、機械で約１０秒で印刷ができるので、誰でも簡単に美しいジェルネイルを楽しむ

ことができます。 

 

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。 

 

■美容室でカラーをしながらセルフジェルネイル ■プリネイルで１０秒印刷 

（有）Ｖｏｉｃｅ 2020 年 11 月 9 日 

県内初！美容室でカラー・パーマの待ち時間に出来る進化系ネイルサービス！ 

「セルフジェルネイルサービス」１１月９日（月）新規スタート 

約４０種類のカラーバリエーションが選べ、プリネイルで好きな画像を１０秒で印刷 



１.【顧客ターゲット】「秩父エリア在住で 10 代～30 代の女性」      

詳細⇒低価格でジェルネイルをしたい、ネイルに時間をかけられない、ジェル 

ネイルに必要な道具を確保できない、などの理由によりジェルネイルを 

希望しているが叶わない方。 

 

2．【コンセプト】 「面白い」×「サービス」              

詳細⇒利用時間が２時間、約４０種類のカラーバリエーションが選べ、プリネ 

イルでお好きな画像を１０秒で印刷が可能。 

 

3.【強み】（WONDER）「美容室でセルフジェルネイル」    

詳細⇒美容室でカラー・パーマの待ち時間に出来るネイルサービス！ 

   県内では初の試み！当社はネイリストも在中しているのでわからない 

   ことがあればすぐに聞くことができる。 

4.【リリースのポイント】 

一般的なネイルサロンと当店のセルフジェルネイルサービスの違い 

比較基準 ネイルサロン 当店 

①価格（サロン） 5 千円～1 万円 2,200 円（税込） 

②所要時間（１０本の場合） １時間半～３時間程度 ２時間 

③デザイン 手描き 画像をそのままプリント 

④ネイルの持続 ◎（２週間～１カ月）  〇（２週間程度） 

⑤トータルビューティー ネイルだけ ネイル・ヘア・脱毛 

 

５.【セルフジェルネイルの流れ】 

①爪に白のジェルネイルを塗る 

②専用のプリコート（透明）を塗る 

③あらかじめ撮影しておいた画像をアプリに取り込む 

④爪のネイルサンプルに印刷したい画像を取り込む 

⑤爪をプリネイルにセットして、印刷開始（約１０秒） 

⑥仕上げに透明のトップコートを塗って、乾かして完成！ 

 

 

 

 

 



＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者 前原 順子 

 

・平成 16 年 6 月  フランチャイズで行っていたのを 

独立して美容室を秩父で創業 

                              (同時にネイル事業も展開) 

 

・平成 21 年 11 月  市内のウニクスヘ移転 

・令和 2 年 9 月   脱毛機器導入 

・令和２年１１月  セルフジェルネイルサービス開始 

 

 

■サービス概要 

商品名 「セルフジェルネイルサービス」 

特徴 
利用時間が２時間、約４０種類のカラーバリエーションが選べ、プ

リネイルで好きな画像を１０秒で印刷が可能。 

発売日       令和 2 年 11 月 9 日（月）  

販売先 店舗にて 

価格 ２時間￥2,200（税込） 

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

有限会社 Voice       広報担当：前原 順子 

電話：0494-22-6714 

Ｅ―Ｍａｉｌ：realize226714@gmail.com        

HP アドレス  https://realize.pos-s.net/reserve/（予約フォーム）            

住所 〒368-0031 

埼玉県秩父市上野町 805-14 ウニクス秩父 1 階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報道資料（プレスリリース）（株）おーともーびる YUKI  2020 年 11 月９日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■センサーおよびカメラの調整を行っている様子            

  

埼玉県秩父市で平成 6 年から自動車修理販売業を営んでいる株式会社おーともーびる

YUKI（代表：新井 啓之 あらい ひろゆき）と申します。当店は埼玉県秩父市 国道 140

号線沿い・和銅黒谷駅から車で 2 分の場所にあり、これまで自動車販売（新車・中古車）、

整備、レッカーサービスやリースなどを中心に営業しております。 

 

自動ブレーキおよび自動運転の車の増加に伴い、国土交通省から今年４月に自動車特定整

備事業の認証制度がスタート致しました。自動車整備制度は、これまでのエンジンやブレ

ーキなどを取り外して行う「分解整備」から、その範囲を取り外しを伴わなくとも装置の

作動に影響を及ぼす整備又は改造等（電子制御装置整備）に拡大するとともに、対象装置

として、自動運転レベル 3 以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自動運行装置」を

追加し、その名称を「特定整備」に改め、新たな制度として今年４月からスタートし、当

社が関東で第１号の認証を頂きました。これを受け、当店では新規事業として自動ブレー

キ・自動運転車のセンサー調整サービス「ｴｲﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ ADAS（エイダス）」を 

2021 年２月１日より新たに開始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。 

 

 

    自動ブレーキ・自動運転車のセンサー調整サービス 

「ｴｲﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ ADAS」2021年２月１日スタート 

国土交通省 自動車特定整備事業で関東第１号認証（令和２年４月） 

             



１.【顧客ターゲット】「自動ブレーキ・自動運転車を所有の方」      

詳細⇒県内の２０代～７０代までの男性・女性（シニア世代など）  

 

2．【コンセプト】 「新規性」×「サービス」              

詳細⇒自動車特定整備事業の認証を持つ工場でのみ自動ブレーキ・自動運転車のセンサー

調整サービスを実施できる。 

 

3.【強み】（WONDER）「自動車レースのメカニックとして２０年」    

詳細⇒主に国内のラリー競技を中心に車両製作・メンテナンスをしてきた。 

 

4.【リリースのポイント】エイミングサービスとは 

自動ブレーキや自動運転の装備のある車のことを先進安全自動車（ASV 車両）と呼び、こ

の自動車の普及が年々増加する中で、安全性を担保する必要性があることから、車のコン

ピューターを診断できるテスターまたは診断装置を活用して、レザー・センサー・カメラ

などの誤差を測定し、調整するサービス 

 

＜作業手順の一例＞ 

・車を水平な場所に設置 

・前方の反射板（ターゲット）に対して車から 

 レザーを当てて、その反射して戻ってくる 

 角度を測定し誤差がないかを確認・調整する 

（黒い物体が反射板・緑の棒がレザー（正常） 

赤の棒のようにレザーが左右にズレている 

場合は調整の必要あり 

 

 

５.【このサービスをはじめた理由】または【目標＆夢】 

私自身は今から約３０年前に、自動車レースで８６をはじめ、ランサー、インプレッサな

どにドライバー兼メカニックとして携わってまいりました。その経験を元に目に見えない

異常やお客様の気が付かない異音に私自身気が付けるのですが、ASV 車両などの最先端の

車両の整備は人間の感覚ではどうにもならない部分があります。そこで、今回のエイミン

グサービスをいち早く導入することで、誰よりも早く、安心・安全を追求していきたいと

思っております。 

 

 

 

 

 



＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者 新井 啓之（あらい ひろゆき） 

■（特許・表彰など） 

自動車特定整備事業認証番号 4-1352(関東運輸局管轄 認証第 1 号) 

自家用自動車有償貸渡許可 埼運輸第 1129 号 

回送運行許可 関東運輸局第 37980 号 

有償運送許可 埼運輸第 1397 号 

■サービス概要  

名称  「ｴｲﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ ADAS」  

特徴  自動ブレーキ・自動運転車のセンサー調整サービス  

発売日        ２０２１年２月１日（月）   

販売先  株式会社おーともーびる YUKI 

価格  ￥１２８００～税別（車の車種による）  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

株式会社おーともーびる YUKI     広報担当：新井 啓之 

電話：0494-23-6273（携帯 090-3146-1406）ＦＡＸ：0494-23-6556 

Ｅ―Ｍａｉｌ：hiroyuki@amyuki.com                     

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

住所 〒368-0001 埼玉県秩父市黒谷 817-1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報道資料（プレスリリース）   自然郷東沢   2020 年 11 月 9 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■屋外でのテイクアウト畳を使用した撮影風景      ■赤岩 FCによる血糊畳製作の様子 

 

埼玉県秩父の玄関口・横瀬町で平成元年創業、撮影に特化した宿「自然郷東沢（しぜんご

うひがしざわ」を経営している女将、赤岩泰代（あかいわ やすよ）別名、撮影コンシェ

ルジュ（略：Film Concierge）赤岩 FC と申します。当宿は関越道又は圏央道の鶴ヶ島Ⅰ

Ｃから約 40 分・西武秩父線芦ヶ久保から車で５分の場所にあり、商業撮影、個人撮影（コ

スプレ）や合宿に宿泊又は利用目的を限定した宿で、国内だけでなく海外からのお客様に

もご利用頂いております。当宿では、これまで山丸ごとの敷地の中の滝・川・池・岩・森

など撮影許可範囲であれば、どこでも自由に撮影ができます。 

 

今回、新たなサービス（オプション）として、「テイクアウト畳＆血糊畳」を販売致します。

このサービスで、屋外（大自然の中）で自由に和空間を演出することが可能で、また、血

糊畳に関しては、お客様自身で血糊の加工を行うことも可能です。（事前に私自身が加工し

てご用意させて頂くことも可能） 

このサービスは１１月９日（月）より受付開始致します。 

 

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。 

 

 

 

 

業界初！秩父にある撮影に特化した宿が新たに始めた新体験サービス！ 

「テイクアウト畳＆血糊畳」で屋外での和空間を演出！１１月９日スタート 

宿の女将である撮影コンシェルジュ（赤岩 FC）が大自然の中でご提案！ 

 

             



１.【顧客ターゲット】「撮影を楽しみたい方（コスプレ等）向け」      

詳細⇒商業撮影、個人撮影（コスプレ）など国内および海外の方 

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

詳細⇒自由な発想で利用可能な持ち運べる畳を販売。目的特化の宿だから気兼ねなく遊べ

る（禁止事項は公序良俗に関する撮影のみ） 

3.【強み】（WONDER）「女将が撮影コンシェルジュ（FC）」    

詳細⇒宿の女将であり、かつ、撮影場所に関しての提案を行います。 

（具体的には①敷地への案内、②敷地の安全管理、③撮影場所の提

案） 

【MAP の補足説明】敷地内は母屋（印）を中心に 

半径約２００ｍ内の滝・川・池・岩・森・林など撮影許可範囲であ

れば、どこでも自由に撮影可能 

 

4.【リリースのポイント３つ】 

①撮影に関して屋外なので 3 密対策＆ソーシャルディスタンス 

⇒宿の敷地の山が丸ごとスタジオで密にならない（部屋はグループ毎に貸出） 

 

②外出自粛 

⇒自宅でコスプレを楽しむ方（宅コス用）にも販売可能。喜ばれるサービス 

 

③GoTo トラベル対象事業所、地域共通クーポン取扱い可能店舗 

 ⇒日帰りでも宿泊でも割引が適用される上に、追加で「テイクアウト畳＆ 

血糊畳」などの様々なオプションなどに地域クーポンが利用できる 

 

５.【この商品・サービスをはじめた理由】または【目標＆夢】 

通常、血糊撮影は周りを汚してしまうことで禁止とされていることが多く、また、人目を

気にすることもありましたが、今回、屋外でのテイクアウト畳＆血糊畳で、その不便さも

なく、自由に快適に撮影（コスプレ）を楽しむことができ、大自然というスタジオの中で

日光、風のささやき、木漏れ日、川のせせらぎなど、より人と空間が自然な形での撮影が

可能になり、利用して頂く方にも、これまで以上に満足して頂くことができる新たなサー

ビスと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HP 

 

twitter 

 

＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者 赤岩泰代（あかいわやすよ） 

・1988 年 自然郷東沢建設、1989 年 4 月民宿営業開始 

＜以下略歴＞ 

・1971 年 東京生まれ、山脇学園短期大学卒後、母校の 

      図書館司書として５年間勤務 

・1997 年 結婚、若女将として経営参加 

・2010 年 旅行代理店を通して集客していたが経営方針 

      を変更し自販に切替。利用目的を限定する事     

      により満足度を向上させリピーターを確保。 

・「撮影の聖地」の Film Concierge として日々聖地を開拓。 

■平成 29・１２月埼玉県おもてなし大賞 特別賞受賞 

・平成２７年１２月 経営革新認定 247 号 

 ～ターゲットに応じた商品プランの開発とプロモーション戦略の展開～  

・平成３０年７月 経営革新認定 145 号  

～コスプレーヤーに特化したロケーション整備とプロモーション戦略～ 

■商品概要  

名称  「テイクアウト畳＆血糊畳」  

特徴  
業界初！秩父にある撮影に特化した宿が屋外での畳または血糊畳

を使った新サービス  

発売日        令和２年１１月９日（月）   

申込み  当宿の HP から  

販売価格  
オプション代金１枚（１畳）￥１０００（税込）  

宿泊もしくは日帰り共に可能   

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

民宿 自然郷東沢（しぜんごうひがしざわ） 広報担当：赤岩泰代 

電話：0494-24-0800（携帯 090-4601-6427）ＦＡＸ：同左 

Ｅ―Ｍａｉｌ： yasuyosta@mvc.biglobe.ne.jp                    

HP アドレス  http://www5a.biglobe.ne.jp/~higashiz/ 

twitter https://twitter.com/YilNs   

 

 

 

 

 

 

 

 



報道資料（プレスリリース）  NPO秩父こみにてい 2020年 11月９日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■商品名：家族の代わりに NPO事業全体像         ■慈眼寺住職とサポートスタッフ 

 

埼玉県秩父市で平成１５年から市民活動に取り組んでいる特定非営利活動法人秩父こみ

にてい（代表理事：柴原 幸保 しばはらゆきやす）と申します。   

平成 30 年まで、秩父市東町商店街にある古民家を地域のたまり場「こみに亭」（現バー

ハイランダー）を運営しておりました。時代の変化に伴い、古民家保存事業から撤退し、

事業の転換を図りました。拠点を秩父札所十三番慈眼寺に移し、高齢者特に、身寄りのな

いおひとり様を家族に代わって支援する新サービス『家族の代わりに』を令和２年１２月

15 日（火）より新たにスタートします。 

この事業の特徴は、NPO、寺院、企業が一体となり、高齢者特に身寄りのないおひとり

様を家族の代わりになって支援することです。 

お寺と一体的に支援するので、いざという時の遺体安置、葬儀、火葬、納骨永代供養ま

でをワンストップで支援できます。 

 また、おひとり様高齢者にとって社会問題化しつつある、身元の保証や死後の事務、遺

品の片付けも実施します。 

秩父こみにていは、当サービスを通じて「高齢化社会の課題解決」に貢献をしていきま

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。 

 

 

 

 

 

 

 

秩父地域初！NPO がお寺と連携。おひとり様高齢者をサポート 

「家族の代わりに」１２月１５日（火）スタート 

身元保証、生活支援、葬送、死後事務、遺言執行まで家族代わりに 

 

             



１.【顧客ターゲット】「50 才以上の頼る人のいないおひとり様高齢者」      

詳細⇒高齢者特にお子様のいないご夫婦やおひとり様  

2．【コンセプト】 「価値」×「サービス」              

詳細⇒頼る人のいないおひとり様の身元保証、生活支援、葬儀、納骨、死後事務、遺品整

理、遺言執行までを家族の代わりになって支援するサービス  

3.【強み】（WONDER）「家族に代わってワンストップで解決」    

詳細⇒NPO 代表が、寺院住職、会社社長でもあるため、おひとり様の支援をグループが一

体的に提供できる。  

4.【リリースのポイント３つ】 

①便利さ・利便性：もしもの時、遺体安置所、葬儀会場が慈眼寺内にあり、葬儀も納骨も

全て一カ所でおこなうことが出来る 

②独自性：身元保証や生活支援、死後事務委任を実施している事業所は増えているが、寺

院が中心となった事業体は、まだ全国でも珍しい。秩父地域で初。 

③安心・安全：お預かりした資金は、NPO が保管。弁護士の監督の下管理する。定期的に

実施報告を本人、弁護士に提出する。（本人の了解を得て、別途基金を創設し、生活困窮者、

生活保護者にも対応できる体制を作る） 

比較基準 一般的な行政書士・司法書士 家族の代わりに 

①身元保証 〇 〇 

②生活支援 × ○ 

③遺体安置・葬儀 × 〇 

④永代供養墓 × 〇 

⑤死後事務 〇 〇 

⑥遺品整理 × 〇 

⑦生活保護受給者・生活困窮者向け × 〇 

 

５.【このサービスをはじめた理由】 

少子高齢化が進む日本。特に秩父地方は、高齢化率が高くなっている。とりわけ独り暮

らしの高齢者は、増加する一方である。内閣府の調査によると独居高齢者の内、3 割の方

が困ったときに頼る人がいないという結果になっている。 

いざという時に引き受けてくれる方がいない高齢者は、老人ホーム入所や病院の入院が断

られるという事例が全国的に見られ、社会問題化しつつある。その上、独居高齢者の孤独

死は、増える一方である。 



＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者 柴原幸保 

特定非営利活動法人秩父こみにてい 代表理事 

秩父札所十三番慈眼寺住職・札所十一番常楽寺兼務住職 

株式会社慈眼 代表取締役 

一般社団法人秩父札所連合会 会長 

学校法人弘道学園 理事（前理事長 秩父こども園園長） 

祖父の代から続くお寺に併設された幼稚園に就職。 

・目のお寺慈眼寺の住職。寺院内に株式会社を設立。 

・平成１５年 NPO 秩父こみにていを設立し代表理事就任。 

 

■商品概要  

商品名  「家族の代わりに」  

特徴  

１高齢者特におひとり様高齢者の終活を家族に代わってまるごと

支援  

２  NPO 寺院企業が一体となって一カ所で支援  

３  基金を創設し低所得者でも活用できる仕組みを構築  

発売日  令和 2 年 1２月 15 日（火）   

販売先  NPO 事務所（秩父札所十三番慈眼寺）  

価格  ￥２，０００，０００（税別）弁護士費用を含む  

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

特定非営利活動法人秩父こみにてい 広報担当：吉田一休 

電話：0494-25-0500(慈眼寺) ＦＡＸ：0494-25-1982 

Ｅ―Ｍａｉｌ： jigenkuyou@gmail.com                    

住所 〒368-0042 埼玉県秩父市東町２６番７号      

 

 

 


