
女性が力を発揮できる神奈川へ
神奈川県知事　黒 岩 祐 治

　我が国では、働く女性の約６割が第１子の出産を機に離職するという実態があり、
特に本県では、30歳代後半の女性の就業率が全国ワースト２位となるなど、依然と
して女性の活躍は進んでいません。
　少子高齢化が急激に進んでいる神奈川。そうした中で、本県経済の活力を維持
向上させていくためには、大きな潜在力である「女性」が能力を発揮し、活躍する
ことこそが、最も重要なポイントです。
　優秀で意欲のある女性が就業し、企業の中でも重要なポストでその能力を十分発揮することが女性本人は
もとより、企業にとって、業績の向上など、大きなメリットがあり、地域経済の活性化にもつながります。
　「神奈川なでしこブランド」には、こうした私の思いが込められています。第１回となる今回は、多くの応募
をいただき、この度、アドバイザリー委員会での審査や総合プロデューサーである残間里江子氏からの助言を
いただいたうえで、認定商品を決定しました。
　今後は、女性の開発力で生み出された商品の素晴らしさを、より多くの方々に実感していただき、そして、
皆様と一緒に女性の活躍をより一層進めていきましょう。

神奈川なでしこブランドとは
　県内に拠点を持つ企業等から、女性が開発に貢献した商品（モノ・サービス）として応
募のあったものの中から優れたものを、「神奈川なでしこブランド」として認定するものです。

「神奈川なでしこブランド」の認定に寄せて
総合プロデューサー　残　間　里江子

　「地域の資源や資産など、神奈川に眠っているさまざまな『潜在力』を発掘したい。
そのひとつの方法として、これまでなかなか世に出ることが少なかった女性の力を存
分に引き出して、神奈川県の新たな魅力のひとつにしたい。」
　黒岩知事のこんな言葉に共感し、神奈川なでしこブランド事業の総合プロデュー
サーをお引き受けしました。
　第１回の認定である今回は、個人事業主の方から大企業に至るまで、多くの応募をいただき、その中からさ
まざまな分野の商品を認定しました。中でも、地元産の食材や伝統といった地域の資源を活かした商品や、
ものづくりの現場から生まれた商品などには商品化に至るストーリー性が感じられ、多くの方の共感を呼べる
と思います。「神奈川なでしこブランド」では、「女性」を切り口に、こうした魅力ある商品を発掘し、広く発
信していければ、と思っています。
　「なでしこの芽」「なでしこの種」にも多くの応募がありました。ただ、「アイデア」と「思いつき」は異なります。
思いつきを客観的に検証し、普遍性を持ったアイデアに育てることができれば、具体的な商品化が可能になり
ます。これは今後の課題のひとつだと思います。
　「才能」「大胆」「快活」。「なでしこ」にはこうした花言葉もあることをご存知でしょうか。もともと優れた
ものに男性も女性もないのです。「神奈川なでしこブランド」を通じて、女性が潜在力を発揮することを応援
したいと思います。

　神奈川県では、女性の潜在力を多くの企業に理解していただき、
女性の活躍を促進するため、「神奈川なでしこブランド」及び「なで
しこの芽」「なでしこの種」の認定事業を実施しています。
　このたび、第１回の認定商品・アイデアを決定しましたので、
ご紹介いたします。

　県内に在住・在勤または在学する女性から、商品（モノ・サービス）に関するアイデア
として応募のあったものの中から優れたものについて、応募者自らが商品化に取り組もうと
するものを「なでしこの芽」、応募者自らが商品化に取り組まず、企業による商品化を促す
ものを「なでしこの種」として認定するものです。

なでしこの芽・なでしこの種とは

　「神奈川なでしこブランド」や「なでしこの芽」「なでしこの種」の認定に向けた評価を
行っていただいた「神奈川なでしこブランドアドバイザリー委員会」の構成員は、次の
とおりです。

アドバイザリー委員会について

第１回

神奈川なでしこブランド
認定商品・アイデアのご紹介

分　野

有 識 者

女性実業家

氏　名

渥 美 由 喜 内閣府少子化危機突破タスクフォースチームリーダー
（㈱東レ経営研究所研究部長兼主席コンサルタント）

法政大学キャリアデザイン学部　教授

神奈川県産業労働局労働部長

㈱ＡＢＣ Ｈoldings　取締役　　 （法政大学 客員教授）

㈱松永真理事務所　代表　　（テルモ㈱ 取締役）

神奈川新聞社　経済部長

日本経済新聞社　横浜支局長

神奈川県政策顧問

㈱ニッセイ基礎研究所　生活研究部　准主任研究員久 我 尚 子

志 村 なるみ

川 合 　 充

所属・役職等

マ ス コ ミ

行 政

松 永 真 理
石曽根 剛
和 佐 徹 哉
澁 谷 耕 一

武 石 恵美子

※分野内は50音順、敬称略
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第1回 神奈川なでしこブランド認定商品・アイデア

食料品・飲料（14件）

生活・文化用品（16件）

商　品　名 事業所・団体名 商品の概要
アンナマンマシリーズ
ポモドーロパスタソースシリーズ

カゴメ㈱神奈川支店
【横浜市神奈川区】　☎045-440-3360

女性3名、男性1名のチームで味のみならず瓶のデザイン等にも女性の
目線を活かして開発した女性に人気のあるトマトを使ったパスタソース
 【価格】300円（実勢価格）

ウルトラミックス・
パンケーキミックス

ハップ・ビー・ビー㈱
【川崎市宮前区】　☎044-543-9762

女性社長が子育てを通じて発案し、製粉会社の協力を得て開発した
北海道産バターミルク入り、保存料等無添加のパンケーキミックス粉
 【価格】420円～ 520円／ 200g

LTJ H61-Bio（バイオ） ㈱LIKE TODO JAPAN 製薬
【川崎市高津区】　info@ltdj.biz

老化を抑えるのに役立つ乳酸菌に着目した女性社長が高濃度に抽出
したエキス等をパウダー化し、商品化に成功した食品用機能性素材
 【価格・詳細】お問合せください

F-STYLE PROJECTで考案した商品 富士屋ホテル㈱
【箱根町】　☎0460-82-2211

さまざまな部署の女性スタッフで構成したプロジェクトチームが考案したお弁
当（箱根姫籠膳）と富士屋ホテルオリジナルのミニチュアサイズのテディベア

【価格】箱根姫籠膳1,300円　ミニチュアテディベア2,100円

さがみはら産 粉末桑茶
「とうとるん」

相模原商工会議所女性会
【相模原市中央区】　☎042-753-8135

商工会議所女性会が地産地消を進める商品として、相模原市で採れ
た桑を使って開発した、玄米を混ぜ飲みやすく工夫した健康茶（粉末）

【価格】1,280円（20袋入）、2,480円（40袋入）、1,980円（40g徳用）

潤貴・煌姫 大草薬品㈱
【横須賀市】　☎046-834-1193

商品コンセプト、レシピ、商品名、パッケージ、販売方法等、すべてを女
性２名が担当して製作した女性の健康のための美容食品ゼリー

【価格】「潤貴」（PB商品）／30本　「煌姫」6,300円（税別）／20本

シドモア桜・ハナミズキの詩 山陽印刷㈱、㈲富貴
【横浜市金沢区】　☎045-785-4011

印刷会社の女性社長が、日米桜交流100周年を記念して地元職人の
和菓子制作をプロデュースし、和菓子店や女性デザイナーの協力を得
て創作した和菓子 【価格】180円

横浜産小松菜のかき揚げそば・うどん
東日本旅客鉄道㈱横浜支社
㈱日本レストランエンタプライズ神奈川支店

【横浜市西区】　☎045-320-2540

横浜線沿線地域アピールを目的として、女性社員の意見を反映しなが
ら地元産野菜を活用して開発したかき揚げを使った季節販売の麺類
 【価格】370円

相模灘 湘南しらすの沖漬け 鎌倉ダイニング
【鎌倉市】　☎0467-44-8822

女性料理研究家が日持ちのしない「生しらす」を全国の人に味わってもらうため、神奈川県
しらす協議会の漁師の協力を得ながら開発した、特性のたれに獲れたての活きたしらすを
沖の船で漬け込んだ鎌倉生まれのしらすの沖漬け 【価格】1パック100g550円～

ロイヤルブルーティー
（ROYAL BLUE TEA）

ロイヤルブルーティージャパン㈱
【藤沢市】　☎0466-29-9591

お酒を飲まない女性社長が交流の場で料理を楽しむために開発した
おもてなしの象徴的サービスとしてのワインボトル入り高級茶飲料
 【価格】750㎖／1本2,840円～300,000円（税別）

ウルトラ頭巾タイカくん ㈱たまき
【横浜市南区】　☎045-720-1186

少しでも弱者の安全を守りたいとの視点から、女性社員が開発した、
軽量で収納・携帯に便利で、消防服と同素材の難燃繊維を使用した防
災頭巾 【価格】5,500円（税別）／1個

Exhale（エクスエール） アツギ㈱
【海老名市】　☎046-231-1111

女性担当者が女性の視覚、触感など感覚に訴えかける商品として開発
した「ステイタスな美しさ」をコンセプトとするレッグウェアブランド

【価格】1,800円（税別）～

カスタム絵本 ㈱iicoto
【逗子市】　☎046-874-4700／custom@iicotoehon.com

子育て中の女性社員が「母親の視点」で開発したセミオーダーメイド
で子どもの名前やメッセージを入れることができる絵本

【価格】4,500円～5,000円

抗菌イヤーピース
「Clean Piece」（クリーンピース）

㈱横浜ベイサイドネット
【横浜市中区】　☎045-212-3682／bsn-shop@baysidenet.jp

女性社長や女性社員の意見を反映して、抗菌素材にチタンアパタイト
（ウイルス・細菌等の吸着効果の高い光触媒）を使用し、女性の清潔好
きに訴求するよう開発された汎用の抗菌イヤーピース 【価格】678円

ビューティー　ファイター 富士フイルム㈱ライフサイエンス事業部
【開成町】　☎0120-670-590

女性社員の意見を基に、企画から商品開発過程に女性社員・研究者
が関与した低分子コラーゲン3000㎎に9種のエナジー成分をプラスし
た、働く女性をサポートするドリンク 【価格】280円／本

マーガレットケーキ ㈱3・SUN・TREASURE
【葉山町】　☎042-747-9540（相模女子大教育研究推進課）

相模女子大生と菓子製造の専門家が協力し、校内の梅を使って製作
したプロテイン配合の梅風味のケーキ
 【価格】1,800円

季節やイベントにあった限定商品 宝製菓㈱
【横浜市戸塚区】　☎045-851-2005

企画、内容開発、パッケージ、製造全てに女性社員が関わって制作し
た、ハロウィン等の季節のイベントや旬の味覚にあわせた可愛く安心
なビスケットなど数種 【価格】250円～400円（税別）

キリン　フリー 麒麟麦酒㈱
【横浜市鶴見区】　☎045-503-9003

女性担当者がリニューアル開発したノンアルコールビールテイスト
飲料
 【価格】140円／350㎖缶

セフティカテ ピュールキャス クリエートメディック㈱
【横浜市都筑区】　☎045-943-2611

女性患者の心理的負担を軽減するため、女性開発者が女性医師の協
力を得ながら開発した女性向けの自己導尿用カテーテル
 【価格】定価3,000円（税別）

男女兼用 レングスアジャスターパンツ ㈱ダイイチ
【横浜市中区】　☎045-241-8911

サイズ、シルエット、デザインに女性の意見を反映して開発した股下寸
法がワンタッチで調整できるチノパンツ（ユニフォーム）
 【価格】6,800円（税別）

ダンボール製 知育机・椅子 ㈱東鈴紙器
【相模原市中央区】　☎042-774-0488

5名中2名の女性担当者を加えたプロジェクトチームが、ママモニター制度を
活用して、乳幼児に落ち着きを育てる「おべんきょうごっこ」ができるよう開
発したダンボール製の机と椅子 【価格】3,990円（机・椅子のセット）

Ｖボディボードシリーズ ㈲バズコーポレーション
【藤沢市】　☎0466-27-2000

日本初の女性プロボーダーである経営者が開発・製造した、女性が扱
いやすい女性向けボディボード・マリン関連商品
 【価格】1,575円～71,400円

マリアンナプラス 豊麗 ㈱ナノエッグ
【川崎市宮前区】　☎044-978-5231

女性の肌コンプレックスに応えるために、女性研究者が独自に開発し
た成分を配合して開発した美容液。容器や箱のデザインにも女性社員
の意見を反映。  【価格】6,000円／本

ROBOROBO（ロボットストラップ） ㈱日の出製作所
【川崎市川崎区】　☎044-322-5521

女性新入社員6名が研修の過程で発案し、基盤加工技術に女性のアイ
デアを加えることで開発した削り出し手造りアクセサリーストラップ
 【価格】945円～

電動スクーター キャピーⅡ ㈱ベイズ
【横浜市港北区】　☎045-475-3411（代表）

女性社員全員参加の意見により、女性が使うことを念頭において、
色、デザイン、スピード、重量及び燃費性能等に配慮して開発した電動
スクーター 【価格】89,800円

セジュールウィット-SW 大和ハウス工業㈱
【横浜市西区】　☎045-650-5200

女性開発担当者12名が住まいに関する女性の要望や悩みを解消する
仕様を開発し、商品化に繋げた女性向け防犯配慮型賃貸住宅

【価格】本体工事価格3.3㎡当たり35.7万円台～

日産ノートライダー ㈱オーテックジャパン
【茅ヶ崎市】　☎0467-87-8063

女性開発担当者が顧客ニーズを分析の上、ライダーはこうあるべきとの社内常
識をくつがえす企画を提案し、社内で議論を重ねながら開発した日産ノートの
特装車 【価格】1,545,600円（エンジン・駆動により3バリエーション）

指静脈認証システム 静紋JS1 ㈱日立ソリューションズ
【横浜市戸塚区】　☎03-5780-7287

生体認証用指置き台に関する女性社員の意見を基に、指を置いた感触
に配慮し、爪を痛めずに認識率を上げるなど、設計から開発に女性が参
画した本人確認用のハードウェア装置 【価格】12,800円

電子黒板「StarBoard」 ㈱日立ソリューションズ
【横浜市戸塚区】　☎03-5780-2329

女性社員の意見を反映し、高さ調節や機能ボタンの位置に配慮する
など、女性が使いやすいように開発した学校用次世代ツールである電
子黒板 【価格】200,000円～（モデルによって異なる）

組み込みデータベース
Entier

㈱日立ソリューションズ
【横浜市戸塚区】　☎0120-421-126

女性の意見を反映し、カーナビや家電等の操作をより使いやすくする
ための製品開発を強力にサポートする組み込みデータベース
 【価格】個別見積もり

コンテンツ運用支援ソリューション
MEANS

㈱日立ソリューションズ
【横浜市戸塚区】　☎03-5780-6706

女性3名を中心としたチームで開発したコンテンツ運用基盤ソフト。顧客意見に対応し、
より使いやすくリニューアル。ファイルサーバの利用状況を見える化・検索可能とし、サー
バの有効利用を促進 【価格】200万文書ライセンス　1,155,000円～

双子・2人用母子手帳ケース グランドルー
【川崎市多摩区】　☎044-953-7144

バックデザイナーである女性経営者が、妊娠中に感じた不便さを解消す
るために発案・開発した子ども2人分の母子手帳を収納できるケース
 【価格】4,725円

ルナメア／ルナメアAC 富士フイルム㈱ライフサイエンス事業部
【開成町】　☎0120-670-590

商品企画から機能性素材開発、商品開発、効果検証まで女性社員が担当した化粧品
【価格】ルナメア全7アイテム9品目1,890円～3,675円
ルナメアAC全3アイテム4品目1,890円～2,520円

ののじセラミック特急釜
銀シャリ２号

㈱レーベン販売
【横浜市西区】　☎050-5509-8340

開発過程で試用するなどした女性社員の意見を数多く反映し、女性の使
いやすさを追及し企画・開発した、IHで銀シャリご飯が炊ける本格ご飯釜
 【価格】12,600円

ののじお料理いろいろ簡単
ターナーシリーズ

㈱レーベン販売
【横浜市西区】　☎050-5509-8340

企画から開発過程まで女性社員の意見を反映し、女性目線での使い
勝手の良さ、料理を楽しくする概観のかわいらしさにこだわったター
ナーシリーズ 【価格】1,050円

情報通信機器（4件）

輸送用機器（2件）

住宅（1件）

サービス（7件）

なでしこの芽（1件）

なでしこの種（3件）

海♡女子会 海キッズ 海カップル ㈲ロッキーマリン
【真鶴町】　☎0465-68-0927

ボート販売に従事する女性経営者が、女性も釣りを体験し楽しめるよ
う開発した、女性船長が案内する女性向け、ファミリー向けのボート
遊びプラン 【価格】基本プラン1名6,300円　2名様から開催

暮らしのデザイン ＋i.style ㈲エーエープランニング
【横浜市中区】　☎045-228-8185

女性建築家が、住教育を進め自分らしい豊かな暮らしづくりを実現
するために開発した住環境に関するサービス
 【価格】3,500円～

プロの寿司職人が教える寿司教室 さつまや本店
【藤沢市】　☎0466-23-2487

英会話教室の運営経験を持つ女性経営者が、寿司職人である夫の
技術を広く伝え、寿司を楽しんでもらうために開始した寿司づくり
体験提供サービス  【価格】3,500円～10,000円

横浜・女性起業家応援プロジェクト 明日の㈱
【横浜市青葉区】　☎045-507-3753

子育て中、時短、在宅勤務女性メンバー中心のプロジェクトチーム
が開発した女性起業家支援サービス。ホームページなど営業ツー
ル制作パッケージ 【価格】210,000円

お茶のこ 三姉妹 神奈川大学のゼミに所属する女子大学生３人が、足柄茶葉の消費量を増
やすために考案した、茶葉を使ったお菓子のアイデア

ベビーカー転倒防止補助輪等 ベビーカーがハンドルにかけた荷物の重みで後ろに倒れないよう、補助輪
をつけるアイデア

12色絵画用色材粘土
「もりもり粘土絵」（クレイ・ピクチャー）

専用紙の下絵に、12色の粘土を指先で混ぜ、ちぎって色を貼り付ける色材
粘土のアイデア

おんぶdeバッグ 子育て中の女性の荷物を減らすため、バックにもなるおんぶ・だっこ紐の
アイデア

箱根芸妓、きらり妓 箱根湯本芸能組合
【箱根町】　☎0460-85-5338

古典芸能の伝承に、和楽器を取り入れたジャズ演奏など時代のニー
ズに即したアイデアを加えた「全国唯一の和・洋のおもてなし」

【価格】30分1人当たり4,800円～（旅館によって異なる）

なでしこ販促便 ㈱タムラコーポレーション
【川崎市川崎区】　☎044-221-7271

命名、PR、企画を女性が担当して開発した、女性スタッフによる配達
に、陳列、POP装飾、交渉などの販売促進支援を付加した物流サー
ビス 【価格】案件ごとの料金設定

家庭的預かり保育の
「おばあちゃんち」サービス

横浜ダンデライオン
【横浜市港南区】　☎045-844-0635

常勤で働きながら子育てした女性が開発した、シニア女性が自宅で
預かり保育を行うサービス

【価格】850円／時間（オプションサービスは別途）

アイデア名 概　　要

商　品　名 事業所・団体名 商品の概要

商　品　名 事業所・団体名 商品の概要

着せ替え CHACOシート アソシエCHACO
【川崎市多摩区】　☎044-900-8844

服飾教育に携わる女性デザイナーが、障害のある方との関わりの中で開発した車椅子用シート。ふくら
はぎの風よけや小物を入れられるポケットなどの工夫がされており、おしゃれな色柄を選択できる。
【価格】ショートタイプ4,980円、ロングタイプ5,980円、ポケット付き＋2,000円

骨盤メイク　ヘムショーツ アツギ㈱
【海老名市】　☎046-231-1111

女性デザイナーが女性の実体験から出た意見を商品化に繋げる仕組
みを活用して開発した「骨盤補整」を気軽に実施する機能を盛り込ん
だ骨盤ベルト付きのショーツ 【価格】1,000円～1,500円（税別）

※価格は、季節限定商品を除き2014年1月現在の販売価格



第1回 神奈川なでしこブランド認定商品・アイデア

食料品・飲料（14件）

生活・文化用品（16件）

商　品　名 事業所・団体名 商品の概要
アンナマンマシリーズ
ポモドーロパスタソースシリーズ

カゴメ㈱神奈川支店
【横浜市神奈川区】　☎045-440-3360

女性3名、男性1名のチームで味のみならず瓶のデザイン等にも女性の
目線を活かして開発した女性に人気のあるトマトを使ったパスタソース
 【価格】300円（実勢価格）

ウルトラミックス・
パンケーキミックス

ハップ・ビー・ビー㈱
【川崎市宮前区】　☎044-543-9762

女性社長が子育てを通じて発案し、製粉会社の協力を得て開発した
北海道産バターミルク入り、保存料等無添加のパンケーキミックス粉
 【価格】420円～ 520円／ 200g

LTJ H61-Bio（バイオ） ㈱LIKE TODO JAPAN 製薬
【川崎市高津区】　info@ltdj.biz

老化を抑えるのに役立つ乳酸菌に着目した女性社長が高濃度に抽出
したエキス等をパウダー化し、商品化に成功した食品用機能性素材
 【価格・詳細】お問合せください

F-STYLE PROJECTで考案した商品 富士屋ホテル㈱
【箱根町】　☎0460-82-2211

さまざまな部署の女性スタッフで構成したプロジェクトチームが考案したお弁
当（箱根姫籠膳）と富士屋ホテルオリジナルのミニチュアサイズのテディベア

【価格】箱根姫籠膳1,300円　ミニチュアテディベア2,100円

さがみはら産 粉末桑茶
「とうとるん」

相模原商工会議所女性会
【相模原市中央区】　☎042-753-8135

商工会議所女性会が地産地消を進める商品として、相模原市で採れ
た桑を使って開発した、玄米を混ぜ飲みやすく工夫した健康茶（粉末）

【価格】1,280円（20袋入）、2,480円（40袋入）、1,980円（40g徳用）

潤貴・煌姫 大草薬品㈱
【横須賀市】　☎046-834-1193

商品コンセプト、レシピ、商品名、パッケージ、販売方法等、すべてを女
性２名が担当して製作した女性の健康のための美容食品ゼリー

【価格】「潤貴」（PB商品）／30本　「煌姫」6,300円（税別）／20本

シドモア桜・ハナミズキの詩 山陽印刷㈱、㈲富貴
【横浜市金沢区】　☎045-785-4011

印刷会社の女性社長が、日米桜交流100周年を記念して地元職人の
和菓子制作をプロデュースし、和菓子店や女性デザイナーの協力を得
て創作した和菓子 【価格】180円

横浜産小松菜のかき揚げそば・うどん
東日本旅客鉄道㈱横浜支社
㈱日本レストランエンタプライズ神奈川支店

【横浜市西区】　☎045-320-2540

横浜線沿線地域アピールを目的として、女性社員の意見を反映しなが
ら地元産野菜を活用して開発したかき揚げを使った季節販売の麺類
 【価格】370円

相模灘 湘南しらすの沖漬け 鎌倉ダイニング
【鎌倉市】　☎0467-44-8822

女性料理研究家が日持ちのしない「生しらす」を全国の人に味わってもらうため、神奈川県
しらす協議会の漁師の協力を得ながら開発した、特性のたれに獲れたての活きたしらすを
沖の船で漬け込んだ鎌倉生まれのしらすの沖漬け 【価格】1パック100g550円～

ロイヤルブルーティー
（ROYAL BLUE TEA）

ロイヤルブルーティージャパン㈱
【藤沢市】　☎0466-29-9591

お酒を飲まない女性社長が交流の場で料理を楽しむために開発した
おもてなしの象徴的サービスとしてのワインボトル入り高級茶飲料
 【価格】750㎖／1本2,840円～300,000円（税別）

ウルトラ頭巾タイカくん ㈱たまき
【横浜市南区】　☎045-720-1186

少しでも弱者の安全を守りたいとの視点から、女性社員が開発した、
軽量で収納・携帯に便利で、消防服と同素材の難燃繊維を使用した防
災頭巾 【価格】5,500円（税別）／1個

Exhale（エクスエール） アツギ㈱
【海老名市】　☎046-231-1111

女性担当者が女性の視覚、触感など感覚に訴えかける商品として開発
した「ステイタスな美しさ」をコンセプトとするレッグウェアブランド

【価格】1,800円（税別）～

カスタム絵本 ㈱iicoto
【逗子市】　☎046-874-4700／custom@iicotoehon.com

子育て中の女性社員が「母親の視点」で開発したセミオーダーメイド
で子どもの名前やメッセージを入れることができる絵本

【価格】4,500円～5,000円

抗菌イヤーピース
「Clean Piece」（クリーンピース）

㈱横浜ベイサイドネット
【横浜市中区】　☎045-212-3682／bsn-shop@baysidenet.jp

女性社長や女性社員の意見を反映して、抗菌素材にチタンアパタイト
（ウイルス・細菌等の吸着効果の高い光触媒）を使用し、女性の清潔好
きに訴求するよう開発された汎用の抗菌イヤーピース 【価格】678円

ビューティー　ファイター 富士フイルム㈱ライフサイエンス事業部
【開成町】　☎0120-670-590

女性社員の意見を基に、企画から商品開発過程に女性社員・研究者
が関与した低分子コラーゲン3000㎎に9種のエナジー成分をプラスし
た、働く女性をサポートするドリンク 【価格】280円／本

マーガレットケーキ ㈱3・SUN・TREASURE
【葉山町】　☎042-747-9540（相模女子大教育研究推進課）

相模女子大生と菓子製造の専門家が協力し、校内の梅を使って製作
したプロテイン配合の梅風味のケーキ
 【価格】1,800円

季節やイベントにあった限定商品 宝製菓㈱
【横浜市戸塚区】　☎045-851-2005

企画、内容開発、パッケージ、製造全てに女性社員が関わって制作し
た、ハロウィン等の季節のイベントや旬の味覚にあわせた可愛く安心
なビスケットなど数種 【価格】250円～400円（税別）

キリン　フリー 麒麟麦酒㈱
【横浜市鶴見区】　☎045-503-9003

女性担当者がリニューアル開発したノンアルコールビールテイスト
飲料
 【価格】140円／350㎖缶

セフティカテ ピュールキャス クリエートメディック㈱
【横浜市都筑区】　☎045-943-2611

女性患者の心理的負担を軽減するため、女性開発者が女性医師の協
力を得ながら開発した女性向けの自己導尿用カテーテル
 【価格】定価3,000円（税別）

男女兼用 レングスアジャスターパンツ ㈱ダイイチ
【横浜市中区】　☎045-241-8911

サイズ、シルエット、デザインに女性の意見を反映して開発した股下寸
法がワンタッチで調整できるチノパンツ（ユニフォーム）
 【価格】6,800円（税別）

ダンボール製 知育机・椅子 ㈱東鈴紙器
【相模原市中央区】　☎042-774-0488

5名中2名の女性担当者を加えたプロジェクトチームが、ママモニター制度を
活用して、乳幼児に落ち着きを育てる「おべんきょうごっこ」ができるよう開
発したダンボール製の机と椅子 【価格】3,990円（机・椅子のセット）

Ｖボディボードシリーズ ㈲バズコーポレーション
【藤沢市】　☎0466-27-2000

日本初の女性プロボーダーである経営者が開発・製造した、女性が扱
いやすい女性向けボディボード・マリン関連商品
 【価格】1,575円～71,400円

マリアンナプラス 豊麗 ㈱ナノエッグ
【川崎市宮前区】　☎044-978-5231

女性の肌コンプレックスに応えるために、女性研究者が独自に開発し
た成分を配合して開発した美容液。容器や箱のデザインにも女性社員
の意見を反映。  【価格】6,000円／本

ROBOROBO（ロボットストラップ） ㈱日の出製作所
【川崎市川崎区】　☎044-322-5521

女性新入社員6名が研修の過程で発案し、基盤加工技術に女性のアイ
デアを加えることで開発した削り出し手造りアクセサリーストラップ
 【価格】945円～

電動スクーター キャピーⅡ ㈱ベイズ
【横浜市港北区】　☎045-475-3411（代表）

女性社員全員参加の意見により、女性が使うことを念頭において、
色、デザイン、スピード、重量及び燃費性能等に配慮して開発した電動
スクーター 【価格】89,800円

セジュールウィット-SW 大和ハウス工業㈱
【横浜市西区】　☎045-650-5200

女性開発担当者12名が住まいに関する女性の要望や悩みを解消する
仕様を開発し、商品化に繋げた女性向け防犯配慮型賃貸住宅

【価格】本体工事価格3.3㎡当たり35.7万円台～

日産ノートライダー ㈱オーテックジャパン
【茅ヶ崎市】　☎0467-87-8063

女性開発担当者が顧客ニーズを分析の上、ライダーはこうあるべきとの社内常
識をくつがえす企画を提案し、社内で議論を重ねながら開発した日産ノートの
特装車 【価格】1,545,600円（エンジン・駆動により3バリエーション）

指静脈認証システム 静紋JS1 ㈱日立ソリューションズ
【横浜市戸塚区】　☎03-5780-7287

生体認証用指置き台に関する女性社員の意見を基に、指を置いた感触
に配慮し、爪を痛めずに認識率を上げるなど、設計から開発に女性が参
画した本人確認用のハードウェア装置 【価格】12,800円

電子黒板「StarBoard」 ㈱日立ソリューションズ
【横浜市戸塚区】　☎03-5780-2329

女性社員の意見を反映し、高さ調節や機能ボタンの位置に配慮する
など、女性が使いやすいように開発した学校用次世代ツールである電
子黒板 【価格】200,000円～（モデルによって異なる）

組み込みデータベース
Entier

㈱日立ソリューションズ
【横浜市戸塚区】　☎0120-421-126

女性の意見を反映し、カーナビや家電等の操作をより使いやすくする
ための製品開発を強力にサポートする組み込みデータベース
 【価格】個別見積もり

コンテンツ運用支援ソリューション
MEANS

㈱日立ソリューションズ
【横浜市戸塚区】　☎03-5780-6706

女性3名を中心としたチームで開発したコンテンツ運用基盤ソフト。顧客意見に対応し、
より使いやすくリニューアル。ファイルサーバの利用状況を見える化・検索可能とし、サー
バの有効利用を促進 【価格】200万文書ライセンス　1,155,000円～

双子・2人用母子手帳ケース グランドルー
【川崎市多摩区】　☎044-953-7144

バックデザイナーである女性経営者が、妊娠中に感じた不便さを解消す
るために発案・開発した子ども2人分の母子手帳を収納できるケース
 【価格】4,725円

ルナメア／ルナメアAC 富士フイルム㈱ライフサイエンス事業部
【開成町】　☎0120-670-590

商品企画から機能性素材開発、商品開発、効果検証まで女性社員が担当した化粧品
【価格】ルナメア全7アイテム9品目1,890円～3,675円
ルナメアAC全3アイテム4品目1,890円～2,520円

ののじセラミック特急釜
銀シャリ２号

㈱レーベン販売
【横浜市西区】　☎050-5509-8340

開発過程で試用するなどした女性社員の意見を数多く反映し、女性の使
いやすさを追及し企画・開発した、IHで銀シャリご飯が炊ける本格ご飯釜
 【価格】12,600円

ののじお料理いろいろ簡単
ターナーシリーズ

㈱レーベン販売
【横浜市西区】　☎050-5509-8340

企画から開発過程まで女性社員の意見を反映し、女性目線での使い
勝手の良さ、料理を楽しくする概観のかわいらしさにこだわったター
ナーシリーズ 【価格】1,050円

情報通信機器（4件）

輸送用機器（2件）

住宅（1件）

サービス（7件）

なでしこの芽（1件）

なでしこの種（3件）

海♡女子会 海キッズ 海カップル ㈲ロッキーマリン
【真鶴町】　☎0465-68-0927

ボート販売に従事する女性経営者が、女性も釣りを体験し楽しめるよ
う開発した、女性船長が案内する女性向け、ファミリー向けのボート
遊びプラン 【価格】基本プラン1名6,300円　2名様から開催

暮らしのデザイン ＋i.style ㈲エーエープランニング
【横浜市中区】　☎045-228-8185

女性建築家が、住教育を進め自分らしい豊かな暮らしづくりを実現
するために開発した住環境に関するサービス
 【価格】3,500円～

プロの寿司職人が教える寿司教室 さつまや本店
【藤沢市】　☎0466-23-2487

英会話教室の運営経験を持つ女性経営者が、寿司職人である夫の
技術を広く伝え、寿司を楽しんでもらうために開始した寿司づくり
体験提供サービス  【価格】3,500円～10,000円

横浜・女性起業家応援プロジェクト 明日の㈱
【横浜市青葉区】　☎045-507-3753

子育て中、時短、在宅勤務女性メンバー中心のプロジェクトチーム
が開発した女性起業家支援サービス。ホームページなど営業ツー
ル制作パッケージ 【価格】210,000円

お茶のこ 三姉妹 神奈川大学のゼミに所属する女子大学生３人が、足柄茶葉の消費量を増
やすために考案した、茶葉を使ったお菓子のアイデア

ベビーカー転倒防止補助輪等 ベビーカーがハンドルにかけた荷物の重みで後ろに倒れないよう、補助輪
をつけるアイデア

12色絵画用色材粘土
「もりもり粘土絵」（クレイ・ピクチャー）

専用紙の下絵に、12色の粘土を指先で混ぜ、ちぎって色を貼り付ける色材
粘土のアイデア

おんぶdeバッグ 子育て中の女性の荷物を減らすため、バックにもなるおんぶ・だっこ紐の
アイデア

箱根芸妓、きらり妓 箱根湯本芸能組合
【箱根町】　☎0460-85-5338

古典芸能の伝承に、和楽器を取り入れたジャズ演奏など時代のニー
ズに即したアイデアを加えた「全国唯一の和・洋のおもてなし」

【価格】30分1人当たり4,800円～（旅館によって異なる）

なでしこ販促便 ㈱タムラコーポレーション
【川崎市川崎区】　☎044-221-7271

命名、PR、企画を女性が担当して開発した、女性スタッフによる配達
に、陳列、POP装飾、交渉などの販売促進支援を付加した物流サー
ビス 【価格】案件ごとの料金設定

家庭的預かり保育の
「おばあちゃんち」サービス

横浜ダンデライオン
【横浜市港南区】　☎045-844-0635

常勤で働きながら子育てした女性が開発した、シニア女性が自宅で
預かり保育を行うサービス

【価格】850円／時間（オプションサービスは別途）

アイデア名 概　　要

商　品　名 事業所・団体名 商品の概要

商　品　名 事業所・団体名 商品の概要

着せ替え CHACOシート アソシエCHACO
【川崎市多摩区】　☎044-900-8844

服飾教育に携わる女性デザイナーが、障害のある方との関わりの中で開発した車椅子用シート。ふくら
はぎの風よけや小物を入れられるポケットなどの工夫がされており、おしゃれな色柄を選択できる。
【価格】ショートタイプ4,980円、ロングタイプ5,980円、ポケット付き＋2,000円

骨盤メイク　ヘムショーツ アツギ㈱
【海老名市】　☎046-231-1111

女性デザイナーが女性の実体験から出た意見を商品化に繋げる仕組
みを活用して開発した「骨盤補整」を気軽に実施する機能を盛り込ん
だ骨盤ベルト付きのショーツ 【価格】1,000円～1,500円（税別）

※価格は、季節限定商品を除き2014年1月現在の販売価格



第1回 神奈川なでしこブランド認定商品・アイデア

食料品・飲料（14件）

生活・文化用品（16件）

商　品　名 事業所・団体名 商品の概要
アンナマンマシリーズ
ポモドーロパスタソースシリーズ

カゴメ㈱神奈川支店
【横浜市神奈川区】　☎045-440-3360

女性3名、男性1名のチームで味のみならず瓶のデザイン等にも女性の
目線を活かして開発した女性に人気のあるトマトを使ったパスタソース
 【価格】300円（実勢価格）

ウルトラミックス・
パンケーキミックス

ハップ・ビー・ビー㈱
【川崎市宮前区】　☎044-543-9762

女性社長が子育てを通じて発案し、製粉会社の協力を得て開発した
北海道産バターミルク入り、保存料等無添加のパンケーキミックス粉
 【価格】420円～ 520円／ 200g

LTJ H61-Bio（バイオ） ㈱LIKE TODO JAPAN 製薬
【川崎市高津区】　info@ltdj.biz

老化を抑えるのに役立つ乳酸菌に着目した女性社長が高濃度に抽出
したエキス等をパウダー化し、商品化に成功した食品用機能性素材
 【価格・詳細】お問合せください

F-STYLE PROJECTで考案した商品 富士屋ホテル㈱
【箱根町】　☎0460-82-2211

さまざまな部署の女性スタッフで構成したプロジェクトチームが考案したお弁
当（箱根姫籠膳）と富士屋ホテルオリジナルのミニチュアサイズのテディベア

【価格】箱根姫籠膳1,300円　ミニチュアテディベア2,100円

さがみはら産 粉末桑茶
「とうとるん」

相模原商工会議所女性会
【相模原市中央区】　☎042-753-8135

商工会議所女性会が地産地消を進める商品として、相模原市で採れ
た桑を使って開発した、玄米を混ぜ飲みやすく工夫した健康茶（粉末）

【価格】1,280円（20袋入）、2,480円（40袋入）、1,980円（40g徳用）

潤貴・煌姫 大草薬品㈱
【横須賀市】　☎046-834-1193

商品コンセプト、レシピ、商品名、パッケージ、販売方法等、すべてを女
性２名が担当して製作した女性の健康のための美容食品ゼリー

【価格】「潤貴」（PB商品）／30本　「煌姫」6,300円（税別）／20本

シドモア桜・ハナミズキの詩 山陽印刷㈱、㈲富貴
【横浜市金沢区】　☎045-785-4011

印刷会社の女性社長が、日米桜交流100周年を記念して地元職人の
和菓子制作をプロデュースし、和菓子店や女性デザイナーの協力を得
て創作した和菓子 【価格】180円

横浜産小松菜のかき揚げそば・うどん
東日本旅客鉄道㈱横浜支社
㈱日本レストランエンタプライズ神奈川支店

【横浜市西区】　☎045-320-2540

横浜線沿線地域アピールを目的として、女性社員の意見を反映しなが
ら地元産野菜を活用して開発したかき揚げを使った季節販売の麺類
 【価格】370円

相模灘 湘南しらすの沖漬け 鎌倉ダイニング
【鎌倉市】　☎0467-44-8822

女性料理研究家が日持ちのしない「生しらす」を全国の人に味わってもらうため、神奈川県
しらす協議会の漁師の協力を得ながら開発した、特性のたれに獲れたての活きたしらすを
沖の船で漬け込んだ鎌倉生まれのしらすの沖漬け 【価格】1パック100g550円～

ロイヤルブルーティー
（ROYAL BLUE TEA）

ロイヤルブルーティージャパン㈱
【藤沢市】　☎0466-29-9591

お酒を飲まない女性社長が交流の場で料理を楽しむために開発した
おもてなしの象徴的サービスとしてのワインボトル入り高級茶飲料
 【価格】750㎖／1本2,840円～300,000円（税別）

ウルトラ頭巾タイカくん ㈱たまき
【横浜市南区】　☎045-720-1186

少しでも弱者の安全を守りたいとの視点から、女性社員が開発した、
軽量で収納・携帯に便利で、消防服と同素材の難燃繊維を使用した防
災頭巾 【価格】5,500円（税別）／1個

Exhale（エクスエール） アツギ㈱
【海老名市】　☎046-231-1111

女性担当者が女性の視覚、触感など感覚に訴えかける商品として開発
した「ステイタスな美しさ」をコンセプトとするレッグウェアブランド

【価格】1,800円（税別）～

カスタム絵本 ㈱iicoto
【逗子市】　☎046-874-4700／custom@iicotoehon.com

子育て中の女性社員が「母親の視点」で開発したセミオーダーメイド
で子どもの名前やメッセージを入れることができる絵本

【価格】4,500円～5,000円

抗菌イヤーピース
「Clean Piece」（クリーンピース）

㈱横浜ベイサイドネット
【横浜市中区】　☎045-212-3682／bsn-shop@baysidenet.jp

女性社長や女性社員の意見を反映して、抗菌素材にチタンアパタイト
（ウイルス・細菌等の吸着効果の高い光触媒）を使用し、女性の清潔好
きに訴求するよう開発された汎用の抗菌イヤーピース 【価格】678円

ビューティー　ファイター 富士フイルム㈱ライフサイエンス事業部
【開成町】　☎0120-670-590

女性社員の意見を基に、企画から商品開発過程に女性社員・研究者
が関与した低分子コラーゲン3000㎎に9種のエナジー成分をプラスし
た、働く女性をサポートするドリンク 【価格】280円／本

マーガレットケーキ ㈱3・SUN・TREASURE
【葉山町】　☎042-747-9540（相模女子大教育研究推進課）

相模女子大生と菓子製造の専門家が協力し、校内の梅を使って製作
したプロテイン配合の梅風味のケーキ
 【価格】1,800円

季節やイベントにあった限定商品 宝製菓㈱
【横浜市戸塚区】　☎045-851-2005

企画、内容開発、パッケージ、製造全てに女性社員が関わって制作し
た、ハロウィン等の季節のイベントや旬の味覚にあわせた可愛く安心
なビスケットなど数種 【価格】250円～400円（税別）

キリン　フリー 麒麟麦酒㈱
【横浜市鶴見区】　☎045-503-9003

女性担当者がリニューアル開発したノンアルコールビールテイスト
飲料
 【価格】140円／350㎖缶

セフティカテ ピュールキャス クリエートメディック㈱
【横浜市都筑区】　☎045-943-2611

女性患者の心理的負担を軽減するため、女性開発者が女性医師の協
力を得ながら開発した女性向けの自己導尿用カテーテル
 【価格】定価3,000円（税別）

男女兼用 レングスアジャスターパンツ ㈱ダイイチ
【横浜市中区】　☎045-241-8911

サイズ、シルエット、デザインに女性の意見を反映して開発した股下寸
法がワンタッチで調整できるチノパンツ（ユニフォーム）
 【価格】6,800円（税別）

ダンボール製 知育机・椅子 ㈱東鈴紙器
【相模原市中央区】　☎042-774-0488

5名中2名の女性担当者を加えたプロジェクトチームが、ママモニター制度を
活用して、乳幼児に落ち着きを育てる「おべんきょうごっこ」ができるよう開
発したダンボール製の机と椅子 【価格】3,990円（机・椅子のセット）

Ｖボディボードシリーズ ㈲バズコーポレーション
【藤沢市】　☎0466-27-2000

日本初の女性プロボーダーである経営者が開発・製造した、女性が扱
いやすい女性向けボディボード・マリン関連商品
 【価格】1,575円～71,400円

マリアンナプラス 豊麗 ㈱ナノエッグ
【川崎市宮前区】　☎044-978-5231

女性の肌コンプレックスに応えるために、女性研究者が独自に開発し
た成分を配合して開発した美容液。容器や箱のデザインにも女性社員
の意見を反映。  【価格】6,000円／本

ROBOROBO（ロボットストラップ） ㈱日の出製作所
【川崎市川崎区】　☎044-322-5521

女性新入社員6名が研修の過程で発案し、基盤加工技術に女性のアイ
デアを加えることで開発した削り出し手造りアクセサリーストラップ
 【価格】945円～

電動スクーター キャピーⅡ ㈱ベイズ
【横浜市港北区】　☎045-475-3411（代表）

女性社員全員参加の意見により、女性が使うことを念頭において、
色、デザイン、スピード、重量及び燃費性能等に配慮して開発した電動
スクーター 【価格】89,800円

セジュールウィット-SW 大和ハウス工業㈱
【横浜市西区】　☎045-650-5200

女性開発担当者12名が住まいに関する女性の要望や悩みを解消する
仕様を開発し、商品化に繋げた女性向け防犯配慮型賃貸住宅

【価格】本体工事価格3.3㎡当たり35.7万円台～

日産ノートライダー ㈱オーテックジャパン
【茅ヶ崎市】　☎0467-87-8063

女性開発担当者が顧客ニーズを分析の上、ライダーはこうあるべきとの社内常
識をくつがえす企画を提案し、社内で議論を重ねながら開発した日産ノートの
特装車 【価格】1,545,600円（エンジン・駆動により3バリエーション）

指静脈認証システム 静紋JS1 ㈱日立ソリューションズ
【横浜市戸塚区】　☎03-5780-7287

生体認証用指置き台に関する女性社員の意見を基に、指を置いた感触
に配慮し、爪を痛めずに認識率を上げるなど、設計から開発に女性が参
画した本人確認用のハードウェア装置 【価格】12,800円

電子黒板「StarBoard」 ㈱日立ソリューションズ
【横浜市戸塚区】　☎03-5780-2329

女性社員の意見を反映し、高さ調節や機能ボタンの位置に配慮する
など、女性が使いやすいように開発した学校用次世代ツールである電
子黒板 【価格】200,000円～（モデルによって異なる）

組み込みデータベース
Entier

㈱日立ソリューションズ
【横浜市戸塚区】　☎0120-421-126

女性の意見を反映し、カーナビや家電等の操作をより使いやすくする
ための製品開発を強力にサポートする組み込みデータベース
 【価格】個別見積もり

コンテンツ運用支援ソリューション
MEANS

㈱日立ソリューションズ
【横浜市戸塚区】　☎03-5780-6706

女性3名を中心としたチームで開発したコンテンツ運用基盤ソフト。顧客意見に対応し、
より使いやすくリニューアル。ファイルサーバの利用状況を見える化・検索可能とし、サー
バの有効利用を促進 【価格】200万文書ライセンス　1,155,000円～

双子・2人用母子手帳ケース グランドルー
【川崎市多摩区】　☎044-953-7144

バックデザイナーである女性経営者が、妊娠中に感じた不便さを解消す
るために発案・開発した子ども2人分の母子手帳を収納できるケース
 【価格】4,725円

ルナメア／ルナメアAC 富士フイルム㈱ライフサイエンス事業部
【開成町】　☎0120-670-590

商品企画から機能性素材開発、商品開発、効果検証まで女性社員が担当した化粧品
【価格】ルナメア全7アイテム9品目1,890円～3,675円
ルナメアAC全3アイテム4品目1,890円～2,520円

ののじセラミック特急釜
銀シャリ２号

㈱レーベン販売
【横浜市西区】　☎050-5509-8340

開発過程で試用するなどした女性社員の意見を数多く反映し、女性の使
いやすさを追及し企画・開発した、IHで銀シャリご飯が炊ける本格ご飯釜
 【価格】12,600円

ののじお料理いろいろ簡単
ターナーシリーズ

㈱レーベン販売
【横浜市西区】　☎050-5509-8340

企画から開発過程まで女性社員の意見を反映し、女性目線での使い
勝手の良さ、料理を楽しくする概観のかわいらしさにこだわったター
ナーシリーズ 【価格】1,050円

情報通信機器（4件）

輸送用機器（2件）

住宅（1件）

サービス（7件）

なでしこの芽（1件）

なでしこの種（3件）

海♡女子会 海キッズ 海カップル ㈲ロッキーマリン
【真鶴町】　☎0465-68-0927

ボート販売に従事する女性経営者が、女性も釣りを体験し楽しめるよ
う開発した、女性船長が案内する女性向け、ファミリー向けのボート
遊びプラン 【価格】基本プラン1名6,300円　2名様から開催

暮らしのデザイン ＋i.style ㈲エーエープランニング
【横浜市中区】　☎045-228-8185

女性建築家が、住教育を進め自分らしい豊かな暮らしづくりを実現
するために開発した住環境に関するサービス
 【価格】3,500円～

プロの寿司職人が教える寿司教室 さつまや本店
【藤沢市】　☎0466-23-2487

英会話教室の運営経験を持つ女性経営者が、寿司職人である夫の
技術を広く伝え、寿司を楽しんでもらうために開始した寿司づくり
体験提供サービス  【価格】3,500円～10,000円

横浜・女性起業家応援プロジェクト 明日の㈱
【横浜市青葉区】　☎045-507-3753

子育て中、時短、在宅勤務女性メンバー中心のプロジェクトチーム
が開発した女性起業家支援サービス。ホームページなど営業ツー
ル制作パッケージ 【価格】210,000円

お茶のこ 三姉妹 神奈川大学のゼミに所属する女子大学生３人が、足柄茶葉の消費量を増
やすために考案した、茶葉を使ったお菓子のアイデア

ベビーカー転倒防止補助輪等 ベビーカーがハンドルにかけた荷物の重みで後ろに倒れないよう、補助輪
をつけるアイデア

12色絵画用色材粘土
「もりもり粘土絵」（クレイ・ピクチャー）

専用紙の下絵に、12色の粘土を指先で混ぜ、ちぎって色を貼り付ける色材
粘土のアイデア

おんぶdeバッグ 子育て中の女性の荷物を減らすため、バックにもなるおんぶ・だっこ紐の
アイデア

箱根芸妓、きらり妓 箱根湯本芸能組合
【箱根町】　☎0460-85-5338

古典芸能の伝承に、和楽器を取り入れたジャズ演奏など時代のニー
ズに即したアイデアを加えた「全国唯一の和・洋のおもてなし」

【価格】30分1人当たり4,800円～（旅館によって異なる）

なでしこ販促便 ㈱タムラコーポレーション
【川崎市川崎区】　☎044-221-7271

命名、PR、企画を女性が担当して開発した、女性スタッフによる配達
に、陳列、POP装飾、交渉などの販売促進支援を付加した物流サー
ビス 【価格】案件ごとの料金設定

家庭的預かり保育の
「おばあちゃんち」サービス

横浜ダンデライオン
【横浜市港南区】　☎045-844-0635

常勤で働きながら子育てした女性が開発した、シニア女性が自宅で
預かり保育を行うサービス

【価格】850円／時間（オプションサービスは別途）

アイデア名 概　　要

商　品　名 事業所・団体名 商品の概要

商　品　名 事業所・団体名 商品の概要

着せ替え CHACOシート アソシエCHACO
【川崎市多摩区】　☎044-900-8844

服飾教育に携わる女性デザイナーが、障害のある方との関わりの中で開発した車椅子用シート。ふくら
はぎの風よけや小物を入れられるポケットなどの工夫がされており、おしゃれな色柄を選択できる。
【価格】ショートタイプ4,980円、ロングタイプ5,980円、ポケット付き＋2,000円

骨盤メイク　ヘムショーツ アツギ㈱
【海老名市】　☎046-231-1111

女性デザイナーが女性の実体験から出た意見を商品化に繋げる仕組
みを活用して開発した「骨盤補整」を気軽に実施する機能を盛り込ん
だ骨盤ベルト付きのショーツ 【価格】1,000円～1,500円（税別）

※価格は、季節限定商品を除き2014年1月現在の販売価格


