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神奈川県では、女性が開発に貢献した商品（モノ・サービス）の中から、
優れたものを「神奈川なでしこブランド」として認定し、PRをして女性の活躍を応援しています。

「神奈川なでしこブランド2017」の認定商品と
開発に携わった女性の声をご紹介いたします。

認定商品のご紹介
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Nadeshiko Brand

私たちの可能性、もっと広がる食料品・飲料 Foods & Drinks

エクオール含有大豆胚芽乳酸菌
発酵物加工食品“エクエル”

生活・文化用品 Living & Cultural Supplies

住宅 Housing

サービス Service

大塚製薬株式会社
横浜支店 《横浜市西区》

キャベツがもっと食べたくなる
ドレッシングシリーズ

加工倶楽部かながわ
《横浜市神奈川区》

ギュギュッと搾ったサングリア メルシャン株式会社
藤沢工場 《藤沢市》

太陽と潮風の香る
横浜あおみかんドレッシング アマンダリーナ 《横浜市栄区》

葉山しらすとオリーブオイルの
食べる湘南ラー油 合同会社Hatocoya 《逗子市》

夢未市　オリジナルジェラート
「ゆめみちゃんアイス」

厚木市農業協同組合 
《厚木市》

おしゃれで機能的な抱っこひも
sun&beach ベビーキャリアPlus
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Seegras　アカモク　
ハンド＆ボディジェル KopiLuwak 《逗子市》

ウロバッグキャリーカバー クリエートメディック
株式会社 《横浜市都筑区》

株式会社sun&beach
《逗子市》

カシコチェア 株式会社イトーキ 
神奈川支社 《横浜市西区》

葉山女子旅きっぷ

「横浜金魚」コースター 株式会社大川印刷
《横浜市西区》

産科･婦人科受診用スカート アトリエ･ミッチー 《座間市》

京浜急行電鉄株式会社
《横浜市神奈川区》

ママらく！時短！
２WAY おむつポーチ kururi 《逗子市》

SANSUKE ～三助～

ランドセルリメイク SNAKER－革製品専門店－
《藤沢市》

Rukuo わたしの積立・
Rukuo こども積立 中央労働金庫 《横浜市中区》

株式会社湊斗 《小田原市》

完全注文住宅
『新築なでしこHOME』

株式会社ウーマンズ･ワーク
《横浜市神奈川区》

女性建築家との
家づくり・お店づくり

一般社団法人WHAIS
《横浜市港北区》

天使のポートレイト【花×写真】

https://www.otsuka.co.jp/
index.php

http://www.kirin.co.jp/
products/wine/gyugyutto/

http://hamandarina.com/

http://hatocoya.com/

http://www.jakanagawa.
gr.jp/atsugi/

https://www.facebook.com/
seegras.shonan

http://www.createmedic.
co.jp/

http://www.sun-beach.jp/

https://www.itoki.jp/

http://www.ohkawa-inc.
co.jp/

https://www.atelier-michy.
com/

http://www.keikyu.co.jp/

http://くるり.com/

http://snaker-h.webnode.jp/

http://chuo.rokin.com/
r-project/

https://www.minatabi.net/

http://www.womans-work.
co.jp/

http://www.whais.jp/

http://seerayphoto.com/
しいれいフォト  横浜の女性
写真家による出張撮影
《横浜市中区》
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（  神奈川なでしこブランド 2017　認定商品お問合せ先一覧  )

☎045-441-6110

☎045-314-6391

☎045-471-8960

☎0466-35-1093

☎080-5696-7230

☎046-872-1855

☎046-290-0141
（夢未市）

☎0467-24-6571

☎045-943-3929

☎046-873-1748

☎045-224-3656

☎045-441-2011

☎046-258-3384

☎045-441-0999

☎050-3691-0966

☎0466-90-3458

0120-86-6956

☎0465-46-7367

☎045-522-8577

☎090-1507-9958

神 奈 川
なでしこ
 ブランド
2 0 1 7



　「神奈川なでしこブランド」は、平成29年1月に新たに
20商品が加わり、現在94商品となりました。
　今回の認定商品は、農業や鉄道、金融、住宅などから
サービスまで、幅広い分野で商品が開発されており、また、
企業の中で働く女性や起業した女性など、様々な現場で
活躍する女性達がその商品の開発に携わっています。
　これらの認定商品は、「安全で安心な商品を」「快適な
生活を」という想いをかたちにした質の高いものが多く、年
齢や性別によらず多くの人たちの生活を豊かにする可能性
を持っています。

　県では、「神奈川なでしこブランド」認定商品の開発に携
わった女性の皆様と共に、女性の力で生み出された商品
の素晴らしさを伝え、女性の活躍を一層進めてまいります。

　急激な少子高齢化が進む中、地域経済の活性化の担
い手として、女性が持つ潜在力が注目されていますが、
仕事と生活の両立の難しさ等から就業継続やキャリアアッ
プを諦める女性も多くいます。
　意欲のある女性がその能力や発想を活かして、いきいき
と働くことができれば、企業の業績向上や地域経済の活
性化につながるとともに、本人の人生が充実するだけでな
く、すべての人にとって暮らしやすい社会が実現できます。
　県では、このような女性が活躍できる社会の実現に向け
て、「神奈川なでしこブランド」事業を実施しています。
　この冊子では、「神奈川なでしこブランド2017」の認定
商品と共に、開発に携わった女性の声を紹介しています。
商品ができるまでの女性が活躍するストーリーを感じてい
ただけたらと思います。

はじめに

　県内の企業や団体から、女性が開発に貢献した商品（モ
ノ・サービス）を募集し、優れたものを「神奈川なでしこブラ
ンド」として認定しています。
　認定した商品を県がPRすることで、女性の活躍が新た
な需要の掘り起こしや業績の向上に繋がることを具体的な
商品の形で分かりやすく示しています。

神奈川なでしこブランドとは

神奈川なでしこブランドの認定商品

「女性×活躍」
　　　　＝神奈川なでしこブランド

神奈川なでしこブランドに認定されて

（平成29年5月に第1回～第4回認定商品開発企業等へ実施したアンケートより）

“なでしこ”の活躍が社会を変える

※複数回答

売上アップ

▶�イベントでの PRやメディア露出の積み重ねによ
り、売上が 2年連続で前年比 150％以上とな
った。（株式会社 iicoto）

▶�認定前と比較して、平成 28年の販売数が 228
％となった。（株式会社ダイイチ）

▶�認定以降の月売上が、継続的に前年を上回っ
ている。（厚木市農業協同組合）

メディアでの取り上げ

▶��マスコミ、メディア等での取上げが増えた。�
（大草薬品株式会社、鎌倉ダイニング、株
式会社 iicoto、株式会社横浜ベイサイド
ネット、ハップ・ビー・ビー株式会社、有
限会社ロッキーマリン、株式会社さつまや、
鎌倉ダディ、さくらん、日本ゼトック株式
会社、株式会社エナメディカル、有限会社
アイデア工房阿蘇山、加工倶楽部かなが
わ、メルシャン株式会社藤沢工場、合同会
社 Hatocoya、KopiLuwak、 株 式 会 社
sun&beach、アトリエ ･ミッチー、京浜急
行電鉄株式会社、中央労働金庫、株式会社
湊斗、しいれいフォト� �横浜の女性写真家に
よる出張撮影）

▶�マスコミ媒体を見ての問い合わせが増えた。（ア
トリエ・ミッチー、株式会社湊斗、一般社団法
人WHAIS）

▶�浜銀総研ビジネスウーマン・アワードを受賞した。
（ハップ・ビー・ビー株式会社、株式会社横浜
ベイサイドネット）

▶�女性活躍推進セミナーのパネラーや女性の創業
セミナーの講師として登壇した。（大草薬品株
式会社、株式会社 iicoto、KopiLuwak、株
式会社 sun&beach）

▶�採用面接の際に、学生から評価ポイントとして
あげられた。（株式会社ダイイチ）

▶�相模原市より仕事と家庭両立支援推進企業とし
て表彰された。（株式会社エナメディカル）

▶�横浜ウーマンビジネスフェスタ等での登壇が増え
た。（アイディア・パーク）

社外への効果

社内の効果

▶�引き続き、商品開発において女性の意見が重視
される傾向になっている。（大草薬品株式会社）

▶�女性ならではの視点やアイデアを生かした製品
開発への認識が高まった。（株式会社日立ソリ
ューションズ）

▶�新商品の開発に積極的になった。（株式会社に
しきや）

▶�女性の意見を積極的に聞くようになり、特に「な
でしこチーム」に意見を求められることが多くな
った。（株式会社ミツハシ）

◎女性の活躍を支援する企業・団体として社外へアピールできた

◎マスコミ、メディア等での取り上げが増えた

◎社員のやる気が増した

◎売上が上がった

◎取引先が増えた

◎その他の効果

◎変わらない
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その他の声
◎女性社員の採用が増えた
◎商品の認知度が上がった
◎女性求職者からの問い合わせが増えた
◎認定されていることで、信用度が増した



夢未市　オリジナルジェラート
「ゆめみちゃんアイス」

厚木市農業協同組合

　「ここでしか味わえない地場産のジェラート」をテーマに、直
売所に並ぶ新鮮な野菜や果物を中心とし、神奈川県産の生
乳を使用した手づくりジェラートアイスです。メニュー開発から
製造、販売、売場のイメージづくりまで、女性スタッフの発想
が生かされています。地場農産物の持つ風味や色、味わい
が存分に楽しめると好評。
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ds & Drinks

地場農産物のおいしさを存分に！

葉山しらすとオリーブオイルの
食べる湘南ラー油
合同会社 Hatocoya

　オリーブオイルを基本に地元産のしらすと野菜を
たっぷり使った、無添加でヘルシーなラー油。子
育て中の女性2人が、「家族に安全でおいしいもの
を」と開発。肉や魚はもちろん、チーズやサラダと、
どんな料理にもアレンジできるのが魅力。女性が手に取りやす
いよう、ラベルのイラストをおしゃれでかわいらしくしました。
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あらゆる料理に相性抜群のラー油

キャベツがもっと食べたくなる
ドレッシングシリーズ

加工倶楽部かながわ

　横浜のキャベツ農家の母さんたちが、「地元原料」と「無添
加」にこだわって作ったドレッシングです。安心して食べられ、
健康になる商品を、とドレッシングからも栄養が摂れるよう工
夫して開発。長期保存ができるよう、品質保持期限を６ヶ月
以上にする技術を確立。さらに商品を広めるため、横浜市内
を中心に販路を拡大する予定です。
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農家の母さんのこだわり満載

太陽と潮風の香る
横浜あおみかんドレッシング

アマンダリーナ

　女性料理研究家が、摘果作業によって捨てられる青みかん
のおいしさに着目。「もったいない！」が、「おいしい！」になるよ
う有効活用したい、と“横浜市南部��柴”の農家の協力のもと、
ドレッシングの開発に取り組みました。青みかんの持つ爽やか
な香りと果汁の酸味を生かし、鮮やかな黄色が映えるよう低
温殺菌で仕上げました。

「もったいない！」から、「おいしい！」へ
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エクオール含有大豆胚芽乳酸菌
発酵物加工食品 “エクエル”

大塚製薬株式会社　横浜支店

　大豆に含まれるイソフラボン研究が開始されたのが1996
年のこと。以来18年間の研究を経て、大豆イソフラボンを発
酵させて生成したエクオールを主成分とする健康食品“エクエ
ル”を開発しました。40代以降の女性の「ゆらぎ期」をサポート
し、エクオールを手軽に摂取できる“エクエル”は、「健康と美
しさ」を応援する商品です。

女性の「ゆらぎ期」をサポート

01 
Foo

ds & Drinks

食料品・飲料

女性の健康推進プロジェクトリーダー　西山和枝さん

エクオールを直接摂取できる製品
“エクエル”で、女性の皆さんの
健康や美容のためにお役に立て
れば、本当に嬉しく思います。

開発者の声

ギュギュッと搾ったサングリア
メルシャン株式会社　藤沢工場

　「敷居が高い」とワインを敬遠している20～ 30代の方達に
こそ飲んでほしい、と開発した、“ギュギュッと搾ったような”
果実感たっぷりのサングリアです。甘さや酸味、苦味のバラ
ンスを考えて果実を組み合わせ、メルシャンが所蔵するワイン
の中から、ぴったり合うものを厳選。フルーティーでリッチな
果実とワインのマリアージュを意識して試作を重ね、完成しま
した。
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みずみずしい果実感を堪能！

「横浜キャベツ」の産地に暮らす
子ども達が、何玉でも食べたく
なるようなドレッシングを、という
思いで取り組みました。
代表　鈴木キヌ江さん

開発者の声

あまりワインを飲んだことがない
方達にも、このサングリアを気
軽に楽しんでいただいていると知
り、大変嬉しく思いました。
尾崎綾子さん

開発者の声

（左）代表　高橋章子さん　　
（右）副代表　山田由利加さん

開発者の声

1軒のみかん農家から始まった
摘果作業は、2年目で“柴”全体
に広がりました。これからも青み
かんの価値を高めていく活動を
続けていきたいです。
代表　奥井奈都美さん

開発者の声

農産物直売所ならではの「旬のもの」
を新鮮な状態で使用することで、お客
様に喜んでもらいたいと思います。
ジェラートスタッフ　吉岡ゆみさん

開発者の声

原料にこだわったのが、「そのまま食
べてもおいしい」という感想につながり
ました。「誰かにあげたくなる商品」と
いう声も嬉しかったです。

あまりワインを飲んだことがない
方達にも、このサングリアを気
軽に楽しんでいただいていると知
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（ 認定商品販売イベント ）（ 認定式 ）

生活・文化用品

Li
vin

g & Cultural Supplies

07 
Seegras　アカモク
ハンド＆ボディジェル

KopiLuwak

　逗子市小坪近海で採れる海藻「アカモク」は、地域の未利
用資源。「アカモク」のヌメリに含まれる“フコイダン”の保湿成
分に着目して開発し、産学官民連携で商品化に取り組みまし
た。べたつかず、しっとりとした塗り心地になるよう試作を重ね、
湘南の海をイメージした、爽やかな香りのエッセンシャルオイ
ルをブレンドしました。

海の未利用資源を地域の特産品へ

ウロバッグキャリーカバー
クリエートメディック株式会社

　病気や疾患により、カテーテル（管）を膀胱に入れ
て尿を持続的に排出させる時に、膀胱から流れ
てくる尿を溜めておく蓄尿バッグ専用のカバー
です。肩掛けバッグのようにも使用できる機能
性の高さと、幅広い世代に好まれるデザイン
にしました。利用者からは、「このような製品
を探していた」という感想が寄せられました。

患者のアクティブな生活のために

（左から）共同開発者　グランドルー社　岸部知佐子さん ／ 係長　坂東歩さん ／ 岡本千春さん
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おしゃれで機能的な抱っこひも

sun&beach ベビーキャリア Plus
株式会社 sun&beach

　3児の育児経験を元に女性社長が母親目線で開発した、腰
ベルトタイプの抱っこひも。肩と腰で赤ちゃんを支えるため、
体への負担が軽減。日本人の体型に合わせたベルトの長さ
や、おしゃれなテキスタイルを豊富にそろえるなど工夫しまし
た。「出かけるのが楽しくなった」「今まで買った育児グッズナ
ンバーワン！」といった喜びの声も。

お出かけが楽しくなる抱っこひも

カシコチェア
株式会社イトーキ神奈川支社

　女性の体型や好み、使いやすさを考えた女性専用のタスク
チェアです。女性中心のプロジェクトチームを立ち上げ、さま
ざまな側面から女性のニーズを調査。座面の高さや好まれる
背座面の形状を突き止め、身体疲労に考慮して開発。デザ
イン性だけでなく、背筋を伸ばした姿勢を支え、もたれても
だらしなく見えない背もたれなど機能面にもこだわりま
した。

オンナノシゴトノイス
　女性の体型や好み、使いやすさを考えた女性専用のタスク
チェアです。女性中心のプロジェクトチームを立ち上げ、さま
ざまな側面から女性のニーズを調査。座面の高さや好まれる
背座面の形状を突き止め、身体疲労に考慮して開発。デザ
イン性だけでなく、背筋を伸ばした姿勢を支え、もたれても
だらしなく見えない背もたれなど機能面にもこだわりま

溜まった尿を他人に見られることに悩む
患者のため、プライバシーを守り、少
しでもアクティブな生活が送れるように、
と開発に取り組みました。

開発者の声 足のむくみを軽減する座面や、
長い爪でも操作しやすい調整レ
バーなどの細やかな工夫が多く
の女性から高く評価され、とて
も嬉しいです。
部長　花田早貴子さん

開発者の声

開発者の声

育児期の不安を抱える母親と同
じ目線で、「毎日の子育てが楽
しくなり、子どもに優しくできる」
サービス･アイテムを開発してい
ます。
代表取締役　齋藤美衣さん店主　隅田佳代子さん

女性スタッフやお客様の意見を反映し、ロゴデザ
インからパッケージ、使い心地にこだわりました。
みんなで作り上げたという喜びでいっぱいです。

開発者の声

　逗子市小坪近海で採れる海藻「アカモク」は、地域の未利
用資源。「アカモク」のヌメリに含まれる“フコイダン”の保湿成
分に着目して開発し、産学官民連携で商品化に取り組みまし 開発者の声開発者の声



葉山女子旅きっぷ
京浜急行電鉄株式会社

　京急線乗車券と京急バスフリー乗車券、「ごは
ん券」と「おみやげ券」がセットになったおトクな“きっ
ぷ”。企画立案から店舗選定、撮影、デザインを女
性社員が行い、三浦半島の新たな楽しみ方を発信。
「葉山＝車で行く観光地」という従来のイメージを刷新
し、キュートなデザインのパンフレットで20～ 30代女
性を呼び込むなど、当社線のイメージアップを図りました。

ぶらり、のんびりホリデイ
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　京急線乗車券と京急バスフリー乗車券、「ごは
ん券」と「おみやげ券」がセットになったおトクな“きっ
ぷ”。企画立案から店舗選定、撮影、デザインを女
性社員が行い、三浦半島の新たな楽しみ方を発信。
「葉山＝車で行く観光地」という従来のイメージを刷新
し、キュートなデザインのパンフレットで20～ 30代女
性を呼び込むなど、当社線のイメージアップを図りました。

（左から）総務部広報課　小松麻依さん
鉄道本部営業部　伊藤綾香さん
㈱京急アドエンタープライズ　青木愛さん

母娘旅やママ友女子旅、デートや男性の利用な
ど、さまざまな使い方で利用していただけるよう
バージョンアップしていきたいです。

開発者の声

ママらく！時短！
２WAY おむつポーチ

kururi

　側面からおしりふきがさっと取り出せ、ショルダーと手提げ
の2種類の持ち方が選べる２WAYおむつポーチ。毎日のおむ
つ替えをもっと楽にし、外出先でも使いやすいようにと子育て
中の女性社員たちの意見を参考に開発。撥水加工を施したり、
パパも使えるよう、持ち手を最大150㎝に。おしりふきを取り
だすフタをマグネットにするなど細やかな工夫が満載です。

おむつ替えがラクラク！

ランドセルリメイク
SNAKER－革製品専門店－

　６年間使ったランドセルをスマホケースやパス
ケースなどの実用的な小物に作り替え、再び
愛用できる「ランドセルリメイク」。自分だけで
なく、家族全員で使えるようシンプルなデザイン
にこだわりました。商品が完成するまでの間、思い出
のランドセルを大切にお預かりできるよう、現在でも
様 な々手段を模索しています。

思い出のランドセルを実用的な小物に

産科 ･ 婦人科受診用スカート
アトリエ ･ミッチー

　産科・婦人科を受診する際に使用する受診専用のスカー
ト。受診者が診察台で開脚する時に恥ずかしい思いをしない
ように、と女性オーナーが開発しました。診察を妨げない範
囲で露出を少なくしたデザインに加え、スカートの色調をカラ
フルにすることで、診察室の雰囲気が明るくなるようにしまし
た。利用者から、「不安が軽くなった」という声が寄せられま
した。

受診時の不安と恥ずかしさを軽減

病気を克服し、健康を取り戻し
た自身の経験を生かしました。
「久し振りに子宮がん検診を受
けようと思った」という声が嬉し
かったです。
オーナー　安河内美知子さん

開発者の声

ランドセルを小物に仕立ててお客様にお
返しした時、「新しい形で使える」と喜ん
でいただけるのが、一番嬉しいです。
店主　西川マサコさん

開発者の声

開発にあたり、材料選びをはじめ、使
いやすさを考慮した形状作りに苦労し
ましたが、試作品を何度も作り、改善
していきました。

開発者の声

代表　渡辺好美さん

中野春菜さん 

さまざまな“女性の声”に耳を傾け、金
融商品・各種企画サービスを通して女
性の夢に共感し、応援することを何よ
り大切にしました。

開発者の声
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「横浜金魚」コースター

株式会社大川印刷

　グラスを置いた時に、ドリンクを上から覗くと
金魚が泳いでいるように見えるコースター。使っ
た方に笑顔になってもらえるような、“おもてなし”
の気持ちを込めた商品を、と開発。手動の活版印刷
機で印刷し、丁寧に仕上げました。手書きではないため、
「金魚らしく見えない」「立体感がなくなる」といった問題も、
試作を重ねることで解決しました。

金魚、ココにいますよ↓。
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Rukuo わたしの積立・
Rukuo こども積立

中央労働金庫

　女性や子どもの将来資金を積み立てる商品。1都7県の各
部署･営業店の女性職員で構成する「ろうきん女性応援プロ
ジェクト」メンバーが開発。女性や家族（子ども）にもっとご利
用していただけるよう「こども積立」は金利を上乗せ。「わたし
の積立」は、商品を通じてピンクリボン運動への寄付を行うこ
とで、よりメッセージ性のある商品にしました。

素敵な未来を贈る積立商品

Li
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サブリーダー　梶原緑さん

開発者の声

外国の方に喜ばれるように、日本語と英語の説明
書きを表記しました。今後は、インバウンド商品と
して、海外のお土産用に展開していきたいです。

の気持ちを込めた商品を、と開発。手動の活版印刷
機で印刷し、丁寧に仕上げました。手書きではないため、

開発者の声開発者の声

外国の方に喜ばれるように、日本語と英語の説明
書きを表記しました。今後は、インバウンド商品と
して、海外のお土産用に展開していきたいです。

生活・文化用品

SNAKER－革製品専門店－

にこだわりました。商品が完成するまでの間、思い出
のランドセルを大切にお預かりできるよう、現在でも

思い出のランドセルを実用的な小物に

g

にこだわりました。商品が完成するまでの間、思い出
のランドセルを大切にお預かりできるよう、現在でも



女性の
ために

作りまし
た！

子育て
中のママ

に好評
！

さわやかな香りがポイントです

　社員が全員女性である建築会社が開発した新築注文住宅
商品。子育てや介護をしながら働く社員達の経験から、「家事
効率を考えた動線」や「手入れしやすい住宅設備」、「バリア
フリーを取り入れた安全な設計」を考慮して開発。住む人
が安全・安心で使いやすく、心地良さで満たされるよう工夫
しました。「家に帰るのが楽しみになった」と施主に好評。

我が家が一番好き！

SANSUKE
～三助～
株式会社湊斗

　疾患や体の不安により、旅先での入浴が難しい
方向けに「オモイデ作り」をしてほしい、と開発した貸
切り風呂を利用した入浴サービスです。こまめな声

かけや肌の露出への配慮など、介護経験豊富な女性スタッフ
によるおもてなし要素が満載。お客様から、「13年ぶりの温
泉を孫と楽しめた」などの感想が寄せられました。

旅先での安心入浴サービス

女性建築家との
家づくり・お店づくり
一般社団法人WHAIS

　家づくりや店舗設計などの際に、「住まい手」や「使い
手」の立場に立って考え、女性建築家やデザイナーを紹
介し、相談場所を提供するサービスです。設計打合せで、
男性建築家には意見や疑問を言いにくいという女性客のた
めに、優れた女性建築家やデザイナーで構成したチームを
つくり、女性目線で「家づくり・お店づくり」を提案しています。

「住まい手の思い」をデザインする

天使のポートレイト【花×写真】
しいれいフォト

横浜の女性写真家による出張撮影

　新生児（ニューボーンフォト）、七五三、成人式、結婚式、
生前遺影、ペットなどに、「テンションUP効果」がある花を添
えるポートレイト（肖像写真）です。子どもの激しい動きにも耐
えられる丈夫な生花の選定や、着物の色や日本髪・洋髪そ
れぞれに合う花のデザインを、女性フラワーデザイナーと相
談しながらカスタマイズ。「華やかになる」と利用者から好評。

思い出の写真を華やかに

開発者の声

今後も、「SANSUKE～三助～」をいろ
いろな方に知っていただき、1人でも多
くの方が楽しめるよう全国の温泉地に
広げていきたいと思います。

住宅

サービス

17
Hou

sing
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Service

完全注文住宅
『新築なでしこ HOME』
株式会社ウーマンズ ･ワーク

メンテナンスしやすい設備を取り
入れるだけでなく、女性らしい
曲線を随所に入れて柔らかさを
演出。空間が広く感じられるよ
う心がけました。

開発者の声

（左から）上杉邦子さん／小野塚
玲子さん／田中美保子さん／横
田祥子さん／代表取締役  萩原久
美子さん／吉田香さん／塚本好
恵さん／加藤真世さん

今後は外国人向けに、「Kimono�Experience」
と題して、着物での写真撮影を通した日本文
化体験の機会を増やしたいです。

開発者の声

取締役　磯貝直美さん 代表　田中しいれいさん

開発者の声

サービスに共感してくださった方の厚意
で、セミナーの場所を無償で提供してい
ただくなどのサポートがありました。
代表理事　岡野美紀子さん

　家づくりや店舗設計などの際に、「住まい手」や「使い
手」の立場に立って考え、女性建築家やデザイナーを紹
介し、相談場所を提供するサービスです。設計打合せで、
男性建築家には意見や疑問を言いにくいという女性客のた
めに、優れた女性建築家やデザイナーで構成したチームを
つくり、女性目線で「家づくり・お店づくり」を提案しています。

女性のアイデアが
つまってます

（ 認定商品販売イベント ）


