
コロナ禍で打撃を受けた⼩規模店舗施設を
応援︕ Web制作のプロが最後まで構築す
る格安HP作成サービス 「ジックHP」11⽉
19⽇(⽊)提供開始

電⼦マネー技術のパイオニア企業、グレートインフォメーション株
式会社(本社︓東京都新宿区⻄新宿、代表取締役会⻑︓椚 孝信、以
下︓GIC)は、プロが構築する⼩規模店舗施設向け格安HP作成サー
ビス「ジックHP(ジックホームページ)」を11⽉19⽇(⽊)より開始し
ます。このコロナ禍で企業は規模の⼤⼩に関わらず多⼤な損害を被
っておりますが、⾮接触がニューノーマルになりつつある今、特に
デジタル化が遅れている⼩規模店舗・施設・観光業の新しい販路作
りに貢献したい想いから、プロが構築する⾼品質なHP制作では通
常あり得ない安価な設定で、⼩規模事業者の皆様に貢献してまいり
たいと思います。 
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構築費⽤2万円＋維持管理費⽉額1,250円でHPを作成できる「ジックHP」

構築費⽤2万円＋維持管理費⽉額1,250円でHPを作成できる「ジッ
クHP」 

「ジックHP」公式サイト︓ https://hpk.gicz.tokyo/ 

■⼩規模事業者HP開設の状況 

中⼩企業⽩書(※)によると、⾃社HPを開設していた⼩規模事業者
は、開設していない事業者よりも販売先が増えたと回答しており、
HPを活⽤することが近隣住⺠へのアピールや全国への販路拡⼤、
売上アップに繋がることは容易に想像がつきます。しかしながら、
HPの構築は⼩規模なものでも10万円〜50万円かかるといったコス
トの問題などから、⾃社HPを開設する⼩規模事業者は5割弱にとど
まっています。 

※
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H25/h25/html/b2_4

_1_2.html 

■「ジックHP」の企画にあたり 

GICでは、新型コロナウイルス感染症で経営に⼤きな影響を受け
た、特に⼩規模な店舗施設や勤務先の倒産・リストラ等で仕事を失
った⽅が⼩規模事業を開業するにあたり、「新たな販路開拓へのご
⽀援」「構築費⽤の軽減」「維持経費の軽減」「⾼品質でリアルタ
イムに更新が可能」など、必要とされる⽅にとって即役⽴つ機能を
網羅した「ジックHP」を企画しました。 

 

「ジックHP」作成イメージ

「ジックHP」作成イメージ 

＜3つの特徴＞ 

(1)破格の安価設定 

「ジックHP」は2万円でHPを構築し、維持管理費は⽉額1,250円で
す。⼀般的にHPの構築を依頼すると、⼩規模なもので10万円〜50

万円はかかり、維持管理費に毎⽉1万円〜2万円、更新の際にも都
度作業費が発⽣するため、⼩規模事業者にとっては⼤きな負担とな
ります。 

(2)⾼品質で⼿間いらず 
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無料もしくは安価なHP作成は他社にもありますが、テンプレート
を提供し、利⽤者に制作作業を求めるサービスが多い状況で、PC

に不慣れな事業者の⽅は、⾃⾝での作業を敬遠する傾向にありま
す。「ジックHP」はHP構築をプロのWebクリエイターが完成まで
責任をもって⾏うため、利⽤者側での作成作業は情報提供のみで、
専⾨知識は必要なく作業への⼿間もかかりません。 

(3)HP認知拡⼤までご⽀援 

せっかくHPを開設しても、閲覧してもらえなければ意味がありま
せん。作成したHPの広告効果を狙い、全国中⼩企業勤労者福祉サ
ービスセンター(全福センター)HP、各宗派別寺院・キリスト教会
HP、⽇本⺠泊協会加盟企業HPなどへのリンクを無料掲載し、HP

への誘導を⽀援します。 

詳細︓ https://hpk.gicz.tokyo/introduction/kokoku 

 

ジックHP3つの特徴

ジックHP3つの特徴 

■グレートインフォメーション株式会社について 

当社は電⼦決済技術のパイオニア的存在として1988年に暗号式電
⼦マネーのサービスを開始し、その後プリペイドサービスに関する
多数の特許技術を取得し、⼤⼿コンビニチェーンにおける電⼦マネ
ー販売事業を20年以上推進してまいりました。 

最近ではコロナ禍による⾮接触ニーズの⾼まりもあり、電⼦マネー
や電⼦決済の利⽤件数は更に増加し続けています。また電⼦決済に
関する豊富な実績から培った技術⼒を活⽤し、地域活性化イベント
での集⾦業務の効率化や電⼦認証パスポートによるチケットレスサ
ービスも新しい取り組みとして運⽤を開始しております。 

今後も消費者の更なる利便性向上に貢献する⼀⽅、厳しい環境下に
置かれている⼩規模店舗事業者の⽀援を⾏うことで、コロナ禍にお
けるデジタル化の推進役として経済の活性化に寄与できればと考え
ております。 

■商品概要 

商品名 ︓ ジックHP(読み︓ジックホームページ) 

料⾦  ︓ HP構築費⽤ 20,000円＋維持管理費 年間15,000円(⽉額
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1,250円)※税別 

対象  ︓ ⼩規模店舗施設を中⼼とした事業者(詳細︓
https://hpk.gicz.tokyo/introduction ) 

申込⽅法︓ 申込サイトから受付( https://hpk.gicz.tokyo/teikeiform ) 

URL   ︓ https://hpk.gicz.tokyo/ 

備考  ︓ 解約時等その他⼀切費⽤負担なし 

■会社概要 

社名  ︓ グレートインフォメーション株式会社 

代表者 ︓ 代表取締役会⻑ 椚 孝信 

所在地 ︓ 東京都新宿区⻄新宿1-3-13 Zenken Plaza II 3階 

設⽴  ︓ 1982年9⽉10⽇ 

資本⾦ ︓ 1億円 

URL   ︓ http://www.gic-tokyo.co.jp/ 

事業内容︓ コンビニエンスストアをはじめとするプリペイドカー
ド及び 

      カードレスシステムの企画設計並びに運営／ 

      コンビニ決済システム企画開発／ 

      サーバ型前払式⽀払⼿段(電⼦マネー)の発⾏／ 

      ホームページ管理システムの運営
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幻冬舎×テレビ東京×note 第2回「#コミッ
クエッセイ⼤賞 」結果発表︕応募総数
4940件から、7作品を選出しました。

noteとテレビ東京と幻冬舎で、コミックエッセイの投稿コンテスト
を開催いたしました。期間中に4940作品のご応募があり、審査員
による選考で受賞作品が決まりました。本コンテストの審査員はマ
ンガ家のわたなべぽん⽒、テレビ東京 テレビプロデューサーの祖
⽗江⾥奈⽒、太⽥勇⽒、チーフプロデューサーの森⽥昇⽒、幻冬舎
編集の⽻賀千恵⽒、藤⽥みちよ⽒、cakes編集部 ⼤熊信、中⽥絵理
⾹が務めています。 

本コンテストは[2019年春に第1回を実施]

{https://note.com/info/n/na6676138a382}、今回は第2回の開催とな
ります。⼊賞作品は、賞に応じて、連載化、書籍化、映像化の話し
合いをすすめていく予定です。 

「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」をミッションに
掲げるnoteは、これからもクリエイターのみなさんの才能を⾒つけ
て、広げる⽀援をしていきます。 

 

幻冬舎×テレビ東京×note 第2回「#コミックエッ
セイ⼤賞 」受賞作品⼀覧

【幻冬舎賞】
40歳になって考える⽗親が40歳だった時のこと｜吉⽥貴司｜note :

https://note.com/yoshidatakashi3/n/n76edc03a3eb7 

 

【テレビ東京賞】
【01】いい加減婚活しなきゃと思ったアラサーオタクの漫画｜明
桜ちけ｜note : https://note.com/asakurachike/n/n814bea0ffd87 
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【cakes賞】
ep１:ワクワクはどっち︖｜イッテツ｜note :

https://note.com/murasakitotetsu/n/nb010e7d2cdb3 

 

【特別賞】
ハトコの育児川柳28｜monimoni magazine｜note :

https://note.com/moni2magazine/n/n8213ef549e49 

 

本気で⽬指した堂本剛の嫁_改｜つき はなこ｜note :

https://note.com/tsuki_hanako/n/ne482c9d3af4a 

 

カナダの引越しが⽇本と全然違った話｜武村沙紀｜note :

https://note.com/norasaki/n/nd2426d53f787 

 

ゴミ⾷う⽇々｜Q Yoneda｜note :

https://note.com/qyoneda/n/n37a060a9aea1 

 

35歳とか関係ない。⼈は傷つけられたら傷つくねん。｜
Fuuuuumix｜note : https://note.com/fuuuuumix/n/nd68e12759c6e 

 

幻冬舎×テレビ東京×note「#コミックエッセイ⼤
賞 」概要
幻冬舎とテレビ東京とnoteで、2020年10⽉から12⽉に開催したコ
ミックエッセイの投稿コンテストです。家族や友⼈、職場の仲間な
ど⾝近な⽅の⽇常⽣活や、⾃分⾃⾝の内⾯、体験談などを描いたマ
ンガ作品を投稿いただきました。4940件の全コンテスト応募作品
は[こちら]

{https://note.mu/hashtag/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83

%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%BB%E3%82%

A4%E5%A4%A7%E8%B3%9E?f=popular}。前回のコンテストで⼊

アットプレス powered by LINE NEWS



賞した「[38歳バツイチ独⾝⼥がティンダーをやってみた結果⽇記]

{https://cakes.mu/series/4423}」は、[幻冬舎で書籍化]

{https://note.com/info/n/n0534eb85e903}、[テレビ東京でドラマ化]

{https://note.com/info/n/nedced49ba2ce}が実現しました。⼊選され
た⽅は賞⾦の贈呈、コンテンツ配信サイト[cakes]

{https://cakes.mu/}での連載、幻冬舎やテレビ東京からの書籍化、
映像化のご相談をすすめます。 

コンテスト告知ページ︓[https://note.com/info/n/ncad58a58a417]

{https://note.com/info/n/ncad58a58a417} 

 

幻冬舎×テレビ東京×note「#コミックエッセイ⼤
賞 」審査員総評
コミックエッセイは等⾝⼤の作者の⽇常が描かれることが多いた
め、読者が感情移⼊しやすいという特徴があると思います。作者本
⼈の⽣活や気持ちが丁寧に描かれている作品を選ばせていただこう
と思いました。「ハトコの育児川柳28」は、育児の何気ないシー
ンを川柳でまとめる形式がわかりやすく、テンポよく⼀話⼀話楽し
く読みました。「本気で⽬指した堂本剛の嫁_改」は圧倒的におも
しろかったです。作者の情熱がストレートに描かれていて、これぞ
コミックエッセイの良さ︕と思いました。他には、「カナダの引越
しが⽇本と全然違った話」は、あまり体験することのない海外での
引っ越しがテーマなのに、共感や臨場感を覚えるという点がとても
良い作品だと思いました。「35歳とか関係ない。⼈は傷つけられ
たら傷つくねん。」は、読了後、⼼が解けていくような感じがしま
した。この作品のテーマには現在SNSを利⽤している多くの⼈が
共感し、ラストシーンで⼼が軽くなるカタルシスのような効果を感
じた⼈も多かったのではないかと思いました。【漫画家・わたなべ
ぽん】 

昨年の応募作に⽐べ、⽇々の暮らしやご⾃⾝の⼈⽣を振り返る作品
が増えたように思います。⾃粛⽣活を経て、来し⽅⾏く末を考える
時間が増えたことも⼤きかったのではないかと。個⼈的には、書籍
化の可能性を踏まえ、少なくとも120ページ以上に及ぶ作品になる
かどうかを基準に審査しました。⾯⽩いけれどページ数がそこまで
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は⾏かないのでは……という作品は⾟い採点になったかもしれませ
ん。「40歳になって考える⽗親が40歳だった時のこと」は、淡々
としているけれどなぜかもっともっと読みたくなる、⼈⽣を感じさ
せてくれる作品だと思います。当時の⽗親と同じ年齢になったから
こそ⾒えてくるものがあるという視点も、読み⼿と感情を共有しや
すい、絶妙な設定だと感じました。「ゴミ⾷う⽇々」は、捨てるは
ずだった植物を育てて⾷べるというテーマが今の世情にあってお
り、絵も魅⼒的でした。ただ、コマ展開については（⽇本の）読者
を鑑みると調整したほうがいいのではと思います。【幻冬舎・⽻賀
千恵】 

実体験や記憶、気持ちを伝える際に⾮常に⼊りやすいコミックエッ
セイですが、やはり良いひっかかりを感じるのは「共感⼒」だと思
いました。「40歳になって考える⽗親が40歳だった時のこと」
は、昭和⽣まれ勢には共感度が⾼かったかと。“こーゆーお⽗さん
いた︕お⺟さんいる︕” ⼀⽣懸命⽣きて⼦供も育てているけど、ど
こかおかしい。でもそれがわりと普通の時代の⾹りが良く描かれて
いました。「いい加減婚活しなきゃと思ったアラサーオタクの漫
画」はオタクの婚活を冷静に⾒た良作。現実的なのにちゃんととき
めき要素があって、⾝近な恋というものに勇気を与えてくれるので
はないでしょうか。「カナダの引越しが⽇本と全然違った話」「ゴ
ミ⾷う⽇々」は、新しい情報に触れる機会に感謝してしまうような
作品。また、惜しくも受賞を逃しましたが「育休サラリーマンの憂
鬱」に出てくるサラリーマンがキャラが⽴っていて可愛かったで
す。「東京スカイツリー 〜⺟と私と、時々オトン」も漫画として
読者を意識した描き⽅が出来ていました。【幻冬舎コミックス・藤
⽥みちよ】 

   

コミックエッセイの良さは、個⼈の想いや主張がこもっていること
だと思います。今回は、それが映像化できそうなストーリーに折り
込まれている作品を選ばせていただきました。「いい加減婚活しな
きゃと思ったアラサーオタクの漫画」は、⼆⼈だけ世界に光を当て
てくれるような作品でした。ただ⽇常を切り取るだけでなく、鋭⾓
な切り⼝があり、映像化したときにおもしろそうだなと感じます。
【テレビ東京・森⽥昇】 

普通の⽅が描いた漫画だからこその良さがある作品と出会えたらい
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いなと思い、読み進めていきました。「いい加減婚活しなきゃと思
ったアラサーオタクの漫画」は、実体験ならではのリアリティがあ
りつつも、ほっこりしたラブのある作品でした。主⼈公のダメっぷ
りも、本当に⾝近にいそうで、おもしろかったです。【テレビ東
京・祖⽗江⾥奈】 

僕が好きなエッセイ漫画は、⾃分の知らない世界を描いてくれるも
のか、⾝を削って描いているものです。後者の理由で選ばせて頂き
ました。この⼿のドラマはジャンルとして既にあるので、どれだけ
独⾃のエピソードや表現があるのかが映像化の決め⼿かと思ってい
ます。そういった意味でも良い作品だと思いました。ドラマの場合
は、誰が演じるかがとても重要になると思います。【テレビ東京・
太⽥勇】 

「40歳になって考える⽗親が40歳だった時のこと」や「本気で⽬
指した堂本剛の嫁_改」の⼆作品は、著者の表現⼒の⾼さで圧倒さ
れる作品だと思いました。特に「本気で〜」は、⾃分の⼒で⾯⽩体
験を切り開いていくエネルギーに満ちていて、とても魅⼒的でし
た。今回cakes賞を受賞した「ep１:ワクワクはどっち︖」は、仕
事を辞めて移住した先で町おこし、という特殊な経験を追体験でき
る⾯⽩さがありました。著者の特異な体験を読めるという意味で
も、コミックエッセイの魅⼒に溢れた作品だったと思います。個⼈
的には、⽥舎に幻想を抱いていない⼈の町おこし、というのが、バ
ランス感覚があって新鮮に感じました。今回、⾝の回りで起きたこ
とを描くコミックエッセイの賞が、コロナ禍で⾏われた難しさがあ
ったと思いますが、素晴らしい作品がたくさんありました。前回特
別賞だった松本千秋さんの作品がドラマ化されたように、この賞を
きっかけに活躍される漫画家さんがたくさん出てくることを期待し
ています。【cakes編集部・⼤熊信】 

連載していたら続きが読みたいか、著者のことをもっと知りたいと
感じるか、という視点で選びました。「ep１:ワクワクはどっ
ち︖」は、マンガとリンクして実際に著者が宿の開業準備を進めて
いる点に、ほかにはない現在進⾏形のおもしろさを感じました。現
実のプロジェクトが今後どうなっていくのかと合わせて、続きが気
になります。「本気で⽬指した堂本剛の嫁_改」は、著者⾃⾝に⼤
きな魅⼒を感じました。堂本剛に近づくために、芸能⼈になろうと
迷わず突き進む⾏動⼒が尋常じゃない。この後どうなったのか、結
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局堂本剛には会えたのか︖ 早く続きを読ませて︕という気持ちに
なりました。 

【cakes編集部・中⽥絵理⾹】 

 

note
[note]{https://note.com/}はクリエイターが⽂章や画像、⾳声、動画
を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメデ
ィアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよ
う、安⼼できる雰囲気や、多様性を⼤切にしています。個⼈も法⼈
も混ざり合って、好きなものを⾒つけたり、おもしろい⼈に出会え
たりするチャンスが広がっています。2014年4⽉にサービス開始
し、約870万件の作品が誕⽣。⽉間アクティブユーザー数は6,300

万（2020年5⽉時点）に達しています。 

iOSアプリ︓[https://itunes.apple.com/jp/app/note-

noto/id906581110]{https://itunes.apple.com/jp/app/note-

noto/id906581110} 

Androidアプリ︓[https://play.google.com/store/apps/details?

id=mu.note]{https://play.google.com/store/apps/details?id=mu.note} 

 

cakes
[cakes]{https://cakes.mu/}は多数のクリエイターや出版社と提携し
ているコンテンツ配信サイトです。読者とクリエイターをより⾝近
に結びつけることで、コンテンツとの新しい出会いの場を提供しま
す。cakesには無料で楽しめる記事もたくさんありますが、有料会
員（週150円、⽉額500円）になるとすべての記事を好きなだけお
読みいただけます。2012年9⽉にスタートし、現在の配信コンテン
ツは3万本以上にのぼります。 

iOSアプリ︓[https://itunes.apple.com/app/apple-

store/id636423893]{https://itunes.apple.com/app/apple-

store/id636423893} 

Androidアプリ︓[https://play.google.com/store/apps/details?

id=mu.cakes]{https://play.google.com/store/apps/details?

アットプレス powered by LINE NEWS



id=mu.cakes} 

 

note株式会社
わたしたちは "だれもが創作をはじめ、続けられるようにする。"を
ミッションに、表現と創作の仕組みづくりをしています。メディア
プラットフォーム・noteは、クリエイターのあらゆる創作活動を⽀
援しています。クリエイターが思い思いのコンテンツを発表した
り、サークルでファンや仲間と交流したり、ストアでお店やブラン
ドオーナーが商品を販売をしたり、note proを活⽤して企業や団体
が情報発信をしたりしています。コンテンツ配信サイト・cakesも
運営しています。  

所在地︓〒107-0061 東京都港区北⻘⼭3-1-2 ⻘⼭セント・シオン
ビル 4階  

設⽴⽇︓2011年12⽉8⽇ 代表取締役CEO︓加藤貞顕 コーポレー
トサイト︓[https://note.jp]{https://note.jp}
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テレワークに最適な「契約なし、返却な
し」の新サービス 【おてがるWi-Fi】を1⽉
27⽇に提供開始

契約期間に縛りを設けない光回線【おてがる光】を運営する株式会
社エクスゲート(本社︓東京都新宿区、代表取締役︓川⼝ ⼤輔)は、
モバイル通信サービス【おてがるWi-Fi】の提供を2021年1⽉27⽇
より開始します。 

 

おてがるWi-Fi

おてがるWi-Fi 

いままでのモバイルインターネット契約では、ご契約をなされるお
客様にとって最適ではないプランに料⾦を⽀払わせることにより多
くの利益を⽣み出すモデルが⽬⽴っておりました。 

あらかじめサービス提供会社が⽤意する契約期間にて⻑期契約を
し、契約期間中データ通信容量不⾜時の追加⽀払い、またはその反
対の実際には利⽤しないほどのデータ通信容量契約をさせることに
より、その差分を利益にあてるケースが多く発⽣しています。 

おてがるWi-Fiでは、このようなお客様にとって最適ではない料⾦
プランを仕組みから⾒直し、広く多くのお客様にとって最適なモバ
イルインターネットプランの提供を⽬指します。 

【おてがるWi-Fiの特徴】 

＜安⼼できるご利⽤⽅法＞ 

おてがるWi-Fiでは端末とデータ通信を買い切る【プリペイド式】
とご利⽤⽇数を決め端末をレンタルしインターネットを利⽤する
【レンタル式】をご提供。 

どちらもサービス利⽤開始時、契約事務⼿数料は必要なく、端末が
⾃宅に届いてからすぐにインターネットをご利⽤いただけます。 

契約期間内に解約をすると違約⾦が発⽣するという違約⾦の設定も
ございません。 

プリペイド式では端末の返却、契約も不要となっております。 
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2つの利⽤⽅法

2つの利⽤⽅法 

＜お客様にとって最適なデータ容量＞ 

多くのお客様にとって過不⾜のないデータ容量の提供ができるよう
に様々な容量プランをご⽤意させていただきました。 

■レンタル式 

・データ通信容量無制限プラン※ 

・⼀⽉あたり30GBプラン 

・⼀⽉あたり20GBプラン 

・⼀⽉あたり10GBプラン 

※ 1⽇3GBまたは⽉間90GB以上の過度な通信利⽤が認められた
場合回線混雑回避のため通信速度が制限される可能性がございま
す。 

万が⼀不⾜してしまった場合、データ通信容量の追加も可能です。 

■プリペイド式の販売容量 

追加データ容量100GB 

追加データ容量50GB 

追加データ容量30GB 

追加データ容量20GB 

追加データ容量10GB 

＜格安料⾦設定＞ 

ある⼀定の条件を満たすと安くなるようなキャンペーン価格ではな
くそもそもの価格設定を格安に設定。多くのお客様にとって利⽤し
やすい価格設定をさせていただきました。 

■レンタル式 

1⽇単位レンタルの場合 

・⼀泊 380円/⽉(税抜)〜 

1ヶ⽉単位レンタルの場合 

・10GB 1,200円/⽉(税抜) 

・20GB 2,400円/⽉(税抜) 

・30GB 2,700円/⽉(税抜) 

■プリペイド式 

プリペイド式の場合 

追加データ容量100GB 4,800円(税込) 
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追加データ容量50GB  3,000円(税込) 

追加データ容量30GB  2,400円(税込) 

追加データ容量20GB  1,600円(税込) 

追加データ容量10GB  800円(税込) 

＜端末仕様＞ 

ディスプレイ⾮搭載により⻑時間利⽤を可能にしたシンプルでスリ
ムな端末U2sでサービス提供 

 

端末仕様

端末仕様 

製品名     ︓U2s 

重量      ︓149g 

連続使⽤可能時間︓12時間 

最⼤通信速度  ︓下り最⼤︓150Mbps 

         上り最⼤︓50Mbps 

SIMスロット個数 ︓なし 

付属品     ︓MicroUSBケーブル(充電⽤) 

カラー     ︓グレー、ゴールド 

製造元     ︓HONGKONG UCLOUDLINK NETWORK 

TECHNOLOGY LIMITED 

サイズ     ︓127×65.7×14.2mm 

バッテリー容量 ︓3,500mAh 

ポート     ︓⼊⼒電⼒︓DC 5V-1Abps USB 2.0 port 

周波数帯(外付SIMカード含む)︓ 

LTE-FDD Band︓1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28 

LTE-TDD Band︓34/38/39/40/41(200M) 

WCDMA Band ︓1/2/4/5/8 

GSM     ︓850/900/1800/1900 MHz 

同時接続台数  ︓5台 

＜サービス利⽤⽅法＞ 

■レンタル式 

おてがるWi-Fi公式サイトよりお申込み 

https://otegal.jp/wifi/ 
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■プリペイド式 

Yahoo!ショッピング内での購⼊ 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/otegalwi-fi/ 

専⽤ストアでのご購⼊(stores.jp) 

https://otegalwifi.stores.jp/ 

＜各種決済⽅法に対応＞ 

プリペイド式ではより多くのお客様にとって導⼊しやすい以下の決
済⽅法に対応しました。 

・クレジットカード 

・PayPay 

・auかんたん決済 

・ソフトバンク・ワイモバイルまとめて⽀払い 

・モバイルSuica 

・コンビニ決済 

・ドコモ払い 

・楽天ペイ 

・PayPal 

・Amazon Pay 

Amazonアカウントをお持ちのお客様は、「Amazonアカウントで
お⽀払い」を利⽤いただけます。 

Amazonに登録した配送先や⽀払⽅法をそのまま使⽤してお買い物
ができるようになります。 

【プリペイド式】概要 

対応回線︓ソフトバンク 

端末と通信データ容量を買い切りで販売。商品が⼿元に届き次第イ
ンターネットをご利⽤いただけます。 

まず、通信データ容量とモバイル端末セットをご購⼊いただき。デ
ータを使い切ったら、追加通信データ容量をご購⼊ください。 

■通信データ容量とモバイル端末(U2s)セット販売価格 

通信データ30GBとモバイルWi-Fiルーターセット  4,450円(税込) 

通信データ50GBとモバイルWi-Fiルーターセット  4,950円(税込) 

通信データ100GBとモバイルWi-Fiルーターセット 5,500円(税込) 

■追加データ販売価格 

100GB 4,800円(税込) 

50GB  3,000円(税込) 
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30GB  2,400円(税込) 

20GB  1,600円(税込) 

10GB  800円(税込) 

【レンタルプラン】概要 

対応回線    ︓ソフトバンク 

⽉額データ通信量︓契約プラン毎に設定 

⽉額料⾦(⽉単位の契約と⽇単位) 

定期契約期間  ︓無し 

■価格表 

＜1ヶ⽉(1ヶ⽉単位で契約)＞ 

データ容量︓30GB 

プラン名 ︓マンスリー30GB 

料⾦   ︓2,700円/⽉(税抜) 

データ容量︓20GB 

プラン名 ︓マンスリー20GB 

料⾦   ︓2,400円/⽉(税抜) 

データ容量︓10GB 

プラン名 ︓マンスリー10GB 

料⾦   ︓1,200円/⽉(税抜) 

データ容量︓無制限※1 

プラン名 ︓無制限マンスリープラン 

料⾦   ︓4,500円/⽉(税抜) 

＜1泊(1⽇単位で契約)＞ 

データ容量︓無制限※1 

プラン名 ︓無制限プラン 

料⾦   ︓380円/1⽇(税抜) 

データ容量︓無制限※2 

プラン名 ︓無制限＋プラン 

料⾦   ︓550円/1⽇(税抜) 

※1 1⽇3GBまたは⽉間90GB以上の過度な通信利⽤が認められた
場合回線混雑回避のため通信速度が制限される可能性がございま
す。 

※2 1⽇5GBまたは⽉間150GB以上の過度な通信利⽤が認められ
た場合回線混雑回避のため通信速度が制限される可能性がございま
す。 
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また、レンタルプランについてはおてがる光とのセット割引キャン
ペーンもおこなっており、光回線とセットでのご利⽤で10GBプラ
ン1,000円/⽉(税抜)、20GBプラン2,000円/⽉(税抜)にてセット価格
で利⽤が可能です。 

急なテレワークでのインターネット回線利⽤やスマートフォンのギ
ガ節約にも⼤活躍。 

光回線⼯事までの間の臨時回線としても⼗分にご利⽤いただけま
す。 

■おてがる光 WEBページ 

https://otegal.jp 

■おてがるWi-Fi(レンタル型サービス) ホームページ 

https://otegal.jp/wifi 

■おてがるWi-Fi(Yahoo!ショッピング買い切り型) 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/otegalwi-fi/ 

■おてがるWi-Fi買い切り専⽤ストア(stores.jp) 

https://otegalwifi.stores.jp/

外部リンク
業界最安値⽔準の「宝くじ購⼊代⾏サービス」がスタート  ⻄銀座チャン
スセンターの宝くじが⾃宅で注⽂可能
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マタニティ通販「エンジェリーベ」が在庫
DXクラウド『FULL KAITEN』を新規導⼊

⼩売業・卸売業向けに売上増加と在庫削減の両⽴を⽀援する
SaaS(クラウドシステム)『FULL KAITEN』を開発・提供するフル
カイテン株式会社(本社・⼤阪市福島区、代表取締役・瀬川直寛)

は、マタニティウェア・ベビーウェア通販「ANGELIEBE(エンジ
ェリーベ)」を運営する株式会社エンジェリーベ様がFULL KAITEN

を新たに導⼊し、システムが稼働しましたことをお知らせします。 

 

エンジェリーベ様はFULL KAITENの在庫分析機能を活⽤すること
で、既存在庫の有効活⽤による売上増加に取り組みます。弊社はプ
ロダクトとカスタマーサクセスチームが⼀丸となってエンジェリー
ベ様の売上増加に貢献してまいります。 

 

事業成⻑を⽬指すうえでFULL KAITENに注⽬
MRKホールディングスグループのエンジェリーベ様は1988年の創
業以来、マタニティウェアやベビーウェアの提供を通して、社名お
よびブランド名である「ANGELIEBE」（エンジェルと独語のリー
ベ＝愛＝を合わせた造語）にちなんだ「天使の愛」を妊産婦や乳幼
児に届けています。 

在庫ビジネスにおける事業成⻑のためには在庫が必要ですが、難し
いのは在庫の増加に⾒合う売上の伸びを果たすことです。 

これを実現するためには、在庫を分析し、売れ筋商品以外の隠れた
売れ筋商品を⾒つけ出す必要があるのですが、そういった分析業務
はデータ量や計算の複雑さ、そして組み合わせの多さが原因で⼈⼒
で⾏うには業務負荷が⾼く、社内リソースだけでは対処が難しいと
いう問題があります。 

エンジェリーベ様も同じ問題に直⾯し、それを解決する⼿段として
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FULL KAITENの導⼊を決定しました。 

在庫DXクラウドサービスFULL KAITENは、導⼊企業から⽇々受け
取る販売データや在庫データを⽤いて次の３つの価値を提供しま
す。 

 

 ・「今ある」在庫のポテンシャルを引き出して売上・粗利を最⼤
化 

 ・在庫分析に必要なデータ集計・計算をAIで完全⾃動化 

 ・異なるチーム間で同じデータを共有し情報格差を解消 

このほど、エンジェリーベ様とFULL KAITENとの間のデータ整備
および連携が完了し、システムが稼働いたしました。 

 

在庫問題を解決するクラウド型DXツール『FULL
KAITEN』
FULL KAITENは、在庫問題の解決に特化したSaaSです。在庫問題
とは、「在庫を増やせば売上は増えるが売れ残る。在庫を減らすと
売上も減る」というという⻑年解決されてこなかった課題を指しま
す。 

多くの企業が「売上を失うより在庫を持つ⽅がよい」と考えるた
め、⼩売業・卸売業では在庫過多が常態化しており、新型コロナウ
イルス危機で在庫過多は経営破綻に直結する喫緊の課題であること
が浮き彫りになりました。しかも2030年以降、毎年100万⼈近くの
⼈⼝が減っていく国内市場では、今回のコロナ危機クラスの需要消
失が続くことが確実です。 

⼀⽅で、こうした在庫問題をデータの有効活⽤で解決しようとする
DX(デジタル・トランスフォーメーション)ツールは多くないのが
実情です。 

在庫過多を放置して売上ばかりを追求する従来のビジネスモデルは
限界を迎えており、限られた⼿持ちの在庫の中から、DXによって
まだまだ売れる隠れた⼈気商品を可視化し、値引きを抑えながら売
上を⽴てていく⼿法が求められています。 

エンジェリーベ様はFULL KAITENによって、こうした⼿法を採り
⼊れ、収益構造の改⾰に取り組み始めました。 
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FULL KAITENは現在、エンタープライズや楽天ショップオブザイ
ヤー受賞店舗などを中⼼に、多くの⼩売企業（ECおよび実店舗）
や卸売企業にご契約いただいています。 

弊社は今後も、在庫問題で悩む⼩売業の皆様、新型コロナウイルス
危機で表⾯化した在庫問題の解決に取り組んでいる皆様のお役に⽴
てるようプロダクト改善を継続しています。 

そして、在庫問題を解決する先にある「世界の⼤量廃棄問題を解決
する」というミッションの遂⾏に向け、ユーザーである⼩売業の皆
様のお役に⽴てるよう取り組んでまいります。 

 

【会社概要1】 

社名: フルカイテン株式会社 

URL: https://full-kaiten.com 

本社: ⼤阪市福島区福島1-4-4 セントラル70 2階B 

設⽴: 2012年5⽉ 

代表者: 代表取締役 瀬川直寛 

事業内容: 在庫問題を解決するSaaS『FULL KAITEN』の開発・提
供 

従業員数: 23名 

 

【会社概要2】 

社名: 株式会社エンジェリーベ 

URL: https://www.angeliebe.co.jp 

本社: 東京都品川区⻄五反⽥5-2-4 レキシントン・プラザ⻄五反⽥7

階 

設⽴: 1989年4⽉ 

代表者: 代表取締役会⻑兼社⻑ 岩本眞⼆ 

事業内容: マタニティウェア・ベビーウェア・雑貨の通信販売 

従業員数: 37名 ※2021年1⽉22⽇現在 

 

FULL KAITENの詳細はこちら : https://full-kaiten.com/ 

 

angeliebe公式サイトはこちら : https://www.angeliebe.co.jp 

 

【本件の問い合わせ先】 
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フルカイテン株式会社 

 広報チーム 南 

電話: 06-6131-9388 

Eメール: info@full-kaiten.com

コロナ禍でも重要視されるスポーツ教育 
「リーフラススポーツスクール」20期連続
会員数増員達成︕

リーフラス株式会社(本社︓東京都港区愛宕、代表取締役社⻑︓伊
藤 清隆、以下︓リーフラス)が運営する「リーフラススポーツスク
ール」が、2020年12⽉31⽇を以て、第19期の会員数(約47,000名)

を超え、約47,800名となり、20期連続で会員数の増員を達成しま
した。 

⼦どもたちの「ココロに体⼒を。」というスクール理念で、技術指
導はもちろん、“⾮認知能⼒”といわれる⼈間性を伸ばすスポーツ教
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育を提供しております。「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」
という指導⽅針のため、スポーツ未経験者や、もっとうまくなりた
いといったお⼦様でも安⼼して始めることができます。 

リーフラススポーツスクールは、2021年も未来を担う⼦どもたち
と保護者の皆様を応援します︕ 

 

リーフラススポーツスクール

リーフラススポーツスクール 

◆「⾮認知能⼒」を育むスポーツスクール 

⾮認知能⼒とは、IQや学⼒などの認知能⼒とは異なり、学校や塾
の学⼒テストでは測れない⼒であり、社会で豊かにたくましく⽣き
る⼒といわれる、主体性、協調性、礼儀、⾃⼰管理⼒、課題解決⼒
などのことです。 

学⼒テストでは測れない⼒ですが、信頼できる⽅法で測ることので
きる⼒です。 

⾮認知能⼒が⾼いと、学⼒や進学率、就職率、⼤⼈になってからの
年収やマイホーム購⼊率が上がることが分かっており、⾮認知能⼒
を⾼めることが将来の成功につながるといわれています。 

そのため、幼稚園や保育園、⼩学校などの教育現場はもちろん、ス
ポーツなどの習い事や家庭でも⾮認知能⼒を育てる教育が必要とさ
れています。 

リーフラススポーツスクールでは、スポーツを通じて「⾮認知能
⼒」を育む指導を⾏っています。 

◆展開スクール 

⼦ども向けスポーツスクールである「リーフラススポーツスクー
ル」は、現在10種⽬のスクールを全国33都道府県、2,700箇所以上
で展開しています。 

リベルタ サッカースクール( https://liberta.sport-school.com/ ) 

ベースボールスクール ポルテ( https://porte.sport-school.com/ ) 

バスケットボールスクール ハーツ( https://heartz.sport-school.com/

) 

テリオス アスレチックスクール( https://terios.sport-school.com/ ) 

リズミックカラテ クオレ( https://cuore.sport-school.com/ ) 
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こころ 剣道スクール( https://kokoro.sport-school.com/ ) 

テニススクール プリマステラ( https://primastella.sport-school.com/

) 

ルジーナ ガールズスポーツスクール( https://lugina.sport-

school.com/ ) 

バレーボールスクール ルミゼ( https://lumisee.sport-school.com/ ) 

多種⽬スポーツスクール JJMIX( https://jjmix.sport-school.com/ ) 

■リーフラスの会社概要 

リーフラス株式会社は、『スポーツを変え、デザインする。』とい
う企業理念のもと、⼦どもたちや社会の問題を、スポーツにより解
決することを使命と捉え、ソーシャルビジネスを実践している企業
です。 

全国展開している⼦ども向けスポーツスクール事業では、会員数が
約47,800名と⽇本最⼤級のスポーツスクールです。 

その他にも、部活動⽀援・ヘルスケア・地域共動等の事業を⾏って
おり、今後もスポーツビジネスで社会に貢献していくために尽⼒し
ております。 

社名   ︓ リーフラス株式会社(英⽂社名︓LEIFRAS CO.,LTD.) 

本社   ︓ 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワ
ー27階 

設⽴年⽉⽇︓ 2001年8⽉28⽇ 

代表者  ︓ 代表取締役社⻑ 伊藤 清隆 

従業員数 ︓ 1,821名 ※2021年1⽉1⽇現在 

資本⾦  ︓ 125,000,000円(資本準備⾦含む) 

事業内容 ︓ スポーツスクール事業 

       イベント事業 

       コマース事業 

       アライアンス事業 

       運動部活動⽀援事業 

       地域共動事業 

       ヘルスケア事業 

URL    ︓ https://www.leifras.co.jp/

外部リンク
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スポーツ指導者やパラアスリートによる授業を開催︕ 〜 ⾮認知能⼒を育む
スポーツ体験プログラム 〜

リーフラス、⼦どもたちの環境意識を⾼める美化活動が 環境省主催の「プ
ラスチック・スマート」に登録︕

教員の⼤幅な負担軽減を実現︕ ⼾⽥市中学校にて部活動⽀援事業を開始︕

業界初︕若返りのビタミン×ピュアコラー
ゲン配合 「NMNコラーゲン」が⼀般販売
開始

健康⾷品、化粧品などの企画、開発、製造を⾏う盛森旭⽇株式会社
(代表者︓曲⽔ 由紀、本社︓愛知県名古屋市)は、「NMNコラーゲ
ン」をImort公式サイト・楽天市場・Amazonにて販売開始しまし
た。この商品は、業界で初めて若返りのビタミン「NMN」と、⾼
品質なピュアコラーゲンを配合した、美肌に本気なコラーゲンドリ
ンクです。 
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若返りのビタミン×ピュアコラーゲン配合 「NMNコラーゲン」

若返りのビタミン×ピュアコラーゲン配合 「NMNコラーゲン」
■商品概要 

商品名     ︓ NMNコラーゲン 

価格      ︓ 6,380円(税込、送料無料) 

内容量     ︓ 45g(3g×15袋) 

フレーバー   ︓ ⽩桃・マンゴー・抹茶 

販売サイト   ︓ http://imort.shop/ 

          https://www.rakuten.co.jp/esthe-rich/ 

          ※Amazonでも販売中 

お召し上がり⽅ ︓ 

1⽇1袋〜3袋を⽔100cc(1袋(3g)あたり)に混ぜるだけ。簡単にサッ
と溶けるので、いつでもどこでも飲みたいときに補給できます。⽔
以外にも⽜乳や⾖乳、はちみつ、ヨーグルト、アイスの上にかけた
り、パフェにしたり、様々なアレンジが可能です。熱いもの、冷た
いもの、どちらに使⽤してもOKです。 

■業界初、若返りのビタミン「NMN」と⾼品質なピュアコラーゲン
を配合 

肌のハリやみずみずしさ、健康の素となるコラーゲンは30代を境
に体内保有率が急激に減少していきます。しかも、⻑期間の蓄積が
できず、約24時間経つと失われてしまいます。そのため、美肌や
健康を維持するためには吸収率の良いコラーゲンペプチドを毎⽇摂
取することが⽋かせません。 

NMNコラーゲンは、⾼品質で厳選された⿂のウロコから抽出した
100％純粋なコラーゲン2000mgに、「若返りのビタミン」として
近年注⽬が集まっているNMN(ニコチンアミド・モノヌクレオチド)

を配合したまったく新しいコラーゲンドリンクです。 

⿂由来のピュアコラーゲン特有の吸収率の⾼さと、驚くほどの飲み
やすさ。そして、⽩桃・マンゴー・抹茶といった⼈気のフレーバー
によって、毎⽇楽しく・おいしく続けることができます。ポーチに
⼊るスティックタイプなのでゴミも少なく、⽔さえあればどこでも
⼿軽に飲めるのも、現代⼈のライフスタイルにぴったりです。 

飲めばわかるおいしさと確実な品質、⾼い安全性にこだわった、新
しい時代にふさわしいコラーゲンドリンクです。 
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■海外セレブも注⽬する“若返りのビタミン”「NMN」とは 

「NMN(Nicotinamide mononucleotide︓ニコチンアミド・モノヌク
レオチド)」はビタミンB群中のビタミンB3に含まれる物質で、⻑
寿遺伝⼦群を活性する働きがあることから、近年「若返りのビタミ
ン」として、近年⼤きく注⽬を集めています。 

NMNが⽣成されることで体内に存在する「NAD(Nicotinamide

Adenine Dinucleotide︓ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチ
ド)」が増量し、⻑寿に関わるとされている「サーチュイン(注)」と
いう遺伝⼦を活性化させます。この働きが加齢によって⽣じるさま
ざまなダメージを軽減することが明らかになりました。 

(注)サーチュイン…NAD依存性にさまざまなタンパクの装飾をおこ
なう7種の酵素の総称で、⽼化防⽌や⻑寿において⼤きな働きをす
るため「⻑寿遺伝⼦」とも呼ばれている。ふだんは⼗分に機能して
おらず、半ば眠っているような状態にあるが、NMNを摂取して
NADを増量することによって活性化することがわかっている。 

■会社概要 

商号        ︓ 盛森旭⽇株式会社 

代表者       ︓ 代表取締役 曲⽔ 由紀 

所在地       ︓ 愛知県名古屋市東区代官町40-20 

創業        ︓ 2005年9⽉ 

事業内容      ︓ 貿易業・各種⾷品卸業 

お問い合わせ連絡先 ︓ 052-784-7406(担当︓⼩野寺) 

お問い合わせアドレス︓ ssassa@kha.biglobe.ne.jp 

コーポレートサイト ︓ https://seishin-asahi.com/ 

販売サイト      ︓ http://imort.shop/ 

            https://www.rakuten.co.jp/esthe-rich/

外部リンク
若返りのビタミン「NMN」配合の新時代ドリンク 「NMNコラーゲン」が
クラウドファンディングで ⽬標⾦額の1,000％を超える⽀援を達成︕
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1着でビジネス・カジュアル・セレモニー
など様々なシーンで活躍〜⼥性向け「セッ
トアップスーツ」を企画、「洋服の⻘⼭」
で1⽉29⽇発売〜

 ⻘⼭商事株式会社（本社︓広島県福⼭市／代表取締役社⻑︓⻘⼭
理(おさむ)）は、⼥性の“着回し”アイテムへの要望に応えるため、
ビジネスはもちろんのこと普段のカジュアルな装い、さらには⼊学
式・卒業式といったセレモニーなどの様々なシーンに対応できる⼥
性向けセットアップスーツを企画し、1⽉29⽇（⾦）から「洋服の
⻘⼭」500店舗、およびオンラインストアで販売します。 

 

 今回発売するセットアップスーツは、ジャケット・パンツ・スカ
ートの3アイテムを展開します。ジャケットはノーカラーで、前留
めをホック留め仕様にすることですっきりとした印象とし、仕事着
として様々なインナーとコーディネートしやすいデザインに仕上げ
ています。⽣地は深みのある上品な⾊合いが特徴で、コサージュな
どのフォーマルアクセサリーとも相性が良く、⼊卒式⽤のセレモニ
ースーツとしてマザーニーズにも対応します。ボトムの2アイテム
はベーシックなデザインとし、セットアップスーツとしてビジネ
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ス・セレモニーはもちろんのこと、リラックス感のあるシルエット
のため、普段のカジュアル着として単品使いにもおすすめです。 

 また、今回の3アイテムの⽣地は伸縮性があり軽やかで動きやす
く、⾃宅で洗えるウォッシャブル仕様でいつでも清潔に着⽤できま
す。カラーはブラックとライトグレーの2⾊で、5号から17号まで
の7サイズを⽤意しています。 

【商品概要】 

ブランド ANCHORWOMAN PERSON’S（アンカーウーマン・パ
ーソンズ） 

素材 ポリエステル100% 

カラー ブラック・ライトグレー（2⾊） 

サイズ 5号〜17号（7サイズ） 

販売数量 計6,000着 

販売価格 ジャケット︓15,000円／パンツ︓8,000円／スカート︓
8,000円（税別表記） 

販売店舗 洋服の⻘⼭ 500店舗／洋服の⻘⼭オンラインストア 

※記載の情報はリリース発表⽇現在のものです。 

 

ブラック

ライトグレー
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国内初、オーディオロジーと補聴器の専⾨
知識が体系的に学べる オーティコン・アカ
デミー、総受講申込者数、200名*突破 
〜国際的に⾼い価値をもつ修了証が授与さ
れる カウンセリングコース、イーダ研究所
編も開講中︕〜

110余年の歴史を持ち、デンマークに本社を置く補聴器メーカー、
オーティコン補聴器(本社︓神奈川県川崎市、プレジデント︓⽊下
聡、以下 オーティコン)が設⽴・運営を⾏うオーティコン・アカデ
ミー(2020年11⽉開講)の総受講申込者数が200名*を突破いたしまし
た。(2021年1⽉22⽇現在) 

当講座は、⽇本で唯⼀、体系的にオーディオロジー(聴覚学)と補聴
器に関する知識がオンライン上で学べるコースです。⽇本の聴覚ケ
ア業界の⼈材育成・課題解決に貢献し、補聴器装⽤者の満⾜度向上
を⽬指しています。(*イーダ研究所編のみ受講を含む) 

オーティコン・アカデミーは2020年11⽉10⽇から順次開講。基礎
編のオーディオロジー基礎知識、オーディオロジー技能のコースに
続き、12⽉からはカウンセリングコースである、イーダ研究所編
も開講しています。 

 

イーダ研究所1

イーダ研究所1 

 

イーダ研究所2
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イーダ研究所2 

イーダ研究所はオーティコン補聴器の親会社であるデマントが資⾦
提供し、聴覚ケアに関するカウンセリング⼿法やツールを研究する
NPO団体で、世界中の研究機関、団体と共同研究を⾏っていま
す。このコースは世界中の様々な聴覚ケアの専⾨家(オーディオロ
ジスト、スピーチ・ランゲージ・パソロジスト、補聴器スペシャリ
ストなど)に受講され、修了者には国際的に⾼い価値をもつ修了証
(デジタルバッジ)が授与されます。 

イーダ研究所が作るカウンセリングコースを今回初めて⽇本語で提
供し、その翻訳業務はオーティコン デンマーク本社の⽇本法⼈で
ある、デマント・ジャパン株式会社が全⾯的に協⼒しています。 

イーダ研究所編2種類のコース内容は下記の通りです。 

●イーダ研究所編 Inspired by IDA(所要時間︓2つのコースで約5時
間) 

＜コース名＞ 

パーソン・センタード・ケア(ひとを中⼼に据えたケア)を始める 

＜内容＞ 

「ひとを中⼼に据えたケア」とは何か、そして今⽇の聴覚ヘルスケ
ア環境において「ひとを中⼼に据えたケア」がなぜ重要なのかにつ
いての学習 

＜コース名＞ 

クライエントの関与とイーダ・モチベーションツール 

＜内容＞ 

クライエントのモチベーションに関する概念のより詳しい探求と、
ヘルスケアに関する⾏動を変えようと試みる際に影響を及ぼす複雑
な要素についての学習し、具体的には、聴覚ケアの⾯談においてど
のように動機づけが発現するか学び、また、聴覚分野での実例も紹
介 

当アカデミー設⽴に関し、国内の専⾨家として、国際福祉医療⼤学
⼤学院副⼤学院⻑で、⾔語聴覚⼠でもある城間将江教授よりコメン
トをいただきました。 

オーティコン補聴器 プレジデント ⽊下 聡、オーティコン デンマ
ーク本社 プレジデント オーレ・アスボーレ・ヨーゲンセン、同
じくオーティコン デンマーク本社 シニアディレクター トーマス・
ベーレンス、⽇本法⼈である、オーティコン補聴器 プレジデン
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ト ⽊下 聡の動画メッセージと共に、当アカデミー特設サイト上
に掲載しています。詳細は下記よりご覧ください。 

https://www.oticon.co.jp/professionals/academy 

■オーティコン・アカデミー概要 

設⽴背景  ︓ 

デンマークなど欧⽶諸国では、オーディオロジー(聴覚学)が確⽴
し、オーディオロジストの社会的認知度や、⼀般の⼈々の聞こえに
関する意識も⾼い。それに対し、⽇本は⾼齢化や若年層のヘッドフ
ォン難聴の影響により、補聴器装⽤や聴覚ケアが必要な難聴者が増
加しているが、聴覚ケアへの意識が低く、積極的に難聴への対処を
せずに放置しているケースが多い。また、補聴器装⽤者の補聴器へ
の満⾜度が低いことも課題である。原因の⼀つは、聴覚ケアに特化
した教育プログラム、聴覚の専⾨家不⾜である。この現状を改善す
べく、⽇本で初めてオーディオロジーを体系的に学べるオーティコ
ン・アカデミーを設⽴している。 

内容    ︓ 基礎編 

        イーダ研究所編 

        応⽤編︓2021年開講予定 

受講期間  ︓ 基礎編は6ヵ⽉間(⼊⾦確認後受講開始) 

        イーダ研究所編は2か⽉間(毎偶数⽉1⽇より受講開
始) 

形式    ︓ オンライン講座 

        (インターネット、PC、タブレット、スマートフォ
ンで受講可能) 

受講料   ︓ 基礎編＋イーダ研究所編 税別30,000円 

        イーダ研究所編のみ   税別5,000円 

申込み⽅法 ︓ オーティコン補聴器ホームページ内、 

        特設ページよりお申込みください。 

        ( https://www.oticon.co.jp/professionals/academy ) 

主催    ︓ デマント・ジャパン株式会社 オーティコン補聴
器 

お問い合わせ︓ オーティコン・アカデミー事務局 

Eメール   ︓ oticon.academy.jp@oticon.com 

電話    ︓ 044-543-0615 

＜主な特⻑＞ 
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特⻑1︓オーディオロジー(聴覚学)を体系的に学べ、実務に活かせ
る実践的な内容 

特⻑2︓⽇本初、聴覚リハビリテーションのカウンセリング専⾨研
究機関の 

    イーダ研究所のコースを導⼊ 

特⻑3︓聴覚の総合プロバイダー、デマントグループの知⾒を活⽤
した専⾨的な内容 

特⻑4︓全国どこからでも24時間、受講者の都合にあわせて学べる
オンライン講座 

▼本リリース掲載サイト 

https://www.oticon.co.jp/about/press/center/press-

releases/2021/2021/0127 

▼オーティコン補聴器ホームページ 

https://www.oticon.co.jp/ 

■イーダ研究所(Ida Institute)について 

イーダ研究所は独⽴した⾮営利組織の研究機関として、国内外の⼤
学や専⾨機関、各分野における有識者と共にカウンセリングツール
の開発や研究を⾏っています。イーダ研究所が開発したツールやカ
ウンセリング⼿法は全てイーダ研究所のウェブサイトにおいて無償
で提供されています。補聴器の満⾜度向上のためには難聴者へのカ
ウンセリングが不可⽋との認識から、2007年、オーティコン補聴
器はイーダ研究所の設⽴に出資しています。 

■オーティコン補聴器(Oticon)について 

補聴器業界におけるパイオニアであるオーティコン社(Oticon A/S)

は、デンマークを本社とする世界的な企業で、15,000⼈以上の従
業員を有するデマントグループの傘下にあります。⽇本市場におい
ては1973年より製品の製造・販売を⾏っています(

https://www.oticon.co.jp )。オーティコンの新しい企業理念「Life-

changing technology(ライフチェンジング テクノロジー)」とは、
「難聴による制限のない世界、補聴器が難聴者の⽣活に溶け込み、
難聴により引き起こされる健康リスクを抑えながら、その⼈らしく
充実した⼈⽣を送る⼿助けとなれるよう、常に最も⾰新的な補聴器
開発をおこなっていくこと」です。オーティコンは先進のノンリニ
ア補聴器、フルデジタル補聴器および⼈⼯知能補聴器を開発し、⾰
新的な技術を開拓してきました。また、脳から聞こえを考える、
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「BrainHearing(TM)(ブレインヒアリング)」を補聴器開発の原点に
置いています。先進技術とオージオロジー(聴覚学)を研究するエリ
クスホルム研究センター(デンマーク)において、約13,000⼈以上の
テストユーザーと世界中から参集した様々な分野の科学者と共に、
軽度から⾼重度、⼦供⽤から⼤⼈⽤まで、あらゆる難聴に対応でき
るよう、常に最先端で⾰新的な補聴器の開発・製造を⾏っておりま
す。

外部リンク
オーティコン補聴器、脳で聞く仕組み、 難聴の影響と補聴について学べ
る  特別講座最終回、本⽇オンラインにて配信

オーティコン補聴器、脳で聞く仕組み、 難聴の影響と補聴について学べる
特別講座をオンラインにて配信

国内初、オーディオロジーの専⾨知識が体系的に学べる オーティコン・ア
カデミー設⽴、11⽉10⽇に開講

軟鉄鍛造アイアンシリーズで最⾼の⾶びを
実現  トップアスリートも納得の好打感
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「EZONE CB702」2021年4⽉上旬より発
売

EZONE CB702 Forged Iron

ヨネックス株式会社（代表取締役社⻑︓林⽥ 草樹）は、国内⾃社
⼯場製軟鉄鍛造アイアンシリーズより、弊社史上最⾼の⾶距離とト
ップアスリートも納得の好打感を実現した「EZONE CB702フォー
ジドアイアン」を2021年4⽉上旬より発売いたします。 

EZONE CB702フォージドアイアンは、⼀般的なマレージング鋼よ
り強度が約20％⾼く、反発性能に優れたマイティマレージング鋼
の鍛造フェースを新たに採⽤することで、圧倒的なボール初速を実
現。シリーズ史上最⾼の⾶距離を⽣み出します。また、ヘッドは軟
鉄鍛造とG-Brid（グラファイトハイブリッド）構造の効果により、
振動を抑え打球感の柔らかさが向上し、好打感をもたらします。 

さらにアスリート向けアイアンのロフト⾓、番⼿設定に合わせ、つ
ながりの良いセッティングとし、プロや上級者にもご使⽤いただけ
る“⾶び系”アイアンへと進化しました。 

シャフトには強靭なしなりと急激な復元⼒を⽣む新次元カーボン
「Namd（エヌアムド）※」を先端から中間部にかけて搭載した
REXIS KAIZA-MASSを採⽤。ボール初速を⾼め、上がりやすい設
計としながら、全体がしなるシャフト構造により、⾶距離だけでな
く振りやすさとコントロール性を⾼めています。 

※ Namdは、ニッタ㈱が開発した「ナノ分散カーボンナノチューブ
を炭素繊維へ均⼀複合化」する技術です。 

 

INNOVATION

1、マイティマレージングフェース鋼
硬いのに伸びる⾼硬度マイティマレージング鋼のL型鍛造フェース
を採⽤し、反発性能が⾼く圧倒的なボール初速を実現しました。 
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EZONE CB702 Forged Iron フェース部

2、軟鉄鍛造ヘッド+ G-BRID（グラファイトハイ
ブリッド）
軟鉄ヘッドとG-Brid（Graphite hybrid）構造の効果により、振動を
抑え打球感の柔らかさが向上しました。 

軟鉄アイアンとして弊社史上最⾼の⾶び系アイアンとなります。 

 

3、新次元カーボン「Namd（エヌアムド）※」
強靭なしなりと急激な復元⼒を⽣む新次元カーボンNamdをシャフ
ト先端から中間部にかけて採⽤。ボール初速を⾼め、上がり易い設
計としながら、全体しなりの中調⼦シャフトとする事で、⾶距離だ
けでなく振りやすさとコントロール性も⾼めています。 

 

REXIS KAIZA-MASSアイアン⽤シャフト標準装着

製品概要

○お客様からのお問い合わせ  

ヨネックス株式会社 ゴルフ営業部 03-3833-3526
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シニア層を対象とした「訪問ママ美容師」
募集を開始

シニア層を対象に訪問美容の活動を⾏う団体 シニア美容協会(所在
地︓静岡県浜松市、代表取締役︓⼩松 貴⼦)は、⼦育て中のママ美
容師を対象に、施設やご⾃宅を訪問しカットやパーマ、カラー等の
施術を⾏う訪問美容スタッフの募集を開始しました。 

 

シニア美容協会 代表取締役 ⼩松 貴⼦

シニア美容協会 代表取締役 ⼩松 貴⼦ 

https://peraichi.com/landing_pages/view/siniabiyoukyoukai 

【訪問美容スタッフ登録の流れ】 

協会宛にメールを送付→返信→⾯談(オンラインも可)→登録 

【メールの宛先】 

ktaiym1009@gmail.com 

■「シニア美容協会」とは 

「⾼齢や病気のためサロンに⾜を運べないシニア層と、フルタイム
で働くのが難しいママ美容師をつなぐこと」を⽬的に、2020年に
設⽴されました。 

・シニアの皆さんには、施術によってさらに綺麗に若々しくなり、
前向きな気持ちで毎⽇を過ごしていただく。 

・ママ美容師さんには、サロンの営業時間に拘束されない働き⽅を
通じて「仕事も家事も⼦育ても楽しめる」環境を提供し、さらに経
済的なゆとりも⼿にしていただく。 

この2点の実現に向けて活動しています。 

本部の所在地である静岡県内から活動をスタートし、順次活動拠点
を増やして全国展開を図っていきます。 

■シニア美容協会について 
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協会名︓シニア美容協会 

代表者︓代表取締役 ⼩松 貴⼦ 

所在地︓〒432-8061 静岡県浜松市⻄区⼊野町20015-21-101

外部リンク
忙しいママ美容師を応援︕ 『訪問美容養成講座説明会』2⽉10⽇静岡で開
催
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