
5 カ月間にわたる新規事業開発の成果発表会
「DEMODAY」を開催します。当日は、こどもの
発想を模型のプロが具現化した商品や金具製造
の端材から生まれたアイデア商品など、多彩な
新商品を開発者が自らプレゼンテーション！
実際に顧客の元へ足を運び、その声に耳を傾け
て練り上げた一品、ぜひご覧ください。

開発したオリジナル商品に興味や関心を寄せてい
ただいた（将来的に取引を検討してもいい）企業
並びにビジネス実験部の取組みを知りたい企業

2022 2年 月25日（金）

お申し込みはこちら
詳しい内容や当日の流れは裏面へ

参加費無料！

会場

日時

主な
対象者

イノベーション・ハブ・ひろしまCamps
▶広島市中区紙屋町 1-4-3 エフケイビル 1F

/並びにオンライン

9:30-17:00 ※詳しいタイムスケジュールは
　裏面をご確認ください。

企画・運営 GOB Incubation Partners 株式会社主催 広島県

ひろしまビジネス実験部
詳細はこちら！

広島県のモノづくり企業11社が
オリジナル新商品を発表・展示

＜登壇企業一覧＞　※詳細は中面をご確認ください。
東洋省力株式会社、有限会社広島金具製作所、株式会
社アイ・エム・シーユナイテッド、株式会社サイトウミクロ、
株式会社セブンリバー、有限会社パッドプランニング、
株式会社新生、呉鯨工株式会社、株式会社グッドソイル
グループ、TEGO、一般社団法人オーウェル

自ら手を動かし  自らモノをつくる
5ヶ月間の新規事業開発プログラム

試作品デモ開催！

仲間と挑んだ新規事業開発

ここに完結

DEMODAY
観覧者募集中

https://gob-ip.net/hiroshima2021/

https://forms.gle/pdq
rDvGYvPep3Ujm7



登壇企業・商品一覧

わたしが開発しました！

株式会社セブンリバー
業務用洗剤を手がける

ウィッグの頭皮面のニオイとベタつきを、簡単に清潔にできる天然成分のウィッグ用消
臭剤です。水で濡らす手洗い洗浄とは異なり、乾燥不要なため、ウィッグへのダメー
ジはなく、清潔後にすぐに使えます。ふき取り式のため、スプレーのようにベタつきま
せん。がん治療などによる生活の負担を軽くしたいという思いから誕生した商品です。

ウィッグ用消臭剤「refresh fine」
ウィッグに「リフレ」したら、出かけよう。

わたしが開発しました！

株式会社セブンリバー
技術開発部　沖元 信祐

株式会社セブンリバー
業務用洗剤を手がける

保育園スタイ・タオル・布団レンタルサービス
こどもと過ごす時間をお届けしたい

自身が二児の父親になり、こどもを保育園に通わせて体験した登園準備の大変さ。保
護者だけと思った事が保育園の負担にもなっている現状を少しでも解決したい。そんな
保育園で毎日使用するスタイ・タオル・布団をレンタル品としてご提供。使用済み品を
回収し、自社製専用洗剤で洗い上げ、保育園へお届け、再度使用して頂くサービスです。

有限会社広島金具製作所
雨とい吊金具を手がける

いつも捨てられていた金属スクラップをアップサイクル！ポップなデザインの金属製ネコ
よけバリアにトランスフォーム！今までにないデザインと確実な効果でネコちゃんがバリ
嫌がるバリアが完成しました。リサイクルが容易な金属製猫よけバリアを自由な発想で
自由な形状にアップデートしてご利用ください！

ネコよけバリア「バリにゃん」
金具製造の端材から生まれた

有限会社広島金具製作所
 　代表取締役　水ノ上 貴史

わたしが開発しました！わたしたちが開発しました！

東洋省力株式会社
シートメタル・精密板金を手がける

RUGGED082 はもっと道具にこだわりたい玄人キャンパー向けに開発されたメカニカル
キャンプギアです。大自然の中でも異彩を放つ確かな存在感。基本スペックは A5052
を使用。軽くて丈夫なテーブルとしてお使いいただけます。オプションパーツを追加す
れば焚火台、BBQ グリルとして使用可能。機能美を追究して生み出された逸品です。

キャンプギア「RUGGED082」
キャンプをもっとハンサムに！

東洋省力株式会社
代表取締役  日高 正典

津江本 学、中村 遼子、原 健一郎

わたしが開発しました！

株式会社サイトウミクロ
プレス金型製造を手がける

工場での工作機械での加工やプレス機を使用しての製品加工など、ものづくりを肌で感
じられる様に考えました。普段から工作が好きなお子様や創造力があるお子様にとっ
て、たいへん楽しい経験となり、将来のものづくりへの大きな一歩となればと思います。

モノづくり工場
こども（小・中学生）向け製造業ものづくり体験ワークショップ

株式会社サイトウミクロ
代表取締役社長　斉藤 康浩

株式会社アイ・エム・シーユナイテッド
工業用模型製作を手がける

「いつか大人になる君へ」は、こどもの手描きの絵や立体的な作品から作成したデータ
を使って、こどもデザインのグッズをつくることができるサービスです。
こどもの「今だけ」の想像力を家族の時間に寄り添えるようなグッズに作りかえること
で、時間が経ってからも思い出を身近に感じられるといいなと思って立ち上げました。

こどもデザインのグッズ制作サービス
うちのこカリスマデザイナー！？「いつか大人になるきみへ」

わたしたちが開発しました！

株式会社アイ・エム・シーユナイテッド
B to C 事業部

田中 友望、香川 夏輝、今津 尚吾

株式会社セブンリバー
技術開発部　野坂 慎二



登壇企業・商品一覧

わたしたちが開発しました！

ヘルパーさんの負担を減らすビズ・ポート
手書きの利用記録を電子データに変換

株式会社新生
帳票印刷、加工を手がける

記録のデジタル保管が進む中、介護事業に携わるヘルパーさんは訪問介護の際、実施
内容を紙面で記録することが多いです。また、料金請求時にはその記録を請求システ
ムに入力する事務作業があります。そこで紙面の記録をスキャナーで読み込み、請求
データに整理する、ヘルパーさんの負担を減らす手助けを行うサービスを開発しました。

株式会社新生
湯川 真、山本 千晶

わたしが開発しました！

体験型プリントサービス
一緒に体験した時間を思い出に。

有限会社パッドプランニング
印刷業を手がける

ご家族や祖父母とお孫さん、大切な人と一緒に体験型のオリジナルプリントを通じて、
カスタマイズする楽しさの共有と、思い出に残るものづくり体験をしませんか。スマホ
ケース、キャンバスプリント、缶バッジ、ジグゾーパズルなど体験できるグッズをご用意、
今後もどんどんメニューを増やしていく予定です！

有限会社パッドプランニング
取締役　赤木 尚人

呉鯨工株式会社
ゆでたこの製造販売を手がける

タコ専門業者が厳選したタコを生の状態でご提供します。生のタコは鮮度の問題で小
売店にはほぼ売られていません。鮮度を保ったまま冷凍しているので、スーパーなどで
売られているボイルタコと比べて調理の幅があり、何より調理後の味が格段に違いま
す。天ぷらやおでんなど、串に刺さっているのでとても調理後もとても食べやすいです。

調理しやすく食べやすい串刺し生ダコ
出汁が染みだすプリっと食感

わたしが開発しました！

呉鯨工株式会社
代表取締役　橋本 浩一

わたしが開発しました！

TEGO
放置竹林の問題に取り組む

竹を使った農業を学び、育てた農作物を骨の髄まで楽しむサービスです。空き家を利
活用したゲストハウスで週末農業を体験しながら宿泊できます。農家の技術指導を受
けることができ、知識 0 からでも OK。竹チップ堆肥や竹チップ発酵槽を利用した発酵
食品づくりも可能です。

竹と農の学校 taketono school
竹の魔法で楽しく農業！その進化を学びます。

TEGO
代表　 中原 佑介

わたしが開発しました！

一般社団法人オーウェル
社会的健康をてがける

コロナ禍において、開催困難となっているイベントが多数あるのが現状です。そこで、
感染症に対する情報を適切に捉え、その感染症予防に特化した事前準備、会場設営、
当日の感染対策オペレーションなどをコミュニティナースを中心に行うサービスです。

コミュニティナースによる感染予防対策「NURSE YOBOU」
コロナ禍においてもみんなの場を守りたい

一般社団法人オーウェル
代表理事　野村陽一

わたしが開発しました！

株式会社グッドソイルグループ
広島県産の落花生を生産する

グットソイルグループのピーナッツオイルは、東京大学との共同研究を３年間行った「土」
で栽培された落花生で作られています。我々のピーナッツオイルには近年注目されてい
る油の成分の多価不飽和脂肪酸（オメガ３脂肪酸、オメガ６脂肪酸）が、標準的な落
花生と比較して、多量に含まれています。

成分にこだわったピーナッツオイル
ピーナッツオイルから健康に！

株式会社グッドソイルグループ
事業責任者　高橋 大海



DEMODAY タイムテーブル

個別面談について オンライン参加のご案内

9 :35-9 :45 主催者挨拶 / 本プログラム取り組み紹介

登壇企業ピッチ（発表 10 分 + 質疑 5 分 / 企業）

お昼休憩 / 展示準備

展示会：各社の試作品を自由にご覧ください。

個別面談：希望する企業と1対 1の面談を設定します。

株式会社セブンリバー　（ウィッグ用消臭剤）
株式会社セブンリバー　（保育園スタイ・タオル・布団レンタルサービス）
有限会社パッドプランニング
株式会社新生

東洋省力株式会社
有限会社広島金具製作所
株式会社 アイ・エム・シー ユナイテッド
株式会社サイトウミクロ

11: 00 -11:15
11:15 -11: 30
11:30 -11:45
11:45 -12:00

呉鯨工株式会社
株式会社グッドソイルグループ
TEGO
一般社団法人オーウェル

12:15 -12 :30
12:30 -12:45
12:45 -13:00
13:00 -13:15

9 : 4 5 -10 : 0 0
10:00 -10 :15
10 :15 -10 :30
10:30 -10:45

9 :30 -9 :35 開会

9:45-13:15

13:15-14:00

14:00-16:00

16:00-17:00

興味がある企業とは
その場で個別面談！

タイムテーブル別にオンラインから参加できる環境をご用意し
ております。県外を始め遠方の方は、こちらをご活用ください。

登壇企業のピッチや会場の様子を
YouTubeで生配信します。
生配信時間　　9:30-16:00
配信 URL　　　https://www.youtube.com/watch?v=o1sjjXwcFbg

興 味 の あ る テ ー マ や 企 業 が あ れ ば、
DEMODAY当日の16:00-17:00 の間に１対 1 の
個別面談が可能です。少しでも興味がある方
は応募フォームより事前にお申し込みください。
※時間に限りがございますので、事前申込者を優先してご案内
　させていただきます。

お問い合わせ先：広島県商工労働局イノベーション推進チーム（Tel：082-513-3353　E-mail：syoinnov＠pref.hiroshima.lg.jp）

Youtube

Zoom
個別面談は Zoomでも参加可能です。
※Zoomの場合事前申し込み必須
面談時間　　16:00-17:00
ZoomURL　   お申し込みいただいた方に案内させていただきます。

DEMODAY観覧 お申し込みはこちら
https://forms.gle/pdqrDvGYvPep3Ujm7


