
SDGs 2020

女性交流会 in Harima

女性の活躍 ★女性の発案
女性の発想・想いで生まれたもの 女性の取組で応援する！

第一フロンティア生命保険主催
兵庫県中播磨県民センター 後援

姫路市 後援
マックスバリュ西日本株式会社 後援



10月21日(水) 14:00開始
本日の流れ

14:00 ～ 開会にあたって 兵庫県中播磨県民センター センター長 小橋 浩一 様

14:05 ～ 基調講演

◆ ゼクシィ創業の舞台裏 ～ 女性の発想が日本のブライダルシーンを変えた ～

姫路ふるさと大使 株式会社アーレア代表取締役 渡瀬 ひろみ 様

15:05 ～ ◆「五つ星ひょうご」

女性オーナー(発案者)と金融機関担当者が思いを語ります！

◆「ライフシミュレーションゲーム Frontier World」

金融リテラシー・ふるさと・母親の想いで開発！ 姫路ふるさと大使

第一フロンティア生命保険 副部長 アドバンストインストラクター 松尾 礼

16:05 ～ あいさつ 姫路市 地方創生推進室 室 長 石原 智弘 様

第一フロンティア生命保険 副社長 柴垣 貴弘

16:10 ～ 「ライフシミュレーションゲーム Frontier World」 体験会



「女性の活躍☆女性の発案」 × 地方創生基調講演

第１部 基調講演 14:00～15:00

ゼクシィ創業の舞台裏

女性の発想が日本のブライダルシーンを変えた

渡瀬 ひろみ さん

株式会社アーレア 代表取締役 姫路ふるさと大使

＜渡瀬ひろみ プロフィール＞
姫路出身、県立姫路西高等学校卒。
京都大学卒業後、株式会社リクルート入社。
ブライダル情報誌「ゼクシィ」の生みの親。
現在は大手企業向け新規事業コンサルティング
会社代表、ベンチャーキャピタル共同代表、マック
スバリュ西日本株式会社などの上場企業数社の
社外取締役を務める。

いまや結婚するカップルの95％以上が利用するゼクシィ。
大事業に成長したゼクシィは、実は「リクルートはブライ
ダルはやらない」と言われていた社内神話をぶち壊して生まれたそうです。
どんなブレイクスルーがあったのか、誕生秘話を生みの親である渡瀬氏に
お話いただきます。
起案のきっかけは「こんな結婚式、みんなやりたいのかな」という消費者
としての素直な感覚からスタート。リサーチしていくうちに業界が抱える
構造的な課題を発⾒。周囲を巻き込み、事業化を推進したと伺っています。

新規事業開発の⼿法だけでなく、仲間の⾒つけ⽅や周囲の巻き込み⽅、
リーダーの役割という観点でも参考になるストーリーです。
渡瀬ひろみさんの素晴らしいパワーを直接お届けできるこの機会をどうぞ
お聞き逃しなく！



「女性の活躍☆女性の発案」 × 地方創生女性の発案

第２部 15:05～16:05

◆「五つ星ひょうご」

金融機関 金融機関担当者 お店 商品 担当者

姫路信用金庫
事業支援部
鶴田 真子

AddVenture
（Himeginger）

米粉ジンジャーケーキ
代表取締役
八木 有加

但陽信用金庫
城西支店
梅津 英生

河部精密工業
株式会社

utiles(ユーテイレス)
商品部チーフ
河部 那津子

播州信用金庫
執行役員駅前支店長
三宅 敬子

株式会社
杵屋

書写千年杉 望月 実香

兵庫信用金庫
業務部 個人営業推進課
長尾沙也加

株式会社
津田宇水産

牡蠣缶詰
（牡蠣の醤油煮）

津田 礼子

金融機関 お店 商品 担当者

姫路信用金庫
神戸咲く咲くHarmony

株式会社

・丹波咲々黒大豆
・神戸押部谷産の
太秋柿チップス

代表取締役
鯛 かおる

但陽信用金庫
マリーナマーメイド

（株式会社ビックアイランド）
和菓子石鹸

大成（たいせい）
代表取締役
大島 真莉菜

ご紹介

当日発表



「女性の活躍☆女性の発案」 × 地方創生

① 金融機関（ 姫路信用金庫 ） 担当者（ 鶴田 真子 ）

③ 商品アピール＜女性として拘ったことなど＞

● 女性はいつまでも美しく健康でありたいと願う中で、
女性が好む健康志向の商品を作りたいと材料に拘りました。

● 子育て中のママからの声で「米粉」や「きび糖」を使うなど、
材料を拘りぬいて何度も試作してつくりあげました。

② 五つ星ひょうご・商品名 「 米粉ジンジャーケーキ 」
お店 「 株式会社 AddVenture 」
オーナ(発案者) 「 代表取締役 八木 有加 」

④ 開発にあたっての想い＜オーナー・発案者＞

● 2016年に姫路にUターンをして帰ってきて、姫路の魅力ってなんだろう？姫路に友達を案内するとしたらどこへ行き、
どんなお店を紹介したいだろうか？と考えながら、ピンとくるものがありませんでした。
姫路の観光といえば…の【食】を考えたときに【姫路おでん】を思い出し、
たまたま食べた主婦の手作りのジンジャーケーキが美味しすぎて、
これを是非姫路といえばの美味しくて姫路らしいお土産にしたい！！と思い立ちました。

ロゴは、姫路市の形と生姜をモチーフとした形となっており、
「姫路＝姫路城」姫路城しかないと思われがちですが、
姫路＝生姜のカタチしてるんや！！というイメージも持っていただけるように、
瀬戸内レモンのように、素材に着目するからこその今後の色んな広がり、
展開を色んな方が考えられるように共に、姫路を発信していきたいです。

⑤ 担当者としての想い＜金融機関担当者＞

● 地域活性化のために､【食】の観点から活躍されている社長の夢を
叶えられるように一緒に取り組んでいきたいです｡
販路拡大を通して､地方創生にも貢献できるような繋がりを発掘したいです｡

写真

「五つ星ひょうご」＜A＞ 当日発表

「Himeginger＝姫路（姫、女性）＋生姜」

Himeginger のロゴにも
こだわりがあります！



「女性の活躍☆女性の発案」 × 地方創生

①◆金融機関（ 但陽信用金庫 ）担当者（ 梅津 英生 ）

②五つ星ひょうご・商品名 「utiles(ユーティレス)」 お店 「河部精密工業株式会社」 オーナ(発案者) 「河部 那津子」

utilesを発案者された河部那津子様は、日々の営業活動に加え、展示会等にも積極的に参加されています。幅広い業種の方々と
交流し、エンドユーザーのニーズ収集、商品開発、海外等へ赴き資材選別、製造部門との連携を図るなど、細かな打ち合わせを手掛
けており、河部精密工業株式会社様にとって無くてはならないキーパーソンとなる方です。
本商品は、私自身も使用しており、まず一番の感想として、非常にシンプルなグリップながら、自然と手指にフィットする感触に驚き、切
味は抜群に良いです。可愛いデザインでコンパクトな大きさから、食卓からすぐ手の届くペン立てに入れおり、普段からペットボトル、ステ
ンレスやダンボール等の裁断に重宝しています。現在、コロナ禍で巣ごもりがちなことから、休日に子供と自宅の木棚作りのDIYに取組
んでみようと思います。皆さんも、ご家庭に１本いかがでしょうか？

「五つ星ひょうご」＜A＞ 当日発表

③商品アピール＜女性として拘ったことなど＞

④開発にあたっての想い＜オーナー・発案者＞

⑤担当者としての想い＜金融機関担当者＞

従来の “のこぎり” は刃がむき出しであったり、長くて使いづらい物が多く、またどれを買えば
良いのかが分からなかった為、ユーティレスは用途別の刃にカバーを付け、そして、私達女性や
子供、力の弱いシニアの⽅々にでも持ち易く、刃がぶれず、安全に使える長さにしました。可愛
いデザインですが、弊社が創業以来５３年間、プロ用に製造してきた同じ刃を短くして取り付け
ていますので、その切れ味は抜群です。プロの匠の技をご家庭でデイリーにぜひお役立て下さい。
ユーティレスはボタンがピンクのメタル用、グリーンのウッド用、ブルーのクラフト用の３種類。
取付部分は特許を取得しています。「五つ星ひょうご」の他、経済産業大臣賞、ひょうごNo.1も
のづくり大賞選考委員会特別賞、姫路市開発奨励賞等、沢山の賞を頂きました。パリ、ＮＹでも
展示販売しております。

“のこぎりを工具箱からリビング・キッチンへ”をテーマに、今までのこぎりを使ったことのない
⽅々にも便利に安全に、そして何より楽しく作業して欲しい。のこぎりを使おうと思うと工具
箱の中で錆びてしまっている…そんな事がないように安心でお洒落なデザインにして、リビング
やキッチンの引き出しに入れても違和感がなく、使いたい時、気づいた時に、すぐに使える商
品にしたいと思いました。はさみやカッターでは、切れない物、私達の生活には沢山の素材や
複合物があります。最近は都会では粗大ごみや不用品の処分が大変厳しくなっています。今ま
で大切に使ってきた物を最後にきちんと切って処分すればゴミも減ります。生活のいろいろな
場面で“のこぎり”を使って頂きたい。そしてお母さんが楽しく作業する様子を、ぜひお子様にも
⾒せてあげて下さい。

発案者：商品部チーフ
河部 那津子

五つ星ひょうご選定商品
utiles(ユーティレス)



「女性の活躍☆女性の発案」 × 地方創生

①◆金融機関 播州信用金庫 担当者 三宅 敬子 佐久間 静香

③商品アピール＜女性として拘ったことなど＞

「千年杉」は「和魂洋才」の創作菓子…
バームクーヘンの中心には季節ごとの限定もあるフィ
リングがぎっしり。本店限定で店頭販売されている、
お得な「はしっこ」もまた美味しい！東京へ
も胸をはってお持たせできる、数少ない播州の名品。

②五つ星ひょうご・商品名 「 書写 千年杉 」 お店 「 杵屋 」 オーナー 「 内藤 浩一 」

④開発にあたっての想い＜オーナー・発案者＞

ここ播州を代表する古刹である「書写山圓教寺」は、姫路の小学生
にとっては林間学校で必ず訪れる こころの故郷であるが、観光的には
国宝の姫路城に比較して、なかなか足を運んでもらえないという悩み
があった。
圓教寺御用達の和菓子屋である杵屋の先代・内藤厚徳は大樹孝
啓住職の思いを受け、境内の樹齢千年とも言われる杉の巨木に見
立てた、和魂洋才の菓子を生み出す。日本古来の精神、素材を大
切にする和菓子と、革新的な洋菓子の技術の融合で生まれた千年
杉は、今では姫路を代表する創作菓子の名品となっている。

⑤担当者としての想い＜金融機関担当者＞

季節限定の「和栗」をさっそく頂きました♡
上品な甘さとフワフワ生地で至福の
おうち時間。
大切な方への贈り物にもおススメです♬
トム・クルーズが「ラストサムライ」来日時
に大量購入されたのも有名ですね。
紅茶やコーヒー、抹茶とのマリアージュ
で五感を感じながらゆったりとした
ひとときを過ごせます。

＜和菓子作り体験＞
繊細な「食べられる」芸術を自分で作る！人気の秘密は「楽しい講座」を「気軽に体験」だけど「センスによって人それぞれの個
性が出る」そして「体験のあとは食べて美味しい」！ 海外からの旅行者にも喜ばれています。英語含む5か国語対応で安心。

「五つ星ひょうご」＜A＞ 当日発表



「女性の活躍☆女性の発案」 × 地方創生

① 金融機関（ 兵庫信用金庫 ） 担当者（ 長尾 沙也加 ）

③ 商品アピール＜女性として拘ったことなど＞

② 五つ星ひょうご・商品名 「 牡蠣缶詰（牡蠣の醤油煮） 」
お店 「 津田宇水産株式会社 」
オーナ(発案者) 「 津田 礼子 」

④ 開発にあたっての想い＜オーナー・発案者＞

⑤ 担当者としての想い＜金融機関担当者＞

瀬戸内海の播磨灘、室津漁港は千種川・揖保川からの豊富な栄養分を含む水の恩恵を受けているため、
この場所で育つ牡蠣は丸々と大きく育ちます。
その中でも私たち津田宇水産が育てている「津田宇牡蠣」は１年で育ち、長く海の中にいないため
殻や身に特有のエグみや磯臭さが入り込まず、加熱しても小さくなりにくいのが特徴です。
このように素晴らしい「津田宇牡蠣」をもっと活かした美味しさづくりができないかと考え、
津田宇ブランド食品の開発に取り組んだのがきっかけです。
濃厚で肉厚な「津田宇牡蠣」に地元たつの市の名産品でもある醤油を使いじっくりと煮込んだのが
「牡蠣の醤油煮」で、これを缶詰にする事により、いつでもおいしい牡蠣を味わっていただけるよう
になりました。

たくさんの人に室津のおいしい牡蠣を食べていただきたいという思いから、牡蠣のおいしい食べ方を日々研究する中で、
「オイスターキッチンReiko」を立ち上げ、様々な牡蠣料理のレシピを公開していきたいと思っています。
牡蠣の缶詰（現在は、牡蠣の醤油煮と牡蠣のアヒージョの２種類を販売）についても、
おいしさを損なわずに長期間保存ができて、いつでも食卓に提供できるよう考えたものです。

播州室津の漁港は、1300年以上の歴史を持つ古くから栄えてきた港町ですが、
牡蠣養殖の歴史は意外と浅く、平成10年頃からと言われています。
しかし今や室津産の牡蠣と言えば、播州地方のみならず全国的にも広く知られるところとなっています。
津田宇水産さんも、この室津の地で牡蠣養殖に尽力され苦労された漁師さんの１人なのですが、更にこの室津の牡蠣の魅力をた
くさんの方に知ってもらおうと、昨年、直営のレストランをオープンし、いつでも新鮮な牡蠣料理を味わっていただけるように
なっています。このレストラン、ロケーションも抜群で瀬戸内海の景色を眺めながら牡蠣料理を楽しめるので、とってもリピー
ト率が高く地元の人だけではなく他府県からも大勢の人が来店されます。是非、立ち寄ってもらいたいお勧めのレストランです。

「五つ星ひょうご」＜A＞ 当日発表



「女性の活躍☆女性の発案」 × 地方創生

① 金融機関（ 姫路信用金庫 ） 担当者（ 鶴田 真子 ）

③ 商品アピール＜女性として拘ったことなど＞

兵庫県丹波市産の「黒大豆の枝豆」の完熟した豊かな味わいを年中、味わっていただけます。

② 五つ星ひょうご・商品名 「 丹波咲々黒大豆 」
お店 「 神戸咲く咲くHarmony 株式会社 」
オーナ(発案者) 「 代表取締役 鯛 かおる 」

④ 開発にあたっての想い＜オーナー・発案者＞

本来、黒豆の枝豆は10月のたった3週間程度しか流通しません。
生産者さんより、「夏のビールと共に、お正月にお酒と共に食べてもらいたいが季節が違う、鮮度のこともあり、
遠くの地域へ運べない。」 との思いをお聞きし、弊社の真空フライ技術でその思いを実現できないかと開発しました。
皮をむいて普通に枝豆を食べるのと全く同じように、時間コストはかかりますが、茹でた黒大豆の枝豆の形状
そのものの商品に仕上げました。
この商品のネーミングが、弊社社名のルーツになっています。

⑤ 担当者としての想い＜金融機関担当者＞

社長の商品に対する想いや愛情を知り､金融面だけではない支援をしていきたいと
思っています。老若男女､世代問わず好まれる当社の商品を食べた多くのお客様の
笑顔が咲くように､社長からみなぎるパワーを全力でサポートし､一緒になって販路拡大に
取り組んでいきたいです。

写真

「五つ星ひょうご」＜B＞



「女性の活躍☆女性の発案」 × 地方創生

① 金融機関（ 姫路信用金庫 ） 担当者（ 鶴田 真子 ）

③ 商品アピール＜女性として拘ったことなど＞

神戸市で生産している高級品種の柿「太秋」を使っています。
無添加で自然の優しい甘さのチップスです。

② 五つ星ひょうご・商品名 「 神戸押部谷産の太秋柿チップス 」
お店 「 神戸咲く咲くHarmony 株式会社 」
オーナ(発案者) 「 代表取締役 鯛 かおる 」

④ 開発にあたっての想い＜オーナー・発案者＞

神戸市より、神戸市西区で柿を作っているが、全く知名度があがらない。
規格外どころか規格内すら売れ残って困っているとの相談があり、弊社で真空フライチップスに
することにより、季節にかかわらず年中「神戸の柿」をアピールすることができるのではないかと考えました。
また、規格外の活用も必要であると考えていたので、商品化しました。
商品PRについては、神戸市のにさんがろくプロジェクトに参加し、神戸学院大学の学生さんたちと一緒になって考えました。

神戸市産の太秋柿、イチゴ、いちじく、ケール、国産のキウイフルーツ、などが入った、
見た目にも華やかで、素材本来の味を味わえるチップスです。
美容と健康に意識した商品です。
見た目の美しさから、ホテル、インテリア雑貨店やセレクトショップからの
引き合いもありプレゼントとして人気商品です。

「五つ星ひょうご」 ＜B＞

神戸セレクション選定 「ココロ踊る彩りチップス」



「女性の活躍☆女性の発案」 × 地方創生

①◆金融機関（ 但陽信用金庫 ）担当者（ 岡部 領祐 ）

「五つ星ひょうご」 ＜B＞

お店 「 マリーナマーメイド（株式会社ビックアイランド）」 オーナー(発案者) 「大島 真莉菜」

②五つ星ひょうご・商品名 「 和菓子石鹸 大成（たいせい） 」

④開発にあたっての想い＜オーナー・発案者＞

⑤担当者としての想い＜金融機関担当者＞

和菓子石鹸 大成

代表取締役・発案者
大島 真莉菜

CUP CAKE SOAP

記憶に残るプレゼントには、驚きが必要不可欠と思います。
「⼿のひらの中で驚きと感動を」を我が社のコンセプトとしています。

石鹸づくりをはじめたのは、世界中を旅するなかで訪れた韓国での
出来事がきっかけです。化粧品関連の学校を経営する女性オーナー
に出会い、石鹸づくりの楽しさと可能性に魅力を感じ、その学校に
入学し、約１年間石鹸づくりを学びました。帰国後、癌で闘病中の
友人の「食欲はあまりないけど、ケーキが食べたい」の一言で石鹸
でケーキ型のスイーツ石鹸を作り、病室に届けたことが始まりです。
その後も友人のブライダルギフトなどにスイーツ型の石鹸を作り続
け、徐々に人気が高まり、仕事にすることを決意し現在に至りまし
た。お客様のご要望にきめ細やかな対応を心がけ、かわいいだけで
なく、原料にもこだわり、石鹸として入浴にも使っていただける石
鹸づくりに取り組んでいます。

③商品アピール＜女性として拘ったことなど＞

何事にも真剣に一生懸命取り組まれる方です。現在では、スイーツ型石鹸だけでなく、 「麻雀石けん」 「抗菌除菌石けん」な
ど、様々な商品を開発され、また、各種メディアにも取り上げられるなど、積極的に事業展開をされています。是非、マリーナ
マーメイド様のホームページをご覧いただき、商品を手にしてください。ほんと、本物そっくりで、驚き間違い無しです！

店名：Marina Mermaid（マリーナマーメイド）
住所：姫路市栗山町111-2圭秀舎ビル402（本社：株式会社ビックアイランド）

※令和２年１１月、かわいいお店兼事務所が、姫路市西庄にオープンします。乞うご期待！！

定休日：土・日曜日、祝日 電話：079-280-6559 営業時間：平日10時から17時
HP：marina-mermaid.com



「女性の活躍☆女性の発案」 × 地方創生発表 体験会

第２部 15:50～ 16:05

◆「ライフシミュレーションゲーム Frontier World」体験会
※オンラインでのご案内はありません。

【各会場】 各会場で体験できます。

イーグレ４階会議室

姫路信用金庫 本店

兵庫信用金庫 本店

播州信用金庫 本店

第３部 16:10～ 16:40



第一生命グループ

第一フロンティア生命保険

副部長 アドバンストインストラクター

姫路ふるさと大使 松尾 礼（あや）

第一フロンティア生命は、SDGs（持続可能な開発目標）の達成への
貢献として、「金融リテラシー教育」に取り組んでおりますが、
その一貫として「ライフシミュレーションゲーム Frontier World」を
自社開発しました。

2018年、「ふるさとに何かできないか？ 」「私に出来ることはないか？」
そんな単純な思いから、プロジェクトチームを立ち上げ、試行錯誤しながら
作り上げました。母親として子供にお金の大切さを教えたいと
「こずかい帳」を持たせたときの想いがふつふつと・・・。
当時、子供が城乾小学校に通っていたころ、息子のまわりの友達たちは、
「人生ゲーム」が大好き💛でした。（チームに息子の同級生がいました。）

本ゲームは誕生・入学・就職・結婚・年金受給・終活といったライフサイクルに
対し、「選択カード」によって「人生の選択」を行い、「進行カード」を引いて
マスを進めていくボードゲームです。
ゲームを通じて、人生におけるさまざまなお金の収入・支出を学べるとともに、
円・ドルの交換といった為替要素もあるため、「お金の大切さ」に加えて
「金融基礎知識」を楽しみながら学べる内容と、なっています。

●工夫したところ
◇人生の選択ができる「人生は山あり谷あり」

◇円と外貨（ドル）の二通貨対応「為替にも強くなる！」

◇「ご当地スポット」
マスには、各地域の「世界遺産」や「観光地」などを設定
できるため、地域に根付いたゲームとして遊んでいただけます。
ゲームのご当地スポットには「姫路城」が・・・。
全国に広がれば広がるほど、姫路城を知ってもらえるのです。
（ふるさと大使の想い）

コロナ禍工夫したオンライン教室

7/7 全国展開 姫路市（清元市長）から感謝状

2020.1.16 高岡小学校にて

ライフシミュレーションゲーム
Frontier World

プロジェクトでの制作風景



Memo


