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第18回　新商品・新サービス合同プレス発表会を開催

　7月 10 日㈮、会員企業のための新商品・新サービス合同プレス
発表会を当所にて開催しました。
　今回は、新型コロナウイルス感染症に起因し、衛生に関連する新
商品や地域の観光を盛り上げる新商品などを開発・開始した 5社が
報道機関を前にプレゼンテーションを行いました。その後、報道機
関に取材を受け、商品 PRを積極的に行いました。
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株式会社 近畿日本ツーリスト関東 上田営業所
〒 386-0025　上田市天神 1-6-1　若菜館 4 階
☎ 0268-23-2111　FAX：0268-23-2274
E-mail: ueda@or.knt.co.jp

別所線応援企画として「御乗車印帳兼
御湯印帳」を 4 種類販売します。
御乗車印帳兼御湯印帳には、別所線が
1 日乗降りできる「1 日まるまるフリー
きっぷ引換券」と、別所温泉外湯（大湯・
石湯・大師湯）入浴券 2 枚と別所温泉
街の飲食店や土産物屋などで特典が受
けられる「別所手形」がセットになっ
ています。
別所線有人駅で「1 日まるまるフリー
きっぷ」に引換の際、上田電鉄乗車記念「オリジナ
ル印を押した御朱印風紙札（書き置き）」がもらえ、
別所温泉外湯（大湯・石湯・大師湯）では入浴記念「オ
リジナル印を押した御朱印風紙札（書き置き）」がも
らえます。※「御乗車印帳兼御湯印帳」の提示が必
要になります。

■販売箇所： 別所線上田駅・下之郷駅・別所温泉駅、
別所温泉旅館他

■種　　類： 千曲川赤い橋梁・まるまどりーむ号・
上田電鉄 5200 系・北条まどか

■販売価格： 各 4,000 円（消費税込み）

1台3役、おしゃれな空間清浄器
 （ライデン）

株式会社エースマシナリ
〒 386-1102　上田市上田原 855　陽光ビル 2F
☎ 0268-22-1411　FAX：0268-23-4892
E-mail：info@acemachinery.co.jp

【商品サービス内容】
一辺 12.5㎝のコンパクトな立方体で、「ウイ
ルス・細菌の除菌」「花粉、PM2.5、ホルム
アルデヒド等のアレルギー物質の分解」「気
になる臭いの消臭」の 3 役をこなします。
雷の原理で、大量のマイナスイオンと微量
なオゾンを放出し、浮遊菌に加え、付着菌
にも効果を発揮します※。
メンテナンスは簡単な掃除を年 3 回程度の
み、フィルタ交換・薬剤補充等も不要です。
※マイナスイオンとオゾンを併用するとそれぞれ単体の場合と比べ、除

菌効果が 10 倍となります。（三菱電機総合研究所論文より）
★イチオシ！★
★コンパクトサイズなのに、最大 25 畳で『1 台 3 役』の効果を発揮します。
★電磁波や音が発生せず、小さなお子様からペースメーカー使用者でも

安心です。
★オシャレなデザインで、インテリアとしてもオススメです。
★ランニングコストは月 85 円程度の電気代のみで、メンテナンスも簡

単です。
■商品価格 1 台 140,000 円（税抜）
　木曽漆器をはじめとした伝統工芸とのコラボレーション商品も開発中
　10 月発売予定

「上田市唯一の母乳育児相談室」～妊娠中～産後へ切れ目のないケアを～
あべ母乳子育て相談室

あべ母乳・子育て相談室
〒 386-0002　上田市住吉 760-8
☎ 0268-71-0376　FAX：0268-71-0376
E-mail: abe.soudan3@gmail.com

【製品サービス内容】
上田市では現在開業助産師がいません。そのため、
妊娠中～産後の相談等を具体的にしたい場合は遠方
まで通っている母親が多い現状です。近隣に気楽に
相談できる、安心できる場所があることで、多くの
お母さんとその家族が前向きに子育てに向き合える
と考え、開業を決意しました。
厚生労働省より、産後の不安や負担を抱えている母親
は、8 ～ 9 割程度。地域の繋がりの希薄化、父親の育
児参加が十分に得られない中、子育てが孤立化し、負
担が増しているため、妊娠期から子育てにわたる切れ
目のない支援の必要性が重要視されています。
★イチオシ★
★上田市内では唯一の母乳マッサージ・トラブルケ

ア・各種相談に対応 !
　ひとりひとりのお母さんと子ども、家族に寄り添

い、ケアを一緒に考えていきます。
★イトオテルミーの施術が上田市内で唯一受けられる!
　妊娠～産後まで幅広くご利用いただけます。特に母乳トラブルに

も有効に利用します。
★産後の孤立化を防ぎ、産後うつの予防、早期発見に努めていきます。

就労継続支援A型事業所
self-A・CPF 上田

株式会社 CPF
〒 386-0025　上田市天神 1-8-1  上田駅前ビルパレオ 1F-2
☎ 0268-71-5559　FAX：0268-71-7068
E-mail: mail@c-p-f.co.jp

【製品サービス内容】
就労継続支援 A 型事業所として障がい者の
皆様に就労の場とサポートを提供しています。
施設内就労の一環として、トカゲや羊の革
を使ったマスクホルダーやワニ革を使った
キーホルダー、トカゲ革・ヘビ革を使った
キーチェーン等を自社製品として販売する
べく制作しています。
今後事業所において販売をはじめ、イベン
トへの出店・インターネット販売も予定し
ています。

★イチオシ★
★高級素材のヘビ、トカゲ、ワニ革製品を

安価で !（600 円～）
★実際に手に取って、触れて、試せる !
★一つ一つの製品が心を込めた手作りで、唯一無二 !
★オーダー（サイズ、色、デザイン）やカスタマイズ（サイズ、色、

金具、オプション）に対応 !

コロナ禍で衛生関連の新商品等 PR
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建物を丸ごと除菌し続ける
「イオニアミストPRO」登場!!

株式会社ワイズ・クルー
〒 386-0025　上田市天神 2-4-51 グレース天神 1F
☎ 0268-23-8733　FAX：0268-23-6342
E-mail: t.n@yz-crew.co.jp

★製品サービス内容★
　新型コロナウイルスの影響の中、
人の動きが戻りつつある際に心配
なのが、接触・飛沫・空気、二次
感染です。
　イオニアミストプロは「吹き付
けるタイプ」の光触媒コーティングです。一度吹き付け
乾燥させるだけで施工面が除菌、抗ウイルス等の様々な
効果を発揮します。安全性については、米国食品医薬品
局（FDA）において添加物として認められている酸化チ
タン等を主成分としています。コーティングは無色で色
味の影響も出ません。
　除菌効果については、経産省の認定機関である（一財）
カケンテストセンターの検査を受け、インフルエンザウ
イルスを始めとする各種細菌・ウイルスに対し高い除菌性能が証明されてい
ます。
★イチオシ★
・光が当たる度様々な効果を発揮

除菌、抗菌、抗ウイルス、防汚、防臭、防カビ、抗アレルゲン、抗ホルム
アルデヒド

・2 年程度の継続効果
・どんな物にも施工可能

　当日の様子は新聞各社や上田ケーブルビジョンの番組
内でも取り上げられ、メディアを通じてPRの一助となっ
ています。
　当所では、会員企業の商品開発・販路拡大に向けて、
今後も発表会を実施していきます。参加企業の募集を行
いますので、積極的にご応募いただき、企業経営・販路
拡大にお役立てください。

●日時：６月30日㈫正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 新型コロナウイルス対策消費喚起応援事業特別
会計について　

⑵	「パートナーシップ構築宣言」について
⑶	 テイクアウト&タクシー利用促進「寄っテイク上田」
企画案確認

⑷	 テラス営業のための道路占有許可申請について

正副会頭会議　報告　（第16回） 正副会頭会議　報告　（第17回）
●日時：７月20日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 上田市行財政改革推進委員の推薦について
⑵	 上田市自治基本条例検証委員の推薦について
⑶	 上田市建築審査会委員の推薦について
⑷	 新型コロナウイルス対応関連施策報告

コロナ対策・販路開拓に
補助金の活用を !

経営計画作成セミナーを開催

　7月16日㈭、
当所におい
て、小規模事
業者持続化補
助金〈コロナ
特別対応型〉
の活用へ向け

た、経営計画作成セミナーを開催しました。
　今年は、小規模事業者の新型コロナウイル
ス感染症対策の取り組みを支援するため、補
助金が通年募集されています。
　セミナーでは、中小企業診断士の金丸修一
氏を講師に迎え、補助金申請書の書き方のポ
イントについて、審査員も務めた経験も交え
解説をいただきました。� （参加者 8名）

◆上田地域産業展2020
出展企業　募集中 !!

　7月 20 日㈪、上田地域産業展運
営委員会（栁澤憲一郎委員長）が開
催され、27 名が出席し、今年の産
業展について協議しました。
　コロナ禍ではありますが、感染症
を防ぐ対策を徹底した実展示会の開
催と、試験的にオンライン展示会を

構築、そしてビジネスマッチングデイ（受発注個別マッチング商談
会）の事業計画と、その予算が承認されました。
　東信地域の企業・団体が一堂に会し、自社製品の PR を行います。
販路拡大、情報発信の機会として出展企業を募集しています。
〇日時� 10 月 23 日㈮・24 日㈯　※ビジネスマッチングデイは 22 日㈭
� 午前 9時～午後 4時
〇会場� 上田城跡公園体育館　　〇申込締切　8月 25 日㈫
〇詳細・お申込み
　下記URL 公式サイトをご確認の上、お申込みください。
　http://www.ueda-sangyoten.jp/entry/


