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「自分で考えたものが実際カタチにな
ることは貴重な体験でした。就職後も
地域活性化の力になりたい」と皆さん
すっかり商店街のファンに。

「どのチームよりも商店街を訪ねて、
店主の方々と対話し、挨拶をかわしま
した！」と語る皆さんは自信と熱意に
満ちています。

プレゼン大会で、アンケート調
査の分析、店主のプロフィール
などをマンガで表現するアイデ
アを提案しました。

上：子どもの主婦体験イベン
トの様子。当日、学生の皆さ
んは、受付、スタンプラリー
で買う食材の案内、交通安
全指導などの係を担当。

左：商店街の皆さんと学生で力
を合わせました。

滝野川市場通り商店街：JR埼京線板橋駅から徒歩約5分の位置にあり、周辺にはマン
ションが立ち並ぶ住宅街の商店街。さくら祭り、夜市場など季節の様々なイベントを開催。

赤羽中央街商店街：赤羽駅東口から徒歩約5分。個人商店が軒を並べる懐かしい情景を
残しつつも、駅近隣の立地にあることから、近年は飲食店等の新規参入もある商店街。

テーマは「滝野川市場通り商店街の魅力発信」。それに対しての提案
は「ファミリー層に向けた子どものお母さん体験」をしてもらうこと。
商店街のそばに小学校があることから、子どもとそのお母さんをター
ゲットに決定。子どもが商店街でお使いをして回り、その良さと楽しさ
を知って、その魅力を親と共有してもらうのがコンセプトだそうです。
このアイデアは、2017年8月に「子どもの主婦体験イベント」と
して実現。学生の皆さんは「悪天候の中50人の子どもが来てくれ
た！」「スタンプラリーの参加賞を受け取る子どもの笑顔が忘れら
れない」「親子で楽しんで
いる場面が見られた」と、
大きな手応えを感じたそう
です。

「赤羽中央街商店街の魅力発信」というテーマに「マンガで集客」
という提案。これは29回にも及ぶ訪問・調査を通じて見つけた答え
でした。夏休みには来街者100人アンケートを実施し、その回答か
ら約６割が素通りしていることがわかりました。そこで、店舗の外に
店主のプロフィール、商品などを紹介するイラスト・マンガを貼るこ
とで、店に入るきっかけを作ろうと思いつき、店主のかたに説明に
回りました。
現在、商店街の約半数の店舗が協力してくれるとのこと。今後、プ
ロジェクトの実現に向けて、マンガは東洋大学のサークルに依頼。
できるだけ多くの店舗の
協力を得て、進めていきた
いそうです。

滝野川市場通り商店街で
子どもたちが“主婦体験”！

マンガを用いた魅力発信で
赤羽中央街商店街を元気に！

【商業部門】 2016年 【商業部門】 2017年
東洋大学経営学部　菊池ゼミ

チーム名 「魅力発見し隊」
東洋大学経営学部　菊池ゼミ

チーム名 「中央ガイ&ガール」

北区では2016年から、大学のゼミに所属する学生が、商店街・中小企業と連携し、地域
の魅力を発信するプロジェクトを行っています。テーマを設けて、学生チームからエント
リーを幅広く募り、実地調査や取材などに基づく様々な提案・成果を発表していただき
ました。その結果、2年連続で東洋大学のチームが最優秀賞を受賞しました。 東洋大学

経営学部
菊池ゼミ

菊池 宏之 先生

地域の魅力発信プロジェクト in北区 《大学のゼミ生によるプレゼン大会》最優秀賞



このプレゼンは「シーキャッチ」の特
性を最大限に活用していて、今後の
販促活動の手本になると高く評価さ
れました。

左：北区全域の施設・店舗などを回
り、掲示の交渉。チームだけでなく蜂
巣ゼミ学生全員が協力し、5千枚を貼
りました。

上：学生のアイデアがデザイン化さ
れた、北区の「特定健康診査」啓発
ポスター

お世話になった先生へのプレゼント
として、チラシやツイッター等でPR
するなど、販路開拓に頑張っている
そうです。

大栄工業株式会社：プラスチックやアクリル等の樹脂加工技術を用いて、精密機械部
品・理化学研究機器・特殊ディスプレイ等の製品や試作品を製作。

株式会社新栄プロセス社：シルクスクリーンによるPP製品（パッケージ・POP）などの
印刷、機能印刷を手掛ける。カレンダーなど「シーキャッチ」製品の販促に取り組む。

左：ドアに付けた試作品。行
先等を表示したアクリル板
の4隅の磁石で鉄の扉に付
けられます。

右：裏面が申込書になっ
ている販売用のチラシも
作成。

「（株）新栄プロセス社の静電吸着紙を用いた商品『シーキャッチ』の
販路開拓」というテーマを受けて、「特定健康診査の受診率向上啓
発ポスター」を作り、掲示しました。
静電気による「貼りたくなる機能」に着目し、クリニックで見られる疾患
啓発ポスターへの応用を製薬会社に提案。とくにCSR（企業の社会的責
任）活動に積極的で、質の高い広告でも定評のある中外製薬（株）の支
援を得て、北区・蜂巣ゼミ・新栄プロセス社・中外製薬の共同で、北区の健
康増進に寄与するポスターを製作することになりました。果敢にアタック
を続けて評価された達成感はひとしおだったそうです。北区全域でポス
ター掲示を依頼した際には、
皆で北区の魅力を発見し、ゼ
ミのtwitterで発信しました。

「大栄工業（株）のアクリル素材を用いた新商品アイデア」という
テーマについて「行先表示盤」を試作しました。
「研究室のドア等に使用される行先表示盤を磁石で付けられれば
便利」ということから、17大学2710研究室を調査し、大学の研究
室の扉は鉄製が多いことを確認。行き先の項目にも磁石のピンを
自由に動かし居場所を表示できるようにして、立体感を出すデザ
インにもこだわり、大栄工業で試作品を製作。磁石は北区の東京
マグネット応用製品（株）に協力していただくことに。
まずは東洋大の生協で扱っていただき、改善を重ねながら、販路
を開拓していくそうです。

製薬会社とコラボして静電気で
貼り付くポスターを作成

アクリル素材で高級感のある
行先表示盤を開発

【企業部門】 2016年 【企業部門】 2017年
東洋大学経営学部　蜂巣ゼミ

チーム名 「はっちーず」
東洋大学経営学部　蜂巣ゼミ

チーム名 「二代目はっちーず」

2016年度出場校:国士舘大学、成城大学、大正大学、千葉商科大学、東洋大学 ※計5大学18チーム
2017年度出場校:国士舘大学、成城大学、高千穂大学、千葉商科大学、東京成徳大学、東洋大学、文京学院大学 ※計7大学22チーム

▲

プロジェクトのホームページ https://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/monodukuri/miryoku.html
東洋大学
経営学部
蜂巣ゼミ
蜂巣 旭 先生

地域の魅力発信プロジェクト in北区 《大学のゼミ生によるプレゼン大会》
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　北区では、仕事と生活の両立支援や男女がともに働きやすい職場環境づくりに取り組む中小企業を認定し、その取組みを応援しています。平成29年12月20日
に、認定証授与式が行われました。

　日本の洋紙発祥の地として知られる北区王子に、
日本製紙の研究開発本部があります。紙の原料である
「木」に関する研究も行われており、光合成を旺盛に
して植物の枝から効率よく発根させる高度なバイオ
技術もここで開発されました。この技術で、桜の名木
の後継木づくりにひと役買ったこともあります。（※）
　現在は、さらに植林のノウハウも生かし、花粉症対策
スギなど山林に植える苗木生産に取り組んでいます。
※現在は事情によりお受けしておりません。

　北区上中里にあるリハビリテーション機器製造・
販売会社「インターリハ株式会社」が、今年度世界
発信コンペティション「製品・技術（ベンチャー技
術）部門」において東京都ベンチャー技術特別賞
を受賞しました。

受賞製品
軽度認知機能障害（MCI）ケアエルゴメーター 
コグニバイク

本　社
〒114-0016 北区上中里1-37-15
TEL:03-5974-0231　FAX:03-5974-0233
E-mail : irc@irc-web.co.jp

日本製紙株式会社 研究開発本部
〒114-0002 北区王子５－２１－１
TEL :03-6665-1016／日本製紙株式会社 広報室
ＨＰ：http://www.nipponpapergroup.com/

●きらめき企業部門（事業所）
株式会社オージ（神谷一丁目）
ワンマンバス機器の製造・販売

株式会社コアテック（滝野川三丁目）
モーターコア等の製造・販売

ジャパン・プラス株式会社（東十条一丁目）
パッケージ・梱包資材等の製造・販売

東京フェライト製造株式会社（田端新町一丁目）
フェライト磁石の製造・販売

日本注射針工業株式会社（王子本町一丁目）
医療用特殊注射針の製造・販売

●きらめきの技人部門（個人）
酒井 智子　サカイ工房（西ケ原二丁目）
日常生活用陶器を製作する都市型の陶芸作家

橋本 幸次　甲味食品興業所（中十条四丁目）
要望に的確に応えるカレーパウダーの配合技術

南 佳男　大栄工業株式会社（昭和町三丁目）
精密機械部品等に用いる樹脂の高度な加工技術

※若手部門
寺田 卓　有限会社寺田製作所（田端新町三丁目）
理化学ガラス等の細かい手加工、接合技術

平成29年度 北区ワーク・ライフ・バランス推進認定企業一覧（五十音順）

平成29年度「北区ワーク・ライフ・バランス推進企業」

独自のバイオ技術で苗木をつくる北区のここがすごい
！ インターリハ株式会社が

東京都ベンチャー技術特別賞を
受賞しました。

平成29年度 北区きらりと光るものづくり顕彰 受賞企業・受賞者一覧

トピックス

認定企業

右から、五十嵐幸子代表取締役（株式会社五十嵐商会）、川島康裕代表取締役（川島金属
株式会社）、花川北区長、石川満子代表取締役（株式会社グレース）、小林永治代表取締役
（恒栄電設株式会社）、荻村しをり理事（社会福祉法人豊川保育園）

後列左から
浅川地域振興部長、城北信用金庫 藤田理事部長、日本注射針工業株式会社 鈴木執行役員製造部マネージャー、
東京フェライト製造株式会社 内藤常務取締役営業本部長、有限会社寺田製作所 寺田さん、鵜飼審査会委員長、
瀧野川信用金庫 人見常務

前列左から
ジャパン・プラス株式会社 笠倉会長、株式会社コアテック 坂田取締役社長、株式会社オージ 榎本相談役、
依田副区長、宮島区議会副議長、サカイ工房 酒井さん、甲味食品興業所 橋本さん、大栄工業株式会社 南さん

詳しくはホームページをご覧ください
http://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/monodukuri/index.html

日本製紙の研究開発本部のエントランス前の桜は、かつて新宿
区西落合にあった商品研究所に植えられていた桜から苗木をつ
くり、植栽したもの。

容器内挿し木技術による苗作り（左から、挿し木、培養、発根）

法人名・所在地 業　種
株式会社五十嵐商会
東十条5-5-13 卸売業・小売業(包装・梱包資材販売）

川島金属株式会社
志茂5-2-18 製造業(金型製造)

株式会社グレース
豊島4-1-16 生活関連サービス・娯楽業(美容業)

恒栄電設株式会社
岸町1-8-17 建設業(電気工事)

社会福祉法人豊川保育園
王子6-4-10 医療・福祉(保育園運営)

（五十音順、敬称略）


