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■NAGOYA MIRAI INNOVATORS ウェブサイト ■ Facebook
・NAGOYA ICT INNOVATION LAB.

・NAGOYA WOMEN STARTUP LAB.

https://nagoya-innovation.jp/nagoya-mirai

https://www.facebook.com/758ictinnovation/

https://www.facebook.com/758wstartup/

名古屋市では、中小企業や女性起業家を対象に、イノベーション活動による新商品・新サービス、新規事業創出を支援することで、新たな

価値を生み出し、名古屋の産業を牽引する「なごやみらい企業」を目指すプロジェクト、NAGOYA MIRAI INNOVATORSを実施しています。

NAGOYA MIRAI INNOVATORSとは

新商品、新サービスを
創出、発信

■事業概要イメージ図

NAGOYA ICT
INNOVATION LAB.

NAGOYA WOMEN 
STARTUP LAB.

ICT 価値づくり研究会 女性スタートアップ研究会

新規事業創出や事業改革に
取り組みたい中小企業

変化する時代を捉え
チャレンジしていきたい女性

オープンセミナーの開催

首都圏等展示会に共同出展

新しい価値を生み出し、名古屋の産業を牽引する企業 ( なごやみらい企業 )

サポートメンバーズSUPPORT MEMBERS
研究会等の参加企業に対し、中小企業団体、大学、公的支援機関、金融機関がアドバイスや情報提供等を行い、事業の実現化を後押しします。
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担当者 :江口・前川

本プログラムは、自社の強みと最新のICT技術を活用して、社会や自社の課題に対する新規事業を生み出すプログラムです。最新のテクノロジー

から、自ら課題を解決する能力、アイデア発想方法、プロトタイプを作り出す手法まで学ぶことが出来ます。専門家によるメンタリングを始め、

プロトタイプの製作やデザインなどを直接サポートするハンズオン支援を手厚く実施しています。

中小企業の熱い想いから次の未来を作る

ニューノーマルな世界で
社会と自社の変革を共に創り出す

事業創造
プロセスの基礎・
アイデア創発

モノづくり
スキルの基礎

7～ 8月 8～ 9月 10～ 3月 1～ 2月 3月

プロトタイピング・
ハンズオン支援

表現・発信の
基礎

新規事業
ローンチ

-プログラムの流れ -FLOW

【運営事務局】株式会社エスケイワード・JellyWare 株式会社

E-Mail:info_mls@skword.co.jp

お問い合わせ

TEL:052-953-7166



当社は、手作りコスメ教室運営やコスメ容器の販売、法人向けのワークショップ開催などを行っています。手作りコスメのノウハウ

とお客様の声を活かして、手作りコスメキット事業をスタートしました。第一弾として子ども向けの手作りコスメキット「おしゃま

プリンセス」を商品化しました。手作りコスメキットを通して、もっと多くの方に手作りコスメを知って貰い、気軽に楽しんで頂ける

環境を整えていきたいと考えております。

手作りコスメを通して個性を育み、違いを認め合う社会へ

株式会社NAANO01

手作りキッズコスメキット「おしゃまプリンセス」。

自分で手作りする体験は、子どもの「できた!」という気持ちを育み

自信に繋がっていく大切な時間です。色を選び、楽しみながら自分

に似合う色はどれか調合する体験は、個性を大切にする心も育て

ます。親御さんが安心して買ってあげられる、自然由来の材料で

化粧品を手作りできるので、洗顔石鹸で落とすことができます。

手作りコスメキットのコラボ商品開発も受付中です。

キッズコスメを手作り！

手作りコスメで憧れのメイクデビュー♬

手作りコスメの講座開催を通して集客のお手伝いが可能です。

メディアからも注目を集めている手作りコスメは、イベントのコン

テンツとして大人気。髪や肌につける物なら手作りできるので、

毎回違うメニューで講座を開催することができますので、ターゲット

に合わせた講座提案も可能となっております。

イベントのコンテンツにお悩みの企業担当者様、

ファミリー集客がしたい企業様

手作りコスメ講座を活用してみませんか？

イベント集客に最適!

手作りコスメ講座

Products & Services

Company Profile 〒456-0034 愛知県名古屋市熱田区伝馬3丁目2-14

TEL 052-990-1835

Mail ：info@naano-cosmetics.com

URL：https://naano-cosmetics.net
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堀商店は縁日等の家族が喜ぶイベントや販売促進向け商品（玩具、文具、雑貨、菓子）の卸問屋です。法人・個人問わず名古屋駅近く

の店舗と、自社通販で全国に販売しております。長年で培った商品目利きと接客品質に加え、近年では自社で多数の商品を開発する

企画力とSNSフォロワー数5.7万人超の発信力が強みです。

コラボ商品開発・弊社商品お取扱のいずれでも、ワクワクする取組をご一緒頂けるはずです。是非お声掛下さい。

にっぽんを笑顔で満たすお手伝い

株式会社堀商店02

ポイポイバトラーは当社が考案した、水鉄砲対戦が手軽に楽しめる

スポーツ玩具です。水鉄砲で互いのポイ（的）を撃ち合う感覚的な

スポーツなので、子どもから大人まで幅広い層が楽しむことがで

きます。プラスチック製のゴーグルにマジックテープでポイを取り

付け、頭に装着。ポイは紙を交換できるタイプを利用しており、

紙を付け替えて繰り返し遊ぶことができます。長さ調節の幅が広く、

子どもから大人まで装着できる仕様です。

今年の夏を盛り上げる新スポーツ！

「ポイポイバトラー」

黒い玉（へび花火）に火をつけると、かわいい猫のお尻からぷりぷり。

子どもも大人も思わず笑ってしまう”うんち”商品が登場！猫毛の

種類は全4種。のら猫を増やしすぎず”地域猫”として共生を目指す

名古屋市の取組に売上の一部を寄付することで活動を応援します。様々

な社会課題解決を目指すソーシャルデザイナー Earth.の清水氏と、

花火や縁日商品を取り扱う堀商店・花火メーカー若松屋がタッグ

を組み開発しました。

社会課題解決型花火「ねこのうんち」

～理由なき殺処分ゼロへ～

大地と植物の恵みを香りにしてお届けします

香
り
を
添
え
て
こ
こ
ろ
豊
か
な
生
活
を

Haya / Studio N

当社は名古屋の工房にて、日本の美しい風景の中で育った植物の恵みを、自家蒸留しています。 

植物の恵みは、地域や育つ環境によってさまざまで、それぞれが個性ある豊かな香りに生まれ

かわります。原料の選定、蒸留・抽出・調香・ボトリング・パッケージデザインまでのすべてを自社で

行い、専任のフレグランスデザイナーの手によりオリジナルブランHayaを紹介しています。    

【About Haya】  

蒸留体験や香りのワークショップを通して、香りづくりの魅力

を紹介しています。オリジナルの香りの調香、企業向けの香りの

空間演出、また地域の植物原料から香り抽出を承り、ストーリー

ある香りのブランディングの提案もさせていただきます。

大地と植物の恵みを香りに。Hayaは豊かな日常をお届けします。  

【オリジナルの香りをデザイン】

エッセンシャルオイル・アロマミスト・フレグランス・お香などの商品バリエー

ションをご用意し、生活の中のさまざまなシーンでお楽しみいただけます。
商品紹介

Products & Services

Company Profile
〒451-0043 愛知県名古屋市西区新道2-6-26

TEL 052-571-0903　FAX 052-571-0914

Mail  ：otoiawase@horishoten.co.jp

URL：https://www.horishoten.co.jp/official/

オンラインショップ：https://www.horishoten.co.jp/

Twitter：https://twitter.com/horishoten
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株式会社熊谷は、絞り染め製品専門商社として１９８３年に熊谷劭により設立され、

創業以来一貫して絞り製品の製造に携わっています。

2008年からカンボジアに100％出資の子会社を設立し、メーカーそして商社それぞれの

立場として、絞り染め製品に携わらせていただいております。

有松絞りを変える、㈱熊谷はオーガニック＆リサイクルへ

株式会社 熊谷03

今関心の高いSDGsを取り入れ、サスティナブル素材であるオー

ガニックコットンを愛知県知多地方で生地にして、その生地に名古屋

市の伝統的工芸品である絞り染め加工を施したエコバッグです。

オーガニックコットンの証明には、アメリカのNPO団体 Textile　

Exchangeが保有するオーガニック国際認証OCSを取得するこ

とにより第3者機関により証明されています。環境にも優しく、

美しく便利なエコバッグです。

SDGsを取り入れた

有松絞りのエコバッグ

今関心の高いSDGsを取り入れ、サスティナブル素材であるオー

ガニックコットンを愛知県知多地方で生地にした手ぬぐいです。

こちらもオーガニックコットンの証明には、アメリカのNPO団体

Textile Exchangeが保有するオーガニック国際認証OCSを取得

することにより第3者機関により証明されています。

タオルの代わりやストールとしても使えます。使い方はお客様の

自由ですので、ぜひ使ってみてください。

SDGsを取り入れた手ぬぐい

Products & Services

Company Profile 〒458-0826 愛知県名古屋市緑区平子が丘601

TEL:052-622-7895　FAX:052-622-7897

Mail ： info@k-lamp.com
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社会環境が大きく変化する中で、私たちのライフスタイルや地域や産業も大きな転換期を迎えています。エシカル、フェアトレード、フードロス、

ゼロ・ウェイスト、ウェルネス、SDGs...。スタートアップ・ラボでは、サスティナブルな未来に向けて、アイデアが形になりつつあるそのビジネス

を加速させるサポートをしています。

女性起業家のビジネスアイデアの実現をサポート

サスティナブルな
社会を担う、ビジネスに挑戦

お問い合わせ

【運営事務局】サスティナブル・ストーリー株式会社

E-Mail:nagoya-mirai@sstory.jp
担当者 : 山田TEL:052-990-1337

-プログラムの内容 -PROGRAM

スタートアップ
セミナー 報告会

成果レポート

展示会出展等での検証

個別伴走支援

起業家コミュニティー /サポートメンバーズ /相談会

選抜



Haya01

Company Profile
Haya produced by Studio N

〒463-0022 愛知県名古屋市守山区八剣2-1506

Mail ：haya@studion.me

大地と植物の恵みを香りにしてお届けします。

当社は名古屋の工房にて、日本の美しい風景の中で育った植物の恵みを自家蒸留し、香りづくりを行っています。

原料の選定・蒸留・抽出・調香・ボトリング・パッケージテザインまでのすべてを自社で丁寧に行い、香りが生まれる

までのストーリーを大切にしています。

主な商品バリエーションは、 エッセンシャルオイル・アロマミスト・フレグランス・

お香・ろくろ引きで製作する国産木のウッドディフューザーなどで、生活の中の様々

なシーンでお楽しみいただけます。

地域の植物から香り抽出を行い、ストーリーある香りのブランディングを提案さ

せていただきます。またオリジナルの香りの調香や空間演出、蒸留体験も行い、香

りのある豊かな日常をお届けします。　

植物から香りをつくる

■HP
https://studion.me

■ instagram

植物の香りは、地域や育つ環境により異なりとても個性豊かです。当社は地域の風景を大切に、生産者や植物と向き合いながら

自社工房で蒸留抽出と香りづくりを行い、オリジナルブランド「Haya」を展開しています。

オリジナルの香りをデザイン

Products & Services

@hayafragrance
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愛知県で捕獲されたシカの革を使った革製品の製造および販売を行っています。

捕獲から加工まで全ての工程に携わり、製造過程の顔の見える安心な商品をご提供します。

山里の資源を活かすサステナブルな素材「ジビエレザー」

ジビエレザーマーケット02

獣害問題をご存知ですか？

日本全国には、田畑や森林を荒らす野生の動物が多くいます。これ

らの動物は毎年たくさん捕獲処分されてきました。当社ではいた

だいた里山の命を有効活用した商品の製作を行っています。自然

の中で駆け巡り生活してきた動物の革は家畜動物と違い虫刺され

の跡や傷なども見られます。天然の革の魅力をお楽しみいただけ

ます。鹿革は柔らかく軽い素材です。その特徴を活かした革製品を

ご提供します。

「廃棄皮」＋「環境にやさしい加工」

捨てられてしまう日本鹿の革に日本の伝統芸を施した

「粋-iki-」シリーズ。京絞りと金箔の技術とデザインを

取り込んだラインナップです。こちらの扇子は国産竹を

使用しており、京都で組み立てを行っています。

このように当社ではオリジナルの革素材づくりから製作

を行っています。

「野生の日本鹿の革」＋「伝統工芸」

Products & Services

Company Profile
株式会社fairy god mom

〒462-0802  愛知県名古屋市北区上飯田北町２－３５

TEL 052-508-7191　Mail ：info@fairygodmom.co.jp ■HP ■ instagram
https://gibier.fairygodmom.co.jp @gibier_leather_market
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「栄養セルフケアと予防をより身近な存在に」をビジョンに掲げ、身体だけでなく心も健康であるウェルビーイングの実現

を栄養（身体）とおいしさ楽しさ（心）の両方の側面を持つ「食」を通じて健康意識向上のきっかけ作りとサポートをしています。

「ご機嫌な毎日にしよう」をコンセプトにした、スープやレシピなどのコンテンツ提供など毎日が今よりも楽しくなるプロダクト

やサービスを展開しています。

ウェルネスを実現する食体験を。

MEALWELL/ススススープ03

❶管理栄養士監修

管理栄養士が医療機関で得た経験をもとに開発。

グラム単位で栄養計算をしています。

特に偏りがちな「たんぱく質」と「野菜」に着目し、

簡単に摂れるようになっています。

❷おいしさへのこだわり

具材の様子や気温などを見ながら人の手で丁寧に火加減や

水分量などを調整しその時の最高の味に仕上げます。

ひとつひとつ手作業で作るので大量生産はできません。

❸こだわりの新鮮野菜

素材はその季節に一番おいしい産地の契約農家から届いた

新鮮な野菜をたっぷり使用しています。

またキーとなる食材は産地指定をするなど

徹底的にこだわります。

栄養バランス、オールインワンスープ

Products & Services

Company Profile
株式会社mealwell

〒451-0045　愛知県名古屋市西区名駅

Mail ：contact@mealwell.jp

❹添加物無添加

❺そのままレンジ加熱できるパウチ

❻1パックあたり250gの大容量
　　　　　　　　　　　 　 ※平均値

身体に良いだけではなく、おいしさにも徹底的にこだわりました。心も身体も満たされるウェルビーイングな毎日に。

■オンラインストア
https://meal-well.com

■ instagram
mealwell_soup
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TAMANONEは名古屋においてベビージュエリーやアニバーサリージュエリーをデザインした後に、タイ・バンコクの専門業者へ

宝石のカットを依頼し、国内外の熟練した職人の手で丁寧に一つ一つ作り上げます。代々譲り渡していけるクオリティーをモットーに、

質の良い宝石、永く持ち続けられるデザインを、お客様にご提供いたします。

「家族のストーリーをつなぐ」ジュエリー

TAMANONE04

赤ちゃんが生まれて最初に奏でる産声。それは、とても尊く神聖で、

唯一無二のひびきです。珠のように美しい赤ちゃんの産声

「たまのね」がひびきわたる時、それは、周囲の色彩を豊かに艶

やかに染めていきます。

TAMANONEは、幸せのひびきを時空を越えて子孫まで届ける、

家族のストーリーをつなぐジュエリーです。

あなたが生まれた時の話をしよう

欧米では、シルバーの食器に赤ちゃんの名前を入れたり、銀のスプーン

をペンダントにして身につけたりと、赤ちゃん誕生の記念を

ジュエリーにして祝う風習があります。

TAMANONEは、赤ちゃん誕生のお祝いであるジュエリーを、まず

は赤ちゃんに。赤ちゃんが成人するまでは、ご家族の方がペンダン

トやお守りとして。大人になってからは、成人式、ご結婚、お孫さん

の誕生などの節目に。

家族のストーリーとともに譲りうけつぎ、永く楽しんでいただけ

るジュエリーです。

ベビージュエリーとTAMANONE

Products & Services

Company Profile

ココロバレ たまのね

〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野２丁目１４－１

なごのキャンパス内

Mail ：hello@tamanone.jp

■HP
tamanone.jp

■ instagram
tamanone_jewelry
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第93回東京インターナショナル・ギフト・ショー 春2022

な ご や み ら い 企 業 創 出 プ ロ ジ ェ クト

名古屋市経済局イノベーション推進部次世代産業振興課

NAGOYA MIRAI INNOVATORS

（なごやみらい企業創出プロジェクト）担当

TEL 052-972-2418

2022.02
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