
平成 29 年 7月

ネリマデ

vol.8

ねりまの産業情報紙

ねりまの

     産業を

  元気に！

contents

◆	ねりま観光センター information	 �� P.2
◆	５区合同ビジネスネット	 ������ P.2
◆	“ 農”からつながる女性パワー	���� P.3
◆	neri・made	気になるお店		����� P.3
◆	教えてWeb 戦略コンサルタントさん！	� P.6
◆	社長さん	訪問記		���������� P.7
◆	練馬ビジネスサポートセンター		��� P.8

“農”からつながる女性パワー
P.3 〜 5
関連記事
を掲載！



ー  2  ー

■ 申込・問合せ：練馬ビジネスサポートセンター　☎03-6757-2020

広域の企業活動の活性化を
目指して、毎年商談会を開催
しています。
ぜひ、販路拡大・情報交換
にお役立てください。

■ 問合せ：ねりま観光センター　☎０３-４５８６-１１９９　E-mail：kanko@nerima-idc.or.jp

ねりま観光センター
information

食と雑貨の大商談会

「５区合同ビジネスネット」
練馬区・板橋区・北区・
豊島区・文京区

対　　象：食品、生活雑貨関連事業者
内　　容：事前マッチングによる個別商談会
参 加 費：1社2,000円
申込期限：8月24日（木）
申込方法など詳しくは、練馬ビジネスサポートセンターのホー
ムページ（http://www.nerima-idc.or.jp/bsc/）をご覧ください。

11月16日（木） 13時～17時（予定）
練馬区立区民・産業プラザ Coconeriホール（Coconeri3 階）

参加企業を募集!!

平成29年４月、（一社）練馬区産業振興
公社内に、ねりま観光センターが誕生し
ました。観光面から区内産業の振興に
貢献できるよう、各事業者の皆さまとと
もにさまざまな観光事業、コラボレーショ
ンを企画中です。

ねりま観光センター誕生!

5月21日、〇新　ねり丸シールを区内
の2か所の観光案内所で発売開
始しました（１枚100円・税込）。
かわいいねり丸がなんと27ピース!!
手帳やカレンダーなど身の回りの
アレコレにご活用ください。

ねり丸グッズ続々開発中！

なお、観光センターでは、
随時新商品の開発・企画を行っています。
「こんな商品あればいいな」、
「〇〇を活用した商品開発を一緒にできないか」
などの商品アイデアがあればぜひお聞かせください。

区内イベント情報、おすすめスポット等、旬の観光情報を
楽しく発信しています。ぜひご覧ください。

https://www.nerimakanko.jp

ねりま観光センターホームペー
ジ

	 	 	 	 	 	 	

エントリーシート記入のポイントを、イオン株式
会社の元バイヤーがわかりやすく解説します。
商談会への参加を検討している方は、ぜひご参
加ください。

7月26日（水） 19時～20時30分
練馬区立区民・産業プラザ　研修室1

（Coconeri3階）

バイヤーが商談したくなる！ エントリーシートの書き方セミナー

参加費 無料

〈商談イメージ〉



コンセプトは、「話して、知って、食べて、楽しんで、つながる」。
今までに平成つつじ公園で３回、女子マルシェが開催されまし
た。農家はもちろん、地元の飲食店など多彩な顔ぶれが参加し
ています。女性ならではの、しなやかな“つながり”が広がって
いく…。この時代に、大切な何かを教えてくれそうです。
代表の白石さんに、お話を伺いました。

ねりまde女子マル
シェの

美味しいつながり

白石農園　白石俊子さん

練馬区内の農家の女性が集まり、
平成28年に誕生した
　　　　　「ねりまde女子マルシェ」
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　江古田駅北口から徒歩５分。落ちついた雰囲気の店内には、
バンドマンでもある店主の川本さんが選ぶレゲエの音楽が流れて
います。
　コンセプトは、“地元密着のソーシャル・バー”。練馬野菜を使っ
た料理を楽しむフードイベントなども定期的に開催されています。
　「コーヒーや食事など、カフェ
として利用されるお客さんも大

勢いらっしゃいますので、お気軽にどうぞ」

川本さんイチ押しの「ジャマイカン・カレー」は、
ジャマイカのカレー粉を使った 、辛さ控えめの
特製エビカレー。お酒との相性も抜群♪

江古田の街をもっと元気に！ Bar から地域活性化

■ Coffee and Beer COBRA
練馬区栄町40-12 コーポ富士102　☎︎ 03-5999-0402
18 時〜2時　定休日：日曜　チャージ料：なし
http://www.cb-cobra.com/

店主の川本 繁晴さん
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イメージは、能登の朝市！
思わずおしゃべりをしたくな
る、敷居の低さを大切にして
います。チラシなども、あえ
て高級感を出さないように
しているんですよ。
白石農園
白石俊子さん

実行委員会では、話し合いを
積み重ねながら、時にはぶ
つかることも。でも、同じ目
標に向かっているので、仲間
意識も強まるし、モチベーショ
ンも高まります！
村田農園
村田千英子さん

今までは決まった場所で売
るだけだったので、とてもい
い経験に。また、白石さん
の積極性、活動力に影響を受
け、「私も頑張ろう！」と、力
をもらっています。
相田園芸
相田光枝さん

マルシェではお客様に直に
説明できるから、変わった野
菜も売れると知って、私も作
りはじめました。「マルシェ
に出す」ということで、夫も
OKしてくれました！
高橋農園
高橋美枝子さん

マルシェが楽しいイベントに
なるように願って、夢中で出
荷の準備をしています。予
算はかけられないけど、いろ
いろアドバイスをいただけ
たらうれしいです♪
五十嵐農園
五十嵐初江さん

マルシェで名刺を渡した方
から、後日「苗がほしい」と
電話があり、お届けしました。
お客様や、違う業種の方とも
知り合うことができ、その出
会いが楽しいです！
小川農園
小川美佐子さん

普段はなかなか話のできな
い農家仲間と、たくさん情報
交換ができる場。マルシェ
の開催前に、実行委員で夜ご
飯を食べながら打ち合わせ
をするのも楽しいんです♪
鈴木農園
鈴木由利さん

こんなに女性の
農家さんがいるなんて
知らなかった！

生産者の想いが
伝わってきた

来場者の声

珍しい野菜が
たくさんあって
面白かった

同じ主婦だから、
調理法など具体的な話
が聞けてよかった♪

6月11日（日）、平成つつじ公園で開催された第3回目
の女子マルシェ。お客様一人ひとりに、自分が育てた野
菜への想いを伝える出店者の姿も見られ、あちこちでお
しゃべりの花が咲いていました。こんなに親しみやすい
空気は、きっと “女子”だからこそ！

のんびり＆おしゃべ
りで癒される～

女子マルシェを運営するのは、

白石さんを中心とした７名の実行委員！　
活動を通した“つながり”で、
 皆さんの顔もキラキラ輝いています！

「女子が頑張る」
というコンセプトが
素敵！

「前回も来たのよ～」とい
うリピーターのお客様が
来てくれて、うれしかった

第3回の女子マルシェは18ブースが出店。
農家の他に、飲食店や雑貨店も参加！

出店者の声
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お客様とのやりとりが大好きだったので
農家を回って、協力者を募りました
　野菜の食べ方をお客様から教わったり、教えたり。
直売所でのこういったつながりが、もともと好きだった
んです。これをマルシェでやったら面白いな～と思っ
ていたら、練馬区の方から『すぐやりましょう！』と声
をかけられたのが始まりです。それで、バイクで区
内の農家を駆け回って、初対面ながらいろいろな方に
協力を呼びかけました。でも、女性は男性の後ろにい
て、表に出ないことが多かったですね。

きっかけ

たくさんの仲間が頑張っている
そのつながりが、日々のエネルギーに！
　実行委員会のメンバーは、共感してくれた仲間7人。
ルールは、『自分の野菜だけ売る』。人の野菜と自分
の野菜とでは、想いが違うからです。マルシェ当日は、
お客様との会話はもちろん、飲食店の方から、今まで
知らなかった食べ方を教わったのが楽しかったです。
そして何より、『こんなに仲間がいるんだ！』というこ
とが、刺激になりました。頑張っている仲間との新し
いつながりが、毎日のエネルギーになっています！

手ごたえ十分！

家族のために買い物をして料理を作る
女性の目線で、練馬の農業は変わる！
　たとえば大根一つとっても、男の人は、大きく立派
にしたがるんです。でも私は、小さい方が持ち帰り
がラクで、食べやすいので、ミニ大根を作っています。
市場には出ない小松菜やキャベツなどの花も売りま
す。なぜなら、毎日の食卓に変化が出るし、会話のきっ
かけにできるから。自分が食事を作る立場だから、『こっ
ちの方がいい』って、新しいアイデアが湧くんです。
だから、女性目線で、女性の意見を採り入れたら、きっ
と練馬の農業がもっと変わると思いますよ！

女性の意見

家を離れられない女性にとって
外と触れ合う、貴重な時間に
　普段、子育てや介護を担っている女性たち。嫁とい
う立場だから、気を遣って家を出られない方もいます。
そこで、女性が参加しやすいよう、マルシェ開催の時
間は昼間にしました。途中からの参加や、お子さん連
れもOK。いつもは家を離れられない女性にとって、
『商売だから』という口実にできるので、参加してい
る女性たちは、みんな、すごく楽しそう！　自分の畑の
ことを伝えられるのも、うれしいのだと思います。

農家の嫁

小規模でも出店できます
マルシェでコミュニティを作りたい！
　今の目標は、女子マルシェを定着させることです。
一人１つずつテントを購入したので、イベントなどでお
呼びがあれば、都合のつく2～3人だけでも出店でき
るようにしています。マルシェは、販売目的だけでは
なく、テーブルと椅子を置いておしゃべりを楽しむ場に
したい。他にも、福祉作業所の方とコラボするとか、
子どもが収穫から関わる『キッズマルシェ』とか…や
りたいことは、まだまだたくさんあるんですよ。

夢は大きく！

娘世代の力を借りて……
SNSで若い世代にPR！
　ポスターやチラシ、ホームページ、Facebookなど
を駆使して女子マルシェのことを発信しているのは、
元Webデザイナーの私の娘です。若い世代はSNS
をうまく利用するので、娘のつながりで、若いお客様
が来てくれるようになりました。娘がいなかったら、
女子マルシェは実現しませんでしたよ（笑）。

若い発信力

ねりまの農業は
　 もっと花開く！

女性なら
ではの
アイデアで
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１．「とは」検索
　言葉の意味を知りたいときは、単語の後に「と
は」を付けて検索してみてください。その単語
の定義が表示されます。
例：[ 忖度とは ]、[ 聖地巡礼とは ]

２. AND 検索
　探したい情報に関連する複数の単語をスペー
ス（空白）で区切ることで、効率よく検索結果を
絞り込むことができます。
例：練馬のホームページ制作会社を探したい場合
⇒[ ホームページ　制作会社　練馬 ]

３．OR検索
　複数の単語のいずれかを含んだ検索を行いた
い場合は、単語を「OR」で区切ってください。
例：[ ホームページ　制作　OR　作成 ]　

４．NOT検索
　マイナス記号（-）を使うことで、指定のキーワー
ドを除外して検索することができます。　
例：ホームページの作り方に関する情報を除外し
たい場合 ⇒ [ホームページ　制作会社　-作り方]

５．完全一致検索
　完全に一致する単語や文章を検索したい場合
は、ダブルクォーテーション（“”）を使います。エラー
コードなど特定のフレーズを検索したいときに便
利です。
例：[“問題が発生したためブラウザを終了します”]

６．ワイルドカード検索（アスタリスク検索）
　人の名前や英語のスペルなど検索したい単語
を思い出せないときは、ワイ
ルドカード（*）で不明な語句
を補完した状態で検索するこ
とができます。
例：[馬の*に念仏]

７．特定のソーシャルメディアを検索
　特定のソーシャルメディアに絞って検索したい
場合は、単語の後に「@ソーシャルメディア名」を
付けます。
例：[ 今日のニュース@twitter ]

８．計算や単位の変換
　計算機を用いなくても、数式のほか、単位の変
換や為替レートも計算してくれます。　
例：[ 50*123 ]、[ １メートルをセンチで ]、[100
円をユーロで]

ぜひこれらのテクニックを組み合わせて
活用してみてください！

（注）検索に使用する記号や英単語はすべて半角

積極的に活用したいネットの情報。
しかし、ネットには膨大な情報があり、そ
の中から欲しい情報を見つけ出すのはとて
も大変です。欲しい情報をすぐに見つける
ための簡単なテクニックをご紹介します。

教えて Web 戦略コ
ンサルタントさん！

東京信用保証協会は、従業
員の健康増進や、多様な人
材が活躍するダイバーシティ
経営（以下、ＤＳ経営）の推
進に取り組む中小企業者の皆
さまの成長・発展を、低保証
料率の保証制度「健康ＤＳ保
証」で応援しています。

制度の詳細についてわかりやすくまとめたリーフレットをご用意しています。当協会ホームページからご覧いただけます。
保証制度の利用についてのご相談は、当協会の池袋支店（☎ 03-3987-5445）までお気軽にお問い合わせください。

健康企業応援・
ダイバーシティ推進保証制度 健康ＤＳ保証のご案内

「健康ＤＳ保証」の3つの特徴

１.	資金使途は運転でも設備でもＯＫ！

２.	融資期間は最長１０年までＯＫ！

３.	通常※の保証料率より15％低率！
	 ※一般保証料率（無担保1,000万円超）

ご利用いただける方
従業員数５人以上の中小企業者で、
１.	ＤＳ経営に関する認定や登録などを
	 受けている
	 または

2.	ＤＳ経営に関する取り組みを推進
	 している
	 ※詳細につきましては、お問い合わせください

欲しい情報が
すぐに見つかる
ネット検索の
ポイント 株式会社ネクスト・アクション

代表取締役／ CEO 数藤 圭介
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中小企業等従業員
表彰候補者を募集します
■対象：区内の同一事業所（業種、事業規模に制限あり）

に①10年以上 ②20年以上 ③30年以上勤務している方
■表彰式日時：１１月2日（木）  16時～（予定）
■場所：練馬区立区民・産業プラザ
 　　　Coconeriホール（Coconeri3階）

■問合せ：練馬区経済課中小企業振興係  ☎ 03-5984-1483

■推薦方法：経済課（区役所本庁舎９階）にある申込用紙に
必要事項を記入の上、８月18日（金）までに直接、 また
は郵送で経済課中小企業振興係へ。
※申込用紙は 、区ホームページ「事業者向け情報」にも
掲載しています。

区内の中小企業等に長年勤務し、中小企業等の
発展に貢献された方をたたえるため、毎年、表
彰を行っています。事業主の方は、表彰の対象
となる方を推薦してください。

楽しい語り口の福島社長。純粋に仕事で汗を流し、
人を大切にする姿勢に、清 し々さを感じました。

介していただけることも
あります。こういった急ぎ
の対応には 、仕事仲間の
存在がなくては成り立ち
ません。いざとなれば徹
夜もいとわないというほ
ど、互いに助け合い、信頼し合っています。
　プロレス好きが高じて、リングキャンバスの制作を
手がけるようになり、今では国内シェア60～70％
を占めるまでになりました。通っている格闘技ジム
からも 、リングキャンバスやジムマット工事を受注す
るようになり、格闘技業界の仕事も広がってきてい
ます。その他、子どもの親同士のつながりから 、
店舗装飾の仕事をいただくこともありました。これ
までを振り返ると、誠実に仕事に向き合うことはも
ちろん、人とのつながりがすべてだったと思います。

＃007

アールフォース株式会社　代表取締役  福島亮介さん
昭和49年、横浜市生まれ、練馬区在住。東京農業大学卒業。学生
時代に親戚ののぼり旗制作会社でアルバイトを経験し 、卒業後に
同じ業界に就職。６年後に仲間３人で独立後、平成24年に起業。

アールフォース株式
会社　福島 亮介さん

地域や趣味から人の
縁ができ、

仕事から次の仕事へ
つながる !

起業は一歩の勇気、あとは前進するだけ
　私の会社では 、街なかでよく目にするフラッグ、
のぼり旗、店舗の外観装飾、百貨店のウィンドウ・
ディスプレイなどの他、展示会、プロレスや格闘技
リングのキャンバスの制作・施工を行っています。
　５年前に起業しました。当初は個人事業主での起
業を想定していましたが 、大手のお客様から「会社
組織でないと取引できない」と言われ 、法人化す
るかどうか悩みました。その時、妻から「もしうま
くいかなかったら、また会社勤めをすればいいじゃ
ないの」と背中を押されて、覚悟を決めました。踏
み出すまでの一歩に勇気がいりましたが 、始めて
しまえば前に進むだけです。
小さな会社の武器は、仕事仲間のつながり
　当社は制作・施工がメインですが、 どちらか一方
ではなかなか仕事はとれません。例えばイベントディ
スプレイの場合、短納期であってもワンストップで制
作、施工、撤収まですべて請け負うことで、 お客
様はそれぞれ発注せずにすむので喜ばれます。そ
のおかげかリピート注文が増え、新規のお客様を紹

練馬区桜台 2-36-7 小林ビル1 階
☎ 03-6914-7412
平成 24 年に創業。商業施設
やイベント・展示会のディスプレイを企画・制作・施工する。
大型インクジェットプリンター、大判ラミネーター機、カッティ
ングプロッタを社内に保有する。

アールフォース株式会社
http://r-force.info/

急ぎの注文のために 、大型インクジェットプ
リンター等の機材を導入。夜に注文を受けて
翌朝までに施工、という仕事にも対応する。



編集後記
夏本番となり、花火大会の季節となり
ました。打ち上げ花火といえば「たまや」

「かぎや」。この掛け声は両国川開き
で人気だった花火屋の屋号に由来す
るようです。過去には練馬でも「としま
えんの花火大会」があり、地元の夏の
風物詩だったことを思い出します。

制作：株式会社 協同クリエイティブ
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発行／一般社団法人 練馬区産業振興公社
　　  練馬ビジネスサポートセンター
練馬区練馬1-17-1 Coconeri 4階
http://www.nerima-idc.or.jp/bsc/
☎03-6757-2020  FAX 03-6757-1014
■ 業務時間　9 時～ 17 時
■ 休 業 日　土・日・祝休日と年末年始（12/29～1/3）

Coconeri４階

西武池袋線・都営大江戸線
練馬駅北口から徒歩１分 
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 練馬ビジネスサポートセンター

「nerima（練馬）」と「made（つくる）」を融合させた造語で、「ネリマデ」と読みます。

■	申込・問合せ：下記参照

　　

練馬産業見本市は、区内産業の魅力を発信するため、
区内事業者などが商品やサービスの展示、販売を行う
場です。申込方法など詳しくは、練馬産業見本市専用
ホームページ（ http://nerima-mihonichi.com）のほ
か、経済課（区役所本庁舎９階）や練馬ビジネスサポー
トセンターなどにある募集要項をご覧ください。

「練馬産業見本市ねりまEXPO2017」出展事業者を募集します
10月15日（日）	10時～16時
としまえん屋内館（練馬まつり会場内） ※練馬まつりと同時開催
■ 対　　象／ 区内事業者など
■ 募集者数／ 約 80 者
■ 費　　用／ 標準ブース（約 2m×2m）…5,000 円
■ 申込期限／ ７月21日（金）

問合せ：練馬産業見本市事務局（ナカダ㈱）　☎03-3423-3602

　　

● 事前準備が商談の成否を決める
● ファーストコンタクトが肝！
● “きっかけ”を活かす! 継続的な関係のつくりかた

バイヤーの心をつかむ！
商談成功への道
7月20日（木）	19時～21時
第1部：セミナー（70分） 第2部：交流会（50分）

練馬区立区民・産業プラザ 研修室１
（Coconeri3階）

■ 対　象／事業者・創業予定者 ■ 定　員／30名（申込順）
■ 参加費／500円 ■ 締　切／7月18日（火）

講師 片桐 由紀子 氏
株式会社ハッピーコンセプト 代表取締役

　　

ワークショップ形式で、ビジネスの仕組み
を学べる1日セミナーです。

創業！ ねりま塾 
子ども起業塾
7月29日（土）	10時～18時
武蔵大学（練馬区豊玉上1-26-1）

■ 講師：コーディネート講師（中小企業診断士）
 川口 佐和子 氏
 造形指導（アトリエそるり代表）
 清水 聖 氏
■ 対　象／小学4～6年生
■ 定　員／20名（抽選）
■ 参加費／2,000円
■ 締　切／7月13日（木）

会社って

どんなところ？

総合相談・専門相談をご利用ください！	無料
総合相談 平日　9時～17時 専門相談 下表参照（事前予約制）

月曜日 第 1・第 3 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
起業・創業 法　律 労務（経営者向け） 販路拡大・集客 経　営 税　務

ビジネスマネージャー 弁護士 社会保険労務士 ビジネスマネージャー 中小企業診断士 税理士
13時～17時※ 9時～11時 13時～17時 9時～17時 13時～17時 13時～17時

1回の相談時間は1時間

※起業・創業相談は、毎月第1・第3木曜日、第2・第4月曜日の20時まで実施（事前予約制）。
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