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トーカイサポート株式会社（不破郡垂井町 代表取締役：兒玉嘉朗）は、2022年 3月 1日より、 

新サービスとしてこの度、コストのトリプルダウンを実現する『形鋼・パイプ加工革命』をサービス化する

こととなりました。 

創業以来培ってきた加工技術・ノウハウと最先端設備導入により工数の大幅削減を実現すると同時に形鋼・

パイプ分野のモノづくりの常識を覆す加工革命を起こします。 

 

【サービス開始の目的と背景】2022年 3月 1日 

弊社は形鋼・パイプ分野において①加工方法が変わっていないこと、②熟練工を必要とした手加工・ 

手作業の工程が多岐に渡ること、③品質も安定していないことに着目しました。 

本サービスでの新工法により上記 3 点の問題を解決します。また、製造業界での課題となっている熟

練工からの技能継承や溶接人材不足も同時に解決していきます。 

弊社は本サービスを機に形鋼・パイプ分野でのモノづくりの常識を変えていき、新たなモノづくりの

在り方を創造していきます。 

 

コストのトリプルダウンを実現 新サービス『形鋼・パイプ加工革命』を開始  

ＱＣＤ改善発見率 9 割超え！改善ドクターの出張診断付き 
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【サービス詳細】 

 

コストのトリプルダウンを実現する『形鋼・パイプ加工革命』 

 従来工法（バンドソー切断＋プレス加工）の常識を覆し、 

 新工法（ファイバーレーザー加工）でコストのトリプルダウンを実現します。 

 ≪製造コスト≫ 

 ・嵌め合い構造による位置決め・溶接・仕上げ作業の工数削減 

 ≪設計コスト≫ 

 ・従来よりも部品点数を少なくできる構造による設計工数削減 

≪管理コスト≫ 

 ・工程や部品点数減による管理工数削減 

 

 

【従来工法と新工法加工比較例】 

 

 

従来工法では熟練工でなければ品質確保が難しく、また手作業や手加工での工程が多い工法でした。 

本サービスでの新工法では熟練技術を必要とせずとも従来よりも品質よくでき、さらには嵌め合い構造

による作業の簡略化ができます。これらによりトータルコストとして２０～３０％程度の原価低減を見

込んでいます。 

 本サービスではコストダウンをできるだけではなく、製造業界の溶接人材不足の問題解決にもなりま

す。さらには技能継承も容易となり、若手人材育成をしていくことも可能とします。 
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◇限定 10社にて無料サンプル品作成いたします。 
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【今後の展開】 

 

① より多くの方に認知していただき、新工法をご提案していく活動を行って参ります。 

② 新工法を用いてお客様の設計段階からの製造方法のご提案を積極的に行います。 

③ 新工法による独自構造を開発し、構造体の特許出願を行います。（下記参考事例） 

 

また、現在日本モバイルユニット普及協会様・大手ハウスメーカー様と共同でのトレーラーハウスの

設計開発を行い、弊社技術の特許出願を予定しております。開発に並行してトレーラーハウスの地域密

着型プラットホームを構築中でございます。 

    

 

 



 

 

報道関係各位 

2022 年 2月 22日 

株式会社コーセーフーズ 

 

 

 

 

 

 

漬物の素、発酵食品を販売する株式会社コーセーフーズ（岐阜県揖斐郡大野町 代表取締役 里村大像）は、

「発酵食品をかんたんに作れるチューブシリーズ」として第３弾の『和えても漬けても麹
こうじ

チューブ』を 2022 年 3 月 1 日に

発売します。第１弾の『ラップ de カンタン ぬかチューブ』は 2020 年 2月に発売を開始し、ぬか漬けを手軽に漬けられ

る簡便さに着目され、テレビ、新聞等各社にとりあげていただきました。コロナ禍で内食需要が高まる中、好評をいただい

ております。 

第３弾は東北地方の伝統漬物「三五八
さ ご は ち

漬け」をかんたんに作ることができる商品です。「三五八漬け」は麹で漬けた

漬物で、漬ける床に「塩」、「米麹」、「米」を３:5:8 の割合で使うことに由来します。従来の当社製品『一夜漬けの素

三五八』では、「床の管理、おいしく漬けるのが難しい等」、お客様よりご意見をいただきました。床の管理をなくし、和えた

り漬けたりするだけで簡単に１品作ることができるチューブタイプの商品を開発いたしました。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『和えても漬けても麹
こうじ

チューブ』発売 

累計出荷本数 86万本！人気商品の第 3弾 

「発酵食品をかんたんに作れるチューブシリーズ」  

進化系三五八 『和えても漬けても麹
こうじ

チューブ』  

① 和えるだけで、食卓に発酵メニューを 

プラスできる 

②  誰でもかんたんに、美味しい「三五八漬け」

を作れる 

③ 幅広い食材との相性が良く、冷蔵庫の余っ

た食材を消費できる 

 

商 品 特 徴  

① 和えるだけでかんたん調理（チューブから出して、和えるだけ） 

第１弾 第２弾 

第３弾 

30 秒で完成  30 秒からめて焼く 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『和えても漬けても麹
こうじ

チューブ』 

■商品の概要 

希望小売価格 ：378円（税込） 

販売場所 ：全国のスーパーマーケット、楽天市場「こうじや里村」内 

（https://item.rakuten.co.jp/tukeru-shopping/kouzitube_160g_4/） 

内容量 ：160g 

JAN コード ：4954797002685 

ケース入数 ：20本入り 

 

株式会社コーセーフーズ 担当 古山
こ や ま

 浩二、和田 篤 

岐阜県揖斐郡大野町加納 339-1 

電話：0585-35-2118 FAX：0585-35-2751 

mail:koyama@kohseis.co.jp(古山) a-wada@kohseis.co.jp（和田）  

ホームページ：http://www.kohseifoods.co.jp 

② 伝統漬物「三五八漬け」をかんたんに、美味しく、進化  

「三五八漬け」に美味しさ、彩りをプラス！ 

米、米麹、食塩から作られるのが一般的な三五八漬け。当社は、長年培った「漬物の素」

「甘酒」の製造技術を駆使して、シンプルな三五八漬けの味、見た目に「美味しさ」「彩り」をプ

ラスしました。 

 

③ 冷蔵庫の余りもの食材をきちんと消費  

生野菜、根菜類、肉、魚など、幅広い食材と相性がよく、他の調味料を使うことなく、 

麹チューブ 1品で味が決まります。 

発酵初心者でも簡単！ 

あらかじめ発酵させた使い切りのチューブタイプのため、「発酵の手間」、「管理の手間」がありません。 

 

Instagram 

当社従来商品 

おいしく作るのが難しい 
床の管理が面倒 

誰でもかんたんに 
美味しい三五八漬けを 

甘酒製造技術 漬物調味技術 

熟成糖化 

楽天サイト 
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大垣市の「食べ処 飲み処 美膳（代表：塩見ゆう子）」は、居酒屋、ランチ営業、テイクアウト、料理教室を手掛

ける飲食店です。このたび、お店で手焼きする美膳創業以来人気メニューの「だし巻き玉子」にアレンジを加えた『豚ヒレ

カツだし巻き玉子』を新発売いたします。 

コロナ禍で外食を控える方が多い中、「うちメシ」でも春を感じて頂きたく、陽気が良くなり気分も明るくなる季節の到来

を満喫し、美味しいもので笑顔になれるきっかけとなればと願っております。 

 

【開発ストーリー】 美膳は平成 4 年に開店し、今年創業 30 周年の節目の年になります。また、美膳が店を構える大

垣市に縁のある松尾芭蕉が、むすびの地として大垣を訪れた 1689年から数えて 333年目を迎えます。 

 美膳創業 30 周年、松尾芭蕉 333 年目と 3 が重なる今年に、シェフが一心不卵（いっしんふらん）に努力を重ね

て焼き続けてきた、「だし巻き玉子」を進化させ、コロナ禍でも前向きになれる新感覚フードになればと商品を開発いたし

ました。俳人松尾芭蕉に想いも馳せ、包装紙は俳句入りデザインとなっております。 

 

【商品説明】 栄養バランスもバッチリ！？ 人気メニュー×人気メニューの新ハーモニー 

         2022春 新商品  『豚ヒレカツだし巻き玉子』 

当店で人気メニューの関西風だし巻き玉子に、これまた人気ある美膳特性ソースを絡めた豚ヒレカツをはさみ焼きしま
した。春の受験、卒業、新年度、新生活を応援する、 

「豚とん拍子（とんとんびょうし）」に願いを叶え、桜咲くイメージを「春卵漫（はるらんまん）」焼き印で
お祝いする商品です。 

また、ご希望の方には帯紙にオリジナルコメント（例：頑張ってるね、はやと君）の印刷も承ります。 

 

美膳が俳句パッケージの『豚ヒレカツだし巻き玉子』を新発売  

 

豚とん拍子  に 春・卵・漫   

 

 

店舗外観 

 

中にヒレカツ、表に桜の焼印 



 

【予約方法、販売期間とお渡し】  
予約方法  店頭、電話、SNS の DM、メール（dashi-maki-tamago@bizen-ogaki.com）にて承ります。 
予約期日  お渡しの 3日前まで 
販売期間  プレ販売：2/24(木)~3/2(水) 

本格販売：3/3(木)~4/中旬まで(予定) 
お渡し方法 店頭にて ※商品に保存料を含まず、賞味期限が短いため、通販は行っておりません。 
価  格  商品 1個 1,620円（税込）、 ご贈答用紙袋 1枚 130円（税込） 
  

【今後の展開】  だし巻き玉子の美味しい店として、継続して「だし巻き玉子」新メニューを上市し、地域活性化のお手

伝いを行ってゆきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【試食会のお知らせ】 当店店内にて、プレスの皆様向け新商品試食会を開催いたします。 

 

 日時：2022年 2月 28日（月） 10時から 15時予定 （12時から 13時を除く） 

 特典：本商品と一緒に、美膳一番人気のだし巻き玉子プレーン味をお召し上がり頂けます。 

 お願い：店内の混雑緩和のため、ご来店前に下記メールもしくは携帯電話にご連絡をお願いいたします。 

 

屋号： 食べ処 飲み処 美膳 （たべどころ のみどころ びぜん）  創業： 1992(平成４)年７月 

住所： 岐阜県大垣市郭町３－２８ 大橋ビル 1階         電話：（店舗）0584-75-3936  

店舗ホームページ： https://bizen-ogaki.com 

公式 SNS：Twitter(@bizenn_ogaki),Instagram(＠bizen_ogaki),Facebook(@bizen.ogaki) 

だし巻き玉子専用 HP：https://bizen-ogaki.com/dashimaki  

だし巻き玉子専用 SNS：Instagram（@dashimaki_bizen） 

お問合せ先： 大将 塩見久嗣（しおみひさし） 

（携帯）090-4917-3858、 （メール）h-shiomi@bizen-ogaki.com 

 

 

調理担当：ゆう子シェフ 

 

春の俳句入りパッケージ 

店舗 HP 
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たくさんの文字のみを使って、絵を描写する MojiBa(Moji Base art)を作成する Moji デザイナーの浦上愛子（岐

阜県大垣市 aikocoro）は、2022 年 3 月より新商品として『MojiBag』、『MojiBa card』を発売します。また、新サ

ービスとして『MojiBa eco Design』を開始いたします。 

 

【商品化、サービス化の背景】 

自分の子供達が人が出すゴミで環境を汚染し動物を苦しめる事を学び、自らゴミ拾いをするようになりました。まだ 3 歳と

5 歳のその姿を見ながら、親である自分は環境問題について以前から知っているのにもかかわらず、まったく取組みを行っ

ていないことに、情けなさを感じました。そのことがきっかけで、何か行動ができないかと考えるようになり、日頃アーティストと

して描いている MojiBa というツールを使えば、発信できない動物達サイドからの声を拾いあげて、少しでも多くの人に環

境問題のことを考えるきっかけになるメッセージを伝えられるのではないかと思い、エコをモチーフに取入れた作品を描き始

めました。環境のことを勉強していくうちに SDGs（持続可能な開発目標）のことも知り、作り手として 17 のゴールのうち

「つくる責任 つかう責任」の取組みにつながればと、元々販売していたポストカードは素材に無駄のないバナナペーパーを

採用しました。 

また MojiBag に関しては、SDGs に興味がある方や、興味はあるけど一歩踏み出せない方々が、無言で SDGs 活

動ができるものがあればと、再生コットンを使用したカバンを採用いたしました。バッグの絵を見た人が「これ何？」と思って

見ることでじわじわと何か気付くきっかけとなり、環境問題に取り組む輪が広がればと願っております。 

 

 

エコ理解を広めたいと直球の”メッセージ”を作品に込める 

パリ出展決定を機にアーティストが新商品を発表 

メイン写真 

（商品や店舗などイメージ写真） 
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発売日/サービス開始日：3/9 (水)  

▶地球の保全と感謝を感じてもらうた

めに 3/9(サンキュー)より 

販売方法：ネットショップ

（BASE）、「住人十色」Toiro Tea 

Stand 内 

【商品/サービス説明】 

▶MojiBag （容量約 18 リットル）  価格：5800 円 (税込) 

環境に配慮した再生コットン 100%のマルシェバッグ。Ｔシャツなどの縫製品を生産する工程で出た本来廃棄となる生

地の端切れ等を集め、特殊な加工により再び生地として生まれ変わった素材を使用しています。 

自然の風合いを生かすために再染色を行っていないため、生産工程に置いても環境に配慮されたテキスタイル生地で、

仕上がりは 1 枚ずつ異なります。エコバッグとしてだけではなく、大容量なので、学生や他の用途でも活躍できる商品です。

動物達からの声として「Let’s make the Earth happy」というキャッチフレーズを載せています。 

▶︎MojiBa Card  価格：250 円  (税込) 

日本初のフェアトレード認定紙であるバナナペーパーに MojiBa 作品を印刷したポストカード。バナナペーパーとは、ザンビ

アのオーガニックバナナ畑で通常捨てられる茎の繊維を利用し、日本の和紙工場で FSC®認証パルプを加えできる質の

高い紙です。途上国の貧困解決だけではなく、日本の伝統技術の継承や雇用創出にもつながる可能性があります。イ

ンテリアとして家に飾ったり、お友達へのメッセージに使用していただくことで、環境について考えるきっかけとなり、SDGs の

輪を広げていける商品です。 

▶︎MojiBa eco Design 価格：55000 円 (税込) ~ 

MojiBa eco Design は主に環境問題につながる内容をテーマにメッセージを込めて作り上げるデザインです。例えば、

海洋プラスチックゴミ問題の対策に力を入れている企業などから、「プラスチックフリー」「アップサイクル商品」というように、企

業側が伝えたいメッセージを盛り込み、それらのメッセージを使用して関連する動物を描き提供し、看板やポスターに使っ

ていただくことなどができます。動物のデザインだけにとどまらず、例えば「オーガニック」「グルテンフリー」「乳製品不使用」「ヴ

ィーガン対応」などのメッセージで描き上げた食べ物の絵を提供することで、視覚的デザインの中に、安心・安全、そして動

物や環境に優しいといった情報を伝える役目を持つ絵を提供することができます。 

 

【今後の展開】 

展示会やグッズ販売などをとおし、MojiBa そのものを知っていただき、たくさんの人に認知されることを目指してまいりま

す。さらに、オーダー作品で MojiBa を手に取っていただき、もっともっとたくさんの人に喜んでもらいたいです。また、MojiBa 

eco Design でより多くの人に豊かな生活の裏に何が起こっているのかを知ってもらえる作品を増やし、自分も含め人々

の行動の変化により、犠牲になっている動物達や自然が、本来あるべき姿で暮らせるようになってほしいと願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浦上愛子 MojiBa作品展示会予定 

-2/12(土)〜2/26(土) 「住人十色」 Toiro Tea Stand にて個展「MojiBa Show」 

-4/1(金)〜5/5 (木) 岐菱商事 コインランドリーALLDAYにて個展「MojiBa 

Show」 

-7/1(金)〜7/31(日) 大垣信用金庫本店にて個展「MojiBa Show」 

-9/16 (金)〜9/30(金) 日本橋 Art.jp Web個展 (個展名未定） 

-10/21(金)〜10/23(日) カルーゼルドゥルーヴルにてグループ展「Salon art 

shopping Paris」 


