
1億台の販売実績を誇る
万歩計メーカー
山佐時計計器

「歩きを楽しく」をテーマに
時代に合わせた製品開発

皆様、毎日歩いていますか？「1日8千歩、早歩き20分」が病気予防に

効果的だそうです。

山佐時計計器と聞いてもピンとこない方もいるかと思いますが、あの

「万歩計」のメーカーと言えばお分かりになるかと。実はこの万歩計という

名称は山佐時計計器の登録商標。つまり万歩計と呼べるのは山佐時計

計器の製品のみとなります。

環状八号線の上野毛、第三京浜の入り口近くに、山佐時計計器があります。

創業は古く1942年。航空計器部品のメーカーとしてスタートしました。契機が

訪れたのは1965年。当時は自動車が普及し国民の運動量が減少し、歩く

ことの重要性を唱えた「1日1万歩運動」が始まり、これと連動する形で万歩計

1号機が誕生しました。歩いた振動で振り子を動かし歯車の回転で歩数を

計測する仕組みで、社員が試作品をつけては歩き、

膨大なデータを集めて、改良に改良を重ね製品化され

ました。1987年には電子万歩計を、2006年には

3方向加速度センサーを搭載したポケット式の万歩計

を発売。「歩きを楽しく」をテーマに、時代や技術の

潮流を敏感に捉え、イノベーションを繰り返すことで、

常に新鮮さを失わない製品を発売しています。

50年の歴史を踏まえ、さらなる発展を目指す

発売から50年以上もの歴史を誇る万歩計。累計の販売数量はなんと約1億

台！ 現在でも年間100万台以上を販売し、海外でもその優れた品質は高く

評価されています。山佐時計計器では、さらなる発展に向けて、三つの方向

で事業展開を図っていきます。一つ目は、一般ユーザーにもっと歩く楽しさ

を提供すること。ゲーム性の高いものや、お年寄りにはシンプルで分かりや

すいものを提供するなど、ラインナップを充実させていきます。二つ目は、

企業などの団体に向けて健康増進を支援するサービスを提供すること。

そして三つ目は、センサー技術をさらに高め、様々な計測ができるように

万歩計の可能性を一層拡大していくこと。未来に向けてますますの発展を

図る山佐時計計器。これから誕生してくる万歩計が楽しみです。万歩計を

ポケットに入れて、世田谷の街並みを健康的に歩いてみてはいかがですか？

山佐時計計器株式会社
上野毛2-4-9 
TEL：03-5706-5400
http://www.yamasa-tokei.co.jp

世田谷

いいとこ、

見つけた

1.代表取締役社長 加藤研さん　2.2016年に世田谷に本社を
移転　3.元気いっぱいの社員の皆さん　4.記念すべき万歩計
1号機　5.万歩計1号機の中身。アナログ機械で計測する
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3「ワーク・ライフ・バランスな1週間」開催
9月は障害者雇用支援月間です
「せたがや産業フェスタ2017」開催

T O P I C S

山佐時計計器山佐時計計器

1億台の
販売実績を誇る
万歩計メーカー

1億台の
販売実績を誇る
万歩計メーカー



S E T A G A Y A  E C O N O m i x2017.9.15 Vol .4 4

T O P I C S  &  N E W S

11月5日（日）～10日（金）
仕事と生活の調和について考えるきっかけとなるよう、11月にさま
ざまなイベントを実施いたします。
会場、時間など詳細は、区のおしらせ10月1日号または区のホーム
ページ（10月1日公開予定）をご覧ください。事前申込のイベントあり。
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/107/167/321/d00141542.html

世田谷区人権・男女共同参画担当課　TEL：03-5432-2259お問合せ

「ワーク・ライフ・バランスな１週間」を開催します

eco検定（環境社会検定試験®）
受験対策セミナーのお知らせ

従業員の皆様のスキルアップにご活用ください！
eco検定合格のためのポイントを一日でカバーするセミナーです。
第23回検定試験（試験日12月17日実施）を目指します。

◉日時…11月20日（月）10:00～17:30（昼食休憩含む）
◉会場…世田谷産業プラザ3階大会議室（太子堂2-16-7）
◉講師…エコピープル支援協議会　専任講師　鈴木和男氏
◉受講料…8,200円（税込・昼食代込）（会員・一般ともに）　◉定員…70名
　　　　　　 ※講師オリジナルのレジメを配布します。

東京商工会議所世田谷支部　TEL：03-3413-1461　
http://www.tokyo-cci.or.jp/setagayaからも、お申し込みいただけます。

お申込み・お問合せ

世田谷の商業・工業・農業などの産業のＰＲを目的に開催します。区
内の産業団体などのゆるキャラ®が多数登場。区内の新鮮な農産
物の販売とガーデニング講習会、ものづくり体験など楽しい催しが
いっぱい。世田谷みやげ指定店舗のほか、様々な団体が出展します。

◉日時…10月28日（土）10：00～16：00
◉会場…世田谷区役所中庭、区民会館
詳しくは、ホームページをご覧ください。

世田谷区商業課　TEL：03-3411-6653お問合せ

せたがや産業フェスタ2017 検索

若手人材の定着・採用を応援します！
区では、若手社員及び若手社員を指導する立場にある社員の方を
対象とした定着促進事業を実施いたします。区内企業合同研修や
個別のカウンセリングを通じて、定着促進だけでなく、貴社社員の
成長の機会としてご活用いただけます。また、区内企業の採用促
進事業も実施しています。若年求職者への研修、職場見学及び職
場実習を通して企業理解を深め、参加企業の皆様にご紹介する事
業です。若手人材の定着・採用に意欲のある企業の皆様は、この機
会にぜひご参加ください。
●参加企業の条件…区内に本社・本店または事業所を持つ企業
で、区の定める基準を満たした企業
【協力】東京商工会議所世田谷支部、公益財団法人世田谷区産業振興公社

せたがや産業フェスタ2017開催

世田谷区内企業・若年者マッチング事業事務局
TEL:03-6734-1303　E-mail:pr.setagaya@pasona.co.jp
世田谷で働こう！web　https://w-setagaya.jp
※本事業は（株）パソナが世田谷区からの委託を受け、実施しています。

お問合せ

9月は障害者雇用支援月間です

せたがや労働法セミナーのご案内
多様な働き方と助成金の活用

「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」では、
常用雇用労働者数が50人以上の一般事業主は、その常用雇用労
働者数の2.0％以上の障害者を雇用しなければならないこととされ
ています。　障害者雇用納付金制度の対象は、常用雇用労働者が
100人を超える事業主となっており、対象となる事業主は、雇用障
害者数が法定雇用率（2.0％）に満たない場合、障害者雇用納付金
を支払わなければなりません。
また、昨年4月から、障害者への不当な差別的取り扱いが禁止され、
合理的配慮に努めるよう定められています。
世田谷区障害者雇用促進協議会では、障害のある方の能力や適性
に応じた働く場を拡大していく取り組みとして、企業向けの研修会
「障害者雇用支援プログラム」を実施しています。ぜひご参加いただ
きますようお願いします。

世田谷区工業・雇用促進課　 TEL：03-3411-6662
世田谷区障害者地域生活課　TEL：03-5432-2425

お問合せ

多様な働き方に対応すべく、時間外の上限規制への対応、勤務間
インターバル制の導入、テレワークの導入、変形労働時間制、長時間
労働への対策とポイント、法改正における今後の方向性について
お話します。ぜひご参加ください。
◉日時…10月27日（金）セミナー：14:00～15：30
　　　　個別相談会：15:30～16：00 ※受付時に要予約（先着4名まで）
◉会場…三茶おしごとカフェ
◉講師…東京都社会保険労務士会世田谷支部
　　　　社会保険労務士　大竹正夫氏　
◉対象…事業主または人事担当者、関心のある方 　
◉定員…28名（先着順）　◉受講料…無料　
◉申込み…9月15日（金）より電話にて受付開始

三茶おしごとカフェ（世田谷区三軒茶屋就労支援センター）
太子堂2-16-7世田谷産業プラザ2階　TEL 03-3411-6604

お問合せ

9月24日（日）～30日（土）は結核予防週間です
結核は、現在でも一年に約1万8千人の新たな患者が発生し、
２千人程が命を落とす重大な感染症です。昨年、世田谷区では85人
の方が結核と診断されました。平成28年の統計では、東京都の新登
録患者は2,340名で、結核罹患率※は17.2と、全国（13.9）に比べ
て高い状況です。人の流出入の多い東京では、結核は「誰が、いつ、
罹患してもおかしくない病気」なのです。（※結核罹患率：人口10万人
に対しての新登録患者の数）結核の初期症状は、風邪とよく似て
います。「せきが２週間続く」「たんが出る」「からだがだるい」「急に
体重が減る」という症状があれば、早めに医療機関を受診しましょう。
病気が進行すると周囲に感染が広がるおそれもあります。
目立った症状が出ない例もありますので、毎年１回は健康診断や
人間ドッグで胸部エックス線検査を受けましょう。検査結果が
「要精密」「要医療」の場合は必ず医療機関を受診してください。

世田谷保健所感染症対策課
TEL：03-5432-2441　FAX：03-5432-3022

お問合せ
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東京信用保証協会からのお知らせ
「江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2017」開催のご案内
当協会は中小企業の皆様への経営支援の
取り組みとして、11回目となるビジネスフェア
を東京国際フォーラムにて開催いたします。
新技術や新商品の情報収集の場として、また
ビジネスパートナーとの出会いの場として、
ぜひ積極的にご活用ください。皆様の
ご来場を心よりお待ちしています。
◉日時：9月28日（木） 10：00～17：00
◉会場：東京国際フォーラム ホールE（千代田区丸の内3-5-1）
◉内容:281企業・団体によるブース展示／著名講師陣による
講演会／第1部（午前）…熊谷亮丸氏／第2部（午後）…ロバート 
キャンベル氏／出展者によるプレゼンテーション
◉入場無料
本ビジネスフェアの詳細は、当協会ホームページの「融合展専用
ページ」をご覧ください。

東京信用保証協会 ビジネスフェア実行委員会事務局
TEL：03-3272-2070   http://www.cgc-tokyo.or.jp

お問合せ

マル経融資のご案内
マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）は小規模事業経営
をバックアップするために無担保・無保証人で商工会議所の推薦に
基づき融資される国（日本政策金融公庫）の制度です。
◉融資限度額▶2,000万円
◉返済期間▶運転資金：7年以内　◉設備資金：10年以内
◉担保・保証人▶不要（保証協会の保証も不要です。）
◉融資利率▶1.11％（平成29年8月9日現在）
※利率は金融情勢により変わることがあります。 ※世田谷区から、3年間支払利子の
30％の利子補給金が支給されます。 ※限度額の取扱いは平成３０年３月末の日本政
策金融公庫受付分まで。条件等は、変更となる場合があります。 ※審査の結果、ご希望
に添えないことがあります。 詳しくは、東京商工会議所世田谷支部まで。

東京商工会議所世田谷支部　TEL：03-3413-1461お問合せ

産業活性化アドバイザー派遣をご利用ください
経営上の問題等を抱える中小企業者や商店街等の区内事業者の事業
所へ専門アドバイザーを派遣し、改善のための指導・助言を行います。

公益財団法人世田谷区産業振興公社 経営支援係
TEL:03-3411-6603

お申込み・お問合せ

公益財団法人世田谷区産業振興公社 経営支援係
TEL:03-3411-6608

お申込み・お問合せ

世田谷区の中小企業融資あっせん制度のご案内
区では、区内中小企業者の事業経営に必要な資金調達を支援する
ため、東京信用保証協会と金融機関の協力による融資あっせん
制度を設けています。

利用要件等詳細はお問い合せください。

《主な融資制度》

制度名

①小口零細
　資金 1,250万円 2.1％

2.1％

2.2％

2.2％

2.1％

1.6％

1.8％

1.7％

0％

1.8％
（2.0％）

0.5％

0.3％

0.5％

2.2％

0.3％
（0.1％）

2,000万円

2,000万円

2,000万円

②経営活力
　改善資金
③景気対策
　緊急資金

運転・
設備

④事業資金

⑤創業支援
　資金

使途 借入限度額 名目
利率（年）

区負担
利率（年）

本人負担
利率（年）

②③の利用枠
は共通です。

（）は空き店舗特例

世田谷区清掃・リサイクル部管理課　TEL：03-5432-2922

10㍑券（10枚） 690円 760円

20㍑券（10枚） 1,380円 1,520円

45㍑券（10枚） 3,100円 3,420円

70㍑券（  5枚） 2,415円 2,660円

種　類 現　行 改定後

お問合せ

東京商工会議所世田谷支部・世田谷トラック運送事業協同組合
TEL：03-5716-9028（世田谷トラック運送事業協同組合事務局）

お問合せ

10月から廃棄物処理手数料を改定します
23区では、10月から廃棄物処理業者への委託上限額が、1kgあたり
36.5円から40円になります。これに伴い、事業系一般廃棄物を
区の収集に出している場合、ごみ処理券の額も改定します。

新しい事業系ごみ処理券は、10月1日（日）から
各取扱所で販売します。現行のごみ処理券は
10月31日（火）まで使用できます。11月以降
使用できなくなった事業系ごみ処理券は、口座
振込により払い戻しますので、清掃・リサイクル部
管理課までお問い合わせください。

◉クリーンタウン世田谷
区内商店街の事業系一般廃棄物を夜間収集します。可燃・不燃ごみ、
びん・缶・古紙等をごみ袋よりも安価な専用ポリ袋でお出しください。

制度名

①区内中小企業者

②商店街振興組合
５回以内 9月30日まで 30年3月9日まで

派遣回数 申込期間 派遣期間

東京商工会議所世田谷支部   TEL：03-3413-1461お問合せ

【無料】ご活用ください！専門家による経営相談
専門家による個別相談
経営に関する個別相談が無料で受けられます。
◉相談場所…世田谷産業プラザ2階　東京商工会議所世田谷支部
◉相談時間…13：00～16：00　※事前予約制

※相談日が祝日の場合は行いません。

 　　内　　容 相談員 　　相談日

 税務 税理士 第1・第3　 水曜

 法律 弁護士 第1・第3　 金曜

 融資（保証協会） 東京信用保証協会 第2　　　 火曜

 特許・意匠・商標 弁理士 第2　　　 水曜

 労務・社会保険等 社会保険労務士 第2　　　 木曜
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経営上の問題点
主要景況指数表［今期の状況（前期比）］

今期の業況（前期との比較）

概況：＜DI（Diffusion Index）とは…＞ DI（%）＝「良い」「増加」等企業割合－「悪い」「減少」等企業割合

今期業況DI=

0.0

世田谷区における中小企業の景況

1位「従業員の確保難」29.3％（前期比▲4.8ポイント）は5期連続の1位となった。2位「新規参入者の進出や同業者の増加」25.1％（同＋1.9ポイ
ント）は前回順位4位から上昇。3位「人件費の増加」23.4％（同▲3.6ポイント）は前回順位2位から一つ順位を落とし、4位「仕入単価、下請単価
の上昇」22.0％（同＋4.1ポイント）は前回順位6位から上昇した。5位「購買ニーズの変化への対応」21.1％（同▲3.9ポイント）は前回順位3位か
ら下降した。6位以降は大きな変化はなく、11位「事業資金の借入難」6.2％（同＋1.7ポイント）は前回順位14位から上昇した。

第60回調査実施概要
1.調査時期：平成29年7月1日～7月12日 2 .対象期間：平成29年4月～平成29年6月期、および平成29年7月～平成29年9月期見通し 3.調査対象：
支部会員中小企業（2,886社）①製造業・建設業・運輸業・その他の業種（②～④を除く）…資本金3億円以下、または従業員300人以下 ②卸売業…資本金

1億円以下、または従業員100人以下 ③小売業…資本金5千万円以下、または従業員50人以下 ④サービス業…資本金5千万円以下、または従業員100人以下 
4.調査方法：調査票郵送～郵送・FAXにて回収。世田谷信用金庫・昭和信用金庫に協力依頼。 5.回収状況：合計355社（回収率12.3％）製造業…44社・不動産業
…39社・小売業（飲食業含む）…68社・建設業…66社・卸売業…36社・サービス業…102社 ※数値については小数点第2位を四捨五入しており、計算値が一致しない場合がある。

（注）調査項目：業況（好転⇔悪化）、売上額（増加⇔減少）、資金繰り（好転⇔悪化）、仕入単価（上昇⇔低下）、在庫数量（増加⇔減少）、従業員（増加⇔減少）、営業時間（延長⇔短縮）、借入難度（容易⇔困難）、採算（好転⇔悪化）

DIとは、各設問の項目について、「増加」「好転」したとする企業の割合から、「減少」「悪化」したとする企業の割合を差し引いた値です。したがってDIがプラスを示している場合は、全体として「増加」「好転」したとする企業の
割合が多く、景気（またはそれぞれの要素）が上向きの傾向にあることを示します。逆にマイナスを示している場合は、景気が低迷の傾向にあることを示します。

今期（平成29年4月-6月期実績）の業況DIは、0.0ポイントで、前期から1.3ポイント改善し、2期ぶりに好転した。来期の業況

見通しDIは、5.4ポイントと、前回調査から0.2ポイント悪化する見通し。業 況

今期は、従業員3.7（前期比＋5.0）、借入難度3.4（同＋2.0）、在庫数量▲0.6（同＋1.8）など5指標でポイントが増加。売上額

▲3.4（同▲1.5）、営業時間0.8（同▲0.8）など3指標で減少した。来期見通しは、売上額4.8（当期比＋8.2）など5指標で

改善が見込まれるが、在庫数量▲5.6（同▲5.1）など3指標で悪化が見込まれる。

好転
17.5％

悪化

回答なし0.6％

DI 0.0 =
好転17.5％ － 悪化17.5％

※前回調査（-1.3）から

1.3ポイント改善

17.5％

不変
64.5％

来期の見通し（今期との比較）

来期見通しDI=

5.4
好転
19.4％

悪化

回答なし0.8％

DI 5.4 =
好転19.4％ － 悪化14.1％

※前回調査（5.6）から

0.2ポイント悪化

14.1％

不変
65.6％

主な
指標別の
傾向

DI値

平成28年
7-9月

平成28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月（見通し）

業種別
の動向

「世田谷区」（0.0ポイント、前期比+1.3）はマイナスから改善した。「東京23区」（▲5.5ポイント、同＋2.5）は3期連続で、

「全国」（▲14.3ポイント、同＋8.9）は2期連続で改善。来期は、「世田谷区」（5.4ポイント、当期比＋5.4）、「東京23区」、

「全国」で引き続き改善する見通し。

今期の業種別DIは「小売業」▲10.3（前期比＋8.5）、「不動産業」2.6（同＋7.4）など4業種で悪化幅が縮小、好転した。

特に「卸売業」5.6（同＋20.8）は大幅に改善した。来期は、「小売業」8.8（当期比＋19.1）、「サービス業」1.0（同+10.8）

など3業種で改善となる見通し。

東京都・
全国との
比較

順位

 1 従業員の確保難 104 29.3％ － 1

 2 新規参入者の進出や同業者の増加 89 25.1% ↑ 4

 3 人件費の増加 83 23.4％ ↓ 2

 4 仕入単価、下請単価の上昇 78 22.0％ ↑ 6

 5 購買ニーズの変化への対応 75 21.1％ ↓ 3

 6 需要の停滞 71 20.0％ ↓ 5

 7 人件費以外の経費の増加 57 16.1％ － 7

 8 大企業（大型店）進出による競争激化 47 13.2％ － 8

 9 販売単価、製品単価、請負単価の低下・上昇難 44 12.4％ － 9

 10 生産設備の不足・老朽化 30 8.5％ － 10

 11 事業資金の借入難 22 6.2％ ↑ 14

 12 取引条件の悪化 21 5.9％ － 12

 13 店舗・倉庫の狭隘・老朽化 19 5.4％ ↓ 11

 14 購買力の他地域への流出 18 5.1％ ↓ 12

 15 その他 13 3.7％ ↓ 14

 16 代金回収の悪化 11 3.1％ ↑ 17

 17 在庫の過剰 10 2.8％ ↓ 16

 18 生産設備の過剰 4 1.1％ ↑ 20

 18 金利負担の増加 4 1.1％ ↑ 19

 20 在庫の不足 2 0.6％ ↓ 17

項　　目 回答数 回答率 前回順位 順位 項　　目 回答数 回答率 前回順位

 業況 売上額 資金繰り 仕入単価 在庫数量 従業員 営業時間 借入難度 採算

全　体 0.0 0.3 ▲3.4 ▲1.1 ▲1.7 18.9 ▲0.6 3.7 0.8 3.4 ▲3.9
製造業 13.6 20.5 ▲2.3 6.8 4.5 20.5 0.0 ▲4.5 2.3 6.8 4.5
建設業 12.1 12.1 7.6 7.6 9.1 16.7 ▲7.6 12.1 ▲1.5 13.6 13.6
不動産業 2.6 23.1 10.3 28.2 7.7 15.4 ▲7.7 ▲2.6 0.0 2.6 2.6 
卸売業 5.6 ▲5.6 11.1 0.0 ▲5.6 36.1 0.0 8.3 ▲5.6 ▲5.6 ▲11.1
小売業 ▲10.3 ▲13.2 ▲13.2 ▲11.8 ▲14.7 23.5 7.4 4.4 1.5 1.5 ▲22.1
サービス業 ▲9.8 ▲13.7 ▲14.7 ▲14.7 ▲4.9 11.8 1.0 2.0 3.9 0.0 ▲6.9

前年
同期比

前年
同期比

主要景況指数表［来期の見通し（当期比）］

 業況 売上額 資金繰り 仕入単価 在庫数量 従業員 営業時間 借入難度 採算

全　体  5.4  4.8 0.0 20.6 ▲5.6 6.8 0.3 2.8 1.4
製造業  ▲2.3  ▲4.5 2.3 25.0 ▲13.6 9.1 0.0 9.1 ▲9.1
建設業  12.1  18.2 6.1 19.7 ▲9.1 6.1 ▲1.5 13.6 19.7
不動産業  0.0  ▲7.7 ▲5.1 15.4 ▲10.3 5.1 ▲2.6 0.0 ▲7.7
卸売業  13.9  8.3 5.6 22.2 ▲5.6 0.0 ▲11.1 ▲2.8 8.3
小売業  8.8  13.2 5.9 27.9 ▲1.5 7.4 4.4 0.0 ▲2.9
サービス業  1.0  ▲2.0 ▲8.8 15.7 ▲1.0 8.8 3.9 ▲2.0 ▲2.0

※複数回答（3つまで選択）のため、回答率の合計は100％を超える。

※データ参照（データ：業況判断DI前期比）
東京23区=「東商けいきょう：業況判断DI」（東京商工会議所）
全　　 国=「中小企業景況調査　業況判断DI（前期比季節調整値）」
　　　　　（独立行政法人中小企業基盤整備機構）

業 況

売 上 額

資 金 繰り

仕 入単価

在庫数 量

従 業 員

営業時間

借入 難 度

採 算

 0.0 2.8 ▲1.3 0.0 5.4

 ▲1.9 6.6 ▲1.9 ▲3.4 4.8

 ▲3.5 ▲1.9 ▲2.4 ▲1.7 0.0

 18.8 21.3 19.5 18.9 20.6

 ▲1.9 ▲0.3 ▲2.4 ▲0.6 ▲5.6

 1.1 0.9 ▲1.3 3.7 6.8

 0.0 ▲1.6 1.6 0.8 0.3

 2.2 0.6 1.3 3.4 2.8

 ▲3.3 ▲3.1 ▲5.3 ▲3.9 1.4

全 体

製 造 業

建 設 業

不動産業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

 0.0 2.8 ▲1.3 0.0 5.4

 6.8 17.1 7.1 13.6 ▲2.3

 18.5 3.4 21.1 12.1 12.1

 ▲7.9 0.0 ▲4.9 2.6 0.0

 ▲15.6 33.3 ▲15.2 5.6 13.9

 ▲20.0 ▲4.3 ▲18.8 ▲10.3 8.8

 7.0 ▲8.0 ▲2.0 ▲9.8 1.0

世田谷 区

東京23区

全 国

 0.0 2.8 ▲1.3 0.0 5.4

 ▲13.6 ▲11.7 ▲8.0 ▲5.5 ▲1.9

 ▲22.4 ▲24.2 ▲23.2 ▲14.3 ▲12.7

DI値

DI値

業況
売上額
資金繰り
仕入単価
在庫数量
従業員
営業時間
借入難度
採算

全体
製造業
建設業
不動産業
卸売業
小売業
サービス業

世田谷区
東京 23 区
全国

平成28年
7-9月

平成28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月（見通し）

平成28年
7-9月

平成28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月（見通し）

平成28年
7-9月

平成28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月（見通し）

平成28年
7-9月

平成28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月（見通し）

平成28年
7-9月

平成28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月（見通し）
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問題解決型の洋服を
企画・開発
2015年7月に設立した株式会社オールユアーズ。アパレルの企画・開発・販売を手掛け

る企業ですが、そのスタンスはとてもユニーク。洋服をファッションではなく道具と位置

づけ、“問題解決型の洋服”を作っています。例えば、「水に濡れない撥水性のある

パーカー」や「色落ちしない黒いパンツ」など。今までになかった機能的なニーズの高い

洋服を企画・開発。現在6ラインナップでおよそ20のアイテムを揃えています。

販売は直営店やWebサイトの他、クラウドファン

ディングでも実施。今年の5月から24か月連続で

クラウドファンディングを継続するというプロ

ジェクトを展開しています。人気は高くファンも

急増中。「私たちは、自分たちの洋服のことを、生

活にちょうどいい機能という意味で『ライフス

ペック』と呼んでいます。ライフスペックの価値を

多くの方に知っていただき、ファンをさらに拡大し

ていきたいです」 自らをライフスペック伝道師と

名乗る代表の木村昌史さんは抱負を語ります。

S E T A G AYA

N E W
P O W E R !

安らぎと懐かしさが
心を潤す千歳烏山

W O R K I N G  i n

S E T A G AYA
住宅街で作られる
おいしい香り

安心な食を
毎日の暮らしに

ラクトン化学工業株式会社
桜新町2-27-19
TEL：03-3427-0101
http://lacton.com

株式会社オールユアーズ
太子堂4-4-5 三軒茶屋リリエンハイム1004 
TEL：03-6413-8455
https://www.allyours.jp

世田谷を熱くする
人・モノ・技術のご紹介

世田谷区の産業を
力強く支援

産  業
バックアップ

代表取締役社長 三橋悟さん

世田谷区食品衛生協会
新宿区西新宿7-10-7 加賀谷ビル2階
TEL：03-3363-3791
http://setagaya-s.toshoku.or.jp

会長 長谷川昭司さん

公益財団法人世田谷区産業振興公社
TEL:03-3411-6602　FAX:03-3412-2340

http://www.setagaya-icl.or.jp

東京商工会議所世田谷支部
TEL:03-3413-1461　FAX:03-3413-1465

http://www.tokyo-cci.or.jp/setagaya

世田谷区産業政策部
TEL:03-3411-6653　FAX:03-3411-6635

http://www.city.setagaya.lg.jp

かつての農家の生活を感じることができる
旧家には、離れ、蔵、樹齢およそ150年の
ケヤキの大木などの見どころがあります。
屋敷林を吹き抜ける風が心地よい場所です。

色とりどりのクリームソーダは遠方
から人を呼び込むほどの人気です。
店内には昭和の時代の懐かしい
品々。昔憧れた思い出とともに、
静かなひとときを過ごせます。

世田谷区食品衛生協会は、世田谷保健所管内に営業施設のある食品を取り扱う事業者

1,140名で構成されています。世田谷保健所と協力し、会員に対して食品衛生に関する

講習会や様々な情報提供など「食の安全・安心」の普及向上に努めています。また、一般

の消費者に対しても、街頭相談会や食品衛生講座を開催するなど、積極的な啓発イベント

を展開しています。ここ数年は消費者の衛生

面に関する意識も高く、イベントはいつも多く

の方が来場しています。

近年は、食品製造技術の進歩により、製品は

多様化し流通は広域化しています。そのため、

事故も非常に複雑化しています。世田谷区食品

衛生協会では、世田谷区民や世田谷区に集う

人々が安心して食を楽しんでいただけるように、

世田谷保健所との連携をさらに強め、常に最新

の食品衛生情報を入手し、会員に対してのスピー

ディーな情報共有を通して、安心で安全な食環境

の整備に取り組んでいます。皆様の豊かな

食生活は、世田谷区食品衛生協会のこのような

地道な活動にしっかりと支えられています。

木村昌史さん

代表取締役 
ライフスペック伝道師

撥水性の機能を高めた濡れないパーカー

「食とくらしの健康フェスタ」として、三茶パティオ
（三軒茶屋駅地下通路）において、街頭相談所を
開設した

桜新町駅の北西には準工業地域に指定されて

いるエリアがあります。準工業地域とは環境悪化

のおそれのない工業の発展を目的とした地域。

事業所と住宅が共存する魅力ある街を形成して

います。今回ご紹介するラクトン化学工業は

この準工業地域に工場を構える、食品香料の

開発・製造・販売を行う企業。大手の製菓・製パン

メーカーに香料を提供しています。

香料のことをもっとよく知ってほしい。そして、

住宅街にある事業所として理解を深めてもらい

たい。そんな思いから地域社会との交流も盛ん

に行っていて、一般の方が準工業地域の事業所

の見学ができる交流イベント「桜新町ものづく

りの魅力発見ツアー」などに協力しています。

「私たちは住宅街の中でものづくりを行う企業。地元桜新町の一員として、そして街を

支えるチカラとして、地域社会の皆様と共存していきたいと考えています」代表取締役

社長 三橋悟さんは語ります。この地域社会へのストレートで熱い思いが、食欲をそそる

おいしい香りを生み出す原点なのかもしれません。

桜新町ものづくりの魅力発見ツアーにて

様々な成分を調合し調香師が香りを作っていく

世田谷区で
新しく起業した会社と
その経営者をご紹介

食品衛生自治指導員の指導のもと食品衛生の向
上に取り組んでいるお店に配布されるステッカー

北烏山九丁目屋敷林市民緑地　　 北烏山9-1-38　　 
　 公開：9:00～17:00（11月～3月は9:00～16:00） 
 　休園日：年末年始（12/29～1/3）

北烏山の寺町通りを
中心に26もの寺院が
立ち並ぶ烏山寺町。
豊かな緑と寺院の塀
が連なり、その落ち着
いた風情から「世田谷
の小京都」とも呼ばれ
ています。

2

1

3

4

喫茶宝石箱 
 南烏山4-18-18 小山マンション102
 03-5969-8577 　 営業時間：12:00～18:30  定休日：水曜

菓心たちばな千歳烏山本店  　 
 南烏山5-14-5　　03-3309-2341
 営業時間：9:30～20:00  年中無休

さまざまなまち歩
きを楽しむモデル
コースなど区内の
身近な魅力満載
のアプリ「世田谷
ぷらっと」をぜひ
ダウンロード（無
料）してください！

3

2

1

4

その日の気温や湿度によって生地の“混ぜ”と
“焼き”を、手作業で調整する職人技で作られて
いる「フレッシュパンセ」。この
工程こそが、外はサクッと中は
しっとりの食感を守っています。


