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株式会社イシイ01
備後の100年企業として信頼と実績をもとにお客さまに
120％ご満足いただけるように日々活動しております。

721－0952　福山市曙町1－16－8
TEL.084－957－1811　FAX.084－957－1814
https://www.ishii-osnet.co.jp

新型コロナウイルス抗原検査キット CO2二酸化炭素パネルモニター

販売価格  1,320円（税込） 販売価格  45,800円（税込）
大切な家族や自分を守るために

今日は熱があるなとか、喉がおかしいと感じたらすぐに検査
を。唾液を容器に取り、スポイトでプレートに３滴落とし８
分待つだけ。痛みもありません。

CO2二酸化炭素、温度、湿度を測定して
７パネルに表示

会社のオフィス・会議室や学校、病院等の屋内空気環境を見守る
ことができます。濃度が高くなると音とＬＥＤで知らせてくれます。

株式会社オービス スポパル緑町クラブ02
スポパル緑町クラブは、げんき・きれい・ともだちを基本
理念とした、みんながあつまるフィットネスクラブです。

720－0804　福山市緑町1番30号みどり町モール2階
TEL.084－959－3388　FAX.084－959－3788
http://www.orvis.co.jp/spopal/

月会員会員 パーソナルレッスン

販売価格  6,050円（税込）／月額～ 販売価格  1,100円（税込）／10分～
マシンやスタジオレッスンが

使い放題
ご利用時間に合わせて異なる月会費会員（個人・法人）をご用
意しております。

腰痛改善やダイエット、
筋力アップなど

個々の悩みに専属スタッフがマンツーマンでご指導いたし
ます。
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株式会社ココマツハマ03
健康で明るく楽しい人生を送る「健活」をモットーに、
洋服など、繊維に関する事業を営んでおります。

720－0808　福山市昭和町5－15
TEL.084－925－2867　FAX.084－925－2891
http://www.kokomatsuhama.co.jp

どんどんウォークソックス レッグサポーター

販売価格  1,650円（税込） 販売価格  3,850円（税込）
つま先アップで歩きやすくてどんどん歩けて、
ウォーキング・ダイエット効果がある機能性靴下

歩行時の体のバランスを改善、背筋スッキリで姿勢改善3㎝アッ
プ、ハツラツと速度・爽やかに歩幅アップでコロナ過での運動不
足解消にも繋がり、つまずき・転倒予防への負担を軽減します。

医療用弾性サポーター
①冷えない　②むくまない　③締め付けない　④血行、リン
パの流れ促進　⑤血栓予防　⑥県災害予防認定品

株式会社サンエス05
社会環境・暮らしの変化を早くとらえ「環境」「健康」「安全」
「介護」をキーワードに人や自然に配慮されて安心して使
用出来る製品を提供しています。

720－2124　福山市神辺町川南468－1
TEL.084－963－1566　FAX.084－963－2444
https://www.sun-s.jp

プチバンスポーツ（48粒） 圧指プチバン（60粒）

販売価格  3,520円（税込） 販売価格  2,200円（税込）
“圧迫力”で溜まった筋肉疲労へダイレクトに届きます
全身のコリを緩解し、少しでも疲れのないからだへ近づけ
る。パフォーマンスを上げるために、さまざまなスポーツで
ご愛用いただいています。

鍼でもない！磁気でもない！
くさび型したステンレス粒で医療用テープを使い皮膚に貼るだ
けで５㎏/㎠の圧迫を得られコリを和らげる。即効力抜群な商品
です。ボディ用、スポーツ用、フェイス用の3種類を揃えています。

Ｇｉｎｇｅｒ　Ｄｉａｍｏｎｄ06
体に優しい材料を使った生姜の加工品を製造販売してい
ます。ジンジャーシロップは、温活などに重宝され、冷え
のお悩みのある方から支持されています。

720－0076　福山市本庄町中2－3－10
TEL.084－922－2663　FAX.084－922－2663
https://ginger-diamond.com

焙煎生姜茶（20包） いつでも生姜

販売価格  1,620円（税込） 販売価格  411円（税込）
尾道のしおかぜ生姜100%の焙煎した生姜のお茶

無糖の生姜のドリンクが欲しいというお客さまの声から生
まれた商品です。ティーパックとなっており、1包でマグ
カップ1杯分くらいですが、多くの方は、300～500mlの水
筒に1包入れて持ち歩かれています。

てんさい糖で煮込んだ生姜を半乾燥した
生姜のおやつ

最近はヨガ教室などで1～2枚食べて運動すると、発汗が早
いとまとめ買いされる方がおられます。

五洋医療器株式会社04
医療分野だけでなく、健康や予防医療にも力を入れてお
り、人々の健康をトータルサポートできる商社です。

721－0961　福山市明神町二丁目2－30
TEL.084－926－5050　FAX.084－926－5032
https://www.goyoh-medical.jp/

ロフェ・アーチサポート b-teanal シリーズ

販売価格  107,800円（税込） 販売価格  種類多数
健康で一生自分の足で歩き続けるために
まずは足の裏から整えましょう

今までのインソールとは考え方の違う全く新しい商品です。
これによりあなたの膝・腰・肩の痛みが改善するかもしれません。

発酵させた健康食品です
数多くの発酵ドリンク等の健康食品がありますが、ここまで
こだわって作っている商品は他にはありません。完全無農薬・
有機栽培の野菜・果物・黒糖のみを使用した究極の食品です。
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つぐみ漢方堂薬局09
漢方専門薬剤師であり、福山で唯一の漢方茶ブレンダーが、
患者様に合った漢方茶や健康食品をご提案いたします。

721－0974　福山市東深津町四丁目15－36
TEL.084－975－7878　FAX.084－975－7878
https://tsugumikampodo.com

万寿酵素プレミアム 温灸器

販売価格  6,264円（税込） 販売価格  10,230円（税込）
腸内環境を改善する“腸活”に役立ちます！

腸内環境の乱れは免疫力の低下だけでなく自律神経の乱れ、
肩こり、肌荒れ、肥満など健康や美容に悪影響を及ぼします。
“腸活”でコロナにも負けない身体を作りましょう。

心と身体の改善に“温活”が役立ちます！
ストレス社会における、心と身体の疲労「不眠、不安」や「突発
性難聴」その他“妊活”にも効果を発揮します。
免疫力もアップし、コロナ対策にもお役立ていただけます。

ＳＯＵＷＡ07
当事業所の光触媒施工は、抗菌性能と有効期限がズバ抜け
て優れているため、感染対策として各地で広まっています。

720－0022　福山市奈良津町二丁目3－13
TEL.084－999－1501　FAX.084－999－1502
https://www.souwa-solarpro.com

光触媒の室内施工 車内への光触媒施工

販売価格  1,000円（税込）／1㎡～ 販売価格  16,000円（税込）／台～
8年間の有効期限を有する
抗菌施工（エビデンス取得済）

抗菌性能もプロ仕様で優れており、人体への安全性もエビデ
ンスにより証明されていますので、安心してご用命ください。

車内等への光触媒施工
密になりがちな車内に施工することにより、毎日毎朝車内を
クリーンにセットが可能です。ベビー INカー、チャイルドIN
カーには、最適な施工なのでお薦めです。

株式会社西日本政治経済研究機構10
大和建設㈱会長で、㈱西日本政治経済研究機構代表取締役の
三谷 積氏（93歳）が、これまで元気に過ごすことのできた健康
への道筋や元気の秘けつを紹介した自身の著書「知識と健康の
100ケ条」を出版しました。

720－0034　福山市若松町8－4 大和建設㈱内
TEL.084－922-3090
FAX.084－925－3931

知識と健康の100ケ条

販売価格  990円（税込）
日常の生活や職場、地域活動の中で、

身体が健全でなくては目的は達せられない
日常知識として読み、実践していただきたい。

公益財団法人中国労働衛生協会08
健康診断や産業保健事業などを通じて、職域や地域の
方々の健康の保持増進に貢献しております。

721－0942　福山市引野町五丁目14－2
TEL.084－941－8210　FAX.084－941－8219
https://churou-wp.sub.jp/

「健康経営」支援サービス 人間ドック・プレミアムコース

販売価格  無料～10万円程度（税込） 販売価格  40,700円（税込）
「健康経営」に取り組んでみませんか？

“いきいき働ける環境づくり”により組織の生産力、ブランド
力、活力が向上！「健康経営」のプロフェッショナルである中
国労働衛生協会が「健康経営」の推進をサポートします。

健診当日に医師による結果説明を行い、
保健師等による懇切な保健指導を実施

受診者の健康づくりを支援します。ご加入の健康保険の補助
を利用し、自己負担費用の軽減も可能。

「健康経営」
のご支援をいたします
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有限会社光戸工作所13
このたび健康増進を目的とした新規部門の立ち上げをし
ていく予定です。福山市の働く方の健康増進のサポート
をしていきたいです。

720－0821　福山市川口町四丁目2－9
TEL.080－1933－6564
http://cocorolargo.com

ストレスチェック代行 社員研修・セミナー

販売価格  　1,100円（税込）／従業員1名様
22,000円～（税込）／集団分析 販売価格  33,000円（税込）／1.5時間～

従業員1名様からでも実施可能です
ストレスチェック実施者（資格）が、ストレスチェックの代行
を承ります。

研修内容や研修時間などは、
お気軽にご相談ください

「ストレス対処法」、「パワハラ防止」など、新入職員から管理
者向けの研修を幅広くご用意しています。

パディントン（紅茶専門店＆菓子工房）11
紅茶とハーブとお菓子の開発・製造・卸業・販売・企画。
ティーシェルジュ®資格講座5月開講2期生募集。

720－0825　福山市沖野上町五丁目6－12
TEL.084－926－5017　FAX.084－926－5017
https://tea-paddington.jp/

福山紅茶５種
（薔薇・檸檬・蜜柑・ベルガモット・マルベリーミント）

ティーシェルジュ®  要請講座
（全９回）

販売価格  
入会金 　3,000円（税込）
一括払 90,000円（税込）

分割払いあり

販売価格  
桐箱入各種１箱 　2,850円（税込）
薔薇１箱 　　　4,400円（税込）

福山の土地、
農薬・化学肥料不使用で育つ

薔薇・檸檬・蜜柑・ベルガモット・マルベリーミントの５種類
を世羅町産和紅茶とブレンドした新商品です。

心と身体に癒しの一杯の紅茶
紅茶のスペシャリストに！紅茶を副業に！

資格を生かしてプロとして活躍！暮らしに紅茶を取り入れ
ることでリラックスでき心が豊かになる秘密とコツと技術
を伝授。月一回講座で資格取得。

森田薬品工業株式会社14
健康食品・OTC医薬品を取り揃え、消費者ニーズに応えた
商品で皆様の健康をサポートする企業です。

721－0923　福山市大門町野々浜1059
TEL.084－943－9900　FAX.084－943－9901
https://www.moritayakuhin.co.jp/

ビタモ液 匠乃手心ハンドクリーム

販売価格  3,780円（税込） 販売価格  1,320円（税込）
レバーエキスと酵母エキスで動物性と植物性の
たんぱく質をW配合した栄養機能食品

当社の製薬工場で一貫製造のため医薬品と同等レベルの高
品質な商品を提供いたします。

職人さんの為に開発されたハンドクリーム
べたつきがなく、無香料で耐摩擦成分や高保湿成分をダブル
配合。男女問わずコロナ禍で手荒れの気になる方にもうけて
います。

マルコ珈琲商会12
創業約70年になる自家焙煎珈琲の専門店です。創業時か
ら変わらぬ製法で全国の珈琲ファンへお届けしています。

720－0814　福山市光南町一丁目5－31
TEL.084－923－3354　FAX.084－923－3362

トワメイトコーヒー
（生豆）

トワメイトコーヒー
（ライトロースト）

販売価格  10,800円（税込）／2㎏ 販売価格  1,620円（税込）／150g
コーヒー豆を白カビで発酵させ、風味がまろやかに
コーヒー豆の脂質と糖質が発酵前に比べて半分！健康志向
の方やこれまでコーヒーが苦手だと思われていた方にオス
スメの商品です。

浅煎りにして飲みやすく仕上げました
いろいろな産地やコーヒー豆を試してみた結果、ブラジル産
のコーヒー豆を使うと一番風味がよく、ブラジルコーヒーの
良さを引き立てる事がわかりました。
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令和4年3月18日（金）に予定しておりました「健康増進ビジネスフェア」につきまして
は、新型コロナウィルスの影響が拡大している状況を受けて、ご来場される会員事業所
のお客さま、出展関係者の皆さまの安全に配慮し、中止とさせていただきました。
出展事業所16社からの商品並びにサービス内容につきましては、代替企画として、会報誌
「商工ふくやま」4月号へ商品パンフレットの挟み込み、並びに当所ホームページに
YouTubeで動画配信いたしますので、ご覧いただければ幸いです。

リンパケアサロン＆スクール花の香15
お客さまの心と身体の健康と美しさをサポートするため
に、リンパケアサロン並びにリンパケア資格認定講座も
開設しています。

721－0974　福山市東深津町七丁目1－14
TEL.090－5691－9932　FAX.084－923－6288
http://hananoka.littlestar.jp/

①リンパケアアドバイザー資格認定講座
②リンパケアマネージャー資格認定講座 ハンドマッサージ講座

販売価格  ①68,000円（税込）
 ②66,000円（税込） 販売価格  12,000円（税込）

コロナ禍の中、私たちの心も身体も疲弊しています。また、
病気に感染しない健康な身体も求めています。そのような
中で、周りの大切な人の心と身体を癒し、免疫力の高い健康
な身体が期待できるリンパケア（アドバイザー編・マネー
ジャー編）講座をおすすめします。

手は全身と深く関連しております
マッサージすることにより脳がリラックスし、心身のリラッ
クス、血行促進、脳の活性化、免疫力の強化、美容効果も期待
できます。大切な人のケアにお勧めです。

株式会社渡辺16
「冷え取り健康美容」を、人から人へお伝えする普及活動
を行っています。

720－0076　福山市本庄町中三丁目15－25
TEL.084－924－6288　FAX.084－924－6256

SIXPAD Foot Fit Plus2 DENBA HEALTH

販売価格  63,800円（税込） 販売価格  540,000円（税込）
健やかな暮らしづくり

「足腰」を鍛えるとさらなる健康につながる
足裏からふくらはぎ太ももまで歩行を支える筋肉へ効率的
にアプローチ。新機能搭載。

若々しさ、そのままで！世界発空間水分子活性化
技術、360度空間全体で効果

空間電位発生システム搭載健康電位マットは、体の水分子に
波長を与えて共振させて、若々しさや健康をサポートする商
品です。


