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健康安らぎシリーズ  
消費者が現行の健康グッズに
求めるものは身体的な安らぎ
であることであると思います。
フューセロンの健康グッズでは
さらに心理的な安らぎを提供
できると考えています。素材が
天然素材であるため直接肌に
触れる健康グッズに対する安
心感で身体的な疲労以上の
安らぎまで影響できると考えま
した。 

背景 

私たちが普段使用する健康
グッズは、プラスティックで出来
ているものが多いですが、プラ
スティックだと自然な肌触りや
肌に直接触れる安心感が損な
われますよね？「健康安らぎシ
リーズ 」はいかかですか？
100％自然の素材で出来ている
ため、肌に触れたときに自然な
肌触りが感じられ、日々のストレ
ス解消につながります。ストレス
のない健康的な生活を満喫し
ませんか？ 
お買い求めは、ハンズまで。 

・肌に直接触れるので、天然素
材であることは嬉しい 
・プラスチックのものよりはおしゃ  
れに感じる 
・現段階では必要と感じない 
・高齢者にはよいのかも 
・コンセプトの表現に工夫が欲
しい 
・足踏みなら安いものでよい 
・健康にはよさそう 
 
 
（調査対象：１９歳～２２歳男性５
人、２０歳～２１歳女性５人） 

背景としてphyseronの独特な
テクスチャー、色を生かした
アイデアである。価格としては
安価であるが、落ち着いた色
合いでシックな印象を与える
ことが出来ると期待している。 
企業のオフィスなどに活用が
可能ではないかと提案する。 

普段使っている文房具を大切
にしていますか。文房具なん
て安いしどこにでも売っている、
なんて思っていませんか。 
 
そんなあなたに「かぐや姫ス
テーショナリーシリーズ」がお
すすめです。プラスチックと同
じコストなのに、木の肌触りの
ようなテクスチャーで温かみが
あります。毎日使う物だからこ
そ１００％天然素材にこだわり、
シックなデザインに仕上げまし
た。使っていくうちに愛着がわ
くこと間違いなし！ 
お求めは無印良品へ！ 
 

・大人っぽくてよい、使い勝手
がよさそう 
・おしゃれ、ありそうでなかった
もので面白い 
・見た目が好み、趣がある 
・手触りがよさそう、愛着が湧き
そう 
・シンプルなデザインに惹か
れる 
・筆箱だけ木のような素材だと
異質に感じる 
（調査対象：１９歳～２２歳男性
５人、２０歳～２１歳女性５人） 
 

この食器シリーズの背景とし
て考えたのが、安全性です。
口に直接触れる食器が天
然自然であるという安心感
と確かな耐久性の保障があ
ります。 
 使用される場面は、小さな
お子さんが居られる家庭や
学校でご利用されるとよい
のではないかと期待してい
ます。 

陶器の食器はすぐ割れてしま
い、プラスチックだと安っぽく見
えてしまいます。 
かぐや姫食器シリーズはいか
がですか。100％天然素材を
使用し、落としても割れにくい
安全性のある商品を実現しま
した。また、テクスチャー、色を
生かし高級感を出しました。環
境に配慮したデイリー使いの
食器として、また来客用の食
器として…様々な場面で使用
いただけます。 
お求めは無印良品へ。 

・以前から木の素材のものがほし
かったから 
 割れないのが魅力的 
・汚れがきちんと落ちて、匂い移
りがしないか不安 
・木の素材を使っていて、よいも
のと感じているから 
・おしゃれで高級感もあるのは素
敵 
・来客用にしたい、口触りがよさ
そう 
・陶器のほうがすき 
・コンセプトはわかりやすく、魅力
的だった 
（調査対象：１９歳～２２歳男性５
人、２０歳～２１歳女性５人） 
 

背景として木製ランプの代用
として提案しました。木製イン
テリとなると高価なものが多く
なります。フューセロンでは比
較的安価で温もりのある明るさ
が可能です。 
休日の夜ゆったりとした時間を
家族と一緒に過ごしていただ
きたいと考えています。 

木でもない、プラスチック
でもない 
 
 新しい感覚をあなたの部
屋に 
 
 天然素材で優しい光と温
もりが溢れます 

・お洒落 
・良い光を放ってくれそう 
・窓際にインテリアがあるのは
珍しいと思った 
・もう少し具体的なコンセプト
だと伝わりやすいのかも 
・デザインが好みでない 
・そこまで必要ではない 
 
（調査対象：１９歳～２２歳男性
５人、２０歳～２１歳女性５人） 

フューセロン特徴として100％
天然の原材料を使用していま
す。それは、木が原料である
良さと、その原材料を加工す
ることで天然のものでは生み
出されなかった形を成型する
ことが可能です。この二つの
強みを引き出そうと考え提案
したものがこの湯おけです。天
然の素材であることの安心感
と滑らかな造形が比較的安価
な値段で手にいれられる魅力
があります。 

天然素材のお風呂に憧れたこ
とはありませんか？ 
 
 例えば、ヒノキのお風呂。肌
触りや心地よい匂い、自然と目
を閉じ時間がゆっくり過ぎている
ように感じてしまう。そんな時間
をあなたの生活の１コマに感じ
て欲しい。 
 この「風呂桶」は、原材料が１０
０％自然のもので製造されてい
ます。落ち着いた配色でプラス
チックとはまた違った肌触りや
雰囲気で、お風呂の時間が少
し特別なものに。 
                                    
お買い求めは、お近くのハンズ
まで。 
 

・清潔感があるから 
・身体にも良さそうだから 
・コンセプトが魅力的 
・天然素材を使っていて温もりを
感じられる 
・価格によっては欲しいと思う 
・若干特別感がある 
・プラスチックの製品で満足して
いる 
・１人暮らしでは風呂桶はあまり必
要と感じない 
 
（調査対象：１９歳～２２歳男性５人、
２０歳～２１歳女性５人） 

背景に土に戻る性質を生か
すという考えがあります。 
キャンプ等で使用した後に持
ち帰るのではなく使い捨てとし
て活用することで、土に戻る
性質を生かすことが出来ると
考えました。 

キャンプや、バーベキューなどア
ウトドアイベントは、わくわくすること
がたくさんあります。ですが、楽し
いイベントの後には面倒な片付け
が待っています。そんなときにかぐ
や姫アウトドアシリーズをお使いく
ださい。使い心地はプラスチックと
変わりません。この食器セットは生
ごみと一緒に捨てることが可能で
す。野外で食器洗いをする必要
はありません。紙コップや紙皿など
では風で飛ばされてしまったり、強
度が無いなど煩わしいことが多い
ですよね？ 
 
アウトドア（キャンプ）の際はぜかぐ
や姫シリーズをお試しください、あ
なたのレジャーを素敵にします。  

お求めはホームセンターまで    

・価格によっては買いたい 
・風に飛ばされないというの
はいと思う 
・土に還る点は、環境を配慮
しておりよい。ただ、時間がそ
れなりにかかるので捨てにく
いとも思う 
・捨てやすくてよい 
・洗う手間が省けてよい 
・捨てるのがもったいないと
感じるくらい欲しい 
 
（調査対象：１９歳～２２歳男
性５人、２０歳～２１歳女性５
人） 

背景 
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KeiKei×鳥取環境大学 

フューセロンは、肌触り、色合い、安全性、使い捨て
ができること、土に戻ることが大きな特徴です。それ
らの特徴を活かし、健康グッズ、ステーショナリー, 
食器、照明/サンキャッチャー、アウトドア用品、バス
用品などの商品を考えました。ここに示されるのはそ
の商品コンセプトです 


