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理念Corporate Philosophy 

濡れたハンカチを使
うことによる不快感
を取り除くために、
「使い捨てタオル」
という新しいツール
を提案する
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(タップするとそのページに⾶飛びます)

クラスの様⼦子を 
お⾒見見せします

p.9-今後について これからの予定を 
まとめました。



Tempoの種類類

シトラスブロッサム
Citrus blossom 

アップルウッド
Apple wood 

上記の２種類類を２⽇日間で360個 
無⾹香料料のニュートラルは220個販売します

商品決定

&
テルジオセット 単体販売
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Tempoの強み

ハンカチの良さ ティッシュの良さ

２つの改善点

吸⽔水性

かわいさ

捨てられる

⿐鼻がかめる

ジメジメする

破れやすい

○

Tempoを持っておけば 
ティッシュとハンカチを 

どっちも持つ必要はありません！



決め⼿手は⾒見見た⽬目の可愛さだけではありません！

⼿手のひらサイズ

かなり⼿手の⼩小さい社員でも 
すっぽり収まってしまう 

持ち運びやすいサイズ感。

取り出しやすさ

縦型になっており、⼀一枚 
ずつ出すことができるため 
⼀一枚⼀一枚取り出しやすい。

蓋シールつき

取り出し⼝口にはシールが 
付いているためカバンの中で 

中身が出てしまうことはない。
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社員全員で実際に体験

社員がTempoを使⽤用した感想

テンションが上がる！ 
いい匂いがする！

販売する⾹香りも社員で実際に 
嗅いでみて決定しました
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テルジオセット

店舗名である“Scourgify”と 
品川⼥女女⼦子学院のモチーフである 
ばらを⼱巾着袋にプリントします。 
こちらは実際のデザインです。 
社員が考えてくれました。 
上品かつ清潔感のあるデザインで 
社員もとても気に⼊入っています。

ワークショップ

⾃自分の名前を書い
たりラインストー
ンでデコレーショ
ンしたり、世界に
⼀一つのオリジナル
⼱巾着袋を作ってい
ただけます！

イメージです
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社名

“きれいのまほう”
「綺麗になるための魔法」のように利利⽤用してほしい  
という思いが込められています

Company names

社名

店舗名

“Scourgify”

企画名

“テルジオセット”
“対象物を清める”という呪⽂文からとりました

社名が「きれいのまほう」ということから 
“清めよ”という呪⽂文からとりました
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活動報告Activity Report 

5⽉月17⽇日 テルジオセットの⼱巾着袋の素材決定

触り⼼心地がよく、清潔感もあり、WORK SHOPで 
デコレーションをするのにも最適なコットンに決定

6⽉月1⽇日 販売形態決定

Tempoだけでなく「体験を売る」ことを重要視し 
ゴミ袋とセットで販売することに決定

6⽉月4⽇日Tempoの⾹香り決定

1週間の社員体験期間を経て、⼈人気の⾹香りに決定

6⽉月6⽇日 社名、店舗名、企画名決定

P8に詳しく載せていますが愛着の湧く名前に決定

6⽉月7⽇日 ワークショップの内容決定

スパンコールを貼り付けてデコレーション
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アンケートの実施

「品⼥女女⽣生の64%が⼿手を拭いていない」 
とプレゼンでお伝えしました。 

ではどこで拭いているのかご存知ですか？
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

7%
15%

28%
51%

⾐衣服

髪の⽑毛

ハンドドライヤー

その他

“⾐衣服、髪の⽑毛”なんて信じられないですよね？

⾐衣服や髪の⽑毛にはもちろん菌が増殖しているので、 
せっかく洗った⼿手を⾐衣服や髪の⽑毛で拭いたら何の意
味も無いことはお分かりだと思います。それなら
Tempoじゃなくてハンドドライヤーで拭けばいい
じゃ無いかと思う⽅方もいらっしゃるかもしれません。

しかし！ハンドドライヤーにも菌が多くいます。 
ハンドドライヤーは⾵風で⽔水分を⾶飛ばすので、 

それと⼀一緒に菌も⾶飛沫しているというのです。
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅
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“ハンカチを持っていますか”

品⼥女女⽣生全員に

と聞いたところ

1年年 2年年 3年年 4年年 5年年

49% 48% 60% 73% 67%

この表からわかること 
・中学⽣生は⼩小学校からの習慣でハンカチを持ってきている 
・3年年あたりからだんだん習慣が無くなっている

「持ってない」と答えた⼈人

つまり

私たちが⼩小学⽣生の頃には「ハンカチチェック」などで 
「ハンカチを持ってくること」が当たり前でしたが 
中⾼高⽣生になった今、「ハンカチを持ってくること」 
は習慣ではなくなってきてしまいました。さらに、 
品⼥女女の⽂文化祭にくる受験⽣生も中⾼高⽣生になったとき、 

「ハンカチを持ってくること」を習慣として当たり前 
にこなせなくなってしまうことが考えられます。
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\また、本校の男性教諭にも聞いて⾒見見ました/

ハンカチに改善してほしいところはありますか？

・洗濯しなくてもいいヤツ 
・デスクに置いておきたい 
・速乾性が欲しい 
・濡れたままにならないヤツ 
・アイロンがけいらないヤツ

それらが改善された新たなツールが 
あれば買いたいと思いますか？

買いですね。

Tempoなら解決できます！ 
是⾮非買いにいらして下さい。



プレゼンPresentation 

プレゼンの結果は７位でした

当⽇日まで、何度も社員の前でプレゼンし 
客観的な⽬目線での意⾒見見を多く取り⼊入れ、 
ギリギリまで改良して作り上げました。

理念性 45
貢献性 39
チャレンジ 45
事業性 49

実行性 53
合計 231

私たちに⾜足りなかったもの

いただいた質問
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貢献性
とそれに対するアピール

tempoで⼿手を拭く以外の利利⽤用シーンはありますか？

⿐鼻をかめる、汗を拭ける、掃除⽤用具に使える、⽌止⾎血、防災
グッズに⼊入れておくことで災害時に使⽤用できる、紙ナプキ
ン代わり、紙ナプキンなど様々な状況に合わせて使⽤用でき
ます。
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社会貢献私たちの考える

“品⼥女女⽣生は⼿手を拭かない”
この問題を軽視しすぎていませんか。 

「⾃自分が持っているから良い」 
「他に⼿手段があるじゃ無いか」 

そう考える⽅方が多いと思います。

都⼼心に通う品⼥女女⽣生が⼿手を拭いていないのだから 
同世代の⼥女女⼦子中⾼高⽣生も同じだと思われます。 
実際に公共の⼥女女⼦子トイレでは、⼿手を洗った後 
身なりを直すふりをして髪の⽑毛で拭いたり 

テキトーに⾶飛ばしたり、スカートで拭いたり 
乾くまで振ったり、なんてよく⾒見見る光景です。 

そんな菌が増殖した⼿手で⼿手を繋いだり、 
﹅ ﹅ ﹅ ﹅

料料理理をしたり握⼿手をしたりしているのです。

問題意識の低さが1番の問題
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社会貢献私たちの考える

Tempoだからこそ

不不快感 菌の増殖

これらの社会問題を解決できる

Tempoでしか成し得ない 
ことであると⾔言えます

だからこそ
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

既に⼿手を拭く習慣が無くなってしまった 
⼈人たちとこれから習慣がなくなってしまう
であろう受験⽣生にテルジオセットを通して
“⼿手を拭く”という習慣を売りたいのです。

逆に⾔言えば
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今後についてAbout the future 

その１ 
何度も使⽤用したハンカチで⼿手を拭いた時の菌の多さを 
可視化するために、「⼿手洗いチェッカー」を使⽤用して 
実際に体験して⾒見見る予定です。

その２ 
展示内容を含め、細かな企画内容を決めます。

その３ 
Tempoにどんな効果があるのか調べます。



きれいのまほう

Scourgify 

TO BE CONTINUED...

濡れたハンカチを使うことによる不快感を取り除くために
「使い捨てタオル」という新しいツールを提案します
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