取材のご案内
大阪科学・大学記者クラブ 御中
（同時提供先：大阪商工記者会）
2017 年 8 月 1 日
大阪市立大学
西川リビング株式会社

子どもの“集中力”は眠りから！
子どもの睡眠の重要性について疲労科学の観点から講演
大阪市立大学大学院医学研究科 疲労医学講座の水野 敬（みずの けい）特任准教授は、平成 29 年 8 月 10
日（木）、六本木アカデミーヒルズ 49（六本木ヒルズ森タワー49 階）において行われる西川リビング株式会社（本社：
大阪市中央区、代表取締役社長：西分平和）の“成長期の子どもたちを眠りでサポートする『眠育®プロジェクト』”記
者様向け発表会において、“子どもの集中力は眠りから！”をテーマに、子どもの睡眠の重要性について疲労科学
の観点から講演します。
ご多用の折とは存じますが、是非ご取材を賜りたくご案内申し上げます。詳細は、別添の西川リビング株式会
社配信プレスリリースをご参照ください。

水野 敬（みずの けい）
■大阪市立大学
大学院医学研究科 疲労医学講座 特任准教授
健康科学イノベーションセンター 兼任研究員

■国立研究開発法人

理化学研究所

健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム
健康計測解析チーム／新規計測開発チーム チームリーダー

大阪市立大学大学院医学研究科 疲労医学講座
研究テーマ

■疲労のバイオマーカーと疲労の客観的評価法の開発
■痛み、疲労など不快感を自覚するメカニズムの解明
■生活習慣病の予後に関連するバイオマーカーの解明

■抗疲労成分および食薬の効果・効能の検証

＜ご取材等に関する報道関係者様からのお問合わせ先＞
公立大学法人大阪市立大学 広報室
担当／三苫優人
TEL 06-6605-3411 FAX 06-6605-3572 Email：t-koho@ado.osaka-cu.ac.jp

報道関係の皆様へ
子どもにも
「睡眠負債」!?

記者様向け発表会 ご取材のご案内

2017 年 8 月吉日

「キッズ用寝具 新発売」＆
子どもの“集中力”は眠りから！「眠育®」取組み発表
講 師：子どもの脳科学者 大阪市立大学 水野 敬 先生
ゲスト：蛯原 英里 さん（日本チャイルドボディケア協会 代表）
【日

時】

2017 年 8 月 10 日（木）

15：00～ ＜受付開始 14：30～＞

【会

場】

六本木アカデミーヒルズ 49（六本木ヒルズ森タワー49 階）

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
創業 451 年目を迎える寝具・寝装品メーカーの西川リビング株式会社（本社：大阪市中
央区、代表取締役社長：西分平和）は、成長期の子どもたちを眠りでサポートする『眠育®
プロジェクト』を 2014 年に発足し、ベビー～キッズまで成長に合わせた寝具のご提案と共
に、正しい睡眠に関する情報を発信し、“子どもたちが眠ることが楽しみになる！”をテー
マに眠育®活動に取り組んできました。この度、この活動の一環として、キッズ用寝具「スー
グー」＜マット・掛けふとん・まくら・カバー・眠育 6 点セット＞を発売し、全国の寝具専門店、
子どもの脳科学者
家具店等での販売を開始致します。
大阪市立大学 水野 敬先生
つきましては、「スーグー」デビューに伴う、記者様向け発表会を、下記の通り開催させ
ていただきます。
現代の子ども達の脳の発達と疲労等について研究をされており、子どもの健康増進に
資する優れた商品開発のために弊社と共同研究を行っている大阪市立大学の水野敬先
生より、“子どもの集中力は眠りから！”をテーマに「眠育®」の重要性についてもご紹介い
ただきます。
また、ママ代表として日本チャイルドボディケア協会代表の蛯原英里さんにもゲスト出演
いただきます。

日本チャイルドボディケア協会 代表

蛯原 英里さん

ご多用の折とは存じますが、是非ご取材を賜りたくご案内申し上げます。
なお、誠にお手数ですが、ご出席いただける場合は、8 月 9 日（水）までに同送返信用紙に必要事項をご記入の上、
ご返信いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具
―記―
【日 時】

2017 年 8 月 10 日（木）

受付開始 14：30 ／ 開始 15：00 ／ 終了予定時刻 15：45 頃

【会 場】

六本木アカデミーヒルズ 49 カンファレンスルーム（六本木ヒルズ森タワー49 階）

【内 容】

ご挨拶、新製品説明、「眠育®」取組み紹介、子どもの眠りトークセッション、質疑応答、フォトセッション等

【出席者】

大阪市立大学大学院医学研究科 疲労医学講座 特任准教授

水野 敬先生

日本チャイルドボディケア協会 代表

蛯原 英里氏

西川リビング株式会社 代表取締役社長

西分 平和

西川リビング株式会社 睡眠環境科学研究所 次長

藤田 貢

以上

◆「水野 敬先生」プロフィール
大阪市立大学大学院医学研究科 疲労医学講座・特任准教授
理化学研究所 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム
健康計測解析チーム／新規計測開発チーム・チームリーダー
[研究活動] 文部科学省基盤研究（A）研究代表者
思春期・青年期コホートと抗疲労介入の融合研究による健康創出、2016-2020 年度など。
[受賞歴] 日本小児神経学会優秀論文賞、理研研究奨励賞、小児医学研究振興財団日本イーライリリーアワード、
大阪市立大学医学部長賞、日本小児神経学会学術集会優秀 English Session 賞など。
英文原著論文 44 報、英文総説 2 報、英文著書 2 報。

◆「蛯原 英里さん」プロフィール
日本チャイルドボディケア協会

代表

NICU(新生児集中治療室)にて 6 年間勤務。ベビーマッサージの資格を取得し 2012 年にベビーマッサージサロン
「ena AMICE(エナ・アミーチェ)」を設立。2015 年に日本チャイルドボディケア協会を設立。「ママと赤ちゃんが Happy
でいられるように」と、ベビーマッサージはもちろん、ママと赤ちゃんが一緒にできるママ向けのエクササイズなど、
様々な講座を開催。自身も 2014 年 8 月に長女を出産。

◆日時
2017 年 8 月 10 日（木）
受付開始：14：30
開始：15：00～15：45 頃

◆会場のご案内
＜会場＞
六本木アカデミーヒルズ 49
カンファレンスルーム
（六本木ヒルズ森タワー49 階）
東京都港区六本木 6-10-1
※49 階へは、エントランスフロア右奥の
エレベーターホールへお進みください。
＜交通のご案内（地下鉄）＞
■日比谷線／六本木駅・徒歩 3 分
■大江戸線／六本木駅・徒歩 6 分
■大江戸線／麻布十番駅・徒歩 9 分
■南北線／麻布十番駅・徒歩 12 分
■千代田線／乃木坂駅・徒歩 10 分

＜ご掲載・ご取材等に関する報道関係者様からのお問合わせ先＞
西川リビング株式会社 マーケティング戦略部
担当／吉田、川瀬
〒541-0053 大阪市中央区本町 1-3-15 TEL 06-6262-9122（9 時～18 時まで） FAX 06-6262-9151
（吉田）携帯電話：080-3697-5156 Email： ko_yoshida@nishikawa-living.co.jp
（川瀬）携帯電話：070-1403-9539 Email： m_kawase@nishikawa-living.co.jp
西川リビングホームページ：http://www.nishikawa-living.co.jp/

西川リビング株式会社
マーケティング戦略部
担当／吉田、川瀬 行

送信 FAX 番号：06-6262-9151

「キッズ用寝具 新発売」＆
子どもの“集中力”は眠りから！「眠育®」取組み発表
講 師：子どもの脳科学者 大阪市立大学 水野 敬先生
ゲスト：蛯原 英里さん（日本チャイルドボディケア協会 代表）

＜

記者様向け発表会 ご来場申込書 ＞

【日時】 2017 年 8 月 10 日（木） 受付開始 14：30／開始 15：00／終了予定時刻 15：45 頃
【会場】 六本木アカデミーヒルズ 49 カンファレンスルーム 1 （六本木ヒルズ森タワー49 階）
ご多忙の折、恐縮ですが、ご取材いただけます場合には、下記に必要事項をご記入のうえ、
8 月 9 日（水）中に FAX にてご返信いただきますようお願い申し上げます。

開催日時 2017 年 8 月 10 日（木）
15：00～15：45（受付開始 14：30～）

ご参加

記者・編集者

名様 ／ カメラマン

名様

全

名様

貴社名
媒体名・番組名
ご所属
ご芳名

TEL:
ご連絡先

FAX:
MAIL:

カメラの持込

ENG□

スチール□

備考

※ご記入いただきました個人情報については、本件に関して不測の事態が生じた場合のご連絡時などに限って使用する場

合がございます。また適切な個人情報の保全・管理を行い、ご本人の許可なく、また正当な理由なく第三者に個人情報を
開示することはありません。

