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2020年 10月 16日 

株式会社 OMECO 

OMECO アダルト業界をけん引してきた AV男優・沢木和也とコラボ 

「AV男優 沢木和也プロデュース メモリーフォーム マスク 3枚セット」 

10月 16日より発売開始 

利益は、本人の「がん治療費」や「がん研」への寄付へ 
 

本格派アダルト腕時計「OMECO」「OMEX」の製造・販売やアパレル製品の企画・販売を行う株式会社 OMECO（本

社：東京都台東区、代表取締役：風間友亮、以下 OMECO）は、AV 男優・沢木和也がプロデュースし OMECO がデザ

インしたコラボマスク「OMECO×AV 男優 沢木和也プロデュース メモリーフォーム マスク（3 枚セット）」を、2020年

10 月 16 日（金）より販売を開始します。この OMECO デザインによる「マスク」は、OMECO 公式通販サイト

( https://omeco.buyshop.jp/ )の限定品で、3 枚入りで税込 1,500 円、売り上げで得た利益は、沢木和也本人のが

ん治療費、また国立研究開発法人 国立がん研究センター（がん研）へ寄付します。 

 

 
「OMECO AV男優 沢木和也プロデュース メモリーフォーム マスク 3枚セット」、上が横綱、下がプレイングハンド 

 

■アダルトビデオ業界をけん引してきた沢木和也とは 

この「沢木和也マスク」は、OMECO 社のスペシャルアンバサダーでもある、元 AV 男優・チョコボール向井が「アダ

ルトビデオ全盛期に苦楽を共にした先輩である沢木和也（自身の終活の一環として note 執筆活動中／

https://note.com/k_sawaki）が、がんで苦しんでいる。彼に少しでも楽をさせてあげたい」という一言からスタートし

た企画です。沢木和也といえば、80年代、アダルトビデオ創世記から活躍している AV男優であり、ヤサ男風の顔や

日焼けしたたくましい身体が特徴で、当時アダルトビデオを見たことがある男性であれば「誰でも知っている」業界の

顔です。そんな業界の功労者・沢木和也が、今年の 4 月 11 日、がん発症の事実をツイッターで公表しました。がん

は、食道、下咽頭の 2か所で発覚、化学放射線治療のため入院し現在も治療を続けています。 
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OMECO は、沢木和也がこの業界で生きてきた逞しい姿や、性に対して正面から向き合ってきた「エロ」に関する考

え方に共感する点も数多く、沢木和也が現在置かれている、がんと闘う現状を沢山の人に知ってもらいたい、またこ

のコロナ禍において、がんで苦しんでいる方々に対しても少しでも勇気を与えることが出来たらという考えから、沢木

和也と共同で企画しメッセージ入りのマスクの制作に至りました。 

 

  
左）90年代の沢木和也、右）OMECO代表・風間友亮と現在の沢木和也 

 

■「OMECO AV男優 沢木和也プロデュース メモリーフォーム マスク 3枚セット」のデザインは 2種類 

「OMECO AV男優 沢木和也プロデュース メモリーフォーム マスク 3枚セット」は、伝説の AV男優、沢木和也プ

ロデュースし、現在癌で闘病生活を送る沢木和也と OMECO が夢のタッグを組んだアイテムです。「わたしががん専

門病院である、国立研究開発法人 国立がん研究センターに入院したとき、あちらこちらに張り紙があったんです。が

ん患者は抗がん剤治療の為に香水等のニオイで具合が悪くなると。抵抗力が無くなるとちょっとした菌でもやられて

しまうらしい。いまはコロナ禍、がんとの闘いで他の病気なるのはご免ですよね。がんなんかに負けない、そう思った

んです」（沢木和也）という思いから、デザインは日本最強の横綱にがんを押し出して、投げて欲しいというメッセージ

を込めた作品に仕上げています。もう一つは「プレイングハンド、つまり合掌・祈る手のデザインは、ドイツの画家、ア

ルブレヒトデューラーが描いた「祈る手」が元となっています。神へ祈りを捧げるなど宗教的な意味もありますが、愛、

家族愛、平和、思い出、幸運、などの意味も持ち合わせています。新型コロナウイルス収束や世界平和のメッセージ

を込めてこのマスクをデザインしました。また合掌の間（あいだ）に OMECO が存在しており、曖昧な理由から隠され

たエロスを訴える意味も込められています」（OMECO 社代表・風間友亮）と、沢木和也のがん克服への祈り、OMECO

がブランドとして大切にしている、性が平和の象徴であることをアピールした作品となっています。 

 

OMECOは、「OMECO AV男優 沢木和也プロデュース メモリーフォーム マスク 3枚セット」の販売で得た利益を、

沢木和也本人のがん治療や将来的には国立研究開発法人 国立がん研究センターへの寄付として充てていくため

に、今後も継続的に販売していく計画で、口コミや沢木和也本人の SNS などからも呼びかけ、展開していく考えで

す。 

 

沢木和也 Twitter：https://twitter.com/RYkyDVRDzpT5gHy 

OMECO公式 Twitter：https://twitter.com/OMECO1 

 

■「OMECO AV男優 沢木和也プロデュース メモリーフォーム マスク 3枚セット」商品概要 

商品名：OMECO AV男優 沢木和也プロデュース メモリーフォーム マスク 3枚セット 

カラー：黒白 1色 

内容：相撲 2枚、プレイングハンド 1枚、計 3枚入り 

価格：税込 1,500円 

販売元：OMECO公式通販サイト ／ https://omeco-official.com/sawaki_project 

発売元：株式会社 OMECO（オメコ） 

https://twitter.com/RYkyDVRDzpT5gHy
https://twitter.com/OMECO1
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素材：メモリーフォーム 95％（※）、ポリウレタン 5％ 

使用上の注意： 

・本品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的でのご使用は出来ません。 

・使用中にかゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合は直ちに使用を中止して下さい。 

・万一、使用中ににおいにより気分が悪くなった場合ら直ちに使用を中止して下さい。 

 

（※）メモリーフォームとは、中密度でオープンセルタイプのポリウレタンフォーム、人にやさしいメモリーフォームは、

物理的特性・高いエネルギー吸収性、そして温度によって柔らかくなるといった優れた特長を併せ持っています。 

皮膚への刺激もなく、身体からの湿気や汗を発散させる為、医療用途にも使われる素材です。 

 

■株式会社 GERARDから社名変更した、株式会社 OMECO とは 

OMECO（旧 GERARD）は、2016 年より変態高級腕時計として「OMECO」シリーズ第一弾「OMECO 潮マスター」をイン

ターネットで販売を開始、累計 5,000 本以上を販売しています。2020 年 7 月には「OMECO 潮 FUKIMASTER 極-

KIWAMI-」と「OMEX ONE-NIGHT(オメックス ワンナイト)」の 2作品を、9月には「OMEX SHABURINER オメックス シャ

ブリーナ」（いずれも税込 21,780 円）と立て続けに新作をリリースしています。「OMECO 潮 FUKIMASTER 極-

KIWAMI-」の発売を皮切りに、今年の 7 月より元 AV 男優のチョコボール向井がスペシャルアンバサダーに就任、ア

ダルトビデオ業界に限らず、芸能業界、一般の方々にも認知が広がっています。9月 2日に株式会社 GERARD から

株式会社 OMECO と社名を変更、より一層、性に対して堂々と向き合い、アダルト変態腕時計を通じて性をアピール

することで、世の中から性におけるネガティブやコンプレックスを無くす活動を行ってまいります。 

 

■株式会社 OMECO代表・風間友亮とは 

「1983 年（昭和 58 年）生まれ。一級建築士である義理

の父親と美容師の母親のもと育つが、13 歳の時に母親

が他界。当時、義父の養育から離れ、18 歳と偽り月給

25 万円のピンサロで働く。「欲しいものは手に入れると

いう」というやんちゃな精神で、年齢を偽ったまま働くが

少年院へ入所することに。更生後 22 歳まではヤミ金や

暴力団など裏社会で生きる。やくざ稼業を終焉して表社

会に這い上がり、ネット事業や広告代理業の会社に就

職。26歳の時に結婚し娘も生まれる。その後はアクセサ

リーのネット販売を手がけ軌道にのり、2016年に株式会

社 Gerard を設立。「特長のあるものを作りたい」という思

いとアクセサリー製造販売のノウハウを利用し、時計の

製造を開始。OMECOブランドを立ち上げる。本格的な時

計製造に苦労し、2 年間の試行錯誤の末、メンズ時計

「OMECO 潮FUKIMASTER」が完成。SNSで先行プロモー

ションを行った結果、著名人からの好評をうけ 2019 年

の発売後すぐに 3000 本が完売した。OMECOブランドを

筆頭に、商品開発、製造には自負があり、直営工場の職

人と直々コンタクトし、常に商品開発の情報交換を行う。

今後も著名人との連携やプロモーションイベントを通じ

て、インパクトのある商品を展開していく予定。また一方

で自らを「たいそん」と名付け、悪役専門の俳優として芸

能界デビュー。テレビ出演も行い広告塔として OMECO

の宣伝に貢献している」 

 

■国立研究開発法人 国立がん研究センター（がん研）への寄付について 

詳細はこちらをご覧ください。 

https://www.ncc.go.jp/jp/d004/donation/index.html 

 

■株式会社 OMECOについて 

ヤクザ役などでタレント活動も行う風間代表 
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企業名：株式会社 OMECO（2020年 9月 2日に株式会社 GERARDから社名変更） 

所在地：東京都台東区台東 2-31-8 ビクトリービル 1F 

連絡先：TEL 03-6284-2382 / FAX 03-6730-2827 

創立：2016年 2月 

代表取締役：風間 友亮 

事業内容 ： 

ジュエリーや時計等身近なファッションアイテムの生産、輸入、販売、卸 

小売店、飲食店の企画、運営、管理及び経営並びにそれらのコンサルティング 

企業 URL：https://www.gerard-inc.com 

以上 

https://www.gerard-inc.com/

