平成２８年８月２４日
相模原市発表資料

中小企業の優れた新製品の販路開拓を応援します
〜平成２８年度「相模原市トライアル発注認定制度」認定式を開催〜

優れた新製品の生産により新たな事業分野の開拓を図る市内中小企業
者を認定し、その新製品の販路開拓を支援する「相模原市トライアル発
注認定制度」の認定式が８月２４日に行われ、認定事業者に対し、加山
市長から認定書が交付されました。
７回目となる今年度は、１９社２１製品の応募があり、別紙のとおり
１１社１３製品を認定しました。認定期間は平成３１年３月３１日まで。
加山市長は「中小企業が、新たな製品や技術開発に取り組むことは、
地域経済の活性化につながることであり、市としても、相模原の優れた
製品や技術を全国に広げるため、販路開拓や製品の研究開発の支援など
を積極的に行っていきたい。」とあいさつ。
認定式では、認定された製品の紹介などが行われました。
市では、今後、市ホームページへの掲載や展示会への出展、カタログ
の作成などの販路開拓支援を行っていきます。

お問い合わせ
産業政策課
電話：042‑769‑9253
担当：小佐田

平成２８年度「相模原市トライアル発注認定制度」認定製品・事業者一覧
№

製 品 名（ 参考価格 ）

製品の概要

事業者

動物の皮を使わない三味線の人工皮。
1

三味線人工皮リプル

人工皮であるが、本皮に近い音を出す

（21,000 円〜50,000 円）

ことができる。

※皮張り含む。

また、本皮より丈夫で破れにくく、低

企業概要
代表者名：小松

有限会社
小松屋

英雄

所在地：相模原市緑区青山 378‑5
URL:http://www.shokokai.or.jp/14/1
44211S0004/

コスト

温度と湿度を計測し、設定した間隔で
2

ワイヤレス温湿度ロガー
（9,800 円〜14,800 円）

メモリーに記録する。iPhone でデータ
を見ることも可能
ボタン電池１つで 2 年半稼動、2 年分

東邦電子
株式会社

代表者名：河本

悟

所在地：相模原市緑区西橋本 2‑4‑3
URL: http://www.toho-inc.com/

のデータを蓄えることができる。

マスクの内側上部に貼り、マスクが
3

マスクにはるこちゃん

鼻からずり落ちるのを防ぐ。

（500 円）

超軽量かつクッション素材を使用し

※3 個入り

ていることから違和感、圧迫感等を

相模カラーフォーム工業
株式会社

代表者名：甲斐

全吉

所在地：相模原市中央区上溝 292‑1
URL: http://s-foam.com/

大幅に軽減

4

超音波バリ取り洗浄装置
（6,500,000 円〜9,500,000 円）

水の中に強力な超音波を照射し、そ
の衝撃波でバリを除去する装置
同時処理個数は 1〜1,000 個以上

1/3

代表者名：柴野
株式会社
ブルー・スターＲ＆Ｄ

美雪

所在地：相模原市中央区横山台
1‑31‑1
URL: http://blue-galaxy.co.jp/

№

製 品 名（ 参考価格

）

中高年向けロコモティブシン
ドローム予防・緩和用フィット
5

ネス機器
「ロコトレーナー」
（250,000 円）

6

製品の概要

変形性膝関節症による膝痛の予防・

企業概要

代表者名：柴原

緩和を目的としたフィットネス機器

株式会社

1 分間に 120〜540 回の振動を行い短

ソーアップ

博靖

所在地：相模原市南区大野台 3‑25‑29
【業種及び事業概要】
URL: http://www.so-up.co.jp/

時間で筋力アップを促す。

A3 までの各種用紙を最大約 150 枚/

ＤＳ−１
（198,000 円）

分で断裁する卓上型紙断裁機。断裁
刃が機械内部にあり安全性も確保
A3 までの印刷された各種用紙を自動

7

事業者

ＤＦ−１２００

で折り、ＤＭやチラシ等の封筒詰め

（620,000 円）

用の形態に加工する卓上型自動給付

代表者名：坂本

時雄

株式会社

所在地：相模原市中央区小山 4‑1‑6

デュプロ

URL:http://www.duplonet.co.jp/inde
x.html

式紙折り機
リモートＳＢＴ（超小型水温水
深計）（リアルタイムモニタリ
8

ングシステム）
単体

（500,000 円）

セット（1,500,000 円）

小型、軽量、省電力の超小型水温水
深計
水温水深情報を船上や陸上において

代表者名：村山

潤

株式会社

所在地：相模原市緑区橋本台 1‑25‑7

村山電機製作所

URL:http://www.murayama-denki.co
.jp/

リアルタイムで自動収集する。

上肢に震えなどの不随意運動や筋力

9

キーガード付きパンタグラフ

低下などの症状がある方が、１つ１

タイプキーボード

つのキーをより確実に入力できるよ

株式会社

うにするためのキーガード付きキー

ビット・トレード・ワン

ＢＦＫＢ１１３ＰＢＫ−Ｇ
（9,800 円）

ボード。オフィスに置いても違和感
の無いデザインになっている。

2/3

代表者名：阿部

行成

所在地：相模原市中央区相模原
8‑10‑18 フレンドビル 3Ｆ
URL: http://bit-trade-one.co.jp/

№

製 品 名（ 参考価格

）

製品の概要

太陽光電池の備わった充電式のＬＥ

ＬＥＤランタン
10

事業者

（エクセルーチェ）
（2,000 円〜2,980 円）

企業概要
代表者名：吉沢

Ｄランタン。軽量小型でありながら

株式会社

長時間の連続点灯が可能で、照度調

ＡＦＬ

靖之

所在地：相模原市緑区西橋本 5‑4‑21
SIC1‑327
URL: http://www.aflinc.jp/

整機能が付いている。
舗装工事等で側溝などに乳剤・アス

11

12

舗装用養生テープ

ファルト合材の油分の付着を防止す

（17,000 円）

る養生テープ。複数幅の製品を揃え

※6 巻入り

ており、様々な用途に使い分けるこ

代表者名：牧山

喜偉

とができる。

有限会社

所 在 地 ： 相 模 原 市 南 区 文 京

Ａ型工事看板設置時における転倒防

牧山商事

1‑9‑17‑103

工事等Ａ型看板用ベッド

止用重石で廃プラスチックと間伐材

オモリちゃん

で製作している。石油由来の資源の

（3,500 円）

低減及び再生可能な木材資源の有効

URL: http://makiyama-syouji.com/

活用が図られる。
ｅｃｏ‑Ｋａｉｚｅｎ
（Ｂａｔｔｅｒｙ

Ｂ・Ｒ
Ｒｅｓｃ

視システム。蓄電池の劣化状況を適

ｕｅ）
13

Ｍａ

切に診断・表示し、劣化の原因とな

Ｓｙｓｔ

る硫酸鉛を分解し、性能を回復させ

ＢＭＳ（Ｂａｔｔｅｒｙ
ｎａｇｅｍｅｎｔ
ｅｍ）

鉛蓄電池用の高性能な充電器及び監

ることができる。

（500,000 円〜）

3/3

アイフォーコム
株式会社

代表者名：加川

広志

所在地：相模原市緑区中野 1326
URL: http://www.iforcom.jp/

