
 

「相模原市トライアル発注認定制度」認定式の開催について 
 

 

 
 
 
 
 
 
  【相模原市トライアル発注認定制度とは】 

「相模原市トライアル発注認定制度」とは、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「新製品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」

として認定し、市がホームページや広報紙への掲載、認定製品カタログの作成、展示会

への出展など、その新製品の販路開拓を支援するとともに、その一部を市が試験的に購

入し、評価する制度です。 

 

１．日 時 平成３０年９月４日（火）午前１０時３０分～午前１１時３０分 

２．場 所 相模原市立産業会館４階 特別会議室 

３．次 第 認定書授与 ※加山市長から交付します 

      市長あいさつ 

      認定製品紹介 

      写真撮影 

４．出席者 

      相模原市  市長     加山 俊夫 

副市長    湯山 洋 

環境経済局長 岡 正彦 

経済部長   岩本 晃 

 

 

 

【問い合わせ】 

環境経済局 経済部 産業政策課 

０４２－７６９－９２５３（直通） 

担当：栗山 

市内中小企業の優れた新製品を認定する「相模原市トライアル発注認定制度認定

式」を開催いたします。 

第９回目となる今年度は、１３社１４製品の応募があり、１２社１３製品を認定します。 

平成３０年８月３１日 

相模原市発表資料 
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No. 製 品 名（ 参考価格 ） 製品の概要 事業者 企業概要 

1 

 

バッテリーフォークリフト専

用 災害用電力変換機（ABI：
ASAHI Battery Inverter） 
148,000円（税抜） 

・フォークリフトが積んでいる直流 48
ボルトのバッテリーから一般家電製品

で利用できる 100ボルトの電気に変換
出来る製品。 
・災害時に携帯電話・パソコンの充電

などをすることができる。 

旭フォークリフト（株） 

代表者名：横江 利夫 

所在地：相模原市中央区田名2931-4 

【業種及び事業概要】 

フォークリフトの販売、点検整備、リ

ースレンタル、付属機器の開発製作 

2 

 

冷温水発生機 

自動制御システム 

2,500,000円～4,800,000円 

・吸収式冷温水発生機の冷温水温度、

屋外温度、室内温度を計測し、室内環

境を維持しながら冷温水温度を自動制

御する。 

・従来、定格稼働していた吸収式冷温

水発生機の稼働率を下げることで、ガ

スと電気の両方を最大４０％削減する 

アイフォーコム・スマ

ートエコロジー（株） 

代表者名：加川 広志 

所在地：相模原市緑区中野1326 

【事業内容】 

エネルギーシステムの企画・開発・販

売・運用・保守、環境・省エネに関す

るコンサルティング事業、ソフトウェ

ア開発・販売 

3 

 

エキスパンションジョイント 

16,000円／枚 

・地震などの揺れによる吊天井と内壁

の衝突を防止するためのクリアランス

をカバーする建材。 

・既存補強して耐震天井へと改修でき、

天井材と一緒に可動することができる

優れた追従性により、高い耐震性を確

保できる。 

権田金属工業（株） 

代表者名：権田 源太郎 

所在地：相模原市中央区宮下1-1-16 
【事業内容】 

銅ブスバー、銅・黄銅丸棒、メッキ用

銅アノード、型打鍛造品、銅・アルミ

ニウム・ステンレスリング、銅コイル

材、マグネシウム合金薄板 の製造・販

売 

4 

 
低遅延型インターフェース変

換装置“変わる君”BTIC2 

7,980円（税別） 

・身体にハンディキャップがある方

向けに作られているグラスプスイッ

チ（握ると動作するスイッチ）、リボ

ンスイッチ（わずかに曲げるだけで

動作するスイッチ）などを、パソコ

ンやiPadなどに接続する為の変換器 

（株）ビット・トレー

ド・ワン 

代表者名：阿部 行成 

所在地：相模原市中央区上溝5-1-23 

【事業内容】 

コンピュータソフトの開発・販売及び

賃貸、電子機器の開発・製造・販売及

び賃貸、各項目に付帯関連する一切の

業務 

平成３０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 
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5 

 

電子ペーパ 温度計 

25,800円～27,800円（税抜） 

・ 棒状水銀式温度計相当の小型寸法 

水銀式温度計の代替えに使用できる 

・ 視認性の良い電子ペーパを採用 

（株）村山電機製作所 

代表者名：村山 潤 

所在地：相模原市緑区橋本台1-25-7 

【事業内容】 

各種船舶用、工業用温度計及び計測器、

デジタル水温計、水深水温記憶装置、

機関監視装置、パネルメーター、各種

温度計など 

6 

 組立式  

ダンボール家具・玩具 

300円～3,000円 

・親子でものづくりをテーマに、親

子で作る楽しさと喜びを共有できる

製品となっている。 

（株）ダイワダンボー

ル 

代表者名：清野 範雄  

所在地：相模原市中央区田名
3680−11 
【事業内容】 

段ボール箱・緩衝材・プラダン、 
組立式ダンボール家具、組立式ダンボ

ール玩具の製造販売 

7 
 

メルトキング 

9,500,000 円 ～ 13,000,000 

円 

・生ゴミや使用済紙おむつ等、水分

の多いゴミを間接的に加熱し、容量

を１/５～１/５０に縮小させる装置 

・燃やさないので、煙やダイオキシ

ンの発生は無く、臭いや音も気にな

らない。汚物が付着した紙おむつ、

血液なども滅菌処理出来るので衛生

的。 

（株）ダイソー 

代表者名：中西 洋一  
所在地：相模原市緑区大島3211 
【事業内容】 

発砲スチロール減容機、生ゴミ減量機、

紙おむつ減量機、もやし等野菜脱水機

などの処理機を独自に開発し製造 
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8 

 

Choju（聴寿） 
54,000円（税込） 

・「難聴」及び「耳鳴り」用の高性能集

音器（聴覚補助器） 
・常に最適な聴こえ具合を各自が低高

音及び左右を含めた音量の増減を調整

できる。 

（株）エース・E&L 

代表者名：津田 博通  
所在地：相模原市南区麻溝台6-9-9 
【事業内容】 

聴覚補助機集音器の開発・設計・
製造・販売 

9 

 

アドフォームコメット 

100,000円〜280,300円 

・自社で製造した LEDを使用。発泡ス
チロールで原型を造り、ウレタン樹脂

を塗装する事で、通常の看板とは全く

違う立体的かつ軽量な造形看板。 

・軽量なので設置面への負担も少なく、

万が一の落下の際にも被害を最小限に

抑える事が可能。 

（株）サインビクトリー 

代表者名：八木 勝利 
所在地：相模原市緑区二本松3-5-9 
【事業内容】 

屋外広告（看板）用 LEDの開発・ 
製造・卸売・販売。屋外広告（看板）、 
室内装飾の企画・製作・取付工事業 
務 

10 

 

① ＴＢ58（カードケース） 

  28,000円（税別） 

② ＴＢ60（トロリーケース） 

150,000円（税別） 

・自社のアルミ加工技術を活かし、ア

ルミと革を合わせた個性的なバックや

小物 
（有）永遠ボディー 

代表者名： 松村 敬一 

所在地：相模原市緑区根小屋1118-1 

【事業概要】 

自動車鈑金、塗装、整備、 
一品物制作、アルミ製品制作等 

11 

 

スルリエ 
3,900（税別） 

・リウマチ疾患や高齢化による手指の

拘縮・筋力低下のある方が自分一人で

脱ぎ着ができるように首周りに伸縮性

を持たせ、上からだけでなく下からも

穿くことができる女性用肌着。 
・リウマチ治療中における肌トラブル

の低減を考慮した縫製と女性らしさを

大切にしたデザイン及びボディライン

も兼ね備えている。 

（株）エナメディカル 

代表者名：南川 千明 

所在地：相模原市中央区淵野辺

4-37-12 

【事業概要】 

医療機関支援事業、在宅介護事業、

介護アパレル事業 
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12 

 

ブギウギベットキット 
420,000円 

車体を改造することなく、車中泊でき

るキット。災害時にも利用できる。 
（株）ブロー 

代表者名： 富田 涼子 

所在地：相模原市中央区田名8531-3 

【事業概要】 

マスターモデル製作・成形型製作 
ＦＲＰ成形・加工・販売 
オリジナルキット装着の完成車両

販売、特殊車両製作・内装製作 

 


