
 

「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について】 

「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 令和元年９月１９日（木）午後３時３０分～午後５時 

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 ※本村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 認定企業 １４社 

相模原市 市長     本村 賢太郎 

副市長    森 多可示 

環境経済局長 岡 正彦 

経済部長   岩本 晃 

 

 

 

 

 

【問合せ】 

環境経済局 経済部 産業政策課 

０４２－７６９－８２３７（直通） 

担当：岡野 

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 10 回目となる今年度は、１７社１８製品の応募があり、１４社１５製品を認定します。 

令和元年９月１７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 

 

ゴンドラ 

振れ止め装置 

1,500,000 円 

 真空吸着パッドが壁面昇降方向に自

動回転する装置 

 本製品により、高層ビルの屋上から

ロープ２本で懸架
け ん か

される作業用ゴンド

ラを常時ビル壁面に吸着させることで

揺れ止めを行い、作業時の安全性・作業

性の確保を低コストで実現するもの。 

ステラ技研 

株式会社 

代表者名：代表取締役 林 健治 

所 在 地：相模原市緑区町屋 1-17-26 

 

【事業内容】 

ビル外壁清掃・点検・補修用ロボットの

開発等、介護用ロボットの開発等 

 

２ 

 

金型水路洗浄機 

アラッタくん 

1,350,000 円 

 金型の冷却水路の洗浄機及び洗浄

液。簡単な操作で、頑固なつまりを強力

に除去するもの。 

※ 金型の冷却水路は、金型の性能を

維持するため、定期的に清掃を行い、

錆・カルシウム・バクテリアの堆積を

防ぐ必要がある。 

扶桑精工 

株式会社 

代表者名：代表取締役社長 前田 順也 

所 在 地：相模原市緑区橋本台 2-12-24 

 

【事業内容】 

ガラス製造用機械及び金型製造販売、一

般機械・金型製造販売、機械・金型の鋳

物製造販売、有価証券等の売買等金融取

引管理運用 

３ 

①  

 

 

 
①  ＤＦ－９９９ 

  （デュプロフォルダー） 

  530,000 円 

① 紙折機 

  従来機に比べ、処理速度、特殊折の

登録件数の増加などの仕様向上によ

り、市場優位性を追求。表示言語の変

更機能も搭載。 

株式会社 

デュプロ 

代表者名：代表取締役 赤石沢 清人 

所 在 地：相模原市中央区小山 4-1-6 

 

【事業内容】 

事務用機器の製造販売、コンピュータ周

辺機器等の製造販売、印刷機器等の製造

販売 

② 

 

 

 ② ＤＰ－α７００ 

  （デュープリンター） 

  1,450,000 円 

② 印刷機 

  平成２５年度認定製品「デュープ

リンターＤＰ－Ｕ５５０α」の後継

機。インクの転写を抑える特殊ロー

ラーや「スタックイン機構」により、

乾燥待ち時間や用紙をセットし直す

手間をカットしている。 

   

令和元年度「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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No. 製 品 名（ 参考価格 ） 製品の概要 事業者 企業概要 

４ 

 

 

 

スリムキャラタッチ 

18,000 円～42,000 円 

 特許取得のエナーマグネット通電方

式で様々なアイテムと自由自在に組合

せることが可能なＬＥＤ内照式サイン

である。サイズは４種類。 

株式会社 

サイン 

ビクトリー 

代表者名：代表取締役 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 

５ 

 

 

 

抜け防止 Ｃ１９ 

ロック電源ケーブル 

3,500 円～5,000 円 

 接続側の機器を選ばず、ケーブル側

のコネクタ機構のみで抜け防止対策を

実現できる電源ケーブル。工具や加工

作業も不要のため、容易に電源ケーブ

ルの誤脱事故を防止することが可能。 

エイム電子 

株式会社 

代表者名：代表取締役 中山 哲慈 

所 在 地：相模原市南区磯部 1353 

 

【事業内容】 

各種ケーブル（電源ケーブル、光ファイ

バーケーブル、HDMI ケーブル他）及び 

周辺機器の製造・輸入・販売 

６ 

 

 

 

ＬＴ８０Ｈ ＵＳＢ 

ＬＴ０８ 

テープ装置 

1,400,000 円 

 世界初・唯一のＵＳＢ接続のＬＴＯ 

テープ装置。 

 ＵＳＢ接続で、誰にでも、どこでで

も、省スペースで１２ＴＢ大容量ＬＴ

Ｏテープにデータ保存可能。 

※ＬＴＯ 

大量のデータを長期的に保管するの 

に適した磁気テープ記憶装置の規格の

一つ。 

株式会社 

ユニテックス 

代表者名：代表取締役 土田 義徳 

所 在 地：相模原市南区豊町 15-3 

 

【事業内容】 

コンピュータシステムの開発・製造・販

売、ソフトウェア開発・販売、ハードウ

ェア開発・製造・販売 など 
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No. 製 品 名（ 参考価格 ） 製品の概要 事業者 企業概要 

７ 

 

 

 

高機能集音器 

「ＣｈｏｊｕⅡ」 

70,400 円（税込み） 

 「難聴」及び「耳鳴り」用の高性能集

音器（聴覚補助器） 

 使用者が自分で、低高音別、左右別の

音量増減を調整できるため、常に最適

な聴こえ具合を維持できる。 

 平成３０年度認定製品「Ｃｈｏｊｕ」

と異なり、ＦＭ送信電波を利用し、テレ

ビの音声を明瞭に聴くことが可能とな

った。 

株式会社 

エース・Ｅ＆Ｌ 

代表者名：代表取締役 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 

８ 

 
 
 

ファインジャケット

ＥＸ 

3,000 円～ 

 様々な機器に対応できる着脱容易な

保温カバー。 

 従来製品に比べ、グリップが弱く異

物（ホコリ）が付着しにくく、よりクリ

ーンな製品となったため、クリーン度

を要求される食品会社（工場）等に最

適。 

株式会社 

クロスメディア 

代表者名：代表取締役 吾妻 透 

所在地：相模原市緑区下九沢 1743-1 

 

【事業内容】 

設備配管バルブ等の保温保冷ジャケッ

ト製造・販売・取付、人工衛星産業用フ

ィルム等を使用した製品の製造等、産業

用ロボットプロテクターの製造・販売、

ジャバラの製造・販売 

９ 

 
 
 

移動式カーリフト 

ＴＥ１８型 

550,000 円 

 キャスター搭載で移動が可能なた

め、作業スペースを自由に選べるカー

リフト。 

 多くの車種に対応可能。ストッパー

機構があり安心・安全。油圧ポンプユニ

ットとドッキングさせてけん引して移

動可能。 

日本リフト 

株式会社 

代表者名：代表取締役 鈴木 忠彦 

所 在 地：相模原市緑区西橋本 3-11-32 

 

【事業内容】 

貨物自動車用荷役機械の製造販売、身体

障害者用車イス乗降装置の製造販売 
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10 

 

災害便器 

4,980 円 

 段ボール製の組立型トイレ。 

 組立時間１０分。組み立て後、中に強

化ビニール袋を設置し凝固剤で固めて

処理するもの。 

 耐荷重３００Ｋｇであり、他社製品

と比べて強度が高い。 

旭フォークリフ

ト 

株式会社 

代表者名：代表取締役 横江 利夫 

所 在 地：相模原市中央区田名 2931-4 

 

【事業内容】 

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 

11 

 

エネルギー需要予測

システム 

5,000,000 円～ 

 自動で需要予測を行うシステム。電

力小売業者を対象とした製品。 

 電力小売り自由市場における規制変

更を想定し、クラウドシステム側で一

括して規制変更に対応。少ないデータ

を基にした場合も、ニュートラルネッ

トワークのチューニングにより予測可

能。 

アイフォーコ

ム・ 

スマート 

エコロジー 

株式会社 

代表者名：代表取締役 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 

12 

 

ウェーブフォームス

ケートランプユニッ

ト 

148,000 円（税別） 

 置型の波形型ＦＲＰ（繊維強化プラ

スチック）製スケートボード滑走台。 

 従来製品と異なり、軽量でコンパク

トに折りたたみ可能。左右は背面同士

での連結ができ、滑走志向や現場に合

わせた配置が可能。 

株式会社 

ブロー 

代表者名：代表取締役 富田 涼子 

所 在 地：相模原市中央区田名 8531-3 

 

【事業内容】 

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 
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13 

 
 
 

学習デスク 

3,240 円（税込み） 

 段ボール製組立式の机。 

 組立時間３０分、重量２Ｋｇ。木製デ

スクより低価格。 

 使わなくなったら資源ごみとして廃

棄可能で、環境にやさしい。足部分が天

板の中に収納可能。 

株式会社 

東鈴紙器 

代表者名：代表取締役 鈴木 和弥 

所 在 地：相模原市中央区小町通 

     2-10-17 

 

【事業内容】 

ダンボールケースの企画、製造販売及び

包装資材等の販売、廃棄用古紙を使用し

た緩衝材やダンボール家具など自社製

品の企画・製造・販売 

14 

 
 
 

ＴＢ４６ 

15,000 円 

 アクセサリーとしてのコインケー

ス。 

 アルミ加工技術を生かし、アルミと

革を合わせた個性的な一品。アルミの

部分は手叩きで製作されている。 

有限会社 

永遠ボディー 

代表者名：代表取締役 松村 敬太 

所 在 地：相模原市緑区根小屋 1118-1 

 

【事業内容】 

自動車鈑金、塗装、整備、 

一品物制作、アルミ製品制作等 

  


