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　相模原市内には高い技術力や創造力を生かし、新商品やサービスを開発・

提供するものづくり中小企業が数多く存在します。

　本市では、こうした中小企業が新たな製品や技術の開発に取り組むことに

より、地域経済の更なる活性化へとつながるよう、平成22年度から「相模原

市トライアル発注認定制度」を設け、中小企業の優れた新製品の販路開拓を

支援しております。

　今年度は、新たに14社15製品を認定し、「トライアル発注認定製品」は累計

で83社130製品となりました。

　認定製品につきましては、市が試験的に購入し、積極的に利用することで、 

企業・製品の知名度や信頼性の向上、販路拡大に結び付けるとともに、実証

結果を製品開発や改良に役立てていただいております。

　また、東京ビッグサイトやパシフィコ横浜で開催される展示会への出展を

はじめ、市ホームページや本カタログによる広報など、幅広いPR活動を

行っております。今後も「相模原発」の優れた製品を市内外へ積極的に発信し、

市場での認知度を高める支援に取り組んでまいります。

　本カタログが、新商品の開発に挑戦する中小企業の皆様の一助となります

よう、多くの皆様にご活用いただければ幸いに存じます。

　　　　令和元年11月

相模原市長　本 村  賢 太 郎

ごあいさつ
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「相模原市トライアル発注認定制度」の概要等

～販路開拓支援の一例～

1．目　的

　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。

2．認定対象製品

　販売開始から概ね５年以内の製品であり、以下の全ての基準を満たすもの。

　（食品、医薬品、医薬部外品及び化粧品は除く）

⑴ 既存の製品とは著しく異なる優れた使用価値を有していること

⑵ 市場性が見込まれる製品であること

⑶ 新製品の生産・販売の方法や資金調達の方法などが確実に実行可能であること

⑷ 新製品が市の機関において使途が見込まれるもの

※市は認定製品について一定の審査をしておりますが、製品の品質等を保証するもの

　ではありません。

3．認定対象者

　相模原市内に事業所を有し、かつ市民税を完納している中小企業者

4．認定期間

　認定された日より２年後の年度末まで

認

定

事

業

者

相

模

原

市

【制度の流れ】

新製品の申請

新製品の認定

使用後の評価

認定製品の購入・納品（随意契約）

広報・ＨＰ等による

周知、カタログの作

成、展示会への出展

等によりＰＲ

全国へ！！全国へ！！

『展示会への出展』 『イベントでの展示』
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産業交流展 2018 ～東京ビッグサイト～の様子

トライアル発注認定制度認定式の様子

「さがみはら介護・福祉のおしごと相談会」にて認定製品をPR

平成30年11月14日～16日に東京ビックサイトで開催された産業交流展に「トライアル認定製品ブース」

を設け、３日間で６社の製品を展示いたしました。

令和元年９月19日に令和元年度認定製品の認定式を開催しました。

市長から認定された14社に認定書の交付を行いました。

令和元年１０月１１日（金）にユニコムプラザ

さがみはらで開催された、「さがみはら介護・

福祉のおしごと相談会」に、認定企業４社が

出展いたしました。

介護や福祉の分野において役立つことが期待

される新製品・新技術として製品をPRしました。

－2－



会社概要 事業概要

タコパッド（ハンディ式電動吸着パッド）の開発・販売。　

コンクリート・タイル垂直壁面の自走インフラ点検用ロボット

の開発・販売。

価　格（参考）

製品の概要

　真空吸着パッドが壁面昇降方向に自動回転する

ことで、高層建造物作業用ゴンドラを常時、壁面に

吸着させ、ゴンドラの振れ止めをし、昇降安定化

させる装置。ゴンドラ作業時の事故防止・作業効率

向上を、低コストで実現します。

1,650,000円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区西橋本5‒4‒2 SIC内

林　　健治

042‒783‒4235

https://stella-rtec.co.jp/

高所作業の安全性を

手軽に、低コストで確保！

高所作業の危険・低効率を廉価に解消

強風に煽られたゴンドラ懸架ロープの巻付き防止

突風に煽られたゴンドラのビル等への衝突防止

ステラ技研株式会社

ゴンドラ振れ止め装置

令和元年度

トライアル発注認定製品
【認定期間】　令和元年９月19日～令和４年３月31日

－3－
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会社概要 事業概要

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

価　格（参考）

製品の概要

　金型の冷却水路の洗浄機及び洗浄液。

　金型やチラーなど，冷却水路の錆・カルシウム・ヘドロを、

簡単・お手軽に綺麗にします。

放置していると、血管のコレステ
ロールのように錆・カルシウム・
バクテリアなどが堆積…

金型の冷却水路は、金型の性能を
維持するためには、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ります。

1,480,000円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区橋本台2‒12‒24

前田　順也

042‒774‒1101

http://fusoseiko.co.jp

会社概要 事業概要

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

価　格（参考）

製品の概要

　使いやすさと仕上がりを徹底追及したDuplo紙折り機の

フラグシップモデルです。

　更なる処理スピードの向上と操作性の拡張、そして重送

検知の機能を拡大し、より安心・安全な紙折り作業をご提案

します。更に表示言語の変更機能も搭載致しました。

最大処理速度：260枚/分

折り位置調整：自動調整

用紙サイズ：定型…Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ｂ５、Ａ５、Ｂ６

　　　　　　　最大…311mm×457.2mm

　　　　　　　最小…74mm×105mm

折型：二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、

　　　観音折り、特定のクロス折り、その他変形折り

583,000円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区小山4‒1‒6

赤石沢　清人

042‒775‒3601

http://www.duplonet.co.jp/

頑固なつまりを強力に除去

酸が効く！脈動が効く！反転が効く！

より簡単に、更なる安心を。

扶桑精工株式会社

金型水路洗浄機アラッタくん

株式会社デュプロ

ＤＦ－９９９（デュプロフォルダー）

－4－
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会社概要 事業概要

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

価　格（参考）

製品の概要

　多様なキャラクターなどを象った厚み16㎜

のLED内照式サインです。

　特許取得済み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

できます。

　各市町村や各企業のゆるキャラやイメージ

キャラクターなども、１台から製作可能です。

19,800円～ 46,200円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区二本松3‒5‒9

八木　勝利

042‒774‒6323

http://www.sign-v.co.jp/

会社概要 事業概要

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

価　格（参考）

製品の概要

　両面印刷機能を備えた印刷機。

　平成25年度認定製品「デュープリンターＤＰ-Ｕ550α」の

後継機になります。

　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削減し、

働き方改革に貢献致します。

1,595,000円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区小山4‒1‒6

赤石沢　清人

042‒775‒3601

http://www.duplonet.co.jp/

最大処理速度：両面時135枚/分、片面時155枚/分

原 稿 サ イ ズ ：最大297mm×432mm

解 　 像 　 度：読取 600×600dpi、書込 300×600dpi

製 版 方 式：感熱デジタル製版方式

印 刷 方 式：孔版両面印刷

株式会社サインビクトリー

スリムキャラタッチ

株式会社デュプロ

ＤＰ－α７００（デュープリンター）

プリントワークの

　　可能性を切り拓く

コントローラーにより点滅させたり

回転台で回転させたりできます。

サイズも

豊富な

４種類！

－5－
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価　格（参考）

会社概要 事業概要

顧客希望に応じた特注ケーブルを中心とした、各種ケーブル

及び周辺機器の製造・輸入・販売

製品の概要

　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です。

　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できます。

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市南区磯部1353

中山　栄志

046‒253‒6299

http://www.aim-ele.co.jp/

会社概要 事業概要

多種多様な業界において、“資産”である重要データを保存・

管理するためのデータストレージシステムのソフトウェア・

ハードウェアの開発・製造・販売・保守

価　格（参考）

製品の概要

　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LTOテープにデータ保存可能。

※LTO【Linear Tape-Open】

　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。

1,400,000円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市南区豊町15‒3 ユニテックス第二ビル

土田　義徳

050‒3386‒1242

http://www.unitex.co.jp/

3,850円～ 5,500円（税込）

エイム電子株式会社

抜け防止　Ｃ１９　ロック電源ケーブル

株式会社ユニテックス

LT80H USB LTO8 テープ装置

電源ケーブルの誤脱事故を防止

世界初・唯一の

USB LTO

面倒な取付作業不要

機器を選ばない万能タイプ

－6－
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会社概要 事業概要

聴覚補助機集音器の開発・設計・製造・販売

価　格（参考）

製品の概要

従来の聴覚補助機器に留まらず、TV等の音声を使い、聴く意識の復活

で聴力改善出来る製品です。

● 従来Chojuの随時音質/音量が調整できる機能はそのままに、専用

　FM送信機の受信機能を追加！

● FM送信機1台で不特定複数使用可能なので、施設でのレクレーション

　等で活躍！

● 不特定の難聴者相手の介護現場で円滑なコミュニケーションを実現！

　（介護効率UP）

71,500円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市南区麻溝台6‒9‒9

津田　博通

042‒740‒8111

https://www.ace-el.co.jp/

会社概要 事業概要

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　など

価　格（参考）

製品の概要

　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）等に最適です。

3,150円～（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区下九沢1743‒1

吾妻　　透

042‒761‒4181

http://www.cross-me.co.jp/index.html

株式会社クロスメディア

ファインジャケットＥＸ

株式会社エース・Ｅ＆Ｌ

高機能集音器「 」

聴力改善できる集音機で

認知症リスク対策

PTFEガラスクロス仕様ジャケットのような

　　　　　　　ガラスシリコンクロス仕様誕生

表面材にホコリがつきにくい！

コストパフォーマンスで費用改修短縮

ＣｈｏｊｕⅡ

－7－
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会社概要 事業概要

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

価　格（参考）

製品の概要

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です。

605,000円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区西橋本3‒11‒32

鈴木　忠彦

042‒773‒2120

https://www.nihonlift.jp/

会社概要 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

価　格（参考）

製品の概要

　ダンボール製の簡単に組み立てられる様式便座タイプの

簡易トイレセット。

　ご使用後は、凝固剤で固めて袋ごと廃棄できます。

　耐荷重300㎏の優れもの！

5,478円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区田名2931‒4

横江　利夫

042‒762‒4630

https://www.asahifork.com

旭フォークリフト株式会社

ダンボール製 災害便器

日本リフト株式会社

移動式カーリフト　ＴＥ１８型　

キャスター移動可能・

　　　　　作業スペース効率化

下降させると…

水が無くてもすぐ使える

簡易トイレセット

コンパクトで軽量！

工具不要・のり不要で組立簡単

家族を守る、安心の備え

－8－
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会社概要 事業概要

● 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/IoT開発

価　格（参考）

製品の概要

　自動で需要予測を行うシステム。空調をはじめとする、

各施設におけるエネルギー管理、電力小売業者を対象とした

製品。

　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が可能です。

5,500,000円～（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区中野1326

加川　広志

042‒780‒7114

http://www.ecopro21.jp/

会社概要 事業概要

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

価　格（参考）

製品の概要

　置型の波形型ERP（繊維強化プラスチック）製スケート

ボード滑走台。

　左右、背面合わせに連結ができるので、滑走趣向や現場に合わ

せた設置、素早いレイアウトが可能です。

製作者が20年以上に渡り

続けてきたサーフレッスン

とスケートボードレッスン

現場から誕生しました。

151,800円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区田名8531‒3

富田　涼子

042‒777‒0453

http://www.blow-net.co.jp

株式会社ブロー

ウェーブフォームスケートランプユニット

アイフォーコム・スマートエコロジー株式会社

エネルギー需要予測システム

【エネルギーマネジメントのノウハウ】と【AI技術】

の融合で高精度のエネルギー需要予測を実現！

コンパクトに折りたためる

波形型FRP製スケートボード滑走台

時系列にて

需要量を予測

未経験者でも

熟練レベルの作業に

進化・賢くなる

システム

－9－
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会社概要 事業概要

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、

ダンボール家具その他の自社製品の企画・製造・販売　など

価　格（参考）

製品の概要

　段ボール製の組立式学習デスクです。

　組立時間30分、重量２㎏。木製デスクより低価格

です。

　足部分が天板の中に収納可能で、省スペースで

保管できます。

3,300円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区小町通2‒10‒17

鈴木　和弥

042‒774‒0488

http://www.toureishiki.co.jp/

会社概要 事業概要

自動車鈑金、塗装、整備、一品物制作、アルミ製品制作など

価　格（参考）

製品の概要

　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

個性的な一品です。アルミの部分は手叩きで製作

されています。

16,500円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区根小屋1118‒1

松村　敬太

042‒780‒7077

http://www.towabody.jp/

有限会社永遠ボディー

ＴＢ４６（コインケース）

株式会社東鈴紙器

学習デスク

アルミ加工の技術力が

　　　　　　　込められた逸品

リビング学習にピッタリの

　　　　　　　省スペース仕様

物が増えて困っているママたちの声から誕生しました

商品重量
２㎏

－10－
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会社概要 事業概要

フォークリフトの新車、中古車販売

フォークリフトの特定自主検査

フォークリフトの点検、整備、修理

フォークリフトのリース、レンタル

価　格（参考）

製品の概要

　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。災害用電力変換機（ABI）とバッテリーフォークリフト

を繋げば、携帯電話・パソコンの充電や、電化製品・投光器などが使用できる。会社が避難

場所になり、社員や社員の家族を守る事が期待出来る。

162,800円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区田名2931-4

横江　利夫

042‒762‒4630

https://www.asahifork.com/

旭フォークリフト株式会社

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）

平成30年度

トライアル発注認定製品
【認定期間】　平成30年９月４日～令和３年３月31日

－11－

平成30年度 トライアル発注認定製品



会社概要 事業概要

電力コスト削減サービス「エコプロ２１」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・調査・分析・情報

提供サービス

価　格（参考）

製品の概要

　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。調整が困難で

あった室温管理も自動制御することで過剰冷暖房を

回避できる。

2,750,000円～（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区中野1326 加川ビル

加川　広志

042‒780‒7114

http://www.ecopro21.jp/

会社概要 事業概要

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。

価　格（参考）

製品の概要

　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です。

　既存補強して耐震天井へと改修できます。板の素材には軽量

難燃マグネシウム材を採用しています。 

　バネの働きに加えて、天井材と一緒にあらゆる方向（X、Y、Z

の３方向）に可動することができる優れた追従性により、高い

耐震性を確保できます。学校施設を中心に10件以上の施工実績

があります。

16,000円／枚（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区宮下１‒１‒16

権田　源太郎

042‒700‒0220

http://gondametal.co.jp/company/

アイフォーコム・スマートエコロジー 株式会社

冷温水発生機自動制御システム

権田金属工業株式会社

エキスパンションジョイント

－12－
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会社概要 事業概要

各種船舶用・工業用温度計および計測器のメーカとして79年実績。

（本社・気仙沼（出）・橋本工場）

電気計測器、センサー、アナログパネルメーター等の開発・製造・

販売。

価　格（参考）

製品の概要

● 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ます

● 視認性の良い電子ペーパを採用

● 直感的な把握に便利なバーグラフと読取りやすい

　デジタル数字を表示

● Ｋ熱電対による正確な測定

● 広い計測温度範囲(－5 ～ 725℃)　

　※測定温度範囲は－70℃仕様を予定

● 断熱分離構造でネジ部300℃耐熱

　《特許取得済み》

41,580円～ 43,780円（税込・送料込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区橋本台1‒25‒7

村山　潤

03‒6417‒9800

http;//www.murayama-denki.co.jp

会社概要 事業概要

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

上記各号に付帯関連する一切の業務

価　格（参考）

製品の概要

　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

為の変換器です。小型ながら、マクロ機能やモールス

信号機能などを搭載しており、支援学校等での

採用も増えています。

8,778円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区上溝5‒1‒23

阿部　行成

042‒785‒2142

http://bit-trade-one.co.jp/

株式会社 村山電機製作所

電子ペーパ 温度計　YMT-700

株式会社ビット・トレード・ワン

低遅延型インターフェース変換装置“変わる君”BTIC2

－13－

平成30年度 トライアル発注認定製品



会社概要 事業概要

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

価　格（参考）

製品の概要

　段ボール製で子供と一緒に組立して頂きさら

にものづくりを楽しんでもらいたい。

300円～ 3,000円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区田名3680‒11

清野　範雄

042‒762‒4330

http://www.daiwadan.co.jp

会社概要 事業概要

「ゴミを発生場所で処理し、再利用への道をつなぐ」を理念とし、

発泡スチロール・生ゴミ・紙おむつ・もやし等野菜屑などの処理

機を独自に開発し製造しています。

製品の概要

　当装置は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に縮小させる装置です。燃やさない

ので、煙やダイオキシンの発生は無く、臭い

や音も気になりません。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

です。廃棄物処理費用を削減できたり、処理

する物によってはリサイクルも可能です。南極

ではゴミを廃棄できないため、昭和基地でも

使用されています。

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区大島3211

中西　洋一

042‒763‒4577

http://www.k-daiso.co.jp

価　格（参考） 9,500,000円～ 14,000,000円（税込）

株式会社ダイワダンボール

①組立式ゴム鉄砲　②組立式しきしボール　③組立式椅子　④組立式机

株式会社ダイソー

メルトキング

① ②

③ ④

－14－
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会社概要 事業概要

日本国内における、主として屋外広告(看板)用LEDの開発/

製造/卸し および販売。 屋外広告(看板)と室内装飾の企画・

製作・取付工事業務。

価　格（参考）

製品の概要

【軽量で立体的な造形看板に光るタイプ登場】

　造形フォームで原型を造り、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アドフォーム。

こちらの製品に自社製造のLEDを組み合わ

せたアドフォームコメットを新発売いたしま

した。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

事が可能です。 

110,000円～ 308,330円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区二本松3‒5‒9

八木　勝利

042‒774‒6323

http://www.sign-v.co.jp

会社概要 事業概要

集音器の開発・設計・製造・販売

価　格（参考）

製品の概要

　「難聴」及び「耳鳴り」用の高性能集音器（聴覚補助器）

です。

　購入者の８割は補聴器経験者で、100歳の方でもご使用

でき、介護の現場でも使用実績のある製品です。

＜製品の特徴＞

　・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ます。

　・体前面に独立したマイクがあるため、聴覚補助器で常

に問題となる「ハウリング」や耳かけ型機器にあるTV

の音が聴きづらい問題が構造的に発生しません。

　・デジタル回路や無線を敢えて使わず、アナログ回路と

有線により遅延の無い自然な聴こえを提供します。

54,000円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市南区麻溝台6‒9‒9

津田　博通

042‒740‒8111（代表）

http://www.ace-el.co.jp/choju/

株式会社サインビクトリー

アドフォームコメット

株式会社エース・E&L

高性能集音器 Choju（聴寿）

－15－
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会社概要 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

価　格（参考）

製品の概要

①アルミと革のハイブリッドカードケースです。

　牛革（オイルレザー）。

②アルミと革のハイブリッドバッグです。

　当社初のトロリーケースとなります。

　牛革（オイルレザー）。

　トロリーは着脱可能です。

　機内持ち込みサイズ。

　① 30,800円（税込）　　② 165,000円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区根小屋1118‒1

松村　敬太

042‒780‒7077

http://www.towabody.jp

会社概要 事業概要

医療機関支援事業、在宅介護事業

【ケアステーション優縁】居宅介護支援事業・訪問介護事業

【えなふる優縁Days】通所介護事業

高齢者シニア日帰り旅行の企画・運営、介護アパレル事業

価　格（参考）

製品の概要

　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です。

　「肌着の脱ぎ着は、自分で行いたい。」という女性な

らではの想いを受け止め、介護現場の声と医療従事者

のアイデアを形にしました。

　さらに、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おります。

3,850円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区淵野辺4‒37‒12 ラティブビル２階

南川　千明

042‒730‒3705

http://www.e-m.co.jp

①① ②②

有限会社 永遠ボディー

①ＴＢ58（カードケース）　②ＴＢ60（トロリーケース）

株式会社エナメディカル

スルリエ

－16－
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製品の概要

　ブギウギベッドキットは車体を改造することなく、車中泊できるキットです。後部座席の上の２枚のパネルは後ろに収納でき、後部

座席を起こして使用も可能。上の収納にはよく使うものを入れ、下の収納にはサブバッテリーや水タンクなどを入れることが出来ます。

　テーブル・棚はオプションなので使用に合わせて選べます。

会社概要 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

価　格（参考） 　165,000円～ 462,000円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区田名8531‒3

富田　涼子

042‒777‒0453

http://www.blow-net.co.jp/

株式会社ブロー

ブギウギベッドキット
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平成30年度 トライアル発注認定製品



会社概要 事業概要

自動車アクセサリー製造販売

キャンピングカー製造販売

価　格（参考）

製品の概要

　熱帯夜の車中泊に威力を発揮する、消費電力が

僅か１Ａのポータブルクーラー。家庭のエアコン

と原理は同じで、冷媒に氷水を使い、小型ラジ

エターによる熱交換で得た冷気をファンにて放出

させる。自動車のほかに災害時の避難所の冷房や

重機、有料道路の集金ブース等々にも利用できる。 

　電源は12Ｖシガーソケットを使用。

38,280円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区上溝2256‒1

霜田　勝美

042‒763‒0061

http://www.stage21.co.jp/

株式会社Stage21

ポータブルクーラー【冷え蔵Ⅱ】

平成29年度

トライアル発注認定製品
【認定期間】　平成29年８月28日～令和２年3月31日
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会社概要 事業概要

住宅設備機器の製造及び販売等

価　格（参考）

製品の概要

　クーキレイは76年の歴史とレンジフード国内トップシェア※

をもつキッチン換気のプロから生まれました。ダイニング

照明に空気清浄機能を持たせるというアイデア。調理時に

発生する空気の流れや油煙の性質を知り尽くしているから

こその優れた空気清浄機能。シーンに合わせて使い分け

られるダイニング照明機能。さらにはデザイン性や使い

やすさに至るまで、日本ならではの細やかな発想と“もの

づくり”へのこだわりに満ちた類のない商品です。

※富士工業株式会社調べ（2015年度実績）

富士工業株式会社は、レンジフード国内トップシェア

メーカーです。（OEM生産品含む）

オープン価格　（参考価格：64,900円（税込））

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区淵野辺2‒1‒9

柏村　浩介

042‒753‒1001

www.fjic.co.jp/

会社概要 事業概要

環境・医療・教育分野におけるプロダクトサービスおよび

ソフト・ハード・ネットワーク開発ソリューション

価　格（参考）

製品の概要

　本サービスは現場作業者が身に付けたセンサから

取得したデータをもとに、作業者の環境を遠隔で把握

できる。周辺温度・湿度に加えて、傾きや動き、振動、

衝撃を検知する加速度データや位置情報（GPS）も

取得する。また現場付近の気象データから算出した

暑さ指数（WBGT）をもとに熱中症危険度を知らせ

たり、加速度データから転倒・転落発生などを知らせ

たりと、現場監督や安全管理者がそれぞれ現場の状況を

把握し、安全管理に役立てられるサービスとなって

いる。

月額利用料：5,478円～（税込）  ※別途初期導入費要

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区中野1326 加川ビル

加川　広志

042‒784‒5700

www.iforcom.jp

富士工業株式会社

クーキレイ（C-BE511-W/BK・C-PT511-W/BK）

アイフォーコム・スマートエコロジー株式会社

IOTを活用した作業者みまもりサービス
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会社概要 事業概要

•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

•上記各号に付帯関連する一切の業務

価　格（参考）

製品の概要

•無限回転ノブ１つと、ボタン２つを備えたUSBデバイス

です。

•フォトショップなどの画像編集ソフト・動画編集ソフト・

写真整理ソフト等を用いる際の業務効率化のための補助

入力機器として使用します。

•ブロック崩し等のゲームにも使用出来ます。

11,880円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区上溝5‒1‒23　

阿部　行成

042‒785‒2142

http://bit-trade-one.co.jp/

会社概要 事業概要

段ボール、紙器、梱包材製造販売

価　格（参考）

製品の概要

　組立式ダンボール製のタンスです。引き出し収納部分は、たたんだワイシャツ約２枚分の幅サイズです。奥行があるのでたくさん

入ります。単身赴任や里帰りのママ、一人暮らしなどの一時的な使用に便利です。不要になったら処分も簡単。置くスペースや用途に

よって、２段から４段へ増やすことができます。

2,700円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区小町通2‒10‒17

鈴木　和弥

042‒774‒0488

http://www.to-re.net/

株式会社ビット・トレード・ワン

パドルコントローラ・Horizontal Controller EX

株式会社東鈴紙器

ダンボールタンス
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会社概要 事業概要

■化成品の製造、販売、応用品販売 

■紙製品の製造、販売、製品の製造プラントの設計製作 

■紙製品、応用商品開発および包装設計の受託

価　格（参考）

製品の概要

　緊急時に水を使用せずに処理ができる

緊急用トイレです。

　消臭固化材の包材が水に反応して溶け

るようになっており、袋を破かずにその

ままご使用頂けます。

　何方でも簡単にご使用頂ける設計と

なっております。

1個入：150円　50個入：7,000円　100個入：14,000円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区淵野辺1‒20‒8

大澤　浩一郎

042‒752‒4311

http://www.nk-kizai.co.jp

会社概要 事業概要

水中センサーの企画・設計・製造・販売

船舶装置向けソフトウェアの受託業務

防災無線、列車接近監視装置等無線応用機器向けソフトウェア

の受託業務

価　格（参考）

製品の概要

　マクリルは漁場を特定するための情報を収集するための装置で、以下の特徴があります。

⑴水深500ｍまでの水温、塩分濃度を0.1秒刻みに観測します。

⑵観測した情報は、装置が海面に引き上げられると自動的に無線でパソコンに伝達されます。

⑶受信したデータはパソコン上に表示される電子海図上にGPS情報の位置情報をもとに、

計測位置毎に表示されます。

⑷センサーは長さ50㎝、直径６㎝、２㎏と小型軽量。市販の電動リールによる運用が可能です。

⑸省電力設計で１年間は電池交換無しで運用が可能です。

660,000円～ 1,650,000円（税込）

所　在　地：

代　表　者：

電話番号：

Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市南区古淵3‒3‒5‒102

武　義昭

042‒753‒7577

http://www.magneticsquare.com

センサー本体

運用例　 チャート表示例　 グラフ表示例　

日本化工機材株式会社

すいふよう

有限会社マグネティックスクエア

海中環境情報自動収集システム　マクリル（MacLir）
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（お問い合わせ先）

相模原市　環境経済局　経済部　産業政策課

〒252-5277　相模原市中央区中央 2丁目 11番 15号

電　話：０４２－７６９－８２３７

ＦＡＸ：０４２－７５４－１０６４

E-Mail：sangyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp

発　行／令和元年 11月　　印　刷／タイヨー印刷株式会社


