
相模原市
トライアル発注認定制度
認定製品カタログ

平成30年度

相 模 原 市

（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：０４２－７６９－９２５３

ＦＡＸ：０４２－７５４－１０６４

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

発　行／平成 30年 10月　　印　刷／タイヨー印刷株式会社



　相模原市内には高い技術力や独創的なアイデアを持って、新商品やサービス

を開発・提供する中小企業が数多く存在しております。

　本市では、こうした中小企業の取組が市場に新たな風を吹き込み、地域経済

の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、販路開拓等の支援をしております。

　今年度は、新たに12社13製品を認定し、「トライアル発注認定製品」は累計

で78社115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、市の各施設等において積極

的に活用を図ることで、 企業や製品知名度、信頼性の向上につなげていただく

とともに、実証結果を、製品の開発や更なる改良に生かしていただいており

ます。

　また、東京ビッグサイトで開催される展示会への出展、市ホームページや

カタログによる広報のほか、新聞等の取材への協力やふるさと納税の返礼品

としての登録など、市内外へ積極的に認定商品を紹介し、市場への認知度を

高める支援をしているところでございます。

　本カタログは優れた新商品の開発に挑戦する中小企業を支援するため作成

いたしました。一人でも多くの皆様にご活用いただければ幸いに存じます。

　　　　平成30年10月

相模原市長　加 山 俊 夫

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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相模原市でのトライアル発注認定製品の導入事例

産業交流展 2017 ～東京ビッグサイト～の様子

リウマチ疾患や高齢化による手指の硬縮、
筋力低下のある方が脱ぎ着しやすいように
逆ポケットの指掛け機能を付けたショーツ
です。
緑子育て支援センターに導入しました。

【　　　　　 】

【　　　　　 】

製品の詳細は、本カタログ
20ページをご覧ください。

製品の詳細は、本カタログ
14ページをご覧ください。

自立支援型リハビリショーツ「エナラック」「エナラックアクア」	 	
	 【株式会社エナメディカル】

トライアル発注認定制度認定式の様子

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使用すること
ができます。
市営施設である、藤野やまなみ温泉や南保健福祉セ
ンターに導入しました。

11月15日 ～11月17日 に 東 京
ビッグ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５社
の製品を展示いたしました。

９月４日に平成30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12社に認定書の交付を
行いました。

すいふよう	 【日本化工機材株式会社】
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ふるさと納税の返礼品に選ばれています

株式会社ビット・トレード・ワン有限会社小松屋

株式会社ビット・トレード・ワン

株式会社東鈴紙器

日本化工機材株式会社

　相模原市トライアル発注認定制度で認定された製品は、個性あふれる特注品として、ふるさと納税
の返礼品として選ばれています。

【BFKB113PBK】
正確な指運びが難しい方にもおすすめ
パンタグラフ方式採用のキーボード

【BFKB113PBK】

【Horizontal Controller EX】
浪漫型パドルコントローラ

【雷神】もしくは【風神】
おみやげ三味線 しゃみ小町

【ジュニアデスクチェア&おうち型収納ボックス】
成長に合わせて使える段ボール家具

【すいふよう】
緊急・災害用トイレ処理セット

【BFKB113PBK-G】
入力補助をするためのキーガード付き
パンタグラフタイプキーボード

【BFKB113PBK-G】

【Horizontal Controller EX】

5,000 5,000円からの寄附金

返礼品対象寄附金

10,000 10,000円からの寄附金20,000 20,000円からの寄附金30,000 30,000円からの寄附金50,000 50,000円からの寄附金100,000円からの寄附金

100,000

寄附金額により選べる内容が異なります。

返礼品カタログ

ふるさと納税

sagamihara

5,000 5,000円からの寄附金

返礼品対象寄附金

10,000 10,000円からの寄附金20,000 20,000円からの寄附金30,000 30,000円からの寄附金50,000 50,000円からの寄附金100,000円からの寄附金

100,000
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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。

148,000円（税抜）

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
http://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～平成33年３月31日
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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。

2,500,000円～

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

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

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。

148,000円（税抜）

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
http://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～平成33年３月31日
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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》

35,800円～ 37,800円（税抜）

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。

7,980円（税抜）

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

－6－
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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

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～ 13,000,000円

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

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》

35,800円～ 37,800円（税抜）

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。

7,980円（税抜）

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
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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。 

100,000円～ 280,300円

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）
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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 28,000円（税抜）　　② 150,000円（税抜）

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。

3,900円（税抜）

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

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。 

100,000円～ 280,300円

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）
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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） 　150,000円～ 420,000円

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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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。

34,800円（税別）

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～平成32年3月31日

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） 　150,000円～ 420,000円

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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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

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：4,980円～  ※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

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。

8,980円（税別）

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

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

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：4,980円～  ※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

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

■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

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。

600,000円～ 1,500,000円（税別）

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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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

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。

600,000円～ 1,500,000円（税別）

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）

会社概要 事業概要

和楽器製造・販売・卸

価　格（参考）

製品の概要

　動物の皮を使わない三味線の人工皮。本皮に近い
良い音を出す。本皮より丈夫で破れにくく低コスト。
水に強く濡れても大丈夫な為、本皮ではできない
お祭り等の雨の屋外演奏も可能。

21,000円～ 50,000円

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区青山378‒５
小松　英雄
042‒780‒8518
http://www.shokokai.or.jp/cpsite/14/144211S0004/index.htm

有限会社 小松屋
三味線 人工皮リプル

平成28年度
トライアル発注認定製品

【認定期間】　平成28年８月24日～平成31年３月31日
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会社概要 事業概要

各種温度センサ及び制御機器の設計・開発、半導体ウエハー計
測用プローブカードの設計・開発

価　格（参考）

製品の概要

　ワイヤレス温湿度ロガーは、超小型基板上の高分子薄膜式温湿度
センサで計測した周囲の温度と湿度を、一定間隔で基板内のメモ
リーに記録します。記録したデータはBluetoothにてiPhoneで
読み出す事ができます。
•測定範囲は-10℃～ 70℃ 、0～ 100％RH。
•TSW-02A/WR/SPとiPhone間の最大通信距離は約20ｍ（見通し）
で、１台のiPhoneにTSWを32台まで接続可能です。
•ボタン電池使用により配線工事が必要ありませんので設置場所を
選びません。データをBluetoothで読み出せるので、ケーブルの
接続など煩わしい作業は不要です。
•読み出した記録データは自動的にCSV形式のファイルに変換され、
Excelなどの表計算ソフトを使用しグラフに編集する事ができ
ます。専用のビューアソフトや編集アプリ等を必要としません。
•設定した温湿度範囲から外れると警報マークを表示し、異常発生
を知らせます。

14,800円～ 19,800円

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区西橋本2‒4‒3
河本　悟
042‒700‒2100
http://www.toho-inc.com/

会社概要 事業概要

主にパッキング材・クッション材・吸音材・断熱材・シール材
の加工と販売。
材料はポリウレタンフォーム・ゴムスポンジ・発泡ポリエチレ
ン・フェルト・不織布・フィルム等が有り、販売先は自動車、
建築、弱電、雑貨等、多岐にわたる分野。

価　格（参考）

製品の概要

　「マスクにはるこちゃん」は、マスクの内側上部に貼るだけ
で、マスクが鼻からずり落ちるのを防ぎ、合わせて、鼻と
マスクの隙間をなくす機能も備えた、日本国内では初めての
マスクずれ防止パッドです。
　長さ13㎜、幅14㎜、厚さ４㎜の棒状で、顔の皮脂に触れて
も滑りにくい特殊なポリプロピレンフォーム、ポリエチレン
フォームのクッション材、形状記憶機能のあるポリエチレン
樹脂の芯材、マスクに固定するためのマジックテープの４層
構造となっています。
　重さは約１グラムと超軽量で、クッション素材を使用して
いるので、違和感も圧迫感もありません。通常の使用はもち
ろんのこと、マスクを掛けたままの会話などで口を動かして
もずり落ちる心配がありません。

500円（税抜）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区上溝292‒１
甲斐　全吉
042‒778‒0288
http://www.s-foam.com

東邦電子 株式会社
ワイヤレス温湿度ロガー　①TSW-02A　②TSW-02WR　③TSW-02SP

相模カラーフォーム工業 株式会社
マスクずれ防止パッド “マスクにはるこちゃん”

①TSW-02A

②TSW-02WR

③TSW-02SP
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会社概要 事業概要

OEMを主体とした縫製工場で主に自動車部品・用品、自衛隊装
備品、半導体製造部品の他、ケース、カバー、クッション、
マット等の設計から製造まで一貫して行うメーカーです。

価　格（参考）

製品の概要

　「ロコトレーナー」は、ロコモティブシンド
ロームの代表疾患の一つである変形性膝関節症
による膝痛の予防・緩和を目的としたフィット
ネス機器である。
　変形性膝関節症は、加齢に伴う筋力低下によ
り関節軟骨や半月版が磨耗することで関節痛が
発症する。
「ロコトレーナー」は、1分間に120 ～ 540回
の振動で筋肉を屈伸させ、短時間で筋力アップ
を行い、関節痛の予防・緩和を実現する。
　振動板の上に、ただ立つだけの受動的な運動
であり、膝へ負担をかけず、労せずして筋力
アップが期待できる。十分な運動が行えていな
い中高齢者向きのフィットネス機器である。

385,000円（定価）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市南区大野台３‒25‒29
柴原　博靖
042‒752‒5050
http://so-up.co.jp

会社概要 事業概要

水の中に強力な超音波を照射して、極めて強力な衝撃力をもつ
キャビティ（球状星雲型微小真空核群）を無数に作り、その衝
撃力で、超強力・超音波バリ取り洗浄装置を製造するメーカー
です。

価　格（参考）

製品の概要

　金属・プラスチック・セラミックスで機械
加工、プレス加工、成形加工などをすると、
必ずバリとよばれる不要部分が発生します。
これを皆無にするのは、極めて難しく、かつ
コストがかかりますが、バリがついた状態
では、最終製品にはできません。弊社の
超音波バリ取り洗浄装置は、一度に１～
1,000個のバリ取り洗浄が可能。使用するの
は水の為、環境にやさしく、人件費の大幅
削減、品質の安定、競争力の強化につながる
でしょう。

6,300,000円～ 10,500,000円

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区横山台１‒31‒１
柴野　美雪
042‒711‒7721
http://blue-galaxy.co.jp/

株式会社 ソーアップ
ロコトレーナー

株式会社 ブルー・スター R&D
超音波バリ取り洗浄装置

会社概要 事業概要

各種温度センサ及び制御機器の設計・開発、半導体ウエハー計
測用プローブカードの設計・開発

価　格（参考）

製品の概要

　ワイヤレス温湿度ロガーは、超小型基板上の高分子薄膜式温湿度
センサで計測した周囲の温度と湿度を、一定間隔で基板内のメモ
リーに記録します。記録したデータはBluetoothにてiPhoneで
読み出す事ができます。
•測定範囲は-10℃～ 70℃ 、0～ 100％RH。
•TSW-02A/WR/SPとiPhone間の最大通信距離は約20ｍ（見通し）
で、１台のiPhoneにTSWを32台まで接続可能です。
•ボタン電池使用により配線工事が必要ありませんので設置場所を
選びません。データをBluetoothで読み出せるので、ケーブルの
接続など煩わしい作業は不要です。
•読み出した記録データは自動的にCSV形式のファイルに変換され、
Excelなどの表計算ソフトを使用しグラフに編集する事ができ
ます。専用のビューアソフトや編集アプリ等を必要としません。
•設定した温湿度範囲から外れると警報マークを表示し、異常発生
を知らせます。

14,800円～ 19,800円

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区西橋本2‒4‒3
河本　悟
042‒700‒2100
http://www.toho-inc.com/

会社概要 事業概要

主にパッキング材・クッション材・吸音材・断熱材・シール材
の加工と販売。
材料はポリウレタンフォーム・ゴムスポンジ・発泡ポリエチレ
ン・フェルト・不織布・フィルム等が有り、販売先は自動車、
建築、弱電、雑貨等、多岐にわたる分野。

価　格（参考）

製品の概要

　「マスクにはるこちゃん」は、マスクの内側上部に貼るだけ
で、マスクが鼻からずり落ちるのを防ぎ、合わせて、鼻と
マスクの隙間をなくす機能も備えた、日本国内では初めての
マスクずれ防止パッドです。
　長さ13㎜、幅14㎜、厚さ４㎜の棒状で、顔の皮脂に触れて
も滑りにくい特殊なポリプロピレンフォーム、ポリエチレン
フォームのクッション材、形状記憶機能のあるポリエチレン
樹脂の芯材、マスクに固定するためのマジックテープの４層
構造となっています。
　重さは約１グラムと超軽量で、クッション素材を使用して
いるので、違和感も圧迫感もありません。通常の使用はもち
ろんのこと、マスクを掛けたままの会話などで口を動かして
もずり落ちる心配がありません。

500円（税抜）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区上溝292‒１
甲斐　全吉
042‒778‒0288
http://www.s-foam.com

東邦電子 株式会社
ワイヤレス温湿度ロガー　①TSW-02A　②TSW-02WR　③TSW-02SP

相模カラーフォーム工業 株式会社
マスクずれ防止パッド “マスクにはるこちゃん”

①TSW-02A

②TSW-02WR

③TSW-02SP
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価　格（参考）

会社概要 事業概要

１．事務用機器の製造販売
２．コンピュータ周辺機器および情報処理関連機器の製造販売
３．印刷機械、製本機械およびその周辺機器の製造販売

製品の概要

①デュースリッター　DS-1は「安全・かん
たん・正確」をコンセプトに作られた卓上
型用紙断裁機です。断裁刃が製品本体に内
蔵されているため、安全に、そしてどなた
でも扱える製品となっています。また、
断裁刃が可動式になっているため、A4
用紙の３分割などにも対応しています。
②用紙を選ばず紙に優しく給紙する「ファン
モータベルトサクション給紙」を採用した
「エアー サクション フォルダー DF-1200」
は紙折機にとって必要不可欠な高い折り
精度と静粛性を追求し、用紙の2枚送りを
検知する重送検知機構を標準で搭載して
おり、どなたでも精度の高い仕事を簡単に
行うことができます。

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/index.html

会社概要 事業概要

船舶用温度計、工業用計器の開発・製造・販売

価　格（参考）

製品の概要

　リモートSBTからの水温・水深情報を船上あるいは
陸上においてリアルタイムに自動収集し、タブレットや
パソコンで表示します。煩わしいデータ管理等は不要
です。小型・軽量・省電力性に富むコンパクトなセン
サーシステムで、簡単な操作でデータ収集を行うことが
出来ます。他のメモリ式測器やプランクトンネット等
と連動し、吊り下げられた測器等の水深や水温をリアル
タイムにモニターし、正確な深度でのサンプリングを
支援します。

1,500,000円（セット税別）

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

① DS-1

② DF-1200

①希望販売価格　198,000円　　②希望販売価格　620,000円

株式会社 デュプロ
①卓上型用紙断裁機 デュースリッター DS-1　②卓上紙折機 エアー サクション フォルダー DF-1200

株式会社 村山電機製作所
リモートSBT（超小型水深水温計）
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会社概要 事業概要

電子機器・パソコン周辺機器の設計・開発・製造・販売

価　格（参考）

製品の概要

　上肢に震えや不随意運動がある方が、確実にキー入力を出来るように、キーガードが付いたキーボードです。
　キーがガードされているため、余計なキーが入力されずキーボード本体に手を乗せながら入力する事が出来ます。元のキーボードに
パンタグラフタイプを採用している為、ストロークが浅く、従来他社製に比べ押しやすくなっています。
　弊社は元々キーボード事業を行っており、そのバリエーション製品であるため、価格もお求めやすくなっております。ICT機器と
福祉の関係を研究している研究機関との連携により開発し、使い勝手を追求、外見も福祉機器っぽさを無くしました。

9,800円（税別）

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

•業務システム開発　　　•組み込みソフトウェア開発
•電気・電子回路設計　　•ネットワーク設計・構築・運用 等
開発～プロダクト製作まで一貫したサービスを行う「ワンス
トップICT企業」です

価　格（参考）

製品の概要

　鉛蓄電池用の延命及び監視システム。劣化の原因である硫酸鉛を分解し性能を回復。蓄電池の劣化状況の表示。

500,000円～

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
http://www.iforcom.jp/

アイフォーコム・スマートエコロジー 株式会社
eco-kaizen B・R（Battery Rescue）　BMS（Battery Management System）

株式会社 ビット・トレード・ワン
キーガード付きパンタグラフタイプキーボード　“ BFKB113PBK-G ”

価　格（参考）

会社概要 事業概要

１．事務用機器の製造販売
２．コンピュータ周辺機器および情報処理関連機器の製造販売
３．印刷機械、製本機械およびその周辺機器の製造販売

製品の概要

①デュースリッター　DS-1は「安全・かん
たん・正確」をコンセプトに作られた卓上
型用紙断裁機です。断裁刃が製品本体に内
蔵されているため、安全に、そしてどなた
でも扱える製品となっています。また、
断裁刃が可動式になっているため、A4
用紙の３分割などにも対応しています。
②用紙を選ばず紙に優しく給紙する「ファン
モータベルトサクション給紙」を採用した
「エアー サクション フォルダー DF-1200」
は紙折機にとって必要不可欠な高い折り
精度と静粛性を追求し、用紙の2枚送りを
検知する重送検知機構を標準で搭載して
おり、どなたでも精度の高い仕事を簡単に
行うことができます。

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/index.html

会社概要 事業概要

船舶用温度計、工業用計器の開発・製造・販売

価　格（参考）

製品の概要

　リモートSBTからの水温・水深情報を船上あるいは
陸上においてリアルタイムに自動収集し、タブレットや
パソコンで表示します。煩わしいデータ管理等は不要
です。小型・軽量・省電力性に富むコンパクトなセン
サーシステムで、簡単な操作でデータ収集を行うことが
出来ます。他のメモリ式測器やプランクトンネット等
と連動し、吊り下げられた測器等の水深や水温をリアル
タイムにモニターし、正確な深度でのサンプリングを
支援します。

1,500,000円（セット税別）

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

① DS-1

② DF-1200

①希望販売価格　198,000円　　②希望販売価格　620,000円

株式会社 デュプロ
①卓上型用紙断裁機 デュースリッター DS-1　②卓上紙折機 エアー サクション フォルダー DF-1200

株式会社 村山電機製作所
リモートSBT（超小型水深水温計）
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【平成26年度トライアル発注認定製品】

定温保冷輸送時の温度管理型シート
「保冷レンジャー」
パレット・ロールボックス・カゴ車等の定温輸送時に最適な４層
構造プラス３層の空気層を備えた定温輸送シート

光カートリッジDS001

レコードの情報を光の変化によって読み取る光電式アナログレコード用
カートリッジ

角印・ゴム印の位置ずれお助け器
「ずれないくん」
斜め押し防止のため、ストッパーを付けた押印ずれ防止のお助け器

人工ゼオライト入り浄水器

飲用、料理の下ごしらえ、赤ちゃんのミルク作りや洗顔等に使える
トップクラスの浄水能力を持つ浄水器

太陽光発電パネル設置用汎用架台

様々な規格や大きさの太陽光発電用パネルに対応できるパネル
設置用汎用架台

害虫捕獲用粘着シート
「食」に対する安心・安全のため、薬剤を使用しない園芸用の害虫
捕獲粘着シート

有限会社 牧山商事

株式会社 デジタルストリーム

大島機工 株式会社

株式会社 日本シンクマスター

城山工業 株式会社

大協技研工業 株式会社

〈参 考〉過去のトライアル発注認定製品
【平成27年度トライアル発注認定製品】

雪かき用フォークリフト専用バケット
～雪かき王子～

フォークリフトの爪部分にわずか10秒で
装着可能な雪かき用バケット

～マスクひもで耳が痛くならない!! ～
「くびにかけるくん」

マスクのゴムひもを首の後ろで
固定する特殊ウレタン製パット

獣害対策用 溶接金網

特殊な道具を必要とせず簡単に設置可
能な金網

胎動胎感システム たいじのきもち

タブレット端末を操作し、胎児人形を
通じて心音や胎動などを体験できる
システム

軽規格太陽光発電トレーラー『幌馬車くん』

牽引免許不要、軽自動車にて牽引可能。
標準装備のソーラーパネルにて、100W
の家電が使用可能な発電トレーラー

μWins 傷検査装置

機械装置、精密部品の塗装、仕上げ
表面における傷検査用装置

トレリンシリーズダンボール家具

国内産ダンボールで製造された組立式の
家具

雷・気象情報システム
Lightning Scope+
（ライトニングスコープ プラス）

雷の発生前～現在～今後までの情報
をユーザーに提供するシステム

「MEMOTTOLUN」－めもっとるん－
～携帯できる小さな乱数表～

パスワードを管理するための乱数表カード

窓付きカットクロス　Madomir（まどみーる）

理容、美容室で使える窓付きカット
クロス

ローテックスレインストーム1000・750

集中豪雨等に対応可能な
貯留タンク

あおりの鉄人

平ボディトラックのあおり部分に簡単に
装着可能なアルミ製の足場

自立支援型リハビリショーツ
「エナラック」「エナラックアクア」
手指の硬縮、筋力低下の症状がみられる
リウマチ患者を対象とした、逆ポケット
付の自立支援型ショーツ

Smile Advance System

笑顔を促進し、健康管理を目的とした
システム

金型教材アニメ「KATA-KISO」シリーズ
プレス加工の基礎技術

CG技術を駆使した金型説明用の
アニメーション

旭フォークリフト株式会社 相模カラーフォーム工業株式会社

相模メッシュ鋼業株式会社 相模原商事株式会社

株式会社Stage21 ユーエスディ株式会社

株式会社東鈴紙器 株式会社フランクリン・ジャパン

plus afterimage

株式会社ファンシード

シップスレインワールド株式会社

株式会社クライムエヌシーデー

株式会社コバヤシ精密工業

株式会社エナメディカル　

アイフォーコム・スマートエコロジー株式会社
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【平成26年度トライアル発注認定製品】

定温保冷輸送時の温度管理型シート
「保冷レンジャー」
パレット・ロールボックス・カゴ車等の定温輸送時に最適な４層
構造プラス３層の空気層を備えた定温輸送シート

光カートリッジDS001

レコードの情報を光の変化によって読み取る光電式アナログレコード用
カートリッジ

角印・ゴム印の位置ずれお助け器
「ずれないくん」
斜め押し防止のため、ストッパーを付けた押印ずれ防止のお助け器

人工ゼオライト入り浄水器

飲用、料理の下ごしらえ、赤ちゃんのミルク作りや洗顔等に使える
トップクラスの浄水能力を持つ浄水器

太陽光発電パネル設置用汎用架台

様々な規格や大きさの太陽光発電用パネルに対応できるパネル
設置用汎用架台

害虫捕獲用粘着シート
「食」に対する安心・安全のため、薬剤を使用しない園芸用の害虫
捕獲粘着シート

有限会社 牧山商事

株式会社 デジタルストリーム

大島機工 株式会社

株式会社 日本シンクマスター

城山工業 株式会社

大協技研工業 株式会社

〈参 考〉過去のトライアル発注認定製品
【平成27年度トライアル発注認定製品】

雪かき用フォークリフト専用バケット
～雪かき王子～

フォークリフトの爪部分にわずか10秒で
装着可能な雪かき用バケット

～マスクひもで耳が痛くならない!! ～
「くびにかけるくん」

マスクのゴムひもを首の後ろで
固定する特殊ウレタン製パット

獣害対策用 溶接金網

特殊な道具を必要とせず簡単に設置可
能な金網

胎動胎感システム たいじのきもち

タブレット端末を操作し、胎児人形を
通じて心音や胎動などを体験できる
システム

軽規格太陽光発電トレーラー『幌馬車くん』

牽引免許不要、軽自動車にて牽引可能。
標準装備のソーラーパネルにて、100W
の家電が使用可能な発電トレーラー

μWins 傷検査装置

機械装置、精密部品の塗装、仕上げ
表面における傷検査用装置

トレリンシリーズダンボール家具

国内産ダンボールで製造された組立式の
家具

雷・気象情報システム
Lightning Scope+
（ライトニングスコープ プラス）

雷の発生前～現在～今後までの情報
をユーザーに提供するシステム

「MEMOTTOLUN」－めもっとるん－
～携帯できる小さな乱数表～

パスワードを管理するための乱数表カード

窓付きカットクロス　Madomir（まどみーる）

理容、美容室で使える窓付きカット
クロス

ローテックスレインストーム1000・750

集中豪雨等に対応可能な
貯留タンク

あおりの鉄人

平ボディトラックのあおり部分に簡単に
装着可能なアルミ製の足場

自立支援型リハビリショーツ
「エナラック」「エナラックアクア」
手指の硬縮、筋力低下の症状がみられる
リウマチ患者を対象とした、逆ポケット
付の自立支援型ショーツ

Smile Advance System

笑顔を促進し、健康管理を目的とした
システム

金型教材アニメ「KATA-KISO」シリーズ
プレス加工の基礎技術

CG技術を駆使した金型説明用の
アニメーション

旭フォークリフト株式会社 相模カラーフォーム工業株式会社

相模メッシュ鋼業株式会社 相模原商事株式会社

株式会社Stage21 ユーエスディ株式会社

株式会社東鈴紙器 株式会社フランクリン・ジャパン

plus afterimage

株式会社ファンシード

シップスレインワールド株式会社

株式会社クライムエヌシーデー

株式会社コバヤシ精密工業

株式会社エナメディカル　

アイフォーコム・スマートエコロジー株式会社
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【平成24年度トライアル発注認定製品】

アスファルト合材専用保温シート
「保温レンジャー」

７層構造にてアスファルト合材の
温度低下を防ぎ、品質の維持を目
的とした画期的な保温シート

蓄電容量2.7kWh ～ 14kWhの
大容量リチウムイオンポリマー
蓄電池

スマートフォンケースにPCの
データをフルカラーでダイレクト
プリントできる専用プリンター

地球環境、健康に優しいショウ
エネインバータを内蔵した省
エネ照明器具

設置したセンサーから危険な
状態レベルを感知するとアラー
ムが作動するモニター装置

企業や家庭の「電気」「ガス」
「水道」の使用量を計測、エネ
ルギー使用状況を把握し省エネ
行動をサポートする計測機器

コミュニティ FM放送局からの
起動信号（DTMF）を受信する
と自動的に緊急放送を受信する
装置

任意のアンペア数にセットし
ブレーカーの模擬として使用可能
な警報装置

ムードある立体感で人々を魅了
する不思議なLED看板

チップ状にした森の剪定枝に100％
天然成分のミネラル液（特許製品）
を混ぜて発酵させた完熟の堆肥

ルーメット

リチウムイオンポリマー蓄電池
「SP・SGシリーズ」

スマートフォンケース
専用プリンター
「MDP－A406」

55W省エネ蛍光灯器具
及びインバータ

熱中症見守りモニター装置

エネルギー計測器＆
データ転送一体型装置
「EP－01」

緊急告知コミュニティ
ＦＭ戸別受信機
「DPR－３」

「Ａらま～（あらま～）」 ３Dサインボード

気化又は蒸発の原理を応用した
オフィスビル内の個別空調用
天井埋込型の気化式加湿器

天井埋込型気化式加湿器森の富植土

キャンピングカーはもとより、
移動販売など使い方は無限大な
牽引免許を必要としない750Kg
以下のトレーラー

有限会社牧山商事 株式会社クロコアートファクトリー

株式会社スマートパワーシステム 株式会社メディアプラス

株式会社ショウエネ イーシェア株式会社

アイフォーコム・スマートエコロジー株式会社 株式会社CSR

株式会社ツーデン TSS株式会社

株式会社ワコーグリーン 株式会社イー・アンド・エー・システムズ

【平成25年度トライアル発注認定製品】

アグリサーバ

気温・湿度・日射量等を計測し、画像と
ともにデータを監視・閲覧・蓄積する農
業用環境モニタリングシステム

エコラ

再生紙を使用した角紙管を利用し
ジョイントを組み合わせた紙製ラック

デジタルワイヤレスガイドシステム

ガイドと見学者の伝達が円滑に行える
よう、会話機能（双方向通話機能）や
自動案内機能を搭載したデジタルワイヤ
レスガイドシステム

スーパーファインジャケット

食品・飲料・医薬品・半導体等の発熱
機器に取り付ける、極めて発塵性の
低い省エネ型保温ジャケット

クックレインボー圧力調節鍋

鍋内の圧力（温度）を調節（４段階）し
て蒸気等を逃がすことで吹きこぼれや飛
散を防ぐ圧力調節鍋

HEMSパワミル制御用分電盤システム

電力使用量の可視化や節電のための機器
制御を行い、太陽光パネル等との併用に
より停電時には蓄電池に切替可能なエネ
ルギー管理システム

「ドーナツコード」を使用した
画像メモ共有システム
※ドーナツコード＝円形二次元コード

ドーナツコードスタンプとスマートフォン
のアプリを使用することで、紙に記載し
たメモを簡単に情報共有できるシステム

デジタル印刷機
デュープリンター「DP－Ｕ550α」

紙折機
デュプロフォルダー「DF－980」

最大A3サイズの用紙を自動で両面
印刷ができるデジタル孔版印刷機

書類が２枚送りをした際、自動で
ストップする重送検知機能を搭載
した紙折機

誘導ランプ一体型
車両センサー「EP4型」

大型の駐車場で各車室の在車状況を伝え、
来場車両をスムースに無人誘導する車両
センサー内臓LEDランプ

可視分光光度計「SP－808」

溶液の濃度、物質の特徴、分子の構造
がわかる高機能な可視分光光度計

ICタグ入り保険付き生コンクリート

無線ICタグを一体化し、製造日時や
製造工場を識別することで瑕疵保証
責任保険を付与できる生コンクリート

スーパーカターテ（トイレ用）
ロイヤルキッチン（キッチン用）

病気や障害等で身体が不自由な状態の方
でも片手で簡単にペーパーを切ることが
できるペーパーホルダー

音声合成タイプ・
自動音声案内放送装置

パソコンから入力した文章を
人間のような声で代わりに
しゃべってくれるロボットアナ
ウンサー

合資会社次世代技術 日本化工機材株式会社

Ronkジャパン株式会社 株式会社クロスメディア

株式会社クックレインボー 株式会社スマートパワーシステム

アイフォーコム・スマートエコロジー株式会社 株式会社デュプロ

エクノス株式会社

株式会社ティアンドティ相武生コン株式会社

恭誉建設株式会社株式会社MEMOテクノス
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【平成24年度トライアル発注認定製品】

アスファルト合材専用保温シート
「保温レンジャー」

７層構造にてアスファルト合材の
温度低下を防ぎ、品質の維持を目
的とした画期的な保温シート

蓄電容量2.7kWh ～ 14kWhの
大容量リチウムイオンポリマー
蓄電池

スマートフォンケースにPCの
データをフルカラーでダイレクト
プリントできる専用プリンター

地球環境、健康に優しいショウ
エネインバータを内蔵した省
エネ照明器具

設置したセンサーから危険な
状態レベルを感知するとアラー
ムが作動するモニター装置

企業や家庭の「電気」「ガス」
「水道」の使用量を計測、エネ
ルギー使用状況を把握し省エネ
行動をサポートする計測機器

コミュニティ FM放送局からの
起動信号（DTMF）を受信する
と自動的に緊急放送を受信する
装置

任意のアンペア数にセットし
ブレーカーの模擬として使用可能
な警報装置

ムードある立体感で人々を魅了
する不思議なLED看板

チップ状にした森の剪定枝に100％
天然成分のミネラル液（特許製品）
を混ぜて発酵させた完熟の堆肥

ルーメット

リチウムイオンポリマー蓄電池
「SP・SGシリーズ」

スマートフォンケース
専用プリンター
「MDP－A406」

55W省エネ蛍光灯器具
及びインバータ

熱中症見守りモニター装置

エネルギー計測器＆
データ転送一体型装置
「EP－01」

緊急告知コミュニティ
ＦＭ戸別受信機
「DPR－３」

「Ａらま～（あらま～）」 ３Dサインボード

気化又は蒸発の原理を応用した
オフィスビル内の個別空調用
天井埋込型の気化式加湿器

天井埋込型気化式加湿器森の富植土

キャンピングカーはもとより、
移動販売など使い方は無限大な
牽引免許を必要としない750Kg
以下のトレーラー

有限会社牧山商事 株式会社クロコアートファクトリー

株式会社スマートパワーシステム 株式会社メディアプラス

株式会社ショウエネ イーシェア株式会社

アイフォーコム・スマートエコロジー株式会社 株式会社CSR

株式会社ツーデン TSS株式会社

株式会社ワコーグリーン 株式会社イー・アンド・エー・システムズ

【平成25年度トライアル発注認定製品】

アグリサーバ

気温・湿度・日射量等を計測し、画像と
ともにデータを監視・閲覧・蓄積する農
業用環境モニタリングシステム

エコラ

再生紙を使用した角紙管を利用し
ジョイントを組み合わせた紙製ラック

デジタルワイヤレスガイドシステム

ガイドと見学者の伝達が円滑に行える
よう、会話機能（双方向通話機能）や
自動案内機能を搭載したデジタルワイヤ
レスガイドシステム

スーパーファインジャケット

食品・飲料・医薬品・半導体等の発熱
機器に取り付ける、極めて発塵性の
低い省エネ型保温ジャケット

クックレインボー圧力調節鍋

鍋内の圧力（温度）を調節（４段階）し
て蒸気等を逃がすことで吹きこぼれや飛
散を防ぐ圧力調節鍋

HEMSパワミル制御用分電盤システム

電力使用量の可視化や節電のための機器
制御を行い、太陽光パネル等との併用に
より停電時には蓄電池に切替可能なエネ
ルギー管理システム

「ドーナツコード」を使用した
画像メモ共有システム
※ドーナツコード＝円形二次元コード

ドーナツコードスタンプとスマートフォン
のアプリを使用することで、紙に記載し
たメモを簡単に情報共有できるシステム

デジタル印刷機
デュープリンター「DP－Ｕ550α」

紙折機
デュプロフォルダー「DF－980」

最大A3サイズの用紙を自動で両面
印刷ができるデジタル孔版印刷機

書類が２枚送りをした際、自動で
ストップする重送検知機能を搭載
した紙折機

誘導ランプ一体型
車両センサー「EP4型」

大型の駐車場で各車室の在車状況を伝え、
来場車両をスムースに無人誘導する車両
センサー内臓LEDランプ

可視分光光度計「SP－808」

溶液の濃度、物質の特徴、分子の構造
がわかる高機能な可視分光光度計

ICタグ入り保険付き生コンクリート

無線ICタグを一体化し、製造日時や
製造工場を識別することで瑕疵保証
責任保険を付与できる生コンクリート

スーパーカターテ（トイレ用）
ロイヤルキッチン（キッチン用）

病気や障害等で身体が不自由な状態の方
でも片手で簡単にペーパーを切ることが
できるペーパーホルダー

音声合成タイプ・
自動音声案内放送装置

パソコンから入力した文章を
人間のような声で代わりに
しゃべってくれるロボットアナ
ウンサー

合資会社次世代技術 日本化工機材株式会社

Ronkジャパン株式会社 株式会社クロスメディア

株式会社クックレインボー 株式会社スマートパワーシステム

アイフォーコム・スマートエコロジー株式会社 株式会社デュプロ

エクノス株式会社

株式会社ティアンドティ相武生コン株式会社

恭誉建設株式会社株式会社MEMOテクノス
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【平成22年度トライアル発注認定製品】

FA 用途向けイーサネット通信アダプタ 
「I/OdeLAN」シリーズ

インターネット網や構内LAN網を介して、アナ
ログ計測値やデジタル入出力情報・シリアル情
報を遠隔監視・制御するための通信アダプタ

ポータブルオゾン脱臭器
「オゾナイス」

オゾンガスを使用した持ち運び式の強力
な脱臭器

バリカン草刈装置
「レシプロくん」

バリカンの往復運動で草を刈るため、小石や
金属片などが飛散する危険性がない、既存
の刈払機に容易に取付可能なアタッチメント

グリストラップ用オゾン発生器
「グリス王」

グリストラップ槽をオゾンの酸化分解力
により浄化・脱臭するシステム

引き戸開閉アシスト装置 
「AIDoor（エイドア）」

通常の引き戸を、電気を使わずにゼンマイ
の力を利用して開閉をアシストする装置

デジタル無線式防犯カメラ送受信機
「AT-2800」「AT-2730WCS」

配線工事の手間や費用をかけずに導入する
ことができる防犯カメラ

あった丸

従来品の半分以下の電力で保温すること
ができる電気毛布

トラスコアパネル

属板に三角錐形状を連続的にプレス加工
することで、超軽量・高剛性を実現した
パネル

サポートクッションβ

人間工学に基づき開発された運転姿勢
補正用クッション

土壌元気君

土の飛散防止や路盤・軟弱地盤改良、運動
施設・公園の造成など様々な用途に対応可
能な100％無機物で構成された土壌改良剤

高さ自動上下枕「メカピロ」

寝姿による頭の高さ差を、自動上下する
事により解消し、安定的な睡眠を維持
する枕

災害対策用造水機
「AS-12000」シリーズ
災害時に安全な飲料水を提供できる移動
式濾過装置

遮熱・高反射率塗料
セラミックコート「SE40」
優れた遮熱効果、断熱効果と耐久性を
実現した無公害の水性常温乾燥型コー
ティング材

災害対策用給水袋

災害時に飲料水を運搬、携帯するための
水袋

浮上油回収装置「エコイット」

油水混合液の液面に浮上する油分や微細
スラッジを吸引して回収し、油分と水分
を分離する浮上油回収装置

株式会社ハウ 株式会社リガルジョイント

カナイ技研

株式会社アイスリー 株式会社キャロットシステムズ

株式会社ソーアップ 城山工業株式会社

恭誉建設株式会社

株式会社医研工業 株式会社東洋アクアテック

日本テレニクス株式会社

永進テクノ株式会社株式会社

【平成23年度トライアル発注認定製品】 

握力の弱いお子様やご年配の方
向けのペットボトル等のキャップ
オープナー

従来の紫外線のみで反応する光
触媒製品とは大きく違い、可視
光線領域400nm～ 570nmの
波長で反応する従来の5.9倍の
性能アップを果たした可視光応答
型新型光触媒

インバータ点灯器具に配線工事
無しでダイレクトに入替が可能
なLED蛍光灯

オプションとして、電力消費が少なく
なる夜間に蓄電し、電力消費がピーク
に達する日中の照明用電力として使用
可能なLED型照明器具

自然砂と無機系固結材を主成分とした
雑草発芽防止材

2.4GHzのISMバンドを利用した、
双方向同時通話システム

NASA（米国航空宇宙局）断熱技術応用の
微小中空セラミックバルーンを応用して開
発された画期的な水性、高温耐熱、高機
能、断熱コーティング材

座面の高さと傾斜、凹みにより骨盤を立
てた姿勢での効果的な腹筋等のコアマッ
スル強化、下肢・股間節のストレッチが
可能なクッション

センサーを測定部位に当てるだけで、最適
な超音波画像がリアルタイムにパソコン
画面に映し出される、身体組成（皮下
脂肪、筋肉）測定専用の超音波画像装置

座面の傾斜、凹みにより骨盤を立たせ脊
柱を真っ直ぐに伸ばした着座姿勢を促し、
腰椎への負担を軽減し腰痛予防効果が期
待できるクッション

eureka ！ Nets

「楽ラクあっくん」
可視光応答型 新型光触媒
ミナコート®シリーズ

インバータ点灯器具対応
ダイレクトインタイプの
LED蛍光灯

「LEDフラット照明システム Flatta+」
シリーズ

「ハヤサンド」 デジタルワイヤレス
インターカムシステム

水性高温耐熱 高機能 断熱塗料
「SE250」 「SE250X」

トップドゥアーズ
「コアトレーニングブロック」

パーソナル・デジタル超音波画像装置
「みるキューブ」

トップドゥアーズ
「コアクッション」

「人と人」、「人と情報」をつな
げるためのコミュニケーション
システム

株式会社ハウ 株式会社テクニカルエンジニアリングサポート

相模螺子株式会社 株式会社オペス

ユニオンマシナリ株式会社 株式会社オプトデザイン

株式会社エコワールド Ronkジャパン株式会社

日本テレニクス株式会社 株式会社ソーアップ

株式会社グローバルヘルス

インスタントボイス
コミュニケーションシステム
「LAN ｄｅ トーク」シリーズ

構内LAN網を利用したパソコン
不要・簡単接続・ハンズフリー
通話が可能な簡易通話システム
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【平成22年度トライアル発注認定製品】

FA 用途向けイーサネット通信アダプタ 
「I/OdeLAN」シリーズ

インターネット網や構内LAN網を介して、アナ
ログ計測値やデジタル入出力情報・シリアル情
報を遠隔監視・制御するための通信アダプタ

ポータブルオゾン脱臭器
「オゾナイス」

オゾンガスを使用した持ち運び式の強力
な脱臭器

バリカン草刈装置
「レシプロくん」

バリカンの往復運動で草を刈るため、小石や
金属片などが飛散する危険性がない、既存
の刈払機に容易に取付可能なアタッチメント

グリストラップ用オゾン発生器
「グリス王」

グリストラップ槽をオゾンの酸化分解力
により浄化・脱臭するシステム

引き戸開閉アシスト装置 
「AIDoor（エイドア）」

通常の引き戸を、電気を使わずにゼンマイ
の力を利用して開閉をアシストする装置

デジタル無線式防犯カメラ送受信機
「AT-2800」「AT-2730WCS」

配線工事の手間や費用をかけずに導入する
ことができる防犯カメラ

あった丸

従来品の半分以下の電力で保温すること
ができる電気毛布

トラスコアパネル

属板に三角錐形状を連続的にプレス加工
することで、超軽量・高剛性を実現した
パネル

サポートクッションβ

人間工学に基づき開発された運転姿勢
補正用クッション

土壌元気君

土の飛散防止や路盤・軟弱地盤改良、運動
施設・公園の造成など様々な用途に対応可
能な100％無機物で構成された土壌改良剤

高さ自動上下枕「メカピロ」

寝姿による頭の高さ差を、自動上下する
事により解消し、安定的な睡眠を維持
する枕

災害対策用造水機
「AS-12000」シリーズ
災害時に安全な飲料水を提供できる移動
式濾過装置

遮熱・高反射率塗料
セラミックコート「SE40」
優れた遮熱効果、断熱効果と耐久性を
実現した無公害の水性常温乾燥型コー
ティング材

災害対策用給水袋

災害時に飲料水を運搬、携帯するための
水袋

浮上油回収装置「エコイット」

油水混合液の液面に浮上する油分や微細
スラッジを吸引して回収し、油分と水分
を分離する浮上油回収装置

株式会社ハウ 株式会社リガルジョイント

カナイ技研

株式会社アイスリー 株式会社キャロットシステムズ

株式会社ソーアップ 城山工業株式会社

恭誉建設株式会社

株式会社医研工業 株式会社東洋アクアテック

日本テレニクス株式会社

永進テクノ株式会社株式会社

【平成23年度トライアル発注認定製品】 

握力の弱いお子様やご年配の方
向けのペットボトル等のキャップ
オープナー

従来の紫外線のみで反応する光
触媒製品とは大きく違い、可視
光線領域400nm～ 570nmの
波長で反応する従来の5.9倍の
性能アップを果たした可視光応答
型新型光触媒

インバータ点灯器具に配線工事
無しでダイレクトに入替が可能
なLED蛍光灯

オプションとして、電力消費が少なく
なる夜間に蓄電し、電力消費がピーク
に達する日中の照明用電力として使用
可能なLED型照明器具

自然砂と無機系固結材を主成分とした
雑草発芽防止材

2.4GHzのISMバンドを利用した、
双方向同時通話システム

NASA（米国航空宇宙局）断熱技術応用の
微小中空セラミックバルーンを応用して開
発された画期的な水性、高温耐熱、高機
能、断熱コーティング材

座面の高さと傾斜、凹みにより骨盤を立
てた姿勢での効果的な腹筋等のコアマッ
スル強化、下肢・股間節のストレッチが
可能なクッション

センサーを測定部位に当てるだけで、最適
な超音波画像がリアルタイムにパソコン
画面に映し出される、身体組成（皮下
脂肪、筋肉）測定専用の超音波画像装置

座面の傾斜、凹みにより骨盤を立たせ脊
柱を真っ直ぐに伸ばした着座姿勢を促し、
腰椎への負担を軽減し腰痛予防効果が期
待できるクッション

eureka ！ Nets

「楽ラクあっくん」
可視光応答型 新型光触媒
ミナコート®シリーズ

インバータ点灯器具対応
ダイレクトインタイプの
LED蛍光灯

「LEDフラット照明システム Flatta+」
シリーズ

「ハヤサンド」 デジタルワイヤレス
インターカムシステム

水性高温耐熱 高機能 断熱塗料
「SE250」 「SE250X」

トップドゥアーズ
「コアトレーニングブロック」

パーソナル・デジタル超音波画像装置
「みるキューブ」

トップドゥアーズ
「コアクッション」

「人と人」、「人と情報」をつな
げるためのコミュニケーション
システム

株式会社ハウ 株式会社テクニカルエンジニアリングサポート

相模螺子株式会社 株式会社オペス

ユニオンマシナリ株式会社 株式会社オプトデザイン

株式会社エコワールド Ronkジャパン株式会社

日本テレニクス株式会社 株式会社ソーアップ

株式会社グローバルヘルス

インスタントボイス
コミュニケーションシステム
「LAN ｄｅ トーク」シリーズ

構内LAN網を利用したパソコン
不要・簡単接続・ハンズフリー
通話が可能な簡易通話システム
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相模原市
トライアル発注認定制度
認定製品カタログ

平成30年度

相 模 原 市

（お問い合わせ先）
相模原市　環境経済局　経済部　産業政策課
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