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はじめに

　高尾山に代表される「豊かな自然」に恵まれた八王子市には、実は多摩地域

最多の1 ,400社を超えるものづくり企業が立地しています。しかしながら、その

多くは中小企業であり、新規性のある優れた商品やサービスを生み出したとして

も、知名度や販売実績が壁となり、販路拡大や売上増加につなげることができ

ないといった課題を抱えています。そこで八王子市では、新たな事業に取り組む

中小企業の販路開拓を支援するため、2014年に「八王子市中小企業新商品開

発認定制度」を創設しました。

　この制度は、外部専門家による意見を踏まえ、厳正な審査を行った上で、市

が事業者および商品等を「認定事業者」および「認定商品」として認定し、その

商品等を必要に応じて市が試験的に購入若しくは借り入れを行うほか、使用評

価や積極的なＰＲを行い、中小企業の販路開拓を支援するものです。

　5年目となる今回は、新たに7社7件の商品を認定しました。これまでの認定商

品等を合わせると、認定件数は46件となります。今回認定した商品について

も、いずれも新規性が高く顧客のニーズを踏まえて開発された優れたものとなっ

ています。

　本市には、このカタログで紹介する企業をはじめ、優れた技術を有する中小企

業が数多く存在します。市としましては、八王子市が誇る「ものづくり企業」をよ

り多くの方々に知っていただくとともに、市内で数多く見られる“湧水”のように、

これらの企業が次々に素晴らしい新商品等を生み出し、販路開拓に繋げていく

ことができるよう取り組んでまいります。

　本書が、市内の中小企業とこのカタログを手にされた皆様の橋渡しになれば

幸いです。

2018 年 11 月
八王子市産業振興部
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株式会社サンモリッツアーツ

参考価格 ： 2,700円（税別）／1個

株式会社サンモリッツアーツ株式会社サンモリッツアーツ
☎042-641-9617☎042-641-9617

ディノバーンディノバーン
八王子市
2018

認定

住 所
代表者
担当者

住 所
代表者
担当者

： 八王子市打越町1523－66
： 森山 恵吾
： 川口 太一

M A I L
U R L
M A I L
U R L

： artsblock@chorus.ocn.ne.jp
： http://www.sunmoritzarts .jp

事業概要事業概要
玩具・日用雑貨の企画、開発、製造、販売
教材・教具の開発、編集、製造、販売
商品開発コンサルタント

玩具業界、ミュージアムショップ、通販業界、学習塾、
出版業界

導入実績・想定される導入先

商品のポイント
● 空間認識力や記憶力の向上が期待できます！● 空間認識力や記憶力の向上が期待できます！
パズルの組み合わせは528通り。繰り返し遊ぶことで、空
間認識力や記憶力の向上が期待できます。集中力アップや
認知症予防におすすめです。

● 子どもからシニアまでみんなで楽しめます！● 子どもからシニアまでみんなで楽しめます！
世代間をつなぐコミュニケーションツールとしても、
楽しんでいただけます。

● パズル以外での活用も！● パズル以外での活用も！
パズルを完成させ、スマートフォンやタブレットのカメ
ラで読み取ると、恐竜が飛び出します。集めた恐竜は
保存することができ、説明もついているので、図鑑と
して学習することもできます。

01

簡単に見えるけど
やってみると意外にむずかしい。

遊ぶほどに夢中になり、子どもよりおとながはまる、
知的好奇心と集中力を養う木製パズルです。
パズルをやった後、画像が飛び出すのも

驚きと感動を与えます。

簡単に見えるけど
やってみると意外にむずかしい。

遊ぶほどに夢中になり、子どもよりおとながはまる、
知的好奇心と集中力を養う木製パズルです。
パズルをやった後、画像が飛び出すのも

驚きと感動を与えます。

社長
からの

コメント



アートクレイ株式会社

参考価格 ： 500円（税別）／1個

アートクレイ株式会社アートクレイ株式会社
☎042-668-2085☎042-668-2085

食用色素配合粘土「手形メモリー」食用色素配合粘土「手形メモリー」

住 所
代表者
担当者

住 所
代表者
担当者

： 八王子市千人町4－3－16
： 桑山 秀之
： 桑山 秀之

M A I L
U R L
M A I L
U R L

： artcray@aw.wakwak.com
： http://www.artclay- fando.co.jp

事業概要事業概要
粘土の製造、販売

幼稚園関連、学校関連、病院関連、文具・玩具業界

導入実績・想定される導入先

商品のポイント
● 作っている時も、作った後も、扱いやすい！● 作っている時も、作った後も、扱いやすい！
粘土なので失敗してもまた練り直すことができ、手も
汚れません。自然乾燥で1週間以上放置しておくだけ
で、びっくりするほど軽くなります。

● 乾燥後は文字も書くことができます♪● 乾燥後は文字も書くことができます♪
乾燥した粘土の表面には、色を塗ったりペンで文字を
書くこともできるので、誕生日など特別な日にあわせ
て、一つしかない記念品を作ることができます。

● なめても大丈夫！● なめても大丈夫！
粘土の着色には食用色素を使用しているため、小さな
赤ちゃんが万が一なめてしまっても安全です。

02

小さなお子様をお持ちの方！ 
ぜひ粘土で手形を取ってみてください。

手相もクッキリと残せます。
小さな赤ちゃんの手形を見ると可愛くて

毎年取りたくなりますよ。

小さなお子様をお持ちの方！ 
ぜひ粘土で手形を取ってみてください。

手相もクッキリと残せます。
小さな赤ちゃんの手形を見ると可愛くて

毎年取りたくなりますよ。

八王子市
2018

認定

社長
からの

コメント

※（一社）日本玩具協会の玩具安全マーク（STマーク）取得済



有限会社デジレクト

参考価格 ： 10,000円（税別）／1体

有限会社デジレクト有限会社デジレクト
☎042-686-0671☎042-686-0671

ものしりパートナー 「旅大好き！はるちゃん」ものしりパートナー 「旅大好き！はるちゃん」

住 所
代表者
担当者

住 所
代表者
担当者

： 八王子市新町2－5西野ビルディング1F
： 五十嵐 貞治
： 五十嵐 貞治

M A I L
U R L
M A I L
U R L

： info@digirect.co.jp
： http://www.digirect.co.jp

事業概要事業概要
玩具・雑貨の企画、開発、販売

通販会社（カタログ通販、新聞通販、インターネット
通販）、百貨店、玩具専門店

導入実績・想定される導入先

商品のポイント
● 楽しく学べます！● 楽しく学べます！
1,550通り以上の旅の話を中心に、民謡、民話、童謡、
クイズ遊びなどで、自宅にいながら、日本各地のことを
楽しく学ぶことがでます。

● 笑顔と元気をもらえます♪● 笑顔と元気をもらえます♪
「はるちゃん」と会話できるので、孤独感の解消も期待
できます。

● ユーザーと同じ時間を過ごします！● ユーザーと同じ時間を過ごします！
季節や時間帯に応じた日常会話の他にも、ユーザーを
気遣って心配もしてくれるので愛着がわきます。

03

1人でも多くのお客様に、
はるちゃんと一緒にご自宅にいながら
旅行気分を味わってもらうことが

できればと思います。

1人でも多くのお客様に、
はるちゃんと一緒にご自宅にいながら
旅行気分を味わってもらうことが

できればと思います。

八王子市
2018

認定

社長
からの

コメント
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システム・インスツルメンツ株式会社

参考価格 ： 258,000円（税別）

システム・インスツルメンツ株式会社システム・インスツルメンツ株式会社
☎042-648-0533☎042-648-0533

認知機能低下ケアシステム 「まゆっこ」認知機能低下ケアシステム 「まゆっこ」

住 所
代表者
担当者

住 所
代表者
担当者

： 八王子市小宮町776－2
： 濱田 和幸
： リハトレーナー課　伊藤 亘

M A I L
U R L
M A I L
U R L

： w-ito@sic-tky.com
： http://www.salon-old.jp/fitness

事業概要事業概要
医療・健康・環境・バイオをテーマとした医療機器・分析
機器の製造、販売

介護業界（デイサービス、デイケア、ショートステイ等）、
医療業界（整形外科など）　　　　　

導入実績・想定される導入先

商品のポイント
● 無線コントローラーで操作も簡単♪● 無線コントローラーで操作も簡単♪
コンピュータの指示でモニターに映し出されるキャラ
クター「まゆみちゃん」と同じ上肢（腕・指）の動作を行
うことで「可動範囲」「バランス」などを測定します。

● 脳を活性化！● 脳を活性化！
新アプリケーションとして脳トレモード、レクリエーショ
ンモード（金魚すくい）を追加。楽しみながら簡単に測
定できる脳活性システムです。

● 医療機関への早期診断へ！● 医療機関への早期診断へ！
運動データの全てをデータベースとして保存できるの
で、過去とのデータを比較しながら、認知機能低下をい
ち早く発見できます。

04

認知機能低下の早期発見を
目的に筑波大学と共同開発。

体を使うトレーニングモードや計算などを行う
脳トレモード、金魚すくいができるアプリモードなど

ゲーム感覚で楽しみながら行える
新しい脳活性システムです。

認知機能低下の早期発見を
目的に筑波大学と共同開発。

体を使うトレーニングモードや計算などを行う
脳トレモード、金魚すくいができるアプリモードなど

ゲーム感覚で楽しみながら行える
新しい脳活性システムです。

八王子市
2018

認定

担当
者から

のコメント
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認定
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こころばせ

参考価格 ： バスタオル 5,800円（税別）／1枚
フェイスタオル 2,500円（税別）／1枚、 ハンドタオル 700円（税別）／1枚

こころばせこころばせ
☎080-5540-9091☎080-5540-9091

ラミーコットンタオルラミーコットンタオル

住 所
代表者
担当者

住 所
代表者
担当者

： 八王子市台町4－23－1
： 大窪 裕美
： 大窪 裕美

M A I L
U R L
M A I L
U R L

： okubo@cocorobase.net
： http://cocorobase.net

事業概要事業概要
繊維製品の企画、販売

一般消費者、高級ホテルなど

導入実績・想定される導入先

商品のポイント
● 抜群の吸水性！● 抜群の吸水性！
吸水性、保水性、速乾性にも優れているので汗をふい
てもサラリとしたまま。熱伝導率が高い「ラミー」が、
ひんやり爽やかな感触と清涼感をもたらします。

● メイドインジャパン！● メイドインジャパン！
メイドインジャパンにこだわり、糸からすべての制作を
日本で行っています。

● 洗濯を繰り返しても風合いが長持ち♪● 洗濯を繰り返しても風合いが長持ち♪
タオルの仕上げ加工では、化学薬品ではなく天然の酵
素を使っています。そのため、繊維が傷まず、洗濯を繰
り返しても弾力性とフカフカな風合いが長持ちします。
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これまで培ってきた繊維開発の知見と
アイデアを、日本中の繊維工場の力を借りて、

本当の意味でのメイドインジャパンを実現していきます。
「こころばせ」ではオリジナルの開発素材を用いて、
適切な在庫機能と商流のコントロールを繊維専門商社に
お願いして、「全日本繊維産業協業プロジェクト」を

全力で展開していこうと思っています。

これまで培ってきた繊維開発の知見と
アイデアを、日本中の繊維工場の力を借りて、

本当の意味でのメイドインジャパンを実現していきます。
「こころばせ」ではオリジナルの開発素材を用いて、
適切な在庫機能と商流のコントロールを繊維専門商社に
お願いして、「全日本繊維産業協業プロジェクト」を

全力で展開していこうと思っています。

八王子市
2018

認定

代表
者から

のコメント



アオキ住宅機材販売株式会社

参考価格 ： 55,000円～（税別）／㎡（本体のみ）

アオキ住宅機材販売株式会社アオキ住宅機材販売株式会社
☎042-631-1055☎042-631-1055

天井除湿放射冷暖房「天空」天井除湿放射冷暖房「天空」

住 所
代 表 者
担当部署

住 所
代 表 者
担当部署

： 八王子市北野町149－7
： 米山 鐘一
： 天空事業部

M A I L
U R L
M A I L
U R L

： info@yukadanbou.co.jp
： http://tenku.biz

事業概要事業概要
冷暖房設備の設計、施工、メンテナンス、販売

図書館、駅コンコース、クリニック受付、コンビニエ
ンス・ストア、幼稚園、高級住宅、工場、事務所、透析ルー
ム

導入実績・想定される導入先

商品のポイント
● 冷風が体に当たらない！● 冷風が体に当たらない！
「天空」は風を出さず、除湿をしながら「ひんやり」と空
間を冷やします。風の吹く音も出ないため、まるで夏場
のトンネルの中にいるような涼しさです。

● 長時間滞在するスペースに最適！● 長時間滞在するスペースに最適！
図書館や透析ルーム、病院の待合室など長時間滞在す
るスペースにぴったりです。

● 環境にやさしい♪● 環境にやさしい♪
エアコン空調に比べ消費電力も少なく、CO2削減にも
つながります。
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八王子で35年床暖房を販売している
弊社から、「和」の冷房をお届けします。

快適な暖房空間を作るプロフェッショナルが、
人と環境に優しい次世代の冷房装置を開発しました。

ぜひ一度ショールームでご体感ください。
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株式会社センシズ

参考価格 ： 50,000円～（税別）／1個

株式会社センシズ株式会社センシズ
☎042-660-0091☎042-660-0091

水田用水位計 PPV水田用水位計 PPV

住 所
代表者
担当者

住 所
代表者
担当者

： 八王子市明神町2－12－8
： 原田 公隆
： 営業部　長澤 拓人

M A I L
U R L
M A I L
U R L

： sales@sensez.co.jp
： http://www.sensez.co.jp

事業概要事業概要
半導体圧力センサの設計、製造、販売
半導体を含む電子部品・電機部品の製造、販売
電子装置の製造、販売

研究機関・大学
農業向けシステム／IoTサービス等の開発会社

導入実績・想定される導入先

商品のポイント
● 長期の水位観測に最適！● 長期の水位観測に最適！
メンテナンスの負担が少なく製品寿命も長いため、
田んぼや用水路の水位観測に最適な圧力式水位計
です。

● 各種システムとの連携も可能！● 各種システムとの連携も可能！
水位観測データを回収できるほか、太陽光パネル、
給水バルブ、スマートフォンでの遠隔操作システムと
の連携も可能です。

● ランニングコストを抑えられます！● ランニングコストを抑えられます！
電源は8 -15VDCとローパワーのため、乾電池や
太陽光発電で使用できます。
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近年日本の農業従事者の
高齢化が問題になっております。
この水田用水位計により、

水田の水の管理が自動化され遠隔での操作が
可能になることで、農業の大いなる発展に
寄与できることを願っております。
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八王子市

八王子市発で
販路拡大

①市のホームページ・カタログなどでPRされます！
②認定商品等は、市が一社指定（随意契約）で
　導入できるようになります！
③導入した認定商品等について、市が使用評価に
　協力します！

認定を受けると
市内に主たる事業所を有する法人または個人で、
かつ市税等の滞納がないもの
※法人にあっては、中小企業者であること

認定対象者

下記の（1）から（5）の要件を
すべて満たしたもの

申請時において、販売開始からおおむね5年
以内であること
既存の商品及び役務とは著しく異なる使用
価値を有していること
市場性が見込まれる新商品等であること
生産及び販売の方法や資金調達の方法等が、 
確実に実行可能で適切なものであること
技術の高度化若しくは経営の能率の向上ま
たは市民生活の利便の増進に寄与するもの
であること

（1）

（2）

（3）
（4）

（5）

認定対象商品及び役務

08

新商品開発
認定制度の概要

　市内中小企業者の新規性の高い優れた商品及び役務（サービス）の普及を目指し、市の
定める基準を満たす新商品等を生産する中小企業者を市が認定するとともに、必要に応じ
て、市が試験的に購入することなどにより、販路開拓を支援します。

認定を通知した日から3年を経過した日の属する
年度末まで

認定期間

（例）2018年度中の認定分は、2022年3月31日まで

認定までの流れ
※本制度による認定は、八王子市が認定商品等の品質等を保証するものではありません。
　また、八王子市は、本制度において認定した事業者が行う事業活動により生じた事故、損害等に対する
　責任についてその理由の如何を問わずこれを負いません。

申請書類の提出 書類審査
（1次審査）

プレゼンテーション審査
（2次審査） 認定事業者の決定

※本制度の認定マークです

八王子市
2018

認定
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認定企業の声
認定商品等のPR例

認定企業の声

企業イメージ、商品の信頼性が向上した
従業員の意識が変わった
取引先、自治体への信頼度が向上した
具体的な商談につながった
売り上げが増加した
新たな商品の開発につながった
話題性が向上した
取引金融機関の見方が変わった
メディアに取り上げられた

認定されたことをホームページや
商品プレゼンテーション資料、
会社紹介資料に記載した
facebookなどのSNSでPRした
認定書を社内に掲示した
営業時の話題とした
認定記念キャンペーンを実施した
認定されたことを他の機関が実施する
支援事業の申請書に記載した

本制度の
認定による効果は
ありましたか？

本制度に認定
されたことをどのように
活用しましたか？

大規模
展示会に
出展

認定式
および

市職員との
交流会を

開催

認定商品等のPR例

東京都産業交流展2017（東京ビッグサイト）
八王子市中小企業新商品開発認定制度認定式

および関係所管担当者との交流会
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八王子市の
導入事例

会社名／商品名／商品概要 使用評価

MIRAI-LABO株式会社

ＭiLED mini Ⅲ
（ミレッドミニ3）

　自社特許の反射板により、LEDの光を
均一かつ広範囲に照射できる。暗闇での
作業や災害時の夜間歩行などの際に活躍。

MIRAI-LABO株式会社

充電式特殊ＬＥＤ投光器
Ｘ-teraso

　自社特許の反射板とLEDを組み合わ
せた、バッテリーのみで稼働する屋外
仮設照明。電源不要のため災害時にも
効果を発揮。

MIRAI-LABO株式会社

MIRAI-LABO直管形
ＬＥＤランプ（電源内蔵型）
「ＭＴ10シリーズ」
　直列接続のLEDを定電流で駆動する
特許技術により、省エネと照明の輝度の
ばらつきの抑制を同時に実現し、さらに
柔軟化と軽量化に成功した直管形LED
ランプ。簡単な電気工事により、既存の
蛍光灯からの切り替えが可能。

株式会社サンモリッツアーツ

アーツブロック

　四角柱と円柱の2種類の木製パーツを
特別な樹脂製のジョイントでつなげて組
み立てることにより、直線や曲線の表現
が簡単にできるオリジナルブロック玩具。

　従来の懐中電灯と比べ、付属品のマジックテープ
でヘルメットや腕に固定できるため、両手が空いた
状態で作業ができるという点が優れている。また、
広範囲を照らすことができるのがよい。

【生活安全部　防災課】

　コンパクトで軽いため収納に便利。発光部が可動式
なので、必要な場所を照らすことができるのが良い。

【医療保険部　地域医療政策課】

　特別なメンテナンスが不要なので管理しやすい。
また、屋外での作業も想定しているため、雨天では
防水機能が非常に役立つと考える。

　様々な場所での使用を想定しているため、使用時
に音が出ないのは非常によい。また、発熱が少ない
ので、安全性も高い商品である。

※平成29年8月に行われた本市総合防災訓練（夜
間開催）で使用

【生活安全部　防災課】

　園児にとって、指先を細かく動かすことは良い
影響があると感じる。

　ブロック作りが得意な子が、ブロック遊びに集
中して取り組むことができる点は良い。

　ブロックとパーツの接合部分が硬いため、力の
無い子はブロックを組み立てることが大変かもし
れない。

【こども家庭部　子安保育園】

　当課が管理している企業間交流施設の事務室及
び会議室等の電気使用料削減や蛍光灯のチラつき
改善のために購入した。室内全体を均一な明るさ
に保つことができ、チラつきが無いため、事務作
業がしやすくなった。簡単な電気工事のため交換
費用を抑えることができた。

【産業振興部　企業支援課】

　八王子産の製品を紹介するショーケース内は既存
の蛍光灯では暗かったが、本製品を導入したことによ
り展示品を明るく見せることができるようになった。

【産業振興部　観光課】
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認定期間 ： 2017年8月29日～2020年3月31日

認定商品一覧2017年度

会社名／商品名 商品の概要 商品写真

MIRAI-LABO株式会社

リフィルバッテリー式発電機
「Ｇ-ＣＲＯＳＳ」
リフィルバッテリー式発電機
「Ｇ-ＣＲＯＳＳ」

　最大4本の簡易着脱式のリフィルバッテリー（リチウムイ
オンバッテリー）を用い、電力を継続（無瞬断）供給できる電
源装置。ガソリン式発電機の「排気ガス、騒音、給油の危険
性」と、蓄電池の「運搬性・継続性の低さ」という課題を同時
に改善した製品。

三喜電機株式会社

無線式パルス発生器
「ＰＧ4  Air」
無線式パルス発生器
「ＰＧ4  Air」

　パワーエレクトロニクス分野で使用されるＩＧＢＴ等のパワ
ー半導体のスイッチング試験時において、スマートフォンを
用いて、離れた場所から簡単に試験用パルスを発生させる
ことができる装置。作業者は、高電圧、大電流が印加される
試験装置から離れて、安全な環境で試験を行うことができる。

三喜電機株式会社

ビジュアル先生ＰＲＯビジュアル先生ＰＲＯ

　Windows用タブレット等を使用して作業手順をマニュア
ル化するソフトウェア。画像を編集し作成したタブレットの画
面をタッチすることで、紙芝居式に手順を順次表示。作業の
抜けや間違いを防止することができる。誰もが同じ手順で作
業ができるため、経験が浅い作業者の教育時間も短縮できる。

山下電装株式会社

樹脂硬化用光源装置
「Ｚ-ＣＵＲＥ」
樹脂硬化用光源装置
「Ｚ-ＣＵＲＥ」

　半導体や基板組立工程などで樹脂を硬化させるために
用いる光源装置。紫外線（UV）、赤外線（IR）の波長域を照射
できるだけでなく、UV照射により硬化された樹脂の表面に
残るタックと呼ばれるヌメリを瞬時に除去することができる
機能（UV-NT）を併せ持つ。

ＳＩシナジーテクノロジー株式会社

新型・産業用音声放送ネットワーク端末装置
「ＶＯＩＣＥ-ＩＰ  ＴＥＲＭＩＮＡＬ  Ⅱ」
新型・産業用音声放送ネットワーク端末装置
「ＶＯＩＣＥ-ＩＰ  ＴＥＲＭＩＮＡＬ  Ⅱ」

　インターネット経由での音声信号の伝送を可能にする装
置。独自のスマートＬＡＮ技術により、インターネットプロト
コル（ＩＰ）ソフトウェアを全てハードウェア化することに成功。
これにより、小型化、低価格化、高信頼性化（平均故障間隔
10年以上）、サーバーレス化等を同時に実現した。

株式会社夢現舎

mＤ-Ｓignage2.0
（エム・ディー・サイネージ2.0）
mＤ-Ｓignage2.0
（エム・ディー・サイネージ2.0）

　ビーコンが発信する電波のエリア内（半径1～数十m）の
スマートフォンへ知らせたい内容をプッシュ通知するなど、
情報を集配信できるIoTサービス。アプリをインストールす
ることで複数の施設で利用できるほか、多言語にも対応し
ている。

佐藤工機株式会社

楽楽リハちゃん楽楽リハちゃん

　脳卒中の後遺症である手指・腕の萎縮麻痺を改善するリ
ハビリテーション器具。不自由になった手でも文字や絵を書
くことができるほか、付属のパソコンゲームで点数や時間を
競うことができ、飽きずに楽しくリハビリテーションを続け
ることができる。

有限会社デジレクト

けんこうパートナー
スマイルメディくん
けんこうパートナー
スマイルメディくん

　健康に関する雑学、食べ物、睡眠、ことわざ、運動、早口言
葉など、約600種類の「健康に関するお話」をしてくれるコ
ミュニケーション玩具。薬を飲む時間（朝・昼・夜・寝る前）を
設定すると、その時間に「お薬サイン」を発し、薬の飲み忘れ
を防止してくれる。

コスモコーティング株式会社

デルクエロデルクエロ

　「皮革を優しく守る」をコンセプトに、無溶剤シリコーンと、
医療用ワセリンを融合させた世界初の撥水コーティング剤。
非常に高い撥水性と防汚性をもち、皮革製品を長持ちさせ
ることができる。また、嗜好性の高い皮革製品の風合いを
変えず、柔軟性を維持したまま保湿も与えられる。
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認定期間 ： 2017年8月29日～2020年3月31日

認定商品一覧2017年度

会社名／商品名 商品の概要 商品写真
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オンバッテリー）を用い、電力を継続（無瞬断）供給できる電
源装置。ガソリン式発電機の「排気ガス、騒音、給油の危険
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これにより、小型化、低価格化、高信頼性化（平均故障間隔
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競うことができ、飽きずに楽しくリハビリテーションを続け
ることができる。
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けんこうパートナー
スマイルメディくん
けんこうパートナー
スマイルメディくん

　健康に関する雑学、食べ物、睡眠、ことわざ、運動、早口言
葉など、約600種類の「健康に関するお話」をしてくれるコ
ミュニケーション玩具。薬を飲む時間（朝・昼・夜・寝る前）を
設定すると、その時間に「お薬サイン」を発し、薬の飲み忘れ
を防止してくれる。

コスモコーティング株式会社

デルクエロデルクエロ

　「皮革を優しく守る」をコンセプトに、無溶剤シリコーンと、
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認定期間 ： 2016年8月30日～2019年3月31日

認定商品一覧2016年度

会社名／商品名 商品の概要 商品写真

株式会社不二電業社

P.A.S 取付 手動昇降装置P.A.S 取付 手動昇降装置P.A.S 取付 手動昇降装置

　高圧受電設備のための引込柱に設置する高圧気中開閉
装置（P.A.S）の新設や取替工事ができる工具。高所作業車
の入れない様な狭い場所でも短時間かつ安全にP.A.Sの取
付取替作業ができる。

京西電機株式会社

タイマー機能付き 
テーブルタップ
タイマー機能付き 
テーブルタップ
タイマー機能付き 
テーブルタップ

　医療現場の声を基に開発した満充電表示機能を持つME
機器（医用工学機器）等の充電用テーブルタップ。満充電で
あることが確認できるため、いつでも機器を持ち出す事が
可能となり、医療従事者の作業負担が軽減される。また、機
能を絞り込んだことにより低価格を実現した。

ユーキャン株式会社

天井カセット型 PTC蒸気加湿器
「天まい蒸気UC-TJ1000」
天井カセット型 PTC蒸気加湿器
「天まい蒸気UC-TJ1000」
天井カセット型 PTC蒸気加湿器
「天まい蒸気UC-TJ1000」

　火災の心配がないPTC水中ヒーターを用いる事により天
井内への埋め込みを実現した蒸気加湿器。天井内に設置す
るため、室内のスペースを最大限利用することが可能とな
る。

アイデックス株式会社

輸送包装試験機 BF-50SST輸送包装試験機 BF-50SST輸送包装試験機 BF-50SST

　独自の3軸同時振動と衝撃を同時に発生させることによ
り、20分間の試験で実輸送1,000ｋｍ相当のストレスを再
現することができる。1台で振動と衝撃による輸送時の損傷
再現に高い効果を発揮することができる振動試験機。

MIRAI-LABO株式会社

ソーラー充電式ポータブル電源ソーラー充電式ポータブル電源ソーラー充電式ポータブル電源

　厚さ1㎜の柔軟なソーラーパネルで発電し、脱着可能リチウ
ムイオンバッテリーに蓄電し、DC-ACインバータを介して出
力することができるポータブル電源。独自の特許技術により
コントローラーを超軽量化できたことで、総重量を大幅に軽
減。災害時等でも場所を選ばず電気を供給することができる。

株式会社 塩

流体せん断装置SIO流体せん断装置SIO流体せん断装置SIO

　工作機械（研削盤、マシニングセンター）の加工液をせん
断することにより、冷却効果、洗浄効果を発揮し、工作機械
の性能を向上させる製品。加工現場での課題であるQCD
（品質、コスト、納期）を改善し、難削材の加工にも貢献する。

有限会社デジレクト

なつかしパートナー 
くまの子くーちゃん
なつかしパートナー 
くまの子くーちゃん
なつかしパートナー 
くまの子くーちゃん

　「懐かしい時代（昭和）」をテーマに主にシニア世代に向け
て開発されたコミュニケーションぬいぐるみ。コストを抑え
つつも１，０００通り以上の懐かしい話や、童謡・唱歌・昭和歌
謡曲も収録。さらに、２０語のワードに対して音声を認識し、
１００通りの返事ができる。

株式会社ナラハラオートテクニカル

いちょうコマいちょうコマいちょうコマ

　工業製品の製造と同じ設備・工程・検査を経て、すべての
寸法が0.01ｍｍ単位で管理されている高精度なコマ。モチ
ーフは八王子市の木「いちょう」の葉。付属のボールチェー
ンにより、ペンダント等アクセサリーとしても使用できる。
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