平成23年度 東京都トライアル発注認定制度
認定事業者及び対象商品の概要

別紙１

問い合わせ先

認定 認定
分野
番号 事業者

対象
商品

対象商品の概要

独自に開発した簡易防
音パネルの一種。
万能鋼板を支えている
株式会 エコピタット
単管に懸架することで、
社トー パネル(懸
土木・
高性能な防音性能・吸
建築用 2301 ユーエ 架式防音壁
音性能を実現。簡易に
資材
コサ
構築パネ
高さ３ｍの防音壁を構
ポート ル)
築できるとともに、構築
方法も容易なため工期
短縮にもつながる。

道路舗装工事における
仮区画線として利用で
き、再帰反射を使用し
た視線誘導型反射材。
アース
特に夜間に効果を発
土木・
アイプ
マーカーオ
建築用 2302
揮。立体的な形状であ
ラッツ株 メガ
資材
るため、運転手から見
式会社
えやすく、Ω型の中にゴ
ムを入れたことで、車両
が通過しても原形に復
元する。

インテリア
土木・
有限会
建築用 2303
「DRAPE
社美鈴
資材
BLIND」

「ひだ付｣カーテンのよう
なタテ型ブラインド。
ブラインドのレールに
沿って、掛け吊りした
ルーバー(帯）の一本ず
つを逆Ｓ字状に曲げ、
隣合うルーバー相互を
かみ合わせて、遮光
性・遮へい性の向上と
カーテンの柔らかさを実
現した。

面内変形、局部変形に
対応でき、既存のドアを
安価で簡単な施工で耐
震ドアに変えられる。
扉の内外の回転半径の
有限会
耐震ドアシ
土木・
建築用 2304 社
ステム「ア 違いに着目して開発し
資材
ビュード ケルくん」 た特殊な形状・コーティ
ングのプレートにより、
少ない力で扉を開け、
避難口を確保すること
ができる。

①郵便番号
②所在地
③電話番号
④ＦＡＸ番号
⑤メールアドレス
⑥ホームページアドレス

①101-0032
②千代田区岩本町3-21共同ビル(新岩本
町)302
③03-5809-2171
④03-5809-2172
⑤info@tohyu-eco.co.jp
⑥http://www.tohyueco.co.jp

①160-0023
②新宿区西新宿7-4-7
太田ビル6F
③03-5761-8082
④03-5761-8083
⑤
info@eartheyeplatz.co.jp
⑥
http://www.eartheyepla
tz.co.jp/

①108-0074
②港区高輪1-21-2
③03-3449-6851
④03-3445-7387
⑤mail@drape-blind.com
⑥http://www.drapeblind.com(平成２３年１１月
頃開設予定）

①11-0053
②台東区浅草橋5-4-5
ハシモトビル406
③03-5835-5630
④03-5835-5631
⑤info@akerukun.com
⑥
http://www.akerukun.co
m
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①郵便番号
②所在地
③電話番号
④ＦＡＸ番号
⑤メールアドレス
⑥ホームページアドレス

対象商品の概要

自社開発のS-Copシ
リーズの１製品。電子
データを暗号化したまま
で編集や加筆が出来る
株式会 「S-Cop
USBとパッケージ製品。
社 マイ シェルター
情報・
閲覧回数・日数・期間の
通信機 2305 クロ
250」(USBタ
指定や、編集・印刷の
器
フォー イプ/利用
可否が設定できる。制
サム
回数250回)
限を越えたデータは削
除される。閲覧PCの台
数も制限でき、落として
も安全。

①169-0072
②新宿区大久保2-6-16
平安ビル4F
③03-5272-3341
④03-5272-3357
⑤info@mfs.co.jp
⑥http://www.mfs.co.jp

インターネットがあれば
使用できるWeb会議をク
操作の要ら ラウド(SaaS)で提供。
ないWeb会 文章や図形描写に加
ニュー
議Webコラ え、動画・音声・HTML
情報・
ロネット
通信機 2306
ボレーショ 展開も参加者間ででき
株式会
器
るWebボードを備え、よ
ン
社
「SaasBoard りクリエイティブな会議
を実現できる。セミナー
」
モードは参加者の操作
は不要。

簡単に非接
触ICカード
対応のソフ
株式会
トウェア開
情報・
社オレ
通信機 2307
発ができる
ンジタグ
器
「NFC開発
ス
スタートキッ
ト101シリー
ズ」

①150-0001
②渋谷区神宮前4-1-24
オフィスイワタ第1-2F
③03-3202-2992
④03-6850-6916
⑤info@neuronet.co.jp
⑥
http://www.neuronet.co
.jp

低価格でNFC・RFID(非
接触)ソフトの開発がで
きる初心者向け開発
キット。日本で普及して
いるFelica(フェリカ)や国
際的に普及し安価な
Mifareを利用したトータ
ルコスト削減が可能。ア
プリ、ソース、ＩＣカード
などが一式付属。
【ドライブマン７２０ＰＳ】
映像データが撮影と同時に
暗号化され、記録中でも保
護が可能。

①100-0004
②千代田区大手町1-51 大手町ファーストスク
エア・イーストタワー4F
③03-5219-1476
④03-6862-9309
⑤info@orangetags.co.jp
⑥
http://www.orangetags.
co.jp

■ドライブマン720ＰＳ

①141-0031
②品川区西五反田8-313
③03-3779-1791
④03-3779-1794
⑤
Arc7yama@syd.odn.ne.jp
⑥
http://www.driveman.jp

【ドライブマン７２０Ｓ】

アサヒリ
ドライブレコーダとしての基
ドライブマン 本性能に加え、駐車中の映
情報・
サーチ
通信機 2308
720シリー 像記録を残す機能をシステ
株式会
器
ズ
ムを付加。
社
映像は5分ファイルに区
切って録画され、ファイル
の書き込みギャップを0.05
秒以下に短縮。

■（左）ドライ
ブマン720Ｓ
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独自開発したジャイロ制
御「知能センサーシステ
ム」をヘッドフォンに装着
し、ディスプレイ一体型専
臼田総 パノラマ
用イスに座った状態で、
情報・
合研究
チェア型
最大１億画素の３６０°高
通信機 2309
画質画像を自由な視点移
所株式
「SkyTheate
器
動とイスの回転により見
会社
r」
渡せるパノラマ映像表示
装置。自動映像スクロー
ル方式を採用し、簡易設
備・簡単操作を実現。
ブルーレイ、DVDの両方
に対応したハイブリッド
ディスク。
インフィ
ブルーレイディスク（BD）
ニティ・
ブルーレイ 録再機ではBD映像（HD）
ストレー
情報・
/DVDハイ が、DVD録再機ではDVD
通信機 2310 ジ・メ
ブリッドディ が再生される。2つの
器
ディア
フォーマット信号が一枚
スク
株式会
のディスクに形成されて
社
おり、既存の機器でBDま
たはDVDが再生できる。
片面型と両面型がある。
データの関連性を記述で
きるようにしたデータベー
ス用の管理ソフトウェア。
データ駆動 各データに、それがどの
株式会 型データ
データの値から導かれる
情報・
通信機 2311 社アー ベースマ
かという因果関係を数式
器
や関数で記述しておき、
ルサン ネージャ
そのデータの値が変更さ
R3D
れると、記述に従って、関
連するデータの値が連鎖
的・自動的に変更される。

機械

ポーラスで表面積が大き
く、強い酸化力を有する
光触媒フィルターに、流体
力学を駆使して設計した
PCF-光触 V字型の装置内構造を組
東洋興
媒脱臭装置 み合わせた脱臭装置。圧
2312 商株式
「SVシリー 力分布の均一化、高効率
会社
化、省スペース化、省エ
ズ」
ネ化を実現。
さらに、長寿命・低ランニ
ングコストで快適な環境
づくりを提供する。

①郵便番号
②所在地
③電話番号
④ＦＡＸ番号
⑤メールアドレス
⑥ホームページアドレス

①108-6028
②港区港南2-15-1
③03-5443-4125
④03-5443-4125
⑤
usuda@usudasouken.co
m
⑥
http://usudasouken.co
m

①160-0017
②新宿区左門町8-3 ロ
イヤルハイツB1
③03-3353-2730
④03-3353-2731
⑤info@infinity-isml.com
⑥http://www.infinityisml.com

①104-0061
②中央区銀座1-18-6
井門銀座一丁目ビル4F
③03-5159-8787
④03-5159-8770
⑤rsun@rsun.jp
⑥http://www.rsun.jp

①103-0007
②中央区日本橋浜町235-7
③03-3662-5644
④03-3662-6339
⑤info@toyokosho.co.jp
⑥
http://www.toyokosho.c
o.jp
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対象
商品

インター
試験・
サテライト
計測機 2313 メロン株
アイ
器
式会社

花井 宏
維
試験・
(シング
計測機 2314
ルリード
器
研究室)

シングル
リード楽器
用リードの
検査･調整
装置「リード
マイスター」

対象商品の概要

安価な簡易USB顕微鏡を
撮影・計測例
全方向、全角度に位置決 10円硬貨の鳳凰
めができ、定点の２０倍～
200倍
２００倍の拡大観察撮影
を可能にしたアームスタ
ンドシステム。
新開発の精密位置決め
機構によるスムースなピ
ント合わせをサポート。
加えて、フレキシブルアー
ムによる柔軟な位置決め
と、確実なロック機構を特
徴とする。

クラリネットやサクソフォ
ンのリードの欠陥部位
を可視化し、取り除くこ
とを可能にした装置。
葦から作られるリードの
品質は維管束分布に支
配されるとの発見に基
づき、剛性分布をグラフ
化して必要な部位（維
管束）に切り込みを入
れることで簡単に調整
ができる。

①郵便番号
②所在地
③電話番号
④ＦＡＸ番号
⑤メールアドレス
⑥ホームページアドレス

①114-0003
②北区豊島5-4-2-307
③03-5959-3570
④03-5959-3571
⑤soka@intermelon.com
⑥
http://www.intermelon.c
om/

①171-0051
②豊島区長崎2-30-2
③03-3973-6189
④03-3973-6189
⑤hanai@reedmeister.jp
⑥
http://reedmeister.jp/

抗がん剤治療や、脱毛症

有限会
社
ISAMIS
医療・
2315
福祉
A
DESIGN
STUDIO

抗がん剤治 などで一時的に脱毛した
療や脱毛症 方のための、かつらに替
患者のため わる「取り外しができる付
の、取り外 け髪がついた帽子」。
しのできる 帽子をかぶることにより
付け髪のつ 自然に髪が生えているよ
いた帽子 うに見え、頭部保護の効
「ウィッシン 果もある。
グ キャッ 直接地肌に付け髪や金
具が触れず、不快感がな
プ」

①191-0055
②日野市西平山5-25-3
③042-584-1053
④042-584-1053
⑤info@wishing-cap.com
⑥http://wishingcap.com/

く蒸れない。

浴室内の床、浴槽縁、天
井を利用し工事不要で設
置する新しい空間手す
り。
DIPPER 浴室用空間 掴む位置の高さ制限がな
いため、利用者が最適な
ホクメイ 手すり「コ
医療・
2316
位置を掴むことができ、身
福祉
株式会 メットシリー 体バランスがとり易いの
社
ズ」
で浴槽跨ぎ動作を楽に行
える。
３点固定で安定性が高く
利用者だけでなく介助者
の負担軽減になる。

①110-0015
②台東区東上野1-7-5
③03-5818-0621
④03-5818-0624
⑤
dipper@mbe.sphere.ne.jp
⑥http://www.dipperhokumei.co.jp
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認定 認定
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番号 事業者

対象
商品

対象商品の概要

災害避難所における聴覚
障害者、高齢難聴者への
確実な情報伝達を可能に
する腕時計型の情報受
信端末。
株式会 シルウォッ 腕時計型受信器または
医療・
2317 社東京 チ 避難所 携帯型光受信器にメッ
福祉
セージを送り、振動・光な
信友
用キット
どで着信を知らせる。
事前にメッセージ送信用
のボックスにメッセージを
登録しておくため、簡易操
作が可能。
鍼治療において、抜鍼し
た針をカウントして収納す
る廃鍼・抜鍼ボックス。
カウンタ装備により、鍼の
株式会 廃鍼・抜鍼 抜き忘れを防止できる。
社ボー ボックス「針 また1本ずつ抜いて収納
医療・
2318
福祉
ダーヒ カウンタ」 するという基本に忠実に
従う（抜いた針を手に持っ
ル
P-G200
たまま作業をしない）こと
で、汚染・感染及び針刺し
事故の防止にもつなが
る。

樹脂性で簡単に折りた
たみが可能なメガホン。
一枚のシートを加工し
て立体を作っているた
三條紙 スマート
め省スペースで軽量・コ
生活・
器工房 ホーン（折り
文化用 2319
ンパクト。折り畳んだ状
株式会 たたみ式メ
品
態では薄さ約1cmで、携
社
ガホン）
帯性・収納性にも優れ
る。ポリプロピレン樹脂
性なので汗や水に強く、
耐久性も備えている。
シャンプー等をボトルに
移し変えずに詰め替え
パックのまま使用できる
商品。
パウチに直接ポンプを
生活・
取り付けて使用するた
株式会
「詰め替え
文化用 2320
め、中味が空気に触れ
社三輝
そのまま」
品
ず衛生的で、省スペー
ス、片手で適量を抽出
できる、かつゴミも少な
い、といった特徴を有す
る。

①郵便番号
②所在地
③電話番号
④ＦＡＸ番号
⑤メールアドレス
⑥ホームページアドレス

①160-0022
②新宿区新宿1-14-5
新宿KMビル
③03-3358-8000
④03-3358-6330
⑤info@shinyu.co.jp
⑥
http://www.shinyu.co.jp
/

①160-0023
②新宿区西新宿7-5-6805
③03-3364-1388
④03-3364-1388
⑤k-sakai@borderhill.com
⑥http://www.borderhill.com

①166-0012
②杉並区和田1-4-121F
③03-3382-5581
④03-3382-5582
⑤ykaneko@sanjyo.co.jp
⑥
http://www.sanjyo.co.jp

①144-0032
②大田区北糀谷1-20-8
③03-3742-2345
④03-3745-2359
⑤m-abe@sanki.co.jp
⑥http://www.sankiweb.net/index.html/
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認定 認定
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番号 事業者

対象
商品

対象商品の概要

「手軽に商品撮影」・「簡
単セッティング」・「すっ
きり収納のコンセプト」
デジタルカ で開発。
有限会
生活・
メラ撮影用 背景紙とフォトラをセット
文化用 2321 社大里
照明器具 するだけで撮影ができ、
品
化工
「フォトラ」 最速30秒で準備開始が
可能。
収納も本棚に入るA4サ
イズ。

２変数関数
を金属で表
株式会
生活・
現したアー
文化用 2322 社大橋
ト・オブジェ
品
すうがく
製作所
「数楽アー
ト」

数学の「２変数関数」を金
属加工技術を駆使して立
体グラフ化した、ステンレ
ス製オブジェ。
NCデータ生成技術やレー
ザー加工技術を駆使し、
数十枚のステンレス鋼版
を「z=axy」「z=a(x²-y²)」な
どの数式が示す軌跡に
沿って切断し、格子状に
組み合わせた。
幾何学構造が織り成す
アートを楽しめる。

①郵便番号
②所在地
③電話番号
④ＦＡＸ番号
⑤メールアドレス
⑥ホームページアドレス

①131-0031
②墨田区墨田5-39-1
③03-3611-7077
④03-3614-7629
⑤oosato@uclid-f.com
⑥
http://www.photola.co.j
p/

①143-0013
②大田区大森南3-1911
③03-3744-5351
④03-3744-5749
⑤k-toyama@ohashiengineering.co.jp
⑥
http://www.sugakuart.c
om

テント・便器・トイレット
ペーパーの三点を備えた
ポータブル ポータブルトイレキット。
トイレのスタ 使いやすさを追求し、円
多摩川
形落し蓋状のエチケット
ンダード
生活・
クラフト
ペーパー（隠す/防臭効
文化用 2323
/PAIL
果）、ワンタッチで立ち上
有限会
品
TOILET
がるテント、袋の二重構
社
KIT(ペール 造、高分子ポリマー（災害
トイレキット) 時のし尿凝固）といった工
夫を凝らしている。アウト
ドアでも大活躍。

①206-0811
②東京都稲城市押立
593-4
③042-370-7555
④042-370-7575
⑤
suitsu@tamagawacraft.c
om
⑥
http://www.tamagawacr
aft.com

弾力性のあるABS樹脂
製。大・小２つのリングで
構成。大リングをワインボ
ワインボト トルに取り付けると小リン
有限会 ルの収納サ グが転がりを抑えて横に
生活・
して置ける。複数本の場
文化用 2324 社カル ポートリン
合、両端２本のボトルに
品
チエ
グ『ヴァン・ 取り付けると、並べたボト
オー』
ル全ての転がりを抑え
る。転がり止めの小リング
は、抜いたコルク栓のホ
ルダーとしても使える。

①143-0027
②大田区中馬込2-1812
③03-5718-3331
④03-5718-3331
⑤
quartier@mue.biglobe.ne.
jp
⑥
http://www2s.biglobe.ne
.jp/~quartier/

平成23年度 東京都トライアル発注認定制度
認定事業者及び対象商品の概要

別紙１

問い合わせ先

認定 認定
分野
番号 事業者

対象
商品

対象商品の概要

地震や河川の氾濫その
他の災害時に、避難して
きた大量の犬や猫その他
のペット類を緊急に収容
サイデ
ペット用円 して保育できるペット類用
生活・
リアル
ケージ。
文化用 2325
形２階建て 最大２４頭の個別の収容
有限会
品
簡易ケージ が可能で、側板部を取り
社
外せば大きなペットにも
対応できる。
円形２階建て構造で、組
み立て、分解も容易。

合資会
生活・
社木と
文化用 2326
字の神
品
林

「水書き
グー」(水で
書いて色が
付き、乾くと
消えて又書
ける)

水で習字ができる紙。
微粒子の珪砂を塗った色
紙が、水が付いた時の光
の屈折を応用して発色す
ることから、普通の筆に
普通の水道水で習字のよ
うに字を書ける。
軟質プラスチックによる裏
打ちにより破損防止・耐
久性に優れ、１０００回ほ
どの使用に耐えられる。

①郵便番号
②所在地
③電話番号
④ＦＡＸ番号
⑤メールアドレス
⑥ホームページアドレス

①153-0064
②目黒区下目黒2-23-1
7F
③03-3493-6747
④03-3493-6747
⑤info@oya-gokoro.com
⑥http://www.oyagokoro.com

①194-0001
②町田市つくし野1-288
③042-796-4782
④042-796-7364
⑤ktj@muse.dti.ne.jp
⑥
http://mizukakigoo.jp/

