別紙２

平成2７年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧
問合せ先
No.

認定 分 認定
番号 野 事業者

認定商品

車輌通過検知警告システム

1

2509

機 株式会社
械 ラスク

認定商品の概要

主な
使用部署

主な評価点

主な改善点・利用上の
留意点

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

・センサーマットや、無線送受
信機間の不具合が複数回あ
り、マニュアルに基づき、使用
者がトラブル回避対応を行
い、動作回復する場合もあっ
たが、動作回復不能で、販
売担当者によるセンサーマット ①144-0042
・屋外の送迎車の着車を、室内にて音声及
の交換や、送受信機の調整
び回転灯で通知するため、着車を明確に認
を要することも数回あった。
②大田区羽田旭町7エアーチューブと圧電素
知でき、職員が居室から離れる時間が短時
1
子が一体になったセン
間となり、効率的な送迎支援が行える。安
・センサーマットについては、使
サーで、本製品を敷いた
全安心な利用者支援への貢献度が非常に
用者側でも感度調整ができ ③03-6423-2901
道路の上を通過すると、
高い。
東京都七生
るとありがたいと感じた。
チューブに溜まっている空
福祉園
④03-6423-2909
気が押し出され、その空
・無線仕様のため、ケーブル等の配線が不要
・回転灯の音声音量につい
圧により車輌を感知して
となり、高齢者活動の環境下では安全であ
て、音に敏感な利用者もいる ⑤t.ito@rasc.net
車輌の接近や侵入を通
る。
ため、一時的に手元で音量
知するシステム。
調節ができる機能があると便 ⑥
・工期の短さは、利用者活動の制限が出
利である。
http://www.rasc.n
ず、施設として大変助かった。
et
・設置場所の環境（無線電
波が通りづらいコンクリート壁
に囲まれている）等も不具合
要因の一つと考えられるが、
製品の安定動作という点で
は、改善の必要性を感じる。

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。
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別紙２

平成2７年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧
問合せ先
No.

認定 分 認定
番号 野 事業者

認定商品

認定商品の概要

主な
使用部署

主な評価点

主な改善点・利用上の
留意点

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

光拡散パネル付LED高天井灯
「AZ-T-KPシリーズ」

2

土
木
・
建 株式会社
2701
築 AZテック
用
資
材

・本製品に交換後、観葉植物や切り花等の
積み下ろし作業で眩しさを指摘する声はな
く、光拡散パネルが有効に機能していると思
体育館等の屋内スポー
・中央卸売 われる。
ツ施設用に開発された
市場葛西市 また、照度、商品の見え方に関する苦情等
LED高天井灯。発光源
場
も使用者からあがっておらず、使用感は良好
は高発光効率のLED集
である。
特になし
合チップを使用、これに
・都立板橋
眩しさを低減するための
有徳高等学 ・屋内競技における照明の眩しさが低減し、
高透光性光拡散パネル
校
メンテナンスが不要となったことで、体育館の
を取り付けたもの。
使用・保守環境が改善した。
また、点灯時間の短縮、電気使用量の節減
に伴い、光熱水費の削減に貢献している。

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

①174-0051
②板橋区小豆沢215-3-101志村SYマン
ション
③03-3966-1240
④03-3965-9380
⑤info@azusah.com
⑥http://www.aztec.jp
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別紙２

平成2７年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧
問合せ先
No.

認定 分 認定
番号 野 事業者

認定商品

認定商品の概要

主な
使用部署

主な評価点

主な改善点・利用上の
留意点

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

・蛍光灯と比較し、照明範囲、明るさ共に広
いので、非常に良い。
フラットパネル型LED照明
「ECO･RBE･LIGHT」

3

土
木
・
株式会社
建
2702
ECO・
築
RBE
用
資
材

・既存の蛍光灯設置箇所（天井加工な
し）だけではなく、新たな天井部分（天井
加工あり）にも設置が可能だったので、非常
に良かった。
省電力と安全性（電磁
波、ノイズ）対策を持ち
・LEDは蛍光灯に比べ長寿命のため、取り
合わせた、従来の蛍光
付けたLED照明は使用可能期間が長くメン
東京都七生
灯タイプと違ったパネルタ
テナンス費用（蛍光灯は時々球交換が必 特になし
福祉園
イプで、デザイン性も加
要）が削減出来ることと省電力であることに
味した器具一体フラット
よるコスト面がカット出来ること及び球交換の
型LED照明。
作業時間の削減が可能である。
・コスト的にはもう少し低価格になれば、各居
室等への施工ができると思う。

①123-0873
②足立区扇1-55-10
③03-3896-0771
④03-3896-6436
⑤mail@ecorbe.co.jp
⑥http://www.ecorbe.co.jp

・工期の短さは、利用者の生活を制限する
必要が無かった点で、施設として大変助かっ
た。

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。
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別紙２

平成2７年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧
問合せ先
No.

認定 分 認定
番号 野 事業者

認定商品

認定商品の概要

主な
使用部署

主な評価点

・従来、外部に流すための音源を作成するには、音
源を録音する作業が必要であったが、本ソフト採用
後は、文章入力により音源を作成することができ、啓
発放送等従来の録音作業を経ずに作成
することが可能となった。

音声ファイル作成ソフト
「AITalk®4 声の職人®」

4

情
報
株式会社
2704 ・
エーアイ
通
信

文字を入力するだけで、
自然で人間的なナレー
ションを、誰でも簡単に
作成することが出来るソ
フト。

・交通局電
車部
・都立中央
図書館

主な改善点・利用上の
留意点

・理想のイントネーションに調整する
のに時間がかかってしまうため、入
力した文章がより自然なイントネー
ションで音声出力できるよう、改良
を加えてほしい。

・英語翻訳機能は、基本仕様に
・従来の音声合成ソフトより音声が滑らかであり、より 盛り込んでほしい。
人の声に近く聞き取りやすいとの評価があった。感情
表現機能を使用することにより、機械的ではない、 ・テキストの文頭が濁音（例：ガ
柔らかい放送であると好評である。
ギグゲゴ）から始まる語の場合、
読み上げ設定を「鼻濁音にしな
・従来の合成音声ソフトと比較し、①文脈に沿って い」と変更してもやはり鼻濁音で読
言葉を比較的正しく読むことが可能。②音声読み上 んでしまい、思ったほどの効果がな
げ技術のレベルが高く、合成音声特有の不自然さや い。同様に、摩擦音や子音の無声
違和感が少ない。③音の高低ピッチの変更や間
化の処理についても期待するほど
（ポーズ）の長さの調整が複数設定でき、文章の のレベルには至っていない印象であ
意味が取りやすい音声製作が可能。④このソフト単 る。
体では視覚障害者用の録音図書（DAISY）様
式に加工できないが、音声ファイルの取出しが容易 ・視覚障害者は音声を通常スピー
なため、DAISY製作ソフトにデータを移しての作業が ドより速い速度で聴くことから、滑
できる点は優れている。
舌の悪い音訳者の音声は聞きとり
にくく、苦情が出ることがある。本ソ
・定期発行している広報物の製作にあたって、以前 フトは1.4倍速程度までは比較的
の３分の１程度の作業時間で完成し、音声読み 聞きやすいが、それ以上のスピード
上げの品質も格段に向上した。
となると聞き取りにくいようである。
優れた音訳者の録音図書はス
・読みやすいテキスト（図や表がない、学術・専門用 ピードが上がっても聞き取りやすい
語がそれほど多くない）であれば、ある程度訓練され ことから、本ソフトは視覚障害者
た音訳者に匹敵する音訳技術があり、比較的平易 サービスの点からは、専門的な技
な文で構成される広報物や案内等の製作に向いた 術を持つ音訳者(人間)にとって代
ソフトと思われる。
わるレベルにはまだ達していないと
考える。

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

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

①113-0024
②文京区西片1-1515 KDX春日ビル10F
③03-6801-8461
④03-6801-8462
⑤info@ai-j.jp
⑥http://www.aij.jp/
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別紙２

平成2７年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧
問合せ先
No.

認定 分 認定
番号 野 事業者

認定商品

建設物の3Dモデル作成サービス
「3Dモデル作成請負」

5

情
報 サイトセン
2705 ・ シング株
通 式会社
信

認定商品の概要

主な
使用部署

主な評価点

主な改善点・利用上の
留意点

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

①101-0047
②千代田区内神田1・映像は非常に精密な仕上がりで高品質で
独自に開発したPBTM
15-6和光ビル3A
ある。従来、平面図や館内見学で確認する
技術を駆使することによ
しかなかった施設の配置や動線を空間的に
り、これまで作成に時間
③03-5577-3375
（公財）東 把握することができ、利用者への案内ツール 前進や方向転換等、iPadで
と労力が掛かり高価で
京都スポーツ としてサービス向上に役立っている。また、実 の操作が難しい。操作性がよ
あった居住空間・施設
④－
文化事業団 写に近い映像に満足している。
りスムーズになるとよい。
空間の3Dモデルを短納
期且つ安価に作成する
⑤info@site・大武道場2,065㎡に加え、各諸室や周辺
サービス。
sensing.com
廊下も加えてもらい、納得のいくものである。
⑥http://sitesensing.com

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。
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別紙２

平成2７年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧
問合せ先
No.

認定 分 認定
番号 野 事業者

認定商品

認定商品の概要

主な
使用部署

主な評価点

主な改善点・利用上の
留意点

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

・現在一般に販売されているX線CT装置より取得さ
れるデータに関しては、メーカーによらず可視化が可
能である。
・本ソフトにより合成された画像は「Quick Time
Player」で再生可能であり、本ソフトがインストールさ
れていないPC でも、プレゼンテーションで画像を示す
際に使用可能である。なお、合成された画像は容量
が小さいため、プレゼンテーションで使用するPCに特
別なスペックを要する必要はない。
・どんなデータでも一度でボイ

3D画像可視化ソフトウェア
「ExFact VR 2.0」

6

情
報
2707 ・
通
信

日本ビジュ
アルサイエ
ンス株式
会社

断層画像を三次元構
築し、二次元/三次元
的に可視化するソフト
ウェア。三次元画像の再
配布と簡単再生を実
現。

・公立大学 ・2D画像と3D画像でLUT（ルックアップテーブル）
法人首都大 が各々設定されている点が良かった。従来使用して
いたソフトウェアは、2D画像と3D画像のLUTがリンク
学東京
しているため、お客様へ提供する画像作成に時間を
要していたが、このソフトウェアにより、大幅に時間を
短縮することが見込める。

①160-0022

②新宿区新宿6-26-2
ド検出できる訳ではないため、
コーラルビル4F
マニュアルを読んで、処理手
法やパラメータを理解し、条
③03-5155-5561
件によっては、処理手法を検
討する必要がある。
④03-5155-5560

・（地独）
東京都立産
・3Dを考慮した操作には少し
業技術研究 ・ボイド解析ツールの機能面が優れている点が良かっ
⑤info@nvs.co.jp
慣れが必要なため、3D操作
た。通常、ボイド検出には、ボイドの大きさに対し閾
センター
値をユーザーが設定する。本ツールは、基本ユーザー の操作性向上を行うとよいの ⑥
が設定することなく自動でボイドの検出を行う。自動 ではないか。
http://www.nvs.co.
検出後、ボイドの大きさによって絞り込むことが可能
jp/
なため、使用者の負担はそれほどない。
・QuickTimeムービーで3Dを考慮した操作が可能
な点が良かった。従来、3Dを考慮した操作は、専用
のソフトウェアが必要であった。しかし、このソフトウェア
から出力されるQuickTimeムービーにより、専用の
ソフトウェアがなくても3Dを考慮した操作が可能と
なっている。

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。
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別紙２

平成2７年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧
問合せ先
No.

認定 分 認定
番号 野 事業者

認定商品

卓上型会話支援機器
「COMUOON 及び comuoon
connect」（コミューンおよびコ
ミューン・コネクト）

7

ユニバーサ
機 ル・サウン
2709
械 ドデザイン
株式会社

認定商品の概要

主な
使用部署

主な評価点

主な改善点・利用上の
留意点

・公立大学法
人首都大学東
・利用者の耳元に口を近付けて大きく声かけする必
京
・スピーカーの電力をケーブルで供
要がなく、適度な声量で話すことが可能となった。音
給する必要があるため、電池での
声が非常にクリアに広範囲に聞こえ、利用者の反応
・財務局建築
使用や充電機能が付加されコード
が良くなった。
保全部
レス化できるとよい。持ち運んで使
用する際やコンセントが遠いと使い
・中等度難聴者に対して医師・療法士の声を聞き
・東京都七生
にくい。
取りやすくする性能は十分実用的で、リハビリテーショ
福祉園
ン訓練時に有効活用できた。周囲への騒音の影響
・スピーカーの底面にアダプターを追
は問題なかった。
・（地独）東
加してスピーカースタンドとして三脚
京都健康長寿
を使えるようにするなどの工夫があ
・テレフォンコイルを搭載していない補聴機器を装用
難聴者が補聴器を装用 医療センター した生徒でも、補聴効果を高めることができる。特に ると、より難聴者でも耳の近くに置
いて使用可能となる。
せずに健聴者との会話を
高度難聴の生徒にとっては、言語音の聞き取りに向
・都立広尾病
実現する卓上型会話支
上が見られ、生徒の学習意欲を喚起したり、学習効
院
・マイクをポケットに付けられるように
率をあげたりすることができている。
援機器。音の歪みを極
するか耳掛け式にする等の工夫が
限まで抑え高い明瞭度 ・都立大塚病
必要。
・聴力に影響する大音量が急に出るようなことはな
を実現した。
院
く、十分安全に使用可能である。
・更なるコストダウンが図られると、
・都立墨東病
各施設への導入拡大が可能とな
・集団補聴器のような大掛かりな敷設工事が不要
院
る。
な上、どのような仕様の教室であっても設置が可能で
ある。セッティングが楽で分かりやすかった。
・都立大塚ろう
・聴力が両耳80db程度である補
学校
聴器を使用している生徒から、「音
・スピーカーを回転しやすく、聞きたい人の方に、向け
がこもって聞こえる」という意見があ
やすい。
・都立中央ろう
り、試しに補聴器を外して聞いても
学校
らったところ、逆に「明瞭に聞こえ
・デザインにも優れており、柔らかいので周りと調和し
る」との感想であった。
やすい。
・都立立川ろう
学校

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

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

①105-0022
②港区海岸1-9-11
マリンクス・タワー2F
③03-6427-1467
④03-6745-3329
⑤info@u-s-d.co.jp
⑥http://u-sd.co.jp
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別紙２

平成2７年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧
問合せ先
No.

認定 分 認定
番号 野 事業者

認定商品

認定商品の概要

主な
使用部署

主な評価点

主な改善点・利用上の
留意点

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

・極度の難聴の利用者には効果
は期待できなかった。

自然な声と笑顔の簡易性伝声器
「ケアホン」

・介護施設では、道具を使うという
感覚がない人も多く、いちいち手に
・難聴の高齢者に対応する場合、自然な声 取るのが面倒そうであった。

で分かりやすいとの評価あり。実践的。
①104-0061
・公立大学
・自分の首にかけることができるが、
法人首都大 ・難聴の利用者に続けて話すときにも、落ち 体操等で体を動かすと左右に動い ②中央区銀座2-13てしまうので、簡単に収納ができる 11-705
学東京
着いて対応でき、非常に役に立っている。
と良い。

8

医
療 ケアホン協
2710 ・ 会合同会
福 社
祉

・東京都東 ・軽くて持ち運びが便利である。負担感が少 ・洋服のポケットに入れると大きくて ③03-3545-2865
加齢性難聴の方や、声 村山ナーシン ない。
すぐに出てしまうので、もう少しコン
の小さい方との会話に役 グホーム
④050-3153-0855
パクトになると良い。
立つ電子回路によらない
・机の上に縦に置いておけるので、場所を取
・アイデアは非常に良いが、口を添 ⑤care新発想の伝声器。
・東京都七 らない。
える部分が紙コップなので、耐久性
生福祉園
phone@az.emや衛生管理上の消毒等に難点が
・病室では、これまで夜間帯は特に周囲への ある。医療機関での使用において net.ne.jp
・東京都リハ 配慮が必要であったが、当該商品を使用す は、重量は増えるがプラスチック等
ビリテーション ることにより、周囲からの苦情は少なくなった。 で形成する事が必要かと考える。 ⑥
病院
http://www.careph
・色々な色・柄が欲しいという意見
・複数の患者に対して1つの物を使用する
one.jp
もあった。
際、衛生面が気になった。
・手作業で工芸品のような作りのた
めコストがかかる部分があると思う
が、原価比からすると若干高額で
ある。

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

8/14

別紙２

平成2７年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧
問合せ先
No.

認定 分 認定
番号 野 事業者

認定商品

認定商品の概要

主な
使用部署

主な評価点

主な改善点・利用上の
留意点

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

・明るさ及び色味共に良好で、実像を確認
するには適切であった。ルーペの配置など適
切で、見やすく工夫されている。

医科・歯科診療用ヘッドライト
「えがおライト」

9

医
療 株式会社
2711 ・ デントロケ
福 ミカル
祉

・ライトの当たり具合が広範
囲に当たるので、もう少し絞っ
・口腔内において十分な範囲、明るさを確保
・東京都リハ
て当たるといい（または調整 ①198-0023
することができた。
ビリテーション
できると良い）。
病院
②青梅市今井3-2-12
・軽量であり、長時間の装着が可能であっ
・バッテリーがやや重く、その
た。バッテリー容量に余裕があり、連続使用も
・都立心身
ケーブルが邪魔になることがあ ③0428-30-7450
可能。
診療に適正な照射域と 障害者口腔
る。LEDライトの重量が重い。
明るさ、高い演色性を備 保健センター
④0428-30-7460
・ペンタイプの電燈と比較して、両手を自由に
えPCのUSB端子からも
・スイッチの操作性や位置にも
使うことができるため、一人でも診査や簡単
充電が可能な医療用 ・都立小児
う少し工夫がある良い。
⑤
な処置が行うことができる。
ヘッドライト。
総合医療セ
y.yoshikawa@dentr
ンター
・ベルトのフィット感がやや低 ochemical.co.jp
・装着感は自然で、外れるようなこともなかっ
く、外れそうになる。ヘッドライ
た。
・都立墨東
トを頭部に装着した状態で下 ⑥
特別支援学
をむくとズレやすく、頭部が落 http://www.dentro
・自然光に近い光となっている点は評価でき
校
ちそうになるため、頭部への固 chemical.co.jp
る。
定について改良する必要があ
る。
・充電ができ電池が不要なため、保健室に
限定されず、持ち出して教室や在宅の児童
の診察に使用可能な点が評価できる。

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。
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別紙２

平成2７年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧
問合せ先
No.

認定 分 認定
番号 野 事業者

認定商品

認定商品の概要

主な
使用部署

主な評価点

・場所をとらない点、壺から音が鳴る点、集
中力が刺激される点などが評価できる。

誰でも遊べるボードゲーム
「アラビアの壺」

生
活
・
10 2712 文
化
用
品

ギフトテン
インダスト
リ株式会
社

主な改善点・利用上の
留意点

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

・高齢者の場合、ルールが難
しくルールに沿ったゲームとして
は遊べなかった。

・簡単に積めるように見えるが、10個積み上
げるのにはかなりの注意力が必要であり難易 ・もう少し音の違いを出したほ
度が良好。
うが良い（特に軽い２つの音
の聞き分けが難しい）。もう
①185-0024
・壺のくぼみが持ちやすいので、振って音が出 少し音の違いがないと知的障
・公立大学 しやすい。
害の子どもには難しい。
②国分寺市泉町3法人首都大
37-34マージュ西国分
学東京
・各々の壺で違う音が出るため、楽器のよう ・対象が6歳からではあるが、
寺104
音を使った新感覚のボー
な遊び方ができる。
色がもう少し鮮やかな方が興
ドゲーム。視覚障がい者 ・都立北療
味を引く。
③050-3411-1266
と健常者が一緒に遊ぶ 育医療セン ・音の聞き分け教材として使用でき、中身の
ことができる。
ター
入れ替えが可能である点が良い。
・同じものを当てる、高く積む
④－
こと以外にあまり思いつかな
・都立八王 ・主に壺の中の音を聞き分け、同じ音を見つ かったことから、活用集等を詳
⑤info@gift10.net
子盲学校
けるゲームに使用。利用者の手の大きさに
細にした方がより良いかと思
ちょうどよく、重量も振ることを考えると適度な う。
⑥http://gift10.net
重さであった。
・壺を並べる台のくぼみが浅す
・全盲の児童でも音を頼りに楽しく遊ぶことが ぎてうまく並べられない。
できた。ルールを工夫すれば様々な年齢の児
童が楽しんで遊ぶことができると感じた。
・パーツの形状や材質に比べ
て価格が高すぎる印象があ
・安全に遊ぶことができる。
る。

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。
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別紙２

平成2７年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧
問合せ先
No.

認定 分 認定
番号 野 事業者

認定商品

水平開きが出来るノート
「ナカプリバイン」

生
活
・ 有限会社
11 2713 文 中村印刷
化 所
用
品

認定商品の概要

主な
使用部署

主な評価点

・ノートの真ん中も書きやすく、広々と使える。
開くと倍の面積になり、大きな作図に適する。
見開き状態の大きさで使用できるので、デザ
インでのサムネールやラフに便利であり、グラフ
や表の作成に便利である。
・（一財）
東京マラソン ・水平に開く為、コピーしやすい。印刷による
財団
複製がスムーズかつ綺麗にできた。

主な改善点・利用上の
留意点

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

・スキャン・コピーがしやすいた
め、IT器具との融和性が高い
ように感じた。
・利点でもある破りやすさ故
に、破る必要がない時でも紙
①114-0023
が取れてしまうこともあった。

②北区滝野川6-46・ノート自体が全体的に折れ
10
曲がりやすかったので、表紙
二つ折りにした用紙の背
・東京都西 ・薄く持ち運びが容易。小さく持ち歩いて、大 等（表と裏）がもう少し固い
中部分にキズを付け
③03-3916-1444
部公園緑地 きく使える。
紙質でも良いと感じた。
（１ミリ以下）、そこに
事務所
強力な接着剤を２回に
④03-3916-8884
・中の用紙を１枚ずつ切り離しやすく、メモ
・表紙デザインの校正がもう
分けて塗布する方法で、
・都立王子 帳・作業ノートとして重宝した。後の本体もバ １回できるとよかった。
水平開きを可能にした
⑤
総合高等学 ラバラにならない。
ノート・冊子。
nakaprin@ff.iij4u.o
校
・製本テープの色にバリエー
r.jp
・紙の無駄がなく環境面でも評価できる。
ションがあると良い。
・都立工芸
⑥
高等学校
・表・裏表紙、さらにそれぞれの裏側にも印刷 ・表紙・中の用紙とも、紙の
http://nakaprin.jp
可能で、より多くの情報をＰＲできる。
種類が選べると良い（白色
度の低い再生紙、耐水紙仕
・機能性が高いにも関わらず単価は通常の 様等）。
ノートと変わらないという点でコスト面にメリット
を感じた。
・中の用紙にもランダムで印
刷が可能であると面白い。

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。
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平成2７年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧
問合せ先
No.

認定 分 認定
番号 野 事業者

認定商品

認定商品の概要

主な
使用部署

主な評価点

主な改善点・利用上の
留意点

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

・様々な形を作るパーツがセットになっていて、
おもちゃ操作あそび、感触あそびなど、子ども
の様々な発達の援助となっている。
・小さな子どもが遊ぶ場合に
・知育玩具として子ども同士や何人かで共同
は、大人の見守りが必要と思
作業ができるのも良い点である。
①198-0025
われる。

創造性を育む知育玩具
生
「パイプグラム」
活
・
武州工業
12 2714 文
株式会社
化
用
品

樹脂製の継手パーツと、
様々な形状のアルミパイ
プをつないで、立体的な
造形物・構造物を作るこ
とができる知育玩具。

・創造的活動を好む知的に高い学齢の子ど
②青梅市末広町1-2・各パーツは小さいものもある
・東京都小 もの興味を引いた（自らパーツを自由につな
3
ため紛失しないよう注意する
山児童学園 げ楽しむことが可能であった）。
必要がある。
③0428-31-0167
・都立北療 ・パズルやブロックの要素を持ちながら、幼す
・知的に高い学齢の子どもで
育医療セン ぎない印象を与えるところが良い。
④0428-31-3774
もはめるのに力が必要であり、
ター
軽い麻痺があると難しさがあっ
・レベル的には難しかった。ただし、職員が試
⑤
た。もう少し軽く入り、外れにく
・都立光明 したところ、形を組み合わせるのは面白く、対
hello@pipegram.co
いものがよい。
特別支援学 象者を代えればとても楽しい玩具だと考え
m
校
る。
・特に連結部のセット内容を
⑥
様々にして商品化すると十分
・細かい組み立てが可能で、バリエーションが
http://pipegram.co
に通用する玩具だと思う。
ある。
m
・小さな子どもの誤飲等が心配されるが、形
状や質感に特に問題は無いと思われる。

・価格が高い。

・丈夫で壊れにくいため経済的である。

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。
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平成2７年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧
問合せ先
No.

認定 分 認定
番号 野 事業者

認定商品

認定商品の概要

主な
使用部署

主な評価点

主な改善点・利用上の
留意点

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

・持って感触を楽しんだり、色を集めて遊んだり、つな

・公立大学法人
げて遊ぶ等機能面では幼児から高校生まで楽しめる
首都大学東京
・大人も初めての使用であり、遊び

0才から100才までの玩具
「つのつのサイコロ」

生
活
・ 株式会社
13 2715 文 ボウンディ
化 ア
用
品

玩具であり、発展性のある今までにない遊具である。
方の工夫などを子どもたちにうまく
年齢や能力等に応じて、遊びだけでなく、学習の補
・東京都住宅供
伝えられなかった。簡単な利用説
助教材として活用することができた。
給公社
明書は添付されているが、もう少し
詳しい解説があるともっと有効に活
・東京都七生福 ・組み立てたり回したりすることが可能で、遊びの中で
用できる。
どのくらい微細運動ができるかどうかアセスメントに役
祉園
・障害者には新しい使い方及び遊
立てることができた。形や同じ色でつなげられることが
び方を習得するのは難しく、楽しむ
・東京都小山児 発達障害児の興味を引いた。両手動作・片手動作
ところまで到らなかった。
童学園
訓練や注意集中力を高める訓練に利用できる。組
み立てる、見本と同じようにつなげるなど、認知の課
・穴の位置が分かりにくいため、穴
遊び方を自ら考えること ・東京都石神井 題にも対応できる。
の中・周辺の色を変えると視覚的
学園
で脳の発達を促す知育
にもより見やすくなると考える。ま
・乳幼児の手の大きさに合っている。素材は滑らず持
玩具。色・数の認識を ・都立北療育医
た、穴への差し込みがもう少しソフ
ちやすい。軽くて握りやすいため、児童生徒の障害の
トにスムーズに入ると良い。
深めたり、握ることにより 療センター
程度や年齢に関わらず教材として活用することができ
・穴が１ヶ所しか開いておらず、もう
脳を刺激するポイントも
・（地独）東京 た。
１ヶ所あると組みやすくなり、更に
兼ね備えている。
都健康長寿医 ・色の違いがはっきりとしており子どもの興味を引く。ま 使いやすくなると考える。
た、色数も多すぎず適当である。
療センター
・スゴロクのシートがもう少し大きい
・カラフルなので自閉の子どものこだわりにも対応で
とより活用できる。
・都立小児総合 き、色別に遊ぶことができる。
医療センター

①170-0002
②豊島区巣鴨3-233-1402
③03-3918-7187
④03-3917-5478
⑤
tsunotsuno@pico21
.com
⑥

・床に散らばった後拾い忘れがある http://tsunotsuno.c
・繰り返し遊んでも壊れず、長期間使用することがで
と、歩行時に踏むと痛いため心配 om
・都立光明特別 きる。
がある。
支援学校
・硬すぎない素材、誤飲しない大きさのため、年齢層
が幅広い児童養護施設で使用しても安全面に配
・１セットの個数が少なく価格が高
・都立高島特別
慮できた。
いと感じた。１箱にもう少し個数が
支援学校
・角の部分が丸く加工してあり、素材自体が柔らかく
あればより色々な遊び方ができる。
弾力性があるため、投げたり落としても怪我や物の破
・都立墨東特別
損等はなく、安全性は高い。
支援学校

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。
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平成2７年度 東京都トライアル発注認定商品トライアル発注評価一覧
問合せ先
No.

認定 分 認定
番号 野 事業者

認定商品

認定商品の概要

主な
使用部署

・透明フィルムで透過性も良いため、前方の
視界が遮られることがない。強い雨であっても
フィルム部分の透明性が落ちることはない。
・公立大学
透明度が高いため周りの状況が確認しやす
法人首都大
く、視察等の場面における利便性が高いとと
学東京
もに、安全性に秀でている。

逆支弁付高級透明フィルム傘

・東京都七
生福祉園
生
活
・ ホワイト
14 2716 文 ローズ株
化 式会社
用
品

主な評価点

「安全・安心」に歩行・
作業できる最良の傘カ
バー素材を効果的に使
用した、内・外の視界を
ハッキリ確保する雨傘。

主な改善点・利用上の
留意点

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

・もう少し直径の大きい製品や、実
務利用を前提とした簡素な装飾の
製品ラインナップがあれば利用用
途がさらに広がると思われる。

・やや重量感があるため、女性・子 ①111-0042
ども・高齢者・障害者等の使用を
・強風の際に傘がふらついたり反転したりする 考えると軽量化すると良い。

②台東区寿2-8-10

ことがなく、安定して使用することができた。

・障害者等が使用するにあたって

・東京都リハ
・強風時においてもフィルム部分及び傘骨の は、開閉が自動式であると良い。
ビリテーション
耐久性が高く、破損のリスクが大幅に減少
・持ち手の飾りの房は、輪状の手を
病院
し、障害のある生徒も安全に活用することが 通せるものであると良い。
できている。
・建設局公
・手元がプラスチック製で見映えの
園緑地部
・頑丈で壊れにくく水漏れもないため、長期 点で難がある。
間使用できる。傘の破損が少なくなることで、
・教育庁総
・コスト面では、一般的なビニール
より環境にも優しいと思われる。
傘の７～10倍と考えると多少高
務部

③03-3841-9601
④03-3841-9600
⑤
office@whiterose.jp
⑥
http://whiterose.jp

価であると感じた（最近は、ビニー

・都立足立
特別支援学
校

・傘のサイズが大きめなので、前屈みの利用 ル傘の耐風仕様モデルも安価で販
者でも雨に濡れにくい。
売しているため）。市場性を考え
ると、価格を３分の１程度に抑え
・木製の持ち手は凹凸があり、持ちやすい形 る必要があると考える。

であった。

※本評価は、認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。
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