平成 24 年度購入対象 トライアル選定商品一覧
＜平成 24 年度選定＞23 商品
No.１

耐震家具 MAMORU

企業名

有限会社

住所

静岡市駿河区下川原 4 丁目 23－10

電話番号

054-259-6226

FAX 番号

054-257-5082

ホームページ

http://tanigutikogei.com

新商品の説明

本商品は、箱型で天井との接地面積が大きく、強度の揺れに耐えることができる
転倒防止家具です。設置方法はバネの力を利用しワンタッチで簡単にできるため、
高齢者や女性の方でも手軽に設置することができます。また、デザインは家具調
であるため室内の統一感を損ないません。収納付きのボックス型もあります。
（特
許出願審査請求済）

No.２

コバエカカール

企業名

有限会社

住所

富士市五貫島 1107

電話番号

0545-62-7633

FAX 番号

0545-62-7636

ホームページ

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

新商品の説明

本商品は、殺虫剤を含まず、光、色、香りでコバエを誘引捕獲するコバエ捕りで
す。組み立てて置くまたは吊るすだけで簡単に使うことができます。いつの間に
か虫が取れていて便利です。使用後は畳んで燃えるゴミとして処分することがで
き清潔です。コバエだけでなく蛾や蜘蛛も捕ることができます。ひとつで１ヶ月
から３ヶ月間使うことができます。花柄のデザインで、捕れた虫も見えず、虫捕
りには見えません。再生資源の紙製で、環境にやさしい商品です。2 個入り 600
円。
（特許、意匠、商標登録済）

No.３

パールグリーン

企業名

株式会社

住所

浜松市中区肴町 317-15

電話番号

053-452-1221

FAX 番号

053-523-7076

ホームページ

http://www.uemuraya.com

新商品の説明

本商品は、古紙パルプ配合率 100 パーセントの再生コピー用紙です。グリーン購
入法に適合した環境にやさしい商品です。Ａ４版サイズの白色度 80 パーセント以
上の中性紙です。

谷口工芸

生物環境研究所

夜間

昼間

植村屋紙店
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No.４

紙幣をリサイクルした
パルプ混抄紙を使った製品

企業名

株式会社

住所

焼津市小柳津 40

電話番号

054-626-1323

FAX 番号

054-628-5455

ホームページ

http://www.yokota-futo.co.jp

新商品の説明

本商品は、役目を終え焼却処分されていた紙幣の断裁くずを資源化し、再生紙と
してリサイクルした製品（封筒など）です。紙幣パルプ混抄紙を用いた封筒は、
２層ですいて裏面のみに着色することで中身を透けないように配慮しており、プ
ライバシー保護のための封筒として使用することができます。

No.５

木製（ひのき）うちわ

企業名

小掠プレス

住所

浜松市浜北区善地 206

電話番号

053-587-1670

FAX 番号

053-586-6802

ホームページ

http://kogasumi-press.sakura.ne.jp

新商品の説明

本商品は、天竜産間伐材ヒノキを使用して作られたうちわです。木目の縦と横を
貼り合わせることで高い強度としなやかなしなりを出し、爽やかなヒノキの香り
を感じることができます。また、ロゴマークやイベント名を焼印することで、販
売促進の品物や記念品としても喜ばれています。うちわの表面に絵や書を描くこ
ともでき、オリジナルうちわを作る教材としても使用できます。寸法は厚さ 0.8
ミリメートル、縦横 195 ミリメートルです。
（実用新案登録済）

No.６

緑茶檸檬

企業名

株式会社

住所

島田市金谷猪土居 3629

電話番号

0547-46-1234

FAX 番号

0547-46-2624

ホームページ

http://www.makinoen.co.jp/

新商品の説明

本商品は、これまで培ってきた緑茶ブレンド技術をベースに、緑茶とレモンマー
トル（ハーブ）を一緒に揉み込んでブレンドした商品です。ハーブに属するレモ
ンマートルは、レモンの香りの成分シトラールをレモンの約 20 倍含み、レモンよ
りレモンの香りがする植物です。爽やかな香りとすっきりとした味わいを楽しむ
ことができるティーバッグとペットボトルのお茶です。

横田
（写真無し）

りょくちゃ れ も ん

牧之園
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No.７

Drip Tea
（煎茶、玄米茶、ほうじ茶）

企業名

杉本製茶

住所

島田市横岡 242-1

電話番号

0547-46-2554

FAX 番号

0547-45-3151

ホームページ

http://www.shizuoka-tea-no1.net

新商品の説明

本商品は、急須がなくても本格的な日本茶を味わうことができるドリップ式緑茶で
す。日本茶本来の味・香りに近づけるため、お茶の粒度・使用するお茶の種類を選定
しブレンドしています。海外からも注目され、2011 年には、世界のお茶の祭典 World
Tea Expo の革新部門にて最優秀グランプリを獲得しました。マグカップとお湯だけ
で楽しむことができる本商品をお楽しみください。

No.８

Herbbee

企業名

株式会社

住所

三島市大場 449

電話番号

055-984-0369

FAX 番号

055-984-0362

ホームページ

http://www.mirokugroup.com/
本商品は、厳選された無農薬ハーブを水蒸気蒸留法で丁寧に抽出したフローラル
ウォーターと、静岡県伊豆の国市から採取した天然水から作った飲むことができ
るハーブウォーターです。ハーブが注目されている今、主に女性がペットボトル
で気軽にハーブを楽しむことができるように作られました。また、ライフスタイ
ルに合わせて３種類のブレンドを用意しています。香りと味が今までにない新感
覚の清涼飲料水です。

新商品の説明

株式会社

ハ ー ビ ー

ミロク

No.９

パームヤシパルプ「育苗ポット」、
及び「カップガーデン」

企業名

株式会社

住所

静岡市清水区港町 2-6-6

電話番号

054-353-1233

FAX 番号

054-353-1235

ホームページ

http://www.meistersinc.com

新商品の説明

本商品は、無漂白・無着色の 100 パーセント天然非木材パルプから作られている
育苗ポットと、それを使用したインスタント育苗カップです。インスタント育苗
カップの「カップガーデン」はフタを開けて水やりをすればすぐに栽培を開始す
ることができます。育苗後にプランターなどにカップごと定植すると、土中の微
生物の働きで生分解され野菜などを収穫する頃には土に還ります。カップ内は肥
料入りの培養土と肥料なしの土の二層構成（実用新案登録済）で、育苗に適した
「元肥」環境を小さなカップの中で実現しています。

マイスターズインク
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No.10

完全防水耐震地下収納庫
ソトチカ

企業名

株式会社

住所

静岡市葵区山崎 2-14-7

電話番号

054-278-8309

FAX 番号

054-278-8498

ホームページ

http://www.earth-shift.co.jp

新商品の説明

本商品は、揺れに強く、完全防水の地下収納庫です。地下に埋設するので、火災
にも強く、庭や駐車場などを有効活用し、施工することができます。鋼板にＦＲ
Ｐ（繊維強化プラスチック）をコーティングすることで、長寿命を実現しました。
家庭、企業の防災備庫として、地域の防災倉庫として、あらゆる災害に耐える地
下収納庫です。

アースシフト

No.11

ソーラーライティングシステム
PL シリーズ

企業名

株式会社

住所

富士市大渕 2301－1

電話番号

0545-35-4888

FAX 番号

0545-35-4877

ホームページ

http://www.audix.jpn.com

新商品の説明

本商品は、街路灯、駐車場灯、公園灯として利用できるソーラー式照明です。高
さ５メートルの専用ポールに取り付けたＬＥＤライトが広範囲を明るく照らしま
す。コンパクトながら明るく、長時間点灯が可能な本商品は、停電時の非常用照
明（防災灯）としての機能を果たすことができます。また、バッテリーなどを専
用ＢＯＸで既設のポールなどに後付けすることができる「ユニットタイプ」は、
低価格で取り付けも容易にできるため、民間工場でも好評なモデルです。

オーディックス

No.12

ソーラーライティングシステム
GD シリーズ

企業名

株式会社

住所

富士市大渕 2301－1

電話番号

0545-35-4888

FAX 番号

0545-35-4877

ホームページ

http://www.audix.jpn.com

新商品の説明

本商品は、ボディの中にＬＥＤ照明、バッテリー、コントール回路などが収納さ
れているので、公園などの場所だけでなく、一般の家庭のエントランスなどでも
気軽に利用できるソーラー式照明です。庭先などに電源を引く必要がないことに
加え、シンプルなデザインはどこでも違和感なく設置することができます。また、
明るく長時間の点灯が可能です。高性能でありながら、新築のお祝いなどにも利
用できる手軽さが魅力です。

オーディックス
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No.13

ソーラーライティングシステム
ML シリーズ

企業名

株式会社

住所

富士市大渕 2301－1

電話番号

0545-35-4888

FAX 番号

0545-35-4877

ホームページ

http://www.audix.jpn.com

新商品の説明

本商品は、ソーラーパネル、コントロール回路、バッテリーを一体化した「メイ
ンユニット」と、照明部となる「イルミネーションユニット」を分けることによ
り、木が茂ったような日照条件の悪い場所でも照明部を設置することができるソ
ーラー式照明です。１台の「メインユニット」で、最大 11 台の「イルミネーショ
ンユニット」の設置ができるので多彩なアレンジが可能となり、様々なシーンへ
の利用が可能となります。

No.14

オーディックス

ソーラーライティングシステム
ソーラー内照式誘導標識

企業名
住所
電話番号
FAX 番号
ホームページ
新商品の説明

株式会社 オーディックス
富士市大渕 2301－1
0545-35-4888
0545-35-4877
http://www.audix.jpn.com
本商品は、ソーラー内照式誘導看板です。夜間に大規模災害が発生した際には停
電が伴うことが予想されます。街路灯、家庭の照明などが全て使用できなくなり、
辺りが真っ暗になったときであっても避難するべき場所へ速やかに誘導すること
ができます。平常時には避難所の存在を知らせることにも役立ちます。

No.15

LED 水銀灯 LHG230

企業名
住所
電話番号
FAX 番号
ホームページ
新商品の説明

株式会社 マキセンサービス
静岡市葵区瀬名 3-41-2-308
054-361-3400
054-361-3434
http://www.makisen-service.co.jp
本商品は、水銀灯の代替用途で開発したＬＥＤランプです。主な特徴は、
（１）60
度の高温環境下でも使用ができる、
（２）天井高に合わせ 200 ワットから 400 ワッ
トの水銀灯照度に可変できる、
（３）アナログ制御電源とＬＥＤランプを最長 200
メートル離れた場所に設置できるなど、顧客ニーズに応える商品です。本商品の
主な活用先は、工場や事業場などの製造分野、及び倉庫やトラックターミナルな
どの輸送分野等の大規模施設です。
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No.16

フジサントンボ

企業名
住所
電話番号
FAX 番号
ホームページ
新商品の説明

株式会社 ハカマタスポーツ
浜松市中区鴨江 1－1－4
053-453-3105
053-455-1747
http://www.seibidou.co.jp/
本商品は、トンボ板に従来の自然木ではなく人工木を用いたグラウンド整地用ト
ンボです。人工木は、廃プラスチックや製紙糟を混練した再生材料で、摩耗劣化
や雨による腐食劣化に強く、天然木に比べ２倍から４倍（２年から４年）の寿命
を有しています。また、トンボ板と柄との取り付け構造を簡略化し、摩耗したト
ンボ板を容易に交換できます。トンボ板は長寿命な再生材料でできているので、
更なる再生が可能で、自然環境に配慮したトンボです。
（特許申請済）

No.17

マルボウくん

企業名
住所
電話番号
FAX 番号
ホームページ
新商品の説明

株式会社 八ヶ代造園
袋井市田町 2 丁目 11－13
0538-43-4355
0538-42-8399
http://www.yagashiro-ls.co.jp
本商品は、静岡県内産の間伐材を使用したエコフェンスです。木製品ですのでど
のような景観にも調和します。フェンスの高さは 0.4 メートルから最大２メート
ルまで施工することができ、また、支柱間の横ビームの設置方法によりデザイン
を自由に変えることができます。本商品は、特許を取得した本体金具を使用して
支柱を組み立てるので、腐りが生じにくく耐久性が向上した製品です。更に、各
部材の交換が容易であるという特徴があります。
（特許取得済）

No.18

ダルマ POST

企業名
住所
電話番号
FAX 番号
ホームページ
新商品の説明

株式会社 ケンゾウ鐵工
田方郡函南町塚本 340－1
055-974-2500
055-974-2502
－
本商品は、ガスボンベを再利用したエコロジーなポストです。郵便受け（ＰＯＳ
Ｔ）
、店舗、事業所等の看板（サイン）として、アンケートや意見収集など、提案
デザインを基に要望に応えることができます。思わず、
「可愛い」と言われる自社
がデザインしたキャラクターで、皆さんに笑顔をお届けします。写真より現物の
方が、インパクトがあると言われます。是非、一度現物を御覧ください。
（商標登
録済）
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No.19

高齢者の運動機器「かたらい」

企業名
住所
電話番号
FAX 番号
ホームページ
新商品の説明

有限会社 京和工業
駿東郡長泉町南一色 550 番地 22
055-988-5959
055-988-5966
http://www.kyouwakougyou.co.jp/
本商品は、加齢で委縮する筋肉等をゆっくりトレーニングする運動機器です。椅
子に座った安全姿勢で、５秒１節スローリズムの有酸素運動ができます。自らが
自らを運動する自己他動運動方式で、多動作により動かさなくなった筋肉を徐々
に動かします。さらに、心拍数をあまり上げない工夫をするなど、高齢者を意識
した運動を行うことができます。介護を受けない自立した日常生活をめざす方が、
在宅や福祉施設等で使用することができます。
（特許申請中）

No.20

てのひらけっと

企業名
住所
電話番号
FAX 番号
ホームページ
新商品の説明

株式会社 スポーツフォーオール
浜松市中区城北 1-4-21
053-415-8831
053-415-8832
http://www.s4a.co.jp
本商品は、野球のグローブのように手のひらにはめるだけで誰でも簡単に遊ぶこ
とができる打球具です。柔軟な素材で組成しているため安全性に優れています。
また、手のひらの感覚で比較的簡単に打球することができます。他のスポーツで
使用する長く重いラケットは、ラケットに慣れることに時間と労力を使うのに対
し、本商品を使うことで「打つ」という動作をより簡単に楽しむことができます。

No.21
企業名
住所
電話番号
FAX 番号
ホームページ
新商品の説明

遠州綿紬日本の縞 1.2m 巻き
（冬物素材）
有限会社 ぬくもり工房
浜松市東区半田山 2-24-3
053-489-4761
053-489-4762
http://www.nukumorikoubou.com/
本商品は、着物として一般的に使用されていた遠州綿紬の生地を 1.2 メートルの
小巻にしたものです。生地の幅は手ぬぐいよりも大きいサイズであるため、敷物
や小物作りなどたくさんの用途があります。また、柄の意味や背景を見せること
で季節感を演出したいという思いのもと冬柄を採用し、春夏秋冬を縞で表現し、
布としての魅力を深めた商品です。
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No.22

卒業 DVD アルバム

企業名
住所
電話番号
FAX 番号
ホームページ
新商品の説明

新企画 株式会社
浜松市中区鴨江 2 丁目 36－15
053-456-3505
053-456-9550
http://www.shinkikaku.co.jp/
本商品は、学校生活の思い出を写真ではなく、映像で残すアルバムです。青春時
代の肉声や様子、学校行事など、写真アルバムよりもはるかに多くのシーンを記
録することができます。また、
「静」ではなく「動」で記録することにより、視覚
と聴覚の両方から記憶に残すことができます。また、ＤＶＤであれば復元も可能
なため、万が一の災害時にも思い出を失うことなく、青春時代の思い出を鮮やか
にいつまでも残すことができます。

No.23

sayBｂ

企業名
住所
電話番号
FAX 番号
ホームページ
新商品の説明

有限会社 富永工業所
浜松市浜北区新原 2581-1
053-589-8377
053-589-8350
－
本商品は、音色とカラーリングに優れた業界初のアルミ製リガチャー（楽器用の
小物）です。アルミ特有の音の伝播の良さ、音の素直さ、はっきりした音色とい
う特徴を持ち、比較的肺活量の少ない方でも楽に音が出すことができます。軽音
楽・ポップス・歌謡曲・ジャズ・ブラスバンド等の演奏にマッチしています。ま
た、着色アルマイト処理加工により豊富な着色ができカラフルで、耐色性にも優
れています。
（商標・意匠登録済、特許出願・米国意匠登録出願済）

セイベー
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