平成 25 年度購入対象 トライアル選定商品一覧
＜平成 25 年度選定＞19 商品
No.１

inorior いのりあ

企業名

株式会社

住所

静岡市駿河区丸子赤目ヶ谷 6288-1

電話番号

054-257-5555

FAX 番号

054-257-5151

ホームページ

http://marugenkougei.co.jp

新商品の説明

本商品（祈りのインテリアブランド inorior いのりあ）は、新しいカタチのお仏
壇です。現代の住宅環境にマッチしたモダンでシンプルなデザインと“木工の街
静岡”ならではの職人技が融合した商品です。天井から床までスラリと伸びたシ
ルエットが特徴。仏壇本体が伸縮し自立するので、煩わしい設置工事は不要です。
本体を床と天井とで突っ張る方法で固定するため、デザイン性だけでなく耐震性
の観点からも注目の商品です。
（商標権・実用新案・意匠権登録済）

丸玄工芸

No.２

大出力 LED 照明器具
ホロライト・キューブ

企業名

パイフォトニクス株式会社

住所

浜松市東区将監町 35-1

電話番号

053-489-5783

FAX 番号

053-489-5784

ホームページ

http://www.piphotonics.co.jp

新商品の説明

本商品は、消費電力 120W の大出力 LED を採用した環境に優しいキューブ型照明器
具です。水銀灯などの高天井照明器具の代替器具として、工場や体育館などの施
設で活用できます。小型で軽量（102×102×110mm、1kg）のため設置が簡単で、
太陽光発電からの直流給電による変換ロスゼロで高い省エネ効果が得られます。
その他の用途として各種検査用、農業ハウス用、展示会装飾用、イベント演出用
などがあります。（商標権・意匠権登録済）

設置例

No.３

緊急警報受信放送機能付き
屋外自立型ＡＥＤ収納箱
Ｃタイプ

企業名

株式会社

住所
電話番号

島田市元島田 47-11
本社：島田市相賀 1141-1
0547-32-1151

FAX 番号

0547-32-1152

ホームページ

http://www.akatsukidenkou.com

新商品の説明

本商品は、AED を屋外に設置し、より有効に使用してもらえるよう様々な工夫を
した AED 収納箱です。屋外設置しやすくするために防犯機能を充実させ、箱はス
テンレス製で衝突等によるケガ防止のため形を円筒形にし、扉に LED ランプを点
滅させ周知性を向上させました。また、災害時に NHK-FM 放送受信内容を拡声放送
する機能も備えました。電源は、太陽光パネルとバッテリーによる独立蓄電方式
のため、設置場所を選びません。（特許出願中）

暁電工
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No.４

停電時電源切替システム
「エレクピース」

企業名

株式会社

住所

磐田市大立野 450 番地

電話番号

0538-37-5233

FAX 番号

0538-37-5243

ホームページ

http://www.akamatsu-denki.com

新商品の説明

本商品は、停電時に、外部電源（発電機、蓄電池、太陽光発電など）を使用し建
物へ電気を安全に供給するシステムです。ＨＶ車、ＰＨＶ車なども外部電源とし
てご使用いただけます。専用分電盤により商用電源と外部電源の切替を行うため、
停電時でも天井照明や複数の機器を同時に使用できます。レバーを切り替えるだ
けの簡単な操作で誰でも簡単に、安全にご使用いただけます。（特許取得済）

No.５

おなかなっとく

企業名

株式会社

住所

浜松市東区有玉西町 2418-10

電話番号

053-479-2211

FAX 番号

053-479-3322

ホームページ

http://www.famiyu-kouhaku.jp

新商品の説明

本商品は、納豆フリーズドライ粉末と植物性ナノ型乳酸菌をカプセルに詰めた健
康補助食品です。胃酸による死滅を防ぐため、納豆菌を耐久性の高い芽胞型にし
ました。その結果、2 粒で 17 億個、市販納豆にして 20 パック以上の納豆菌が腸
まで到達します。大豆の栄養が豊富であるほか、植物性乳酸菌を、吸収しやすい
ナノ型に加工し、2 粒で 1000 億個も配合しました。さらに、ダイエット中も嬉し
い 1 粒 2kcal です。日本古来の栄養食品「納豆」を手軽に摂り入れてみませんか？

赤松電気

コウハク

No.６

ハイブリッド型自家発電装置
エネブリッド 5000

企業名

株式会社

住所

磐田市豊田 846-2

電話番号

0538-36-2281

FAX 番号

0538-36-2286

ホームページ

http://www.fujitech-inc.jp

新商品の説明

本商品は、LP ガスでもガソリンでも運転可能なハイブリッド型自家発電装置です。
最大出力 5kw。LP ガスなら 50kg ボンベで約 33 時間運転可能です（4kw 負荷時）。
また分電盤に簡単につなげられる構造（別途電気工事要）となっており、建物内
の既存の照明やコンセントがそのまま使用可能です。発電装置がコンパクトであ
り、ハンドルやタイヤも装備されているため、簡単に移動可能です。また、軽ト
ラックやライトバンでも運搬可能です。（実用新案登録済）

フジテック
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No.７

グローバルコート

企業名

道原石油

住所

焼津市道原 626-1

電話番号

054-656-2111

FAX 番号

054-656-2112

ホームページ

http://www.doubarasekiyu.com

新商品の説明

本商品は、安価なコストでフッ素樹脂加工に近い効果が得られる簡易コーティン
グ剤です。
「茶渋がつかなければいいのに、ついても楽にとれればいいのに」とい
う悩みにお答えします。製茶機械のより手ヘラに塗るだけでついた茶渋がびりび
りと楽にはがれます。茶渋がつきそうな所は材質を問わずコーティングでき、も
ちろん食品に対して安全です。フッ素樹脂加工ほどのはがれやすさはありません
が、膜の固さ・耐熱性には優れています。
（特許出願中）

No.８

ソーラー外灯ユニット ＨＳＰ型
（公共施設向け）

企業名

有限会社

住所

磐田市東貝塚 1034-12

電話番号

0538-35-2839

FAX 番号

0538-37-7596

ホームページ

http://www.test-iwata.com

新商品の説明

本商品は、特に震災対応型として開発した外灯ユニットです。既設の外灯ポール
に太陽光発電装置及び LED ライトを設置するため、設置導入コストが低く抑えら
れます。当社独自のシステムを採用し高出力 LED22W を 14 時間フル点灯させるこ
とができます。太陽光発電と商用電源の併用により、気象状況に左右されやすい
という太陽光発電の欠点を克服しました。日照時間の減少やバッテリーの消耗の
際には自動的に商用電源に切り替わるため、途中で消灯することがありません。

No.９

かべいろ

企業名

株式会社

住所

浜松市西区篠原町 21388

電話番号

053-488-9510

FAX 番号

053-488-8014

ホームページ

http://www.fuuryusya.com

ＴＥＳＴ

風流舎

http://www.kabeiro.com
新商品の説明

本商品は、プロデザイナーがお客様の要望を聴きながら、個々の壁面寸法に合わ
せてアレンジ・制作するオーダーメイド壁紙です。お客様のイメージに合わせて
制作することにより独創的な空間を演出できます。材料は「防火不燃材料」と「ホ
ルムアルデヒド発散建築材料（Ｆ☆☆☆☆）」の認定を取得しており、お客様の安
全・安心ニーズにも対応しています。オリジナルデザインの品質向上のため、デ
ザイン専門学校からのデザイン募集やファッションブランド等とのコラボレーシ
ョンも行っています。
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No.10

クイックレスキュー72

企業名

有限会社

住所

湖西市吉美 3432

電話番号

053-579-2131

FAX 番号

053-579-2133

ホームページ

http://shirawashi.co.jp

新商品の説明

本商品は、堅牢コンパクトで機動性を兼ね備えた移動車輪付災害救助道具収納用
ボックスです。Quick ResQ72～来たるべく大地震に備えて必要なものを～自分の
命は自分で守る。地域の命はみんなで守る。自衛隊や救助隊が到着する前、少し
でも自分達の手で家族や仲間を助けられるように、誰でも使いやすくすぐに役立
つ工具を厳選し、「いつでも」「だれでも」「どこにでも」「つかえるもの」をコン
セプトに収納しました。移動式で緊急時に即応できます。
（商標権・意匠権登録済）

No.11

タッチペンプロ

企業名

株式会社

住所

静岡市駿河区丸子 6955-3

電話番号

054-256-5551

FAX 番号

054-256-5550

ホームページ

http://www.akaishinet.com

白鷲製作所

ＡＫＡＩＳＨＩ

http://akaishi-touchpen.jp/
新商品の説明

本商品は、反応のよさ、滑りのよさに優れたタブレット端末用タッチペンです。
従来のタッチペンは、先端の素材がシリコン製であり、入力時に一定の圧力を要
し、筆送りの円滑さに欠けるものが大多数でした。本商品は、導電繊維の植毛技
術を用いて反応のよさと滑りのよさを従来品に比べ数倍改善するとともに、形状
を工夫してスムーズに使用できるペン先角度を飛躍的に拡大させ、ディスプレイ
に対して水平に行うプレゼンが可能となりました。（実用新案登録済）

No.12

車いす用救命フロート

企業名

有限会社

住所

浜松市中区高林 3-7-15

電話番号

053-473-7903

FAX 番号

053-473-5320

ホームページ

http://www.shipman.co.jp/

新商品の説明

本商品は、車いすに硬質発泡ウレタン浮力材を注入したゴムチューブを装着する
ことで、水に沈むことを防ぐ救命フロートです。
「僕たちはライフジャケットが着
られないよ！」という、車いすを利用する方からの声に応えて生まれました。車
いすや電動車いすは多くの素材が金属製で水に沈みます。本商品はいざというと
きに簡単にセットでき、浮力も 90kg あるため介護者がつかまった状態でも浮いて
いられます。空気ではなく、水を吸わない硬質ウレタンを注入していますので、
傷や穴があいても心配ありません。

ＳＨＩＰＭＡＮ
E1
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No.13

ASPACK WALL（簡易間仕切り）
ASPACK 避難所用フリースペース
毛布保管ケース

企業名

株式会社

住所

富士市比奈 14

電話番号

0545-34-0334

FAX 番号

0545-34-3095

ホンダ

フリースペース
簡易間仕切り

ホームページ

http://www6.shizuokanet.ne.jp/k_honda

新商品の説明

本商品は、プラスチックダンボール（プラダン）製防災用品の簡易間仕切り、避
難所用フリースペース、毛布保管ケースです。プラダンですので劣化しにくく、
湿気に強いので安心して長期保管できます。組み立ても収納も簡単にでき、使い
捨てでなく繰り返し使用が可能です。プラダンの切断面を最新の設備でシールす
ることで安全性にも配慮しています。

No.14

小型・軽量のハイブリッド型蓄
電インバーター「ＥＣＩ－１５」

企業名

株式会社

住所

三島市長伏 126-3

電話番号

055-977-7432

FAX 番号

055-977-7438

ホームページ

http://www.earthtec.co.jp

新商品の説明

本商品は、アウトドアや停電時に、家庭用 100V 対応電気機器や 5V 対応 USB 接続
機器が使用可能な蓄電インバーターです。家庭用 100V コンセントからの充電機能
（充電中でも使用可能）に加え、オプション設定のソーラーパネルを接続するこ
とで、太陽光の再生可能エネルギーから蓄電できるハイブリッド型です。小型で
軽量（3.2kg）ですので、手軽に電気を持ち運べ、一般家庭での使用のほか、防災
備蓄にも適しています。

No.15

遠州の茶がゆ

企業名

株式会社

住所

周智郡森町向天方 874-2

電話番号

0538-85-2158

FAX 番号

0538-85-5815

ホームページ

http://www.inh.co.jp/maru7

新商品の説明

本商品は、静岡県特有の緑のお茶をイメージして商品化した茶がゆです。森町の
お茶の特色であるコクのある味や深みのある色を生かしているため、緑茶の色で
ないものが多い関西地域の茶がゆと違って、お茶処静岡を感じ、日本文化のわび
さびを知っていただけます。また、健康に良いとされる玄米を使用し、ライフス
タイルに合わせて食べられるようレトルトにしました。夏は冷蔵庫で冷やして、
冬は温めてお召し上がりください。あっさりした塩味をぜひ一度お試しください。

アーステック

島商店
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No.16

ユニバーサルＬＥＤ配線基盤

企業名

株式会社

住所

浜松市北区初生町 688-7

電話番号

053-437-0777

FAX 番号

053-437-3094

ホームページ

http://www.fukuda-sign.net
作成例
本商品は、アクリル切り文字の中に LED 素子を自由に配置することができる LED
配線基盤です。特別な知識は要らず、道具もシンプルです。ハンダ液を塗るのは
図工と同じレベルで、LED を並べる作業はパズル感覚でできるので、幼児でも楽
しみながら作ることができます。一度接着した LED も簡単に外せるので、修正も
簡単です。用途に合わせて自由にカットできるほか、曲線に合わせて曲げること
ができ、小さな文字の内蔵にも最適です。各種サイン等、幅広く効果的にお使い
いただけます。
（特許出願中）

新商品の説明

フクダサインボード

No.17

オフィス用 防災クッション

企業名

ファシル株式会社

住所

静岡市駿河区下川原 6-26-22

電話番号

054-258-0214

FAX 番号

054-258-9381

ホームページ

http://www.facil.jp/

新商品の説明

本商品は、普段はオフィスで椅子の背もたれクッションとして使い、災害時には
中身の防災ズキン（「（公財）日本防災協会」認定品）をかぶって避難することが
できる防災クッションです。ズキンの中には、災害時の必需品（別売）や貴重品
を入れることもでき、カバー内側には、使い捨てカイロが 2 つ入るポケット付き
なので冬は暖かく快適に過ごせます。
「ヘルメットの耐用年数 5 年」の 2 倍、10
年間の無償修理保障により、安心してお使いいただけます。

No.18

川根紅茶 ペットボトル 500ｍｌ

企業名

有限会社

住所

榛原郡川根本町久野脇 455

電話番号

0547-56-0480

FAX 番号

0547-56-0665

ホームページ
新商品の説明

諸田製茶

http://www.shokokai.or.jp/22/22
4271s0041/index.htm
本商品は、川根地区の茶葉から製造した紅茶を使用したペットボトル飲料です。
良質な緑茶の産地である川根地区の茶葉は、紅茶に製造しても味のよい紅茶にな
ります。砂糖や香料を使わなくても茶葉本来の甘みがあり、香りも良好です。本
商品は、4 種類の茶葉をブレンドし、甘み、渋み、香りのバランスを絶妙な割合
で配合しました。無糖・無香料なので、喉の渇きを潤すのにも食事時のお茶とし
ても相性は抜群です。純粋な国産紅茶は、健康志向や本物志向のこだわりユーザ
ーにとって新しい味わいで、緑茶に続く飲料になることでしょう。
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No.19

会議活性茶

企業名

有限会社

住所

藤枝市茶町 1-10-29

電話番号

054-641-6228

FAX 番号

054-644-3568

ホームページ

http://www.shinchaen.com
本商品は、静岡県産の茶葉とみかん、国産の生姜をブレンドした茶飲料です。
（公
財）静岡県産業振興財団の食品等開発研究会にて平成 24 年度に開発。茶に含まれ
るカフェインによる眠気防止、みかんのさっぱりとした風味によるリフレッシュ
効果等を期待しました。会議時のほか、食事との相性もよく、食べ物をより美味
しくいただけます。

新商品の説明

真茶園
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