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平成 22 年度購入対象 トライアル選定商品一覧 
（平成 22 年度選定 32 商品） 

(H22)No.１ 
除菌・清掃クリーナー 
「Pa・tissue（パティッシュ）」 

企業名 富士電通サービス 

住所 静岡市清水区殿沢 2 丁目 12-14

電話番号 054-334-8247 

FAX 番号 054-334-8247 
ホームページ http://fujidentu.shop-pro.jp/

 

新商品の説明 本商品は、汚れが気になるパソコンや周辺機器、携帯電話などを一回ごと除菌・
清掃する使いきりタイプのクリーナーです。アルコールと界面活性剤を用いた不
織布で手に優しいことが特徴です。不織布に硬さを求め、折りたたんであるため、
キーボードのすき間を拭くことができます。大きさは 11cm×12cm（2 枚入り）。オ
リジナルのラベルに張り替えることで販促品として使用することができます。 

  

(H22)No.２ マグヌーボー 

企業名 有限会社アクト・テン 

住所 静岡市駿河区中野新田 57-17 

電話番号 054-203-3434 

FAX 番号 054-203-3433 

ホームページ http://www.act-mag.net/ 

 

新商品の説明 本商品は、透明アクリル樹脂でできた曲がった 2 本の棒の両サイドに、丸いネオ
ジム磁石を内在させることにより、どの方向でも反発する事が無く吸着すること
ができ、薄い 1 枚紙も 5 ミリ程度の厚みがある物も自立させることができるマル
チスタンドです。カタログ、写真、木札、チラシ、アクリル等を挟んで立たせる
ことができます。スチール面に設置すれば、より大きな物を表示することができ
ます。（特許取得、意匠登録、商標査定済） 

  

(H22)No.３ Fleur・ボード 

企業名 株式会社アイ・フジナミ 

住所 浜松市東区天竜川町 814 

電話番号 053-422-4443 

FAX 番号 053-422-4442 

ホームページ http://www.i-fujinami.com/ 

 

新商品の説明 本商品は、屋外や室内に飾るだけでなく、花のあるオリジナル空間をデザインで
きる緑化キットです。好みのデザイン枠のオーダーするこができ、ベランダ園芸
から室内ののぞき見防止まで幅広い用途で花のある空間を楽しむことができま
す。透明なアクリルボード面に記念写真やオリジナルデザインなどをレーザー加
工し、後方に生花を植えます。生花には多肉植物を用いており 100 種類近くの花
から選んで植えることができます。 

  

(H22)No.４ 
かんたん液晶ポスター 
「でんポスくん」 

企業名 有限会社鈴上電気 

住所 浜松市西区馬郡町 3762-58 

電話番号 053-448-4826 

FAX 番号 053-448-4214 

ホームページ http://www.suzugami.co.jp/ 

 

新商品の説明 本商品は、汎用テレビにポスターを表示するユニットです。コンテンツは既存の
パワーポイントとムービーメーカーで制作、SD・USB に保存、ユニットに装着し
て電源を入れるだけで HDMI ケーブルを繋いだテレビに表示することができます。
紙に変わる新時代のデジタルサイネージを低価格で簡単に実現します。レストラ
ン、美容院、小売業の集客、展示会の案内などに使用できます。二画面表示のテ
レビのセットもあります。 
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(H22)No.５ 
木製折りたたみ長椅子 
「楽納楽座」 

企業名 株式会社丸平 

住所 賀茂郡東伊豆町稲取 2131 

電話番号 0557-95-1281 

FAX 番号 0557-95-1283 

ホームページ http://maruhei.saloon.jp/ 

 

 

 

 

 

 

（使用時）       （収納時） 

新商品の説明 本商品は、木製で手軽に設置・収納ができ、複数の人が座れ、洋室・和室にも合

う椅子が欲しいという声から生まれました。静岡県産高級杉材を主材とし、ゆっ

たりと 3 人、詰めれば 4 人が座れ、折り畳み可能で軽くて移動が簡単にできます。

さらに積み重ねができ、未使用時の省スペース化を実現しました。家庭の予備椅

子、カルチャー教室、寺院、教会、福祉施設、集会所等多くの人が集まる場所で

幅広く利用できます。（実用新案登録済） 
  

(H22)No.６ 風きれい 

企業名 株式会社コム・バリュー 

住所 浜松市西区入野町 1900-11 

MS タウン C-1 

電話番号 053-447-3479 

FAX 番号 053-447-3479 

ホームページ http://www.comvalue.jp/ 

 

新商品の説明 本商品は、市販の 30cm タイプの扇風機に取り付け、運転することにより、部屋に

舞う綿ホコリを集め、除去します。パソコンのホコリ対策として開発されました

が、家庭においても使用できるように商品化されました。季節を問わず、部屋の

中の綿ホコリを減少させるため、家電製品の長寿命化と省エネが期待されます。

 
  

(H22)No.７ 
木製コースター 
「大樹」 

企業名 有限会社西島木工所 

住所 熱海市網代 477-1 

電話番号 0557-68-1826 

FAX 番号 0557-67-1705 

ホームページ http://www.west-i.net/ 

 

新商品の説明 本商品は、伊豆天城の良質な杉と桧を建具技術で組み上げたお洒落なコースター

です。日本古来の焼杉の技法を用い、浮造り加工をすることで木目（年輪）を引

出しました。焼杉と桧を組み合わせてあり、2 色使いのリバーシブルです。曲が

って見える杉面と真直ぐな桧面の不思議な二面性を楽しむことができます。木製

品なので木の持つ暖かさ、優しさを楽しむことができるコースターです。 

 
  

(H22)No.8 木製花台 

企業名 株式会社うさみ 

住所 静岡市駿河区手越 118 

電話番号 054-295-6160 

FAX 番号 054-259-6628 

ホームページ http://www.junpudo.com/ 

 

 

新商品の説明 花器、茶器、園芸用品市場における花台はプリント化粧板を用いた製品が多い中、

天然木の銘木を利用した製品を求める本物志向の方が存在します。そこで、本物

志向の製品を安価に提供するために、事業者の既存事業である突板（木材を薄く

スライスした物）を製造する過程で排出される銘木の端材の活用し、天然木の木

目や質感を活かした本商品の花台が誕生しました。 
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(H22)No.９ 
HIBINOKODUE+MIZUTORI 
ひのきのはきもの/きょくせん 

企業名 株式会社水鳥工業 

住所 静岡市葵区平和 1-18-22 

電話番号 054-271-6787 

FAX 番号 054-221-1302 

ホームページ http://www.geta.co.jp/ 

 

新商品の説明 本商品は、静岡県産桧を特殊な技術で圧縮した天板を使用し、足裏形状にフィッ

トするような曲げ加工を施しています。コスチュームアーティスト「ひびのこづ

え」氏がデザインを担当しました。斬新でかわいいデザインとカラフルな色は、

部屋の中を明るく楽しい雰囲気にしてくれます。 
  

(H22)No.10 携帯粉末容器 

企業名 有限会社浅原工業 

住所 島田市中河 188-2 

電話番号 0547-38-2902 

FAX 番号 0547-38-2234 

ホームページ http://www.asahara-c.com/ 

 

 

新商品の説明 本商品は、粉末茶、調味料、サプリメントなど食品粉末なら何でも入れることが

できる容器です。万年筆くらいの大きさで、胸ポケットや化粧ポーチなどに入れ

ることができます。ペン先部分がポリエチレン製の柔らかな素材なのでひと押し

すると適量が出ます。粉末食品容器の多くは使い捨てのスティックタイプでした

が本商品は持ち運びしやすさと環境に考慮しています。旅行先や出張先でも手軽

に食品粉末を楽しむことができる商品です。 
  

(H22)No.11 エレベーターゲート 

企業名 株式会社萩原ボデー 

住所 静岡市駿河区国吉田 1丁目 

17-17 

電話番号 054-261-3435 

FAX 番号 054-262-1747 

ホームページ http://www.elevator-gate.com/ 

 

新商品の説明 本商品は、小型トラック（4 ナンバー車）から中型トラック 4 トンまでの荷台に

ボルトオンで取付けができ、小型トラック用は業界初となります。電源はトラッ

ク搭載のバッテリー12 または 24 ボルトを使用します。能力は三種類（700、1400、

2000 キログラム）です。本商品取付後でも通常トラックとして使用できます。小

型フォークリフト、ミニユンボ、大型発電機、移動照明機、トラクターなど様々

なものに対応でき、荷台が地面に降ります。 
  

(H22)No.12 エレクピース 

企業名 株式会社赤松電気 

住所 磐田市大立野 450 

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、停電時に汎用発電機を使用する際に、商用電気が入っている分電盤に

切替盤を取り付けることで、発電機の電気を切替え建物内に供給します。災害に

よりライフラインが停止すると被災者は大きな不安にかられ、復旧までは食料、

水、住居を確保する作業で多大なストレスを感じると予想されます。そんな時、

本商品と発電機を使用すれば住居や自治会などの避難所に灯りが点き、安心感が

得られると共に情報収集に役立ちます。 
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(H22)No.13  
高速液体クロマトグラフの耐震
固定システム 

企業名 有限会社キョウエー 

住所 静岡市葵区与一 6丁目 13-31 

電話番号 054-271-7320 

FAX 番号 054-271-7961 

ホームページ http://www3.tokai.or.jp./kyo

uei/ 

 

新商品の説明 高速液体クロマトグラフの固定は（1）実験台に穴を開けず自由に固定でき脱着・

再固定が可能、（2）ユニット 下段から 上段まで接着させず固定が可能、（3）

耐震溶媒槽内の瓶配置が自由にできます。耐震溶媒槽は（1）東海地震の予測地震

動（震度 7 が 1 分以上）に耐え（自社実験）、（2）1～3 リットル試薬瓶の 6 種類

組み合せ搭載が可能で、（3）3 リットル瓶が割れても溶媒が外へ漏れず、（4）溶

媒に侵されない材質です。 
  

(H22)No.14 耐震ガード EG シリーズ 

企業名 有限会社キュービック静岡 

住所 静岡市駿河区緑が丘町2-50-404 

電話番号 054-283-3283 

FAX 番号 054-283-3503 

ホームページ http://www.cubic-s.info/ 

 

新商品の説明 本商品は、L 金具を蝶番型に改良したことにより、取付け、取外しが簡単に出来

るようになり、コスト低減化や、取付け作業時間を短縮しました。耐震ガードの

粘着剤であるノンブレンタックゲルは固体と液体の両方の性質を併せ持つゲルに

粘着性と低弾性をプラスした新素材で、従来のシリコン樹脂ではなく、ポリウレ

タン樹脂のため、シロキ酸の発生しない制振材で医薬研究施設や動物実験施設に

も使用できます。 
  

(H22)No.15 
直管型 LED 照明 
「燦（サン）」プレミアム ECO 

企業名 株式会社ガイ 

住所 浜松市東区下石田町 1746-1 

電話番号 053-423-0280 

FAX 番号 053-423-0281 

ホームページ http://www.guai.co.jp/ 

 

新商品の説明 本商品と従来の蛍光灯を置き換えること（要工事）で、室内の明るさに合わせ自

動調光し、二酸化炭素及び電気代を削減に貢献することができます。電気用品安

全法の PSE マークを取得し、設置後のノイズ、チラツキも無く、落雷時の保護も

万全で、4 万時間以上（1 日 8 時間で 13 年）の長寿命設計です。全部材を国内調

達し、加工も県内で行う日本製です。調光無しのスタンダードタイプもあります。
  

(H22)No.16 
無電極ランプ 
「 エネブライト」 

企業名 株式会社東和テック 

住所 磐田市森下 1005-8 

電話番号 0538-39-2190 

FAX 番号 0538-39-2191 

ホームページ http://www.towatech.co.jp/ 

 

新商品の説明 本商品は、高周波電流を利用したフィラメントを持たない構造の水銀灯に代わる

次世代照明です。同じ明るさの水銀灯に比べ、省エネ（約 80%電気使用量削減）、

長寿命（60,000 時間、約 10 倍）、環境貢献（二酸化炭素削減・水銀使用量 5 分の

1）を実現しました。水銀灯では不可能な、即点灯・即消灯が可能で必要な時だけ

照らすことができます。更にマイナス 70 度の低温でも威力を発揮します。 
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(H22)No.17 
ECO-FURNITURE 
（エコ・ファニチャー） 

企業名 株式会社有馬技研 

住所 掛川市下垂木 3047-1 

電話番号 0537-62-3939 

FAX 番号 0537-23-7616 

ホームページ http://arimagiken.com/ 

 

 

新商品の説明 本商品は、ソーラーパネルと LED 照明一体型のエコ街灯です。再利用可能な自然

エネルギー（風力、太陽光）だから安全・安心で、環境を考えた街づくりを手助

けします。シンプルなデザインなため、オブジェとしても景観に馴染みます。ま

た、独立電源のため災害等の停電時には避難所等を明るく照らし、更に非常用電

源（交流電流 100 ボルト）としても利用できます。電線を必要としないため、山

道、海岸沿い等にも設置できます。 
  

(H22)No.18 つなが～る 

企業名 有限会社佐々木工業所 

住所 磐田市掛塚 2056-2 

電話番号 0538-66-3421 

FAX 番号 0538-66-6230 

ホームページ  

 

新商品の説明 本商品は、病院や介護施設の日常業務のほか、緊急災害時に 2 台の車椅子をアー

ムで連結することで、1 人で車椅子 2 台の移動を可能とし、迅速かつ効率的な搬

送を図ることができる車椅子用連結アームです。従来提案されている 2 本アーム

で連結するものは操作に熟練が必要でしたが、本製品は 1 本アームで連結するた

め操作性が良く、初めて使用する人でもスムーズに 2 台の車椅子の同時搬送が可

能です。（基本特許取得済） 
  

(H22)No.19 
捜し物メロディコール 
「捜せるんです！」 

企業名 メガトレンド株式会社 

住所 沼津市岡一色 825-3 

電話番号 055-923-1914 

FAX 番号 055-923-1954 

ホームページ http://www.mega-trend.co.jp/

 

新商品の説明 本商品は、視覚障害がある方のための身近な支援商品で、室内外で（1）物を捜す、

（2）確認する、（3）人に知らせることができます。親機（写真左）と子機（同右）

5 台がセットになっています。音声付きの簡単操作に加え、流れるようなメロデ

ィーでお知らせします。 
  

(H22)No.20 イーグルサンド 

企業名 株式会社誠進開発 

住所 磐田市池田 413-1 

電話番号 0538-37-6364 

FAX 番号 0538-37-6861 

ホームページ http://www.seisinkaihatu.jp/

index.html 

 

新商品の説明 本商品は、天竜川中流域の陸砂利の中で粒の丸いものを自社専用プラントにて洗

浄、選別した天然芝の専用砂です。自社専用プラントのため、粒形組成は自在で、

ゴルフ場、サッカー場のほか、芝生広場や運動場等で利用可能です。また、数次

の洗浄による処理の上、トンパック詰め輸送するため、異物混入も無く緑化校庭

や砂場で安全に利用でき、更にダンプカーではなくトラック輸送ができ、近隣へ

の迷惑を軽減します。（商標登録出願中） 
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(H22)No.21 スクエアパネル 

企業名 太洋コンクリート工業株式会社

住所 浜松市北区細江町中川 500 

電話番号 053-522-1847 

FAX 番号 053-522-3597 

ホームページ http://www.taiyo-gr.co.jp/ 

 

新商品の説明 駐車場緑化のような緑化舗装には（1）熱環境の改善、（2）緑の創出、（3）景観の

向上、（4）雨水の一時貯槽など様々な効果が期待されています。本商品は、植物

に過酷な状況を強いる緑化舗装において、長期に渡り植物が生育できる環境をサ

ポートするために開発された植物保護パネルです。特徴として、（1）植物の踏圧

軽減、（2）高い緑覆率、（3）高い耐久性能、（4）施工時間の短縮、（5）不陸発生

の抑制があげられます。 

 
  

(H22)No.22 介護用スロープフラップロード 

企業名 フラップ工業 

住所 静岡市駿河区中田本町 12-9 

電話番号 054-621-1122 

FAX 番号 054-627-2200 

ホームページ http://www.flap-industry.com/ 

 

 

新商品の説明 本商品は、既設の階段部分にアンカーボルトのみで取り付けができるスロープで

す。短時間で施工が完了するため、店舗などの営業に支障をきたすこと無く取り

付けることができます。傾斜角度は 5～15 度まで調整が可能です。スロープ部分

には耐久性と耐候性を備え、腐食しにくい素材を使用しています。側枠部分には

手すりを取り付けることができます。また、電動車椅子等でも使用できます。 
  

(H22)No.23 eco 井戸（エコイド） 

企業名 株式会社プランアンドテクニック 

住所 浜松市西区舞阪町浜田 522 

電話番号 053-592-2103 

FAX 番号 053-592-2124 

ホームページ http://www.eco-ido.com/ 

 

 

新商品の説明 本商品は、省スペースで転落の危険が無く、時間的負担をかけずに設置でき、独

自技術で砂を殆ど汲み上げずに地下水の取水ができる打ち込み式手押しポンプの

浅井戸（地面－6 メートル）です。緊急災害時用水源としての設置や教育関連施

設や福祉老人施設、農業休耕地活性化における水源用など、様々な場所での活用

が期待されます。（商標登録、特許出願済） 
  

(H22)No.24 パケットポスト SD 

企業名 株式会社井上工業 

住所 掛川市薗ヶ谷 842-2 

電話番号 0537-24-7553 

FAX 番号 0537-24-4783 

ホームページ http://inoue-ind.sakura.ne.jp/ 

 

 

新商品の説明 本商品は、高耐久の開閉機構の開発により（特許出願中）、雨ざらしの環境下で、

素材・構造の両面で 40 年以上耐久を実現しました。主要材料「スーパーダイマ」

( 新日本製鐵株式会社登録商標 ) は高耐食性により、クリーンルームや食品関係

工場においてステンレスの代替品として使用されています。軽度な表面傷ならば

メッキ層が自己修復、蓋の開閉は片手で簡単にでき利用者を選びません。 
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(H22)No.25 混合有機質肥料・アジデール 

企業名 浅井園和堂 

住所 磐田市見付 465-4 

電話番号 0538-36-1137 

FAX 番号 0538-36-1137 

ホームページ http://www4.tokai.or.jp/asaiennwad

ou/ 

 

新商品の説明 本商品は、有機物のみで製造し、人工的な添加物は一切使用していないため、使

う人に安全で、土壌微生物やミミズなどの土中小動物、植物にも余計な負荷がか

からず安心して使用できます。原材料はおからとカニ殻と魚骨と海藻です。花や

実をつける作物や、長い年月丈夫に育てたい樹木や芝の肥料とし使用できます。

 
  

(H22)No.26 バイオマスペレット 

企業名 有限会社ネットワール 

住所 袋井市高尾 2668-1 

電話番号 0538-43-9530 

FAX 番号 0538-38-9771 

ホームページ http://www4.tokai.or.jp/net-worl/ 

 

 

新商品の説明 本商品は、間伐材と植物残さ等を用いたバイオマスペレット燃料です。木質ペレ

ットより高カロリーで、RPF（マテリアルリサイクルが困難な古紙及び廃プラスチ

ックを主原料とする固形化燃料）より発熱量が安定し、化石燃料より二酸化炭素

排出量が削減でき、低価格と既存燃料の良さを取り揃えた環境面と経済面に優れ

た次世代燃料です。配合により発熱量の調整ができ、乾燥しているため輸送や貯

蔵が安易で取扱い面でも優れています。 

 
  

(H22)No.27 電子制御バイフューエルシステム

企業名 有限会社テリオス 

住所 富士市厚原 1486-31 

電話番号 0545-51-6084 

FAX 番号 0545-51-4791 

ホームページ http://terios.com/ 

 

 

新商品の説明 本商品は、ガソリンと LP ガスの 2つの燃料を切替え使用する自動車のシステムで

す。ガソリンのみでの走行も可能なので、 寄りにガススタンドが無くても安心

です。LP ガスはガソリンと比べ、地球温暖化の主要因とされる二酸化炭素排出量

を約 1～2割削減することが可能となります。窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭素

の排出量も従来車と比べて削減できます。 

 
  

(H22)No.28 
食品生ゴミをバイオ菌で発酵消
滅させる生ゴミ機 

企業名 ケーアイ工業株式会社 

住所 富士市久沢 83-5 

電話番号 0545-72-2735 

FAX 番号 0545-72-2736 

ホームページ http://www.ki-corp.co.jp/ 

 

新商品の説明 本商品は、生ゴミを入れるだけで水と炭酸ガスに分解する生ゴミ処理機です。特

に、生ゴミ処理で問題を抱えている食品業界や団地アパートの方々を対象として

います。手間が少なく、生ゴミ処理費に悩んでいる方はコストダウンが期待でき

ます。 
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(H22)No.29 生ゴミ処理機エコ 50 

企業名 株式会社ロードテック 

住所 藤枝市中ノ合 308-1 

電話番号 054-638-1810 

FAX 番号 054-638-0512 

ホームページ  

 

 

新商品の説明 本商品は、経済産業省「平成 20 年度研究開発型中小企業挑戦支援補助金（中小企

業・ベンチャー挑戦支援事業のうち実用化研究開発事業）」で開発されました。籾

殻を発酵分解させることで消臭効果が生まれ、生ゴミ処理消滅型の悩みであった

臭いの問題を解決しました。生ゴミは 18～24 時間で完全消滅させ、籾殻は 1 ヶ月

に一回程度の入替えをすることで簡単に作業ができます。また、消費電力は省エ

ネタイプになっています。 
  

(H22)No.30 ポータブル撥水性評価装置 

企業名 SAW&SPR-Tech 有限会社 

住所 浜松市中区和地山 3-1-7 

Hi-Cube316 

電話番号 053-489-4109 

FAX 番号 053-489-4109 

ホームページ http://saw-spr-tech.jp/ 

 

 

新商品の説明 本商品は、レインコートの防水処理、ポスターの撥水処理、自動車ボデーのワッ

クス処理、建物外壁の撥水処理、風呂場や台所などの防カビ・防水処理など、撥

水処理された製品の出荷時はもちろん、時間経過による劣化など撥水性を評価す

ることができます。液滴振動式撥水性評価装置は世界初で、誰が、いつ、どこで

測定しても同じ結果が得られ、小型、正確で低価格を実現しました。（特許申請中）
  

(H22)No.31 ソレオチーヌ 

企業名 山内工業有限会社 

住所 磐田市大中瀬 870 

電話番号 0538-66-6840 

FAX 番号 0538-66-6841 

ホームページ  

 

 

新商品の説明 本商品は、ホールド機能が特徴のソケットレンチです。磁石で吸着させる従来製

品とは異なり、アームでホールドするのでステンレスやプラスチック製といった

ボルト、ナットにも使用できます。ボディは耐触性に優れた素材で、手元のレバ

ーで操作が出来るので、狭所や高所、高低温下での作業も行うことができます。

ボディサイズ、アタッチメント、電動ドライバー用など、バリエーションが豊富

です。（特許出願中） 
  

(H22)No.32 
韃靼そば緑茶ティーバッグ 
「そば茶らり」 

企業名 有限会社石田茶店 

住所 周智郡森町森 1525-1 

電話番号 0538-85-2446 

FAX 番号 0538-85-3945 

ホームページ http://www.ishida-chaya.jp/ 

 

 

新商品の説明 本商品は、そば茶の香ばしい風味と、緑茶のまろやかな甘みが特徴のお茶です。

水でもお湯でもおいしく淹れられ、手軽で便利なティーバッグタイプです。食後

のお茶として使用できます。 
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