
FPKナカタケ株式会社 株式会社共臨社

焼津市策牛16-1 静岡市駿河区中原569番地
ＴＥＬ：０５４－６２１－３１６１ ＴＥＬ：０５４－２８１－１１６６
https://www.f-p-k.co.jp/ https://kyorinsha-ws.jp/
新商品の特性（新規性、独自性）
　避難所での様々な問題を解決できる
のが避難所用パーティション「避難所
で～も!!」です。
  ・強度があり、内部で利用者がもたれ
　　ることができ、内部での活用スペー
　　スが広くなります。
　・紙製品と比べ湿気に強いです。
　・組立が容易です。
　・接合部が強く、繰り返しの精度が高
　　いほか、長期の使用が可能です。
　・高さを飛沫感染予防の1,500mmま
　　で設定できます。
　・スリットで組上げるので、レイアウトの
　　自由度が高いです。

新商品の特性（新規性、独自性）
　遊び感覚で楽しくリハビリができる上
肢リハビリ製品です。肩や腕の動きの
改善を目的としたトレーニングを行うこ
とができます。
・スタッフや介助者が付きっきりなること
　なく、利用者が単独で使用できます。
・１台で肩の多軸運動ができるため、リ
　ハビリ時間を短縮できます。
・自動運動なので痛みや不安感はや
　わらぎ、気軽に無理のない運動がで
　きます。
・螺旋状のレールのどこまでトレースで
　きたかを確認することができるので、
　次のステップに進む継続力や向上心
　につながります。

株式会社ラ・ポルタ

富士市伝法2432-1

ＴＥＬ：０５４５－８７－１４４２

https://iimizu.jp

新商品の特性（新規性、独自性）
　空気感染対策として医療機関等でも
使用されている紫外線殺菌装置「エ
アートゥウイン」シリーズです。
　・部屋上部紫外線殺菌装置(UVGI)
　 は、アメリカCDC等で認められている
　 殺菌手法の一つです。同様の製品
　 は国内でも見かけますが、いずれも
　 部屋内部の自然対流任せの製品
　 で、ウイルス処理速度が遅く感染症
　 対策としては不十分です。
　・「エアートゥウイン」シリーズは、エアコ
　 ンの吸気を利用する手法を用いて、
　 ウイルス処理速度を速めることを目
　 指した製品です。

黒七肥料農材株式会社 株式会社Life style

菊川市西方4477-1 富士宮市野中1180-25

ＴＥＬ：０５３７－３６－４１６６ ＴＥＬ：０５４４－６６－３５１１

http://kuroshichi.web.fc2.com/ https://lifestyle-shizuoka.com/

新商品の特性（新規性、独自性）
　リーフ茶でもティーバッグでも使える
急須として開発。ティーバックでお茶を
淹れる際、ティーバック内部の茶葉に
凝縮した旨みが多く残ってしまいます。
またティーバックを絞ろうとすると手を
汚してしまったり他に絞る道具を持ち出
したりと手間がかかります。これらの煩
わしさを解消し茶葉の旨みを余すとこ
ろなく味わうことができるように開発され
たのがスマートティーサーバーです。
　本体はセットした茶こし部分を使い
ティーバックを絞ることができ、使用後
は茶こし、本体上部も取り外して洗うこ
とが可能です。リーフ茶を入れて湯を
注ぐと本体が透明なので茶葉の動きや
色などが良く見えます。

新商品の特性（新規性、独自性）
　3Dバーチャルリアリティシステムを活
用した、遠方の施設を下見感覚で内
覧を可能とする、施設紹介サービスで
す。静岡の町紹介に、広く利用頂く事
で、観光、移住、生活を豊かにするお
手伝いをすることを企業目標としていま
す。ネットの写真や情報からでは、実際
に訪問した際のイメージと現実との違
和感があります。コロナ禍に於いては、
対面が難しく「リモート」や「オンライン」
という言葉が定着し、自ら有益な情報
を得る意識が高まっています。
　高品質、高画質の３Dデータを導入
することで、購入・訪問体験の満足度
を引き上げ、施設の有益な利用にお役
立て頂けます。

令和３年度　トライアル発注選定商品等一覧

参考価格　　33,500　円（税別）
参考価格　　120,000　円（税別）
（この他付随費用 キャスター付スタンド90,000円/壁掛ユニット70,000円)

参考価格　R3-3　150,000円（別途取付け費用）（税別）
　　　　　　　R3-5　400,000円（別途取付け費用）（税別）

R3-4　300,000円（別途取付け費用）（税別）
R3-6　700,000円（税別）

参考価格　　700円（税別）
参考価格　　250,000　円（税別）
（この他付随費用 15,000円/年間管理費)

R３-１　避難所で～も!!
R３-２　　上肢リハビリ製品
「ぐるぐるストレッチ」

R３-３　エアートゥウインLa-uvg-01　　　　　 　   　　R３-４　エアートゥウイン天カセ用La-uvg-04

R３-５　タワー型紫外線殺菌装置La-uvg-TA　 R３-６　循環式紫外線殺菌装置

R３-７　スマートティーサー
バー

R３-８　動かせる３Ｄ「ＲＥＡＬ」

R3-3 R3-4 R3-5

R3-6



令和３年度　トライアル発注選定商品等一覧
有限会社Ｅ・Ｇエンジニアリング 藤永製作所株式会社

富士宮市野中866-1 静岡市葵区小瀬戸2497-1

ＴＥＬ：070-5252-5015 ＴＥＬ：０５４－２０７－７７０８

https://eg-eng.jp https://laboratorio-fujinaga.com/

新商品の特性（新規性、独自性）
　「学校からのお便り、保護者からの連
絡、生徒の様子」をスマホで簡単に共
有できます。
　今まで、紙や電話で行われていた情
報共有に関わる業務負担を、本アプリ
を利用する事で大幅に削減。実証校
でも「生徒と向き合う時間が増えた」
「学校からの連絡をいつでも見られ安
心」と好評を得ています。
　情報共有に特化し「シンプル・簡単・
誰でも使える」アプリを実現。実証校で
もマニュアル無しで運用しています。
また、学年単位、部活単位でも利用が
可能。申し込みから最短1週間で利用
開始でき、手軽にお使いいただけま
す。

新商品の特性（新規性、独自性）
　現在、一般的な駐輪ラックではタイヤ
等のサイズの問題もあり、破損等トラブ
ルになることが考えられるほか、ロード
バイク用の駐輪ラックでも、サドル一点
で吊るし駐輪するものが多く、前輪が接
地していたとしても風で揺れ、安定が
悪く隣の自転車との接触トラブルも起こ
りうる。
　本製品は、前輪後輪がＶ型レールに
入りハンドルが回転することなく安定し
ます。また、フレームを備え付けの柱で
受けることにより、前後輪とフレームトッ
プチューブの３点で受けるため、車体
が揺れことがなく安定し、自転車に限り
なく負荷の少ない安全な駐輪が可能
です。
　１台置きタイプが基本ですが、２台置

株式会社中央パッケージング 有限会社エヌ・エス・ジェイ

静岡市駿河区小鹿1-63-1 浜松市北区都田町7928

ＴＥＬ：０５４－２８２－３１２６ ＴＥＬ：０５３－４８９－４２３１

https://www.chuopkg.co.jp https://nsj18.co.jp

新商品の特性（新規性、独自性）
　「貼る香りシール」は、特殊なシール
素材を使用したシールで、マスクに貼
るだけでマスクの内側だけに香りが広が
るシールです。
　・コロナ禍でマスクの着用機会が増加
　 している中、様々な香りとオリジナル
　 のデザイン印刷で、マスクの着用を
　 促す効果も期待できます。
　・貼るだけで手軽に利用できます。
　・マスクの内側だけに香るので、周り
　 に迷惑をかけません。
　・香りは、メントール・みかん・ぶどうの
　 ３種類があります。
　・イベントでの配布をはじめ、マスクに
　 抵抗のあるお子様への着用促進も
　 期待されます。

新商品の特性（新規性、独自性）
　幼児・小学生が通学や学校行事に
使用している赤白帽子/黄色帽子の内
部に装着する商品で、電磁波でもある
輻射熱を遮断し、外部からの衝撃を抑
制することができる商品です。帽子の
着用の目的は、日よけ・けが防止であ
り、帽子を被った方が、被らなかった場
合に比べ、頭部への温度の影響が高
いことが実験で確認されています。
　「猛暑プロテクター・キャップイン
ナー」は、アルミ箔のシートと高反発性
の高い材料を積層していることで、帽
子を被ったとき、通気性が良く、頭部に
かかる温度を10℃程度下げ尚且つ、
鉄棒などに頭部へのダメージを緩和す
ることができる製品です。

株式会社VENTIL

静岡市葵区栄町2-5アークビル2F

ＴＥＬ：０５４－２７５－１６８０

https://www.ventil-lab.com/

新商品の特性（新規性、独自性）
　光触媒の力により、人体に影響を及
ぼすような有機性化合物（菌やウイル
スなど）を不活性化、分解除去できま
す。
※最近では光触媒の持つ能力がコロ
ナウイルスに対して有効であることが多
方面の検査機関で証明されています。
　どんな場所でも簡単に光触媒コー
ティング（抗菌、抗ウイルス、消臭、防
臭施工）できます。
　本製品は、液剤の持つ分解能力と噴
霧された液剤が対象物に固着する能
力が非常に高いほか、分解スピード
は、公共検査機関である（独法）神奈
川県立産業技術総合研究所において
立証されています。

参考価格　月額200～300円（生徒１名当たり）（税別） 参考価格　　50,000  円（税別）

参考価格　70,000円（税別）
（この他付随費用20,000円）

参考価格 　1,200円（税別）

参考価格　R3-13　2,980円（税別） R3-14　4,980円（税別）、車専用タイプ3,600円（税別）

R３-９　ｓＱｄｕｌｅ（スクジュー
ル）

R３-１０　誰でも簡単に駐輪で
きる　安心安全な簡単駐輪シス
テム

R３-１１　貼る香りシール
R３-１２　猛暑プロテク
ター・キャップ

R３-１３　Ｖｉｅｅｒ（ウィール）スプレー缶
R３-１４　トルネード全量噴射缶タイプ/車専用カートルネード全量噴射缶タイプ



令和３年度　トライアル発注選定商品等一覧
株式会社Queen Bee and Drone 春日製紙工業株式会社

静岡市葵区紺屋町17番地1 富士市比奈760-1

ＴＥＬ：０５４－２６０－５９８０ ＴＥＬ：０５４５－３４－１０００

http://queenbee-and-drone.com/ https://www.kasuga.co.jp/

新商品の特性（新規性、独自性）
　ドローンの特徴を活かした画期的な
作業提案により、スズメバチの巣を安
心・安全・迅速に駆除できるのが
「QB8-601」です。
　本製品を購入していただき実際に活
用いただくため、オペレーターを育成す
るためのスクールにて、操縦方法はも
ちろんのこと、ドローンの仕組みや法律
まで、座学・実技訓練・スキルアップの
ための講習などを含め万全のサポート
体制を構築しています。
　遠隔操作で安心に駆除できるほか、
高所作業を伴う危険性の高い 作業も
ドローンにより安全に作業 可能です。
　市販の薬剤を使用するため、容易に
入手でき取扱も簡便です。

新商品の特性（新規性、独自性）
　本製品の製造においては、厚生労働
省370号、FDAに準拠した原材料を使
用し、全ての原料を国産で調達、当社
にて全ての製造工程を担うため、完全
国産品となります。また、（一財）日本
食品分析センターの認証も取得済で
あり、使用者の安全・安心に徹底的に
こだわっています。
　ストロー表面に特殊な加工を施し他
社製品と比べて高い耐水性を有してい
ることから、3時間経過後も形状変化
は起こらず、紙ストロー特有の「ほぐれ」
も感じずに使用することができます。安
全なインキとコーティングにより、女性
のリップ跡が目立たない色付の製品も
商品化しています。

チャイフォンクリエイト株式会社 EVO

島田市旭3丁目39-8 静岡市清水区草薙1-17-19

ＴＥＬ：０５４７－３９－６３２６ ＴＥＬ：０５４－３８８－９８１１

https://chaiphon.jp/

新商品の特性（新規性、独自性）
　「チャイフォン」は、これまで人の手に
頼ってきた「美味しく日本茶を淹れる動
作」を、お湯の流れを利用して簡単に
楽しく淹れることができる全く新しい日
本茶抽出器具です。
　・沸騰直後の熱湯を注ぐだけで美味
　 しい日本茶が淹れられます。
　・茶葉をセットし、熱湯を注いだ後は、
 　見ているだけです。
　・熱湯で淹れる紅茶や焙じ茶等でも
　 使用可能です。
　・洗浄は茶抽出部を水洗いするだけ
 　です。
　・電源等の必要もなく、屋内外を問わ
　 ず何処でも使用可能です。

新商品の特性（新規性、独自性）
　ドローンを通じたサービスは、専門性
が高いものが多く利用者からすると敷
居が高いものと考えられますが、当社
は分野を絞らずサービスを提供してい
ます。　　　　　　　　　　　　　
　撮影に合わせて複数の機体での対
応も可能。主に以下のような案件に対
応可能です。
　・観光ＰＲ用の空撮
　・建物の老朽化事前点検
　・災害時の現場撮影
　・鳥獣調査　
　・土木工事施工管理　
　・現況調査　　
　・捜索活動 
　・その他各種空撮画像                                                                 

有限会社杉山プラスチック工業 羽立化工株式会社

静岡市葵区竜南1-26-1 湖西市新所4494-30

ＴＥＬ：０５４－２００－２５２５ ＴＥＬ：０５３－５７８－２６１１
http://www.acryl.co.jp/ https://uji.hatachi.co.jp/
新商品の特性（新規性、独自性）
　本製品は、1枚のアクリル板の表裏に
マグネットで取り外し可能な穴板を2枚
取付ける仕様となっており、穴板の穴
を互い違いに開けることで、話し相手に
飛沫が飛ぶのを防ぐことができます。
開口部には、市販の不織布マスクを挟
むことも出来ます。
　土台の足については、富士山やお茶
の形にするなど各地の名産品や観光
資源などを取り入れた製品を製造する
ことが可能であり、各地の魅力のＰＲに
もつながるものと考えています。
　規格品もありますが、実際にパー
テーションを設置する場所での寸法測
定・最適な仕様の設計を行った上での
オリジナル製品の製造も可能です。

新商品の特性（新規性、独自性）
　・定尺1m、水路内幅は180/240/
　  300/400/500/600mmの6種類、
　  重量は約4～13kgと人力での運
 　搬・設置が可能です。（コンクリートU
　 字溝に比べ重量は20～30分の1、
 　金属製U字溝に比べ重量は約５分
 　の1と軽量です。)
　・重機の搬入が難しい狭小地や急勾
　 配の傾斜地、災害復旧工事などの
　 現状復帰が必要な現場での施工に
 　好適です。
　・オール樹脂製のため腐食に強く、酸
　 やアルカリなどの薬品に侵されにくい
 　性質を有しており、有害物質を含ま
　 ないので環境に優しく安心して御使
 　用いただけます。

参考価格　　　1,600,000円（税別）
（この他付随費用360,000円）

参考価格　　4円（1本当たり）（税別）
（この他付随費用15,000円）（最小ロット3,000本/1ケース）

参考価格　35,000円～40,000（税別） 参考価格　　役務のため条件により価格は異なります

参考価格　15,000円～（税別）
（この他オリジナルサイズの場合は別途費用がかかります。）

参考価格　　6,800円～27,500円（税別）

R３-１５　スズメバチ駆除用
ドローン「ＱＢ８－６０１」

R３-１６　環境に配慮した
高品質紙ストロー

R３-１７　サイフォン式自動

ティーメーカー「チャイフォン」
R３-１８ ドローンを活用した
様々な問題解決サービス

R３-１９　声が聞こえやすい
パーテーション「キコパ」

R３-２０　ポリエチレン製Ｕ
字溝



令和３年度　トライアル発注選定商品等一覧
株式会社コバテクノロジー 株式会社栄商会

浜松市東区上西町1348-3 浜松市東区神立町116-5

ＴＥＬ：０５３－４６３－６１００ ＴＥＬ：０５３－４６４－０６０１
https://www.kobatechnology.co.jp https://www.sakae-firm.co.jp/
新商品の特性（新規性、独自性）
　本商品は、手洗い・除菌・ハンドクリー
ムの3機能を備えた洗い流さないオー
ルインワン泡ソープです。
　通常手洗いをした後に、除菌液で除
菌。肌が気になる方はその後ハンドク
リームを塗ります。よくある消毒・除菌
液は、エタノールなどが使用されてお
り、肌のトラブルに悩む方も多いのが実
情です。この商品は、抗菌・抗ウイルス
効果のある銀、プラチナコロイドのほ
か、石鹸成分、皮膚コンディショニング
成分が含まれており、手洗い・除菌・手
のケアが同時にできる優れものです。
　泡が消えるのが目に見えるため、小さ
な子どもでも手を擦る目安となり便利で
す。

新商品の特性（新規性、独自性）
　・頭の上の穴に、メガネやスマートフォ
　 ンを指してスタンドとして使用できま
 　す。また、内側がマイクロファイバー
　 でできているためメガネを保護しま
 　す。
　・頭の上の耳が取れてメガネ拭きに
　 なります。耳に指を入れる部分があ
 　るため、メガネを指で挟んで拭くこと
　 ができます。
　・スタンドの顔の前にもメガネを引っ掛
　 けることができます。
　・従来のメガネスタンドより、アニマル
　 の顔のぬいぐるみになっているため
 　部屋のインテリアに癒しとして置いて
　 おけます。

株式会社元気広場
静岡市葵区御幸町11-30エクセルワード
静岡ビル14F

ＴＥＬ：０５４－２０５－５８０８

http://www.genkihiroba.jp/

新商品の特性（新規性、独自性）
　「AIリハ」は、リハビリ専門職のいない
介護施設でも、動画撮影をするだけ
で、AIが身体、口腔機能の維持向上を
目的としたプログラムを提案してくれる
アプリです。介護度の改善や誤嚥性肺
炎の予防が期待できます。
　「のうかつくん」は、運動（バイク）と脳ト
レ（ゲーム、クイズ）を組み合わせたア
プリです。有酸素運動とクイズに口唇や
首の動きで答えることにより、安全に
デュアルタスク（二重課題）を与えるこ
とができ、認知機能の低下予防が期
待できます。

有限会社エンセイ

掛川市吉岡217-1

ＴＥＬ：０５３７－２６－２２１１

https://yu-ensei.com

新商品の特性（新規性、独自性）
　「車載バッテリー稼働災害対策用浄
水装置」は、車載バッテリーにて稼働
し、装置を運転するための全装備品が
ワンパッケージ化され、中空糸膜フィル
ター採用にて高精度ろ過を実現し、簡
易に運転可能で、軽量コンパクトな装
置です。
　「車載バッテーリー駆動型飲料水移
送ポンプ（フジポン）」は、車載バッテ

ℓリーにて稼働し、1分間当たり100 以上
移送可能な飲料水対応ポンプです。

ℓ　「300 飲料水用簡易水槽（フジコ
ン）」は、収納時はコンパクトであり、飲
料水を貯蔵し、軽トラック等の車両にて
飲料水を運搬する能力を有し、「フジ
ポン」と接続可能で、他の貯留タンクに
水を移送する際に有益に使用できま
す。

参考価格　　　1,200 円 （税別） 参考価格　　2,000円（税別）

参考価格　R3-23「AIリハ」：8,000円～39,800円/月（税別）　※事業規模による　   　R3-24「のうかつくん」：3,980/月（税別）

参考価格　1,185,000円（R3-26 600,000円、R3-27  85,000円、R3-28 500,000円）（税別）
ℓ（この他付随費用　1,000 飲料水用簡易水槽 112,000円）

R３-２１　にこるんＶＧ（ホワ
イトホイップ）

R３-２２　アニマルふぇいす
スタンド

R３-２３　運動プログラムアプリ「AIリハ」　　R３-２４　認知症予防アプリ「のうかつくん」

R３-２５　車載バッテリー稼働災害対策用浄水装置　 R３-２７　 ℓ300 飲料水用簡易水槽（フジコン）

R３-２６　車載バッテリー駆動型飲料水用移送ポンプ（フジポン）



令和３年度　トライアル発注選定商品等一覧
インフィック株式会社
静岡市駿河区南町18-1 サウスポット
静岡17F
ＴＥＬ：０５４－２８０－７３４０
https://infic-g.net/
　居室内の高齢者の生活状況や健康
状態を非接触で確認し、センサーデー
タをＡＩで解析することで、心拍異常や
熱中症等のリスクを介護者等に通知し
ます。
　介護者に通知する離床予測機能を
独自に開発し、転倒リスクの軽減と、ケ
アの在り方の見直しを実現します。
　室内センサーLASHIC-room　お部屋
内の温度/湿度/明るさ/運動量を測
定します。
　ベッドセンサーLASHIC-sleep　ベッド
上の高齢者の心拍（推定値）を測定し
ます。
　ナースコールLASHIC-call　スマート
フォンと双方向通話が可能で、触れる
だけで反応するボタン設計です。

参考価格　初期費用19,800円～29,800円＋月額980円（税別）
（この他付随費用　通信機器レンタル 月額1,080円/台※通信環境がない場合）

R３-２８　ＬＡＳＨＩＣ


