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　相模原市は「さがみロボット産業特区」に指定されており、市内には高い技

術力や創造力を生かした新製品やサービスを開発・提供するものづくり中小企

業が数多く存在します。中小企業による先端的な研究や技術開発の取組は、市

場に新たな風を吹き込むとともに、我が国の技術力の底上げや地域経済のさら

なる活性化にとって欠かせないものとなっています。

　本市では、こうした中小企業の優れた新製品の販路開拓を支援するため、平

成22年度から「相模原市トライアル発注認定制度」を設け、これまで多くの製

品を認定してまいりました。

　本年度は、市と連携して開発した製品や、ＳＤＧｓの推進に寄与する製品な

ど９社10製品を新たに認定し、「トライアル発注認定制度」による認定は164

製品を数えるに至っています。

　認定製品につきましては、本カタログをはじめ市のホームページやＳＮＳ等

で紹介するほか、展示会にも出展するなど、幅広くＰＲ活動を行うとともに、

市においても積極的に購入しております。今後も、相模原が誇る「メイドイン

さがみはら」の魅力を市内外へ積極的に発信し、市場でのブランド力を高める

支援に取り組んでまいります。

　本カタログが、中小企業の皆様の意欲を高め、独創的な製品の開発に挑戦す

る一助となれば幸いに存じます。

　　　令和５年１月
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メイドインさがみはらについて

　相模原市トライアル発注認定制度では、市内中小企業者が手掛けた認定製品をPRするため、「メイドイン
さがみはら」というフレーズを使用しています。

※製品の製造場所などは、市内ではない場合もあります。
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【制度の流れ】

新製品の申請

新製品の認定

使用後の評価

認定製品の購入・納品（随意契約）

広報・ＨＰ等による
周知、カタログの作
成、展示会への出展
等によりＰＲ

全国へ！！全国へ！！



会社概要 事業概要

1993年設立以来主に消防･警察機関等に災害現場で使用する資機
材等を提供しております。

価　格（参考） 50,820円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区田名7351
取締役　廣田　正明　
042－785－2566
https://www.comtec-firemans.com/

製品の概要

クイックシールドは軽量･コンパクトで、
あっという間に展開、収納が可能です。
AED使用時等緊急時のプライバシー保護に活用でき
ます。
サイズ：約1.6ｍ×3.2ｍ（展開時）1.15ｍ（収納時）
重　さ：約1.6kg

AED使用時等における
プライバシー保護シールド！

有限会社 コムテック

クイックシールドNEO 

令和４年度
トライアル発注認定製品

【認定期間】　令和４年９月9日～令和７年３月31日
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令和4年度 トライアル発注認定製品

展開時 自立可能 三角テント 連結可能



会社概要 事業概要

 高性能集音器「Chojuシリーズ」及び「文字Talkセット」の企画
～販売までを行っています。

価　格（参考） 71,500円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市南区麻溝台6－9－9
代表取締役社長　津田　博通
042－740－8111
https://mojitalk.jp/

会社概要 事業概要

医療機器・産業機器・電子電気機器等の開発、設計、製造、販売

価　格（参考） 55,000円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区橋本台1ー32ー1
代表取締役　大津　恭男
042ー774ー4131
https://markd.co.jp/

株式会社 エース・E＆L

文字Talk

株式会社 マーク電子

点滴監視ツール DR-MARK

製品の概要

製品の概要

 マイク側で音量と音質を調整する事により、汎用の文字化（翻訳）
アプリを誰が使っても、高速で誤変換が少ない専用の無線マイク
セットです。
議事録作成・通訳（翻訳）・Web会議等に最適です。

文字化（文字起こし）の救世主
音声認識専用 無線マイク

 Bluetooth通信で、点滴情報をスマホやタブレットにお知らせ
します。
在宅医療で、慣れない点滴の調整、見守りも、DR-MARKが
あれば簡易に行えます。

つながる、よりそう、
みまもる。
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令和4年度 トライアル発注認定製品



会社概要 事業概要

ソフトウェアからハードウェアまで、ご要望に応じたシステム
構築を要件定義から保守運用までワンストップサービスで提供
いたします。

価　格（参考） 30,000円／月（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区橋本3－2－14
代表取締役　加川　広志
042－771－1456
https://www.iforcom.jp/

会社概要 事業概要

(1) コンピュータソフトの開発・販売及び賃貸
(2) 電子機器の開発・製造・販売及び賃貸
(3) 上記各号に附帯関連する一切の業務

価　格（参考） 7,128円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区上溝5－1－23
代表取締役　阿部　行成
042－785－2142
https://bit-trade-one.co.jp/

アイフォーコム 株式会社

iClops

株式会社 ビット・トレード・ワン

Arduino 制御入門用ロボットキット　KTR-1

製品の概要

 簡単に組み立てられて、Arduino制御を学べる、自走ロ
ボットの教材キットです。低速度で、扱いやすく、学校
や学習講座での教材に最適です。
スイッチや、超音波センサ、ギヤモータ等の、汎用入出
力を搭載しており、プログラミングで様々な動作を実現
できます。

ロボティクスカンパニー
「クフウシヤ」監修 

モーターロボット入門に最適KTR-1

製品の概要

 ユーザが業務時に行う手順をマニュアルとして表示。
表示通りに操作することで作業の漏れや順番ミスを
削減。カメラで撮影した画像も記録可能。管理者が
ログを確認可能。

日常業務を正しい手順でサポート！
「オンライン作業手順マニュアル」
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令和4年度 トライアル発注認定製品



会社概要 事業概要

1990年の創業以来一貫としてコンピュータストレージを提供し
ています。自社開発ソフトウェア・ハードウェアによる多種多様
なデータストレージソリューションでユーザー様の課題を解決し
ます。

価　格（参考） 5,500,000円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市南区豊町15-3 ユニテックス第二ビル
代表取締役社長　小杉　恵美
050ー3386ー1242
https://www.unitex.co.jp/

会社概要 事業概要

自動車部品・バイク部品のマスター制作・成形型制作及び量産
OEM他自社ブランド開発及び販売
特殊車輌の防水、暗室制作、キッチンカー制作、FRP成形全般他

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区田名8531ー3
代表取締役　富田　涼子
042ー777ー0453
https://www.blow-net.co.jp/

価　格（参考） 1枚 1,980円／50枚 74,250円／100枚 128,700円（税込）

株式会社 ユニテックス

光メディアアーカイブシステム

株式会社 ブロー

PPカバー飛沫防止仕様

製品の概要

● データとして保有中の光メディア200枚をロボットアームで
　搬送し、全自動でアーカイブ先へデータ集約・移行
● AI活用したレーベルスキャンで文字として認識可能な部分及
　びバーコード・QRコードを自動的にメタデータ化しデータ
　一元管理、検索簡易化
● アーカイブ先はLTOテープ、クラウド、HDD等から複数選択
　可能

大量光メディア
過去データ資産課題の
ソリューション！

製品の概要

PPカバー(ストレッチャー用プライバシー保護機器)の
飛沫防止仕様です。PPカバーの不織布部分をビニールカ
バーにし、傷病者の上半身を覆い飛沫を防止します。
PPカバーの機構で顔回りに空間を作っているため、息苦
しさがありません。
PPカバー本体セット（PPカバー本体・スライドパイブ・
不織布カバー3枚）は55,000円（税込）で販売しています。

救急隊員ヘの飛沫も防止
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令和4年度 トライアル発注認定製品



会社概要 事業概要

ヒバ蒸留水商品の販売／ヒバ精油抽出糟の販売
ヒバ施湯の販売精油／ペレットの製造及び販売
商品開発に関する企画、立案及び実施
日用雑貨の輸入及び販売／建築及び内装工事の設計、
施行及び請負／前各号に付帯する一切の業務

価　格（参考） 1,650円（税込）／１リットル 192円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区根小屋2598ー11
代表取締役　網野　通
0463ー79ー8774
https://netfield-japan.com/

会社概要 事業概要

デジタル無線を中心とした製品の企画・開発・製造・販売。
OEM,ODM（受託開発）

価　格（参考） 74,800円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区西橋本5ー4ー30ー2208
代表取締役　高山　建
042ー770ー9858
https://ronk-jp.com/

株式会社 ネットフィールド

オガポット／オガポットプロ

Ｒｏｎｋ 株式会社

ツースピークアシスタント（スピーカー付スタンドマイク／ヘッドセットマイク付インカム）

製品の概要

マスクをしたままでも、アクリルスタンド越しでも、窓
口の声がはっきりと聞こえる製品。スピーカー付スタン
ドマイクとヘッドセットマイク付インカムで構成。
双方向同時通話に対応。見通し距離は約30mで、窓口ス
タッフは離席しても顧客との通話が可能。バッテリー駆
動のため配線は不要。導入後、すぐに利用可能。

大音量で様々な窓口業務の
課題を解決

製品の概要

＜オガポット＞
相模原市の間伐材のおが屑を使用した非常用トイレ。
絞っても水分が滴らない特殊技術方法で、おが屑
を加工し、糞尿を吸着させ、燃えるごみとして焼却
処理が可能。
（念のため各自治体に確認をお願いいたします。）
＜オガポットプロ＞
相模原市の間伐材のおが屑を使用した、環境配慮型
の廃水、汚水処理剤。 絞っても水分が滴らない特殊
技術方法でおが屑を加工し、工事やビルメンテナン
ス等で発生した汚水廃水を吸着させることで、流さ
ずに産業廃棄物として処理が可能。

Local SDGs　 建設・ビルメンテナンス等の汚水・

廃水問題をオガポットプロで軽減へ

－ 8－

令和4年度 トライアル発注認定製品

間伐材
ロスでつくった
森の香りの
緊急用トイレ



製品導入事例紹介①
～ ＨＩＣ－ＳＴ２０００ＴＨ（検温器）～

製品導入事例紹介②
～ パーソナルブース ～

－ 9－

機器に顔を近づけるだけで簡単に
検温ができるため、公共施設の出
入口に設置することで、ウイルス
対策として活躍しています。

ＰＣに繋ぐことで、検温した際の
体温データをリスト（ＣＳＶファ
イル）で出力可能です。

事務室と仕切ることで集中しやすい環境を作
ることができます。ダンボール製のため、組
み立ても簡単にでき、１人用のオンライン研
修・オンライン会議に最適です。

ダンボール製ですが、パソコンや資料を置けるだけ
の耐荷重があります。

↑デッドスペースを活用しています。



会社概要 事業概要

(1) コンピュータソフトの開発・販売及び賃貸
(2) 電子機器の開発・製造・販売及び賃貸
(3) 上記各号に附帯関連する一切の業務

価　格（参考） 17,380円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区上溝5 1 23
代表取締役　阿部　行成
042 785 2142
https://bit-trade-one.co.jp/

製品の概要

邪魔にならないコンパクトな設計にポインティング
デバイスも搭載、マウスが使えない場所でも基本的な
PC操作が行えます。暗い場所でも作業可能なキー
トップのバックライトやキーボードOn・Off機能など、
現場で嬉しい機能も搭載。病院や工事現場などで活躍
する頼れるキーボードです。

低温高温にも対応し様々な環境において機能を
損なうことなく使用が可能。シリコン素材を使用
した表面は消毒用アルコールを含むウェット
ティッシュ清掃及び水洗いも可能、清潔・衛生
的にお使いいただけます。

株式会社 ビット・トレード・ワン

IP68準拠  防水防塵キーボードBTKB91WP

令和３年度
トライアル発注認定製品

【認定期間】　令和３年９月30日～令和６年３月31日
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令和3年度 トライアル発注認定製品



会社概要 事業概要

●  情報通信・映像機器の企画・開発業務
●  情報通信・映像機器の輸入・販売・サポート業務
●  情報通信・映像システムの構築・設置設定・保守管理業務

価　格（参考） 73,700円～（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区西橋本５ ４-30さがみはら産業創造センター R&D Lab.2511
代表取締役社長　旦尾　紀人
03 5334 5260
https://hytec.co.jp/

会社概要 事業概要

「紙管及び紙加工品の製造・販売」
細くて、小さい紙管をメインに製造しています。
紙管、紙ストロー、紙管容器など、お客様のご希望に沿った
製品を多品種扱っております。

価　格（参考） 3,300円／500本入～（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市南区麻溝台6 15 3
代表取締役　赤柴　勝三
042 742 5197
http://www.kaoru.ecweb.jp/

ハイテクインター 株式会社

HIC-ST2000TH

カオル工業 株式会社

カオルクラフトストロー

製品の概要

●  マスク着用での顔認証や非接触検温、自動ドア開閉が全て
同時に可能なタブレット型検温カメラ。

●  最大20,000人分の顔をデータベースに登録が可能。
●  温度測定結果をリスト(CSVファイル)＋顔写真で出力が
可能。

●  Micro SD カードへの録画/録画スケジュールの設定が可能。
●  マイク及びスピーカーを装備しており、PCとの間で、双方
向通話が可能。

入退室管理システムと連動し
出退勤管理が可能な

顔認証＆非接触検温ターミナル

製品の概要

●  ストローの紙表面に加工を施しているため、
滑らかな口当たり、ツヤ感があり、「高級感」
があります。

●  自社工場、自社機械で作り上げた「100%
メイドインジャパン」の紙ストローです。

●  紙の臭いを抑え、耐水性にも優れているため、
長い時間でも問題なく使用できます。

世の中の紙ストローの
イメージを一新！

100％メイドインジャパンの
紙ストロー！
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会社概要 事業概要

1990年の創業以来一貫としてコンピュータストレージを提供
しています。自社開発ソフトウェア・ハードウェアによる多種
多様なデータストレージソリューションでユーザー様の課題を
解決します。

価　格（参考） PC内蔵型 DualLT 6080 : 2,860,000円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市南区豊町15-3 ユニテックス第二ビル
代表取締役社長　小杉　恵美
050 3386 1242
https://www.unitex.co.jp

会社概要 事業概要

ダンボールケースの企画、製造販売及び包装資材等の販売、
ダンボール家具その他の自社製品の企画・製造・販売など

価　格（参考） 69,800円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区小町通2 10 17
代表取締役　鈴木　和弥
042 774 0488
https://www.toureishiki.co.jp

株式会社 ユニテックス

多機能型USB LTOデュアルテープ装置 Dual LTOシリーズ

株式会社 東鈴紙器

パーソナルブース

製品の概要

●  急なウェブ会議でもさっと広げて簡単対応
●  専用のデスクがセットだから準備が簡単
●  折り畳むと幅約25㎝の省スペースになり保管が簡単
●  ウェブ会議では背景も隠せます

働き方の新しいスタイルを実現
仕事環境を快適に！

製品の概要

●  正副２本の同じデータのLTOテープ作成が１台
で可能、さらに旧世代LTOから最新LTOへの
データ移行・集約が簡単にできます。

●  PC内蔵型バージョンは、別途制御用PCの準備
は不要で、前面のタッチパネルだけですべての
操作が可能です。

●  当社のみがご提供できるUSB接続により、どこ
でも、簡便に大容量データが保存できます。

LTO テープの正副同時作成・
複製・データ移行・集約が

1台で完結！
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会社概要 事業概要

畳製作、施工。畳部材にて小物製作販売。

価　格（参考） 4,400円（税込）～（素材、大きさにより価格が変わります。）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市南区東林間1 6 3
佐藤　洋一　
042 743 5730
https://goodjob-tatami.com

会社概要 事業概要

業務用・一般家庭用洗剤の企画・製造販売。
除菌剤・アルコール製剤販売・衛生用品販売。

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区与瀬269番地
代表取締役　淵上　美紀子
042 684 4729
https://econano-club.jp/

価　格（参考） 300ml入りスプレーボトル : 1,320円（税込）

佐藤畳店

ござぶとん

株式会社 エコナノクラブ

除菌クリーナー「アクリルエバー」

製品の概要

熊本県イグサ生産農家から様々な畳表を直送。畳製作技術を
取り入れ、自然素材麻綿縁24色、好みにカスタマイズ。敷込
畳・置き畳と違い、色々な空間で使えて香りも楽しめます。
畳製作と同じ技法にて「裏返し・縁替え・アンコ入替」もで
き、希少な表材も長く使えます。特に強力イグサは無二の品
です。
イグサは様々な有害微生物に抗菌作用を持っています。
有害物質の吸着性にも優れていて有害物質濃度を下げてくれ
ます。

どんな空間にも合う！
ござぶとん

製品の概要

～アクリルパーテーションに対応～
□ 除菌　□ 洗浄
□ 静電気防止のトリプル効果

▲お徳用10L 300ml入りスプレーボトル▲

－ 13－
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● アルコールが使用できないアクリル・プラスチ
ック・塗装面・液晶画面の除菌

● ガラス窓・鏡・家具・家電に付着したカルシウム
を落として曇りを除去

● 静電気防止効果でホコリやミネラルの再付着を
防止

● 二度拭き不要
● お徳用10L入り
※価格はお問い合わせください。



製品導入事例紹介③
～ ござぶとん ～

製品導入事例紹介④
～ Acrylic ever「アクリルエバ―」～

－ 14－

24色の100%自然素材のリネン&コットンの
ヘリが選べます。サイズもさまざまあるので、
設置する場所に応じてデザインを選ぶことが
できます。

適度な柔らかさで、畳の風合いが心地よく、
貴重な畳表も「裏返し・アンコ交換・ヘリ
交換」ができ長く使用できます。

アルコールを使用すると破損する恐れのある
アクリル製品にも安心して使用できます。
また、ハンディータイプのため、使いやすい
仕様となっています。

においやべたつきもなく、きれいに拭きとる
ことができるので、跡も目立たず、クリアな
視界が保たれます。



会社概要 事業概要

キッチン用換気扇を中心とした商品の企画・開発設計・生産・
販売・アフターサービスまで、一貫した事業活動をおこなう
機器メーカー

価　格（参考）

油煙が舞う店内で使える
飲食店向けの業務用空気清浄機

製品の概要

レンジフード開発で培った技術を応用し、内部への油の
侵入を防ぐオイルスマッシャー機能により集じんフィル
ターの手前で油の粒子をキャッチ。抗ウイルス集じん
フィルターも搭載し、油煙が舞う店内で使える業務用
空気清浄機。

363,000円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区淵野辺2 1 9
代表取締役社長　柏村　浩介
042 753 1001
https://www.fujioh.com/

富士工業 株式会社

業務用空気清浄機【ＣｏＣｏＣＬＥＡＮ】

令和２年度
トライアル発注認定製品

【認定期間】　令和２年11月16日～令和５年３月31日
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使い方

月が替わったら
①中段のカレンダー用紙を上段
フックに移します。
②下段のカレンダー用紙の表面
の１枚だけを中段フックに移し
ます。

毎月はこれだけです

翌年のカレンダー用紙も連続で
きます

会社概要 事業概要

野球を中心とした自社ブランド「メジャーステージ」製品の
企画・製造・販売

価　格（参考） 38,500円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区相生4 8 18
代表取締役　村田　淳
042 752 8100
https://www.major-stage.com/index.html

会社概要 事業概要

工業所有権の企画、開発、利用、仲介
建設資材、工業資材、生活用品の開発・製造・販売他

価　格（参考） 市販 880円～（税込）  注文数とロゴ数に応じ別途相談（企業向き）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
M a i l：

相模原市緑区西橋本3 21 14
代表取締役　矢内　誠
042 714 8714
sagami-create@jcom.zaq.ne.jp

株式会社 ムラタ

MAJOR STAGE 軟式オーダーグローブ

さがみ製品開発 株式会社

）ーロモゥト トイエリク：名品製（ ーダンレカ連三け掛壁

製品の概要

●  32色のボディーカラー、17か所のパーツ指定、15種類の
　ウェブスタイルから自分だけの軟式グローブが作れる。
　選択肢は32×17×15=8,160 通り。
●  ボディーカラーは何色選んでも追加料金無し
●  刺繍はもちろんオリジナルウェブも作成可能
●  日本製にこだわり、国内の熟練された職人が一つ一つ丁
寧に製造

ふとグラウンドに立ちたくなる！
熟練グローブ職人が一つ一つ手作りで作る！
あなただけのオーダーメイド
軟式野球グローブ

製品の概要

３つのフックが付いた台紙に12枚以上のカレンダー用紙を
吊下げ、移動させる、壁掛けカレンダーです。
風で飛ばされない機能が付いています。
特許第5849347号取得
サイズ：高さ61㎝、幅18㎝　

いつも月日が順序よく並ぶ３カ月表示カレンダーです
企業のロゴ、社名、連絡先を印刷することができます

新しいタイプのカレンダー

－ 16－
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会社概要 事業概要

柔道着の製造・販売　柔道関連用品の製造・販売

価　格（参考） 38,500円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市南区新磯野1 14 7
代表取締役　武　香織
046 240 6318
http://yawara-jp.com/

会社概要 事業概要

小売業(幼稚園服・学生洋品・学生関連商品販売店)
相模原市を中心に、東京・神奈川県で学生洋品・学生関連商品
販売店を17店舗運営しています。

価　格（参考） 770円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区渕野辺3 20 8
代表取締役　中村　岳彦
042 756 3344
http://schoolnakamura.com/

株式会社 柔ＪＡＰＡＮ

国際柔道連盟公認柔道着　the SHIN（心）

株式会社 ナカムラ

スクール洋品ナカムラ　オリジナル手作り「涼感加工夏マスク」

製品の概要

●  生地の裁断から梱包まであえて機械に頼らず「すべて
手作業」。店舗でのお客様の声にこたえ、まるでご家庭
で作ったようなマスクを製造。

●  優れた涼感効果が爽快な涼しさをもたらし、蒸し暑い夏
をマスクで快適に過ごせる。

●  化粧品にも使われている天然成分でお肌にもやさしい。
●  ドライメッシュ素材で抜群の通気性を持つ。

子どもに「手作りのマスク」をつけさせたい！
作ってあげたくても作る時間がない…。
そんな忙しい親御さんの悩みを
解決するべく開発！

製品の概要

一流選手にとって、一瞬のパフォーマンスの違いや違和感
が勝敗を分ける。そこで当社のすべてのテクノロジーを結
集し、選手一人一人にあった完全オーダーメイドの究極の
柔道衣「the SHIN （心）」を作りました。

『柔道金メダリストを相模原から輩出する！』
そんな思いで当社の技術を惜しげなく
用いた柔道着「the SHIN- 心-」
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会社概要 事業概要

自社開発・製造センサの販売
OEM製品の製造・販売

価　格（参考） 98,000円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区すすきの町3 9
代表取締役　竹之下　悦郎
042 752 4481
http://www.tech-try.com/

会社概要 事業概要

ダンボールケースの企画、製造販売及び包装資材等の販売、
ダンボール家具その他の自社製品の企画・製造・販売など

価　格（参考） 4,378円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区小町通2 10 17
代表取締役　鈴木　和弥
042 774 0488
https://www.toureishiki.co.jp/

株式会社 ティアンドティ
WLTSシリーズ

株式会社 東鈴紙器

緊急災害ダンボールベッド

製品の概要

IoT製品　スマート重量センサ
従来の重量センサと、Arduinoモジュールを組み合わせる
ことで、誰でも簡単に重量計測が可能となりました。

IoT製品 スマート重量センサ
誰でも簡単に重量計測可能！

製品の概要

避難所におけるプライバシー確保に役立つダンボール製の
ベッドです。
老若男女問わず10分程度で組立可能。
100％再生可能な材料で、使用後の処分も簡単です。

３つの カンタン ポイント！
① 組立がカンタン！
② プライバシー確保がカンタン！
③ 座る／立つの動作がカンタン！

－ 18－
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会社概要 事業概要

ロータリーエンコーダの開発・製造・販売。
2017年より、エンコーダで培った技術をコアとしたダイレクト
ドライブモータの開発に成功し、製造・販売を開始。

価　格（参考） 89,375円（税込）　※用途・数量に応じて特価対応可能

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市南区上鶴間本町8 1 46
代表取締役社長　小山　保夫
042 746 0123
https://motor.mtl.co.jp

会社概要 事業概要

研究開発支援業（開発製造受託）
●  デザイン、3Dモデリング、意匠設計、機構設計
● 各種3Dプリンタ、樹脂切削、真空注型、板金加工、金属切削、
塗装処理、メッキ処理　等

価　格（参考） 23,800円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区田名塩田1 13 10
代表取締役　若林　祐次
042 777 3777
http://www.atrus.co.jp 

マイクロテック・ラボラトリー 株式会社

超小型サーボドライバ「MC-200C」シリーズ

株式会社 アトラス

フットペダル式消毒液スタンド　ペダルッシュ　（登録新案第3231458号）

製品の概要

●  安心の自社設計・自社製造(Made In 相模原)
●  用途に合わせて組み換え自在なペダル構造
●  30万回を超える踏み込み試験で実証された耐久性
　(※神奈川県立産業技術総合研究所にて実施）
●  衛生的で腐食に強いオールステンレス製

APS-980（おとな用）：高さ98cm
APS-750（こども用）：高さ75cm

～より長く・より心地よく、
　　　安心と清潔をお届けします～

製品の概要

超小型ながら高出力が可能なサーボドライバです。
ヒューマノイドロボット、ロボットアーム、ロボット
ハンドに最適です。
国内生産により短納期で対応可能です。
自社開発品の為、様々なカスタム対応も可能です。

おとな用 こども用（後ろからアシスト） 

超小型ながら最大25Ａの高出力
　ヒューマノイドロボット

　ロボットアーム

　ロボットハンドに最適
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会社概要 事業概要

高性能集音器「Chojuシリーズ」及び「文字Talkセット」の企画
～販売までを行っています。

価　格（参考） 99,000 円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市南区麻溝台6 9 9
代表取締役社長　津田　博通
042 740 8111
https://ace-el.co.jp/

会社概要 事業概要

自動車部品・バイク部品のマスター制作・成形型制作及び量産
OEM他自社ブランド開発及び販売
特殊車輌の防水、暗室制作、キッチンカー制作、FRP成形全般他

価　格（参考） 55,000 円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区田名8531 3
代表取締役　富田　涼子
042 777 0453
https://www.blow-net.co.jp/

株式会社 エース・E&L

ChojuⅢセット　

株式会社 ブロー

ストレッチャー用プライバシー保護機器（PPカバー）

製品の概要

PPカバーは人が多い場所での救護活動において、傷病者の
顔面を迅速に覆い隠し保護することができます。ストレッ
チャーに直接取付ができ、未使用時には折りたたんでコン
パクトに格納できます。マジックテープで機器との着脱が
簡単にできる不織布カバー付きです。

傷病者のプライバシーを迅速に保護

定評のあるChojuⅡの無線システムによる会話とテレビの
音声の両立に加え、携帯電話の音声も明瞭に聴き取れる
無線機能が加わりました。Bluetooth方式を使った複雑な
設定 /伝送遅延は無く従来の操作だけでＯＫで違和感は
まったくありません。また、テレビ視聴中でも携帯電話に
着信があると自動的に電話側に切り替わります。

業界初！スマホの通話が快適になる集音器！

製品の概要
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会社概要 事業概要

粘着製品の加工及び販売、粘着テープの開発及び粘着応用製品
の企画・加工・販売を手がける。

価　格（参考）

製品の概要

「AI って難しいよね…」そんな時代はもう終わり。
実際の教育現場で使われている教材を一般向けにチュー
ニング。簡単にAI学習がスタートできます。
学校のプログラミング教育では物足りないお子さんから
企業のAI人材育成まで、世界に通じるデファクトスタン
ダードが習得できるキットです。
●  NVIDIA Jetson Nano 2GBほか、必要な部品はすべて
含まれています。

●  学習にはデスクトップPC、有線／無線LAN環境、インター
ネット接続が必要です。
詳細は　https://aicar.i-gnote.com　にアクセス！

～ 2,200円（税込）ご注文数に応じて別途ご相談

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市南区相南1 22 4 DKビル
代表取締役社長　大山　純平
042 744 8411
https://www.daikyogiken.co.jp

会社概要 事業概要

●   AI/IoT に関する伴走型コンサルティング
　（お客様と共に動くモノを作りあげます）
●   教材および教育コンテンツ開発
　（本キットによるセミナー等もご相談ください）
●   小型ハードウェア開発・販売

価　格（参考） 54,780円～（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区西橋本5 4 21 SIC 1 1314
代表取締役社長　立石　彰
042 350 6981
https://www.i-gnote.com

工具など一切使わずに組み立て＆分解。工作の知識が無い方でも、30分でAI自動運転カーが組み立てられます。

大協技研工業 株式会社

多用途　抗菌・抗ウイルスAmabieシート

株式会社 グリーンノート

AI自動運転カー学習キット（フルセット版）

製品の概要

身近な場所を安心・安全・清潔に保つ
特殊なデザインシート

「かんたんに、なんどでも。」
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本製品は手すりやつり革など不特定多数の人が触れる場所
で、包んで握るだけで菌・ウイルスからの接触のリスクを
最小限に抑えることが可能なシートです。
シートは使いやすいハンカチサイズ（160mmｘ150mm）で、
１ケース20枚入りの使い捨てタイプです。
ケースとシートには今話題の可愛いAmabie（アマビエ）の
デザイン入りで話題性も抜群。
本シートは印刷加工が難しい素材を使用していますが、当
社独自の技術により、楽しく使える製品をつくることがで
きました。
使用後は一般ごみとして捨てられるため、お手持ちの鞄に
一つ入れておくと便利なアイテムです。



会社概要 事業概要

ソフトウェアからハードウェアまで、ご要望に応じたシステム
構築を要件定義から保守運用までワンストップサービスで提供
いたします。

価　格（参考）

製品の概要

●   防塵化筐体採用とエアフローの改良によるIP4X
相当の防塵性で、生産現場など過酷な環境に対応

●   標準モデルの1/3（約－10db ）の静音化により
オフィス内等の静かな環境に対応

●   世界唯一の高速USB接続LTO＊1データ保存・
管理システム。どこででも、簡単に大容量データ
を保存

＊1  LTO【Linear Tape-Open 】大容量データの
　  長期保存に最適な国際標準の磁気テープ記憶
　  装置

440,000円～（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区橋本3 2 14
代表取締役　加川　広志
042 771 1456
https://www.iforcom.jp/

会社概要 事業概要

1990年の創業以来一貫としてコンピュータストレージを提供
しています。自社開発ソフトウェア・ハードウェアによる多種
多様なデータストレージソリューションでユーザー様の課題を
解決します。

価　格（参考） 1,650,000円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市南区豊町15 3 ユニテックス第二ビル
代表取締役社長　小杉　恵美
050 3386 1242
https://www.unitex.co.jp

アイフォーコム 株式会社

デジタル問診票システム

株式会社 ユニテックス

防塵・防音USB LTOデータ保存・管理システム LT EXシリーズ

LTO業界初！防塵化、静音化対応の
LTOデータ保存・管理システム

製品の概要

医療機関において、患者が記入する問診票の内容を紙で
はなくタブレットで入力し、問診結果を簡単に電子カル
テに反映可能なシステムです。患者自身がタブレットの
入力フォームで選択・入力する事で問診データを電子カ
ルテに打ち込む作業がなくなり、院内の業務効率化・
ペーパーレス化につなげることが可能です。
問診以外にも経営判断するためのアンケートシステムと
してもお使い頂く事が可能で、母親教室などのイベント
やセミナー時にアンケートを行って、その結果を集計・
確認する事ができます。また、簡易的な顧客管理のデータ
ベースとしても十分ご活用頂けます。

問診票を「紙」　　「デジタル」化
電子カルテへの入力作業を大幅に軽減
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会社概要 事業概要

●  生産設備の設計製作・修理・改造・メンテナンス
●  電気・機械の応援工事・機械加工
●  オーダーメイドカー用品制作
●  感染症対策用品の製造

価　格（参考）

製品の概要

材　　　質：難燃性PVC（12㎜厚）
重　　　量：約3.6kg
サ　イ　ズ：H970×W350×D355（本体のみ）
カ　ラ　ー：ホワイト
付　属　品：ステンレス製トレー、600㎖消毒液ボトル
　　　　　　（消毒液は付属しておりません。）

1,200,000円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市中央区田名5407 2
代表取締役　長岡　哲也
042 760 2789
https://nds-eng.com

会社概要 事業概要

屋外広告看板用LEDの開発・製造・卸売・販売
屋外広告看板・室内装飾の企画・製作・取付工事
ウイルス対策製品の企画・製作・卸売

価　格（参考） 11,990円（税込）

所　在　地：
代　表　者：
電話番号：
Ｕ Ｒ Ｌ：

相模原市緑区二本松3 5 9
代表取締役　八木　勝利
042 774 6323
https://www.sign-v.co.jp/

有限会社 ＮＤＳエンジニアリング

UVランドリー

株式会社 サインビクトリー

ペダル式消毒液スタンド　PAD-700

専用アタッチメントにマスクや帽子、靴、手袋など身の
回りのものをぶら下げると自動で装置が循環し、UV-Cラ
ンプの紫外線をあてることが可能。まずは、こちらQR
コードより実用動画をご覧ください！

UVエリア投入で物の除菌
臭いの原因菌を断つことにより消臭効果

ウイルス対策に！
ペダル式だからボトルに触れずに
アルコール消毒液が出せて衛生的。
難燃性PVC製で軽量だから設置や移動が
女性でもラクにおこなえます。

製品の概要
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「相模原市トライアル発注認定制度」について

　優れた新製品の生産により新たな事業分野の開拓を図る市内中小企業者を認定し、その新製品の販路
開拓を支援するとともに、その一部を市が試験的に購入し、評価する制度です。
　※市は認定製品について一定の審査をしていますが、製品の品質等を保証するものではありません。

■認定されると・・・
・市HPや広報紙、カタログ作成による認定製品のPR
・展示会やイベントに「相模原市トライアル発注認定製品」として出展
・市の機関における試験導入及び製品評価（随意契約）
　※認定された製品すべてを購入するものではありません。

■認定期間　認定された日から２年後の年度末まで

　認定対象となる製品などの詳細につきましては、右のQRコードから
ご覧ください。

さがみはらものづくり企業支援サイトにて特設ページオープン！

　市内のものづくり企業の技術や魅力などを広くＰＲしているさがみはらものづくり企業支援サイトにて、
令和４年１月にトライアル発注認定制度の特設ページをオープンしました。

テクニカルショウヨコハマへの出展 PR動画を公開中

掲載企業様も、募集中です！！
登録はこちらから

↓
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トライアル発注認定制度





相模原市
Sagamihara City

ＦＡＸ：０４２－７５４－１０６４

電　話：０４２－７０７－７１５４

E-Mail：sangyou.s@city.sagamihara.kanagawa.jp

発　行／令和５年１月　　印　刷／有限会社  片野印刷

（お問い合わせ先）

相模原市　環境経済局　産業支援課　　

〒 252-5277  相模原市中央区中央2丁目11番15号
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