New Products and New Technologies Concours
第29回大田区中小企業

新製品・新技術コンクール

大田区の新製品・新技術を
全国へ、世界へ ̶――

はじめに
大田区は、2020年の羽田空港跡地第一ゾーンの成長
戦略拠点の概成や東京2020オリンピック・パラリンピ
ック競技大会を控え、区全域を「ものづくり産業を育
み、世界に発信するまち 大田区」にふさわしい魅力あ
るエリアとするよう努めております。高付加価値を生
み出すものづくり産業の集積地として、区内企業の皆
様が新たなイノベーションを生み出すための環境整備
を重点項目とし、新製品・新技術開発支援や次世代の
成長産業への取り組みを切れ目なく講じているところ
です。
特に「ものづくりのまち」として内外に広く認知さ
れている大田区にとって、都市部における製造業を維
持・発展させていくために、限られた経営資源を十分
に活用し、新規市場開拓等に向けた取り組みを加速さ
せ、次世代の産業への対応力を強化していくことが不
可欠です。平成元年に本コンクールを創設してから、
これまでに251件の新製品・新技術を表彰することで
日本を代表する中小製造業のまちである大田区の顔と
なるに相応しい、高い技術・開発力を発信してまいり
ました。
今回の入賞企業は、大田区が得意とする加工技術や

機械装置をテーマとする企業をはじめ、「BtoC」向け
の自社製品や映像システムなど、新たな分野へ果敢に
挑戦する企業が高い評価を得たことが特徴として挙げ
られます。また、小規模ながらオンリーワンの技術を
持つ企業、若手経営者など企業形態も様々です。これ
は時代の変化の中で各企業が創意工夫により、絶えず
成長を続けてきたことの証明であり、区内企業の皆様
には、改めて敬意を表します。
製造業が集積する大田区において、そこで活躍され
る企業はまさにものづくりに強い日本経済のエンジン
であり、この度入賞された企業の皆様には「ものづく
り産業を育み、世界に発信する」という取り組みを通
じ、新たなイノベーションを創出する担い手として、
あらゆる場面で大いに活躍いただくことを期待してお
ります。
末筆ではございますが、審査委員長を務めていただ
きました東京工業大学教授の佐藤勲様をはじめ、審査
委員の方々、後援・協力をいただきました各企業・団
体の皆様には、格別のご高配を賜りましたことを併せ
て御礼申し上げます。
大田区長
（公財）大田区産業振興協会

理 事 長

松原 忠義
幸田 昭一

審 査 委 員長 講 評
第29回の大田区中小企業新製品・新技術コンクール
には、31の企業・団体から32件の力作を応募いただき
ました。応募いただいた製品・技術はそれぞれ、さま
ざまなアイデアや新しいコンセプトに基づき、多様
な用途・対象が想定された力作揃いで、例年にもまし
て、審査委員一同大いに悩み、また同時に楽しみなが
ら、ようやくここに９件の受賞製品・技術を決定する
ことができました。まずはこれらの賞を受賞された皆
様に、審査委員会を代表して心よりお慶びを申し上げ
ます。
今回の応募製品・技術の特徴はなんといっても多様
性でしょう。ここ数年、いわゆる玄人受けする優れた
技術や技能を誇る製品に加えて、一般消費者向けを目
指した製品やデザインを重視したものなど、コンセプ
トそのものが異なる製品・技術の応募が増えています
が、その傾向が一層際立った印象があります。こうし
たコンセプトの異なる製品・技術をどのように比較す
るかで毎年、審査委員会は悩みつつ審査をさせていた
だいておりますが、今回は例年以上に難しい審査でし
た。昨年度も記しましたが、審査委員会は、コンセプ
トや目的の異なる応募製品・技術それぞれの「光った
点」はどこかという観点で評価を行っています。した
がって、各賞の優劣だけではなく、こうした見方で選
考理由も併せてご覧いただければありがたく存じます。

今回の応募製品・技術32件を改めて見てみると、い
わゆる「B to C」を志向した製品やサービスが4割近
くにのぼっていることが印象的でした。もちろん、こ
うした製品やサービスの背景には大田区の特色である
優れた技術や技能があることは当然ですが、大田区の
企業の皆様が優れた技術や技能だけでなく、ユーザ
ー・消費者を惹きつけるアイディアやコンセプト、デ
ザインといった新たな付加価値で勝負されようとして
いることの現れであろうと思います。国レベルでも
「イ
ノベーションの創出」を旗頭に様々な施策が打たれて
いますが、イノベーションの根源は何よりも人々を
「わ
くわくさせる」ことにあるはずです。ユーザー・消費
者を「わくわくさせる」アイディアやコンセプト、デ
ザインの製品やサービスが社会に提示され、人々がそ
れを評価し、広く使われるようになって社会が変わっ
ていく。その発端を大田区の企業が担うという流れが
定着しつつあることに心強く思うとともに、そのきっ
かけとして本コンクールが少しでもお役に立てたので
あれば、審査に携わらせていただいている者として大
変うれしく思います。
最後になりましたが、受賞された方々に改めてお祝
いを申し上げます。また、残念ながら受賞されなかっ
た方々の着想、創意工夫と努力に敬意を表します。
審査委員長
国立大学法人東京工業大学 副学長

佐藤

勲
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事業趣旨

大田区 中 小 企 業

大田区中小企業が開発した優れた新製品や新技術を表彰することによって、区内中小企
業の技術力・開発力を広くアピールし、大田区工業の振興を図る。

対象製品・技術
概ね５年以内に開発された新製品・新技術で、以下の項目すべてに該当するもの。
・ 中小企業又は中小企業グループが自ら、あるいは大学・公的機関との共同開発により開
発したもの
・ 取引実績がある、又は実用に供されているもの
・ 大田区産業の技術力、開発力の向上に貢献すると思われるもの

各賞説明

新 製 品・新 技 術コンク ール

審査において「最優秀賞」「優秀賞」「奨励賞」を決定し、 奨励賞の中から趣旨・目的に
合致するものについては次の各賞を授与する。
◎ 各賞内容
おおた福祉・医療賞

おおたＥＣＯ推進賞
（今年度該当テーマなし）

福祉・介護・医療分野において大田区中小企業らしい基盤技術を
活用し、新規制・市場性が認められるもの
大田区中小企業らしい環境への配慮がなされ、自然環境保護を推
し進めるものであり、新規性・市場性が認められるもの

おおた秀逸技能賞

大田区中小企業らしい職人の技を活用しており、 新規性・市場性
が認められるもの

おおたネットワーク賞

２社以上の大田区中小企業が連携することで、 初めて生まれた複
合技術であり、新規性・市場性が認められるもの

特別賞
（今年度該当テーマなし）

概要

副

上記のほかに審査会において、 総合評価とは別に特に表彰に値す
ると判断した場合において、
「特別賞」１件を選定することができる

賞

◎ 最優秀賞… ……………………30万円
◎ 優秀賞… ………………………10万円
◎ 奨励賞（その他各賞）…………  5万円
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受賞特典
（１）
「おおた工業フェア」への無料出展
高度技術の集積地である大田区の中小企業を中心に、 様々な工業技術や新製品を紹介する「おおた工業フェア」
へ無料で出展することができます。また特設ステージで入賞案件のプレゼンテーションを行い、 広くその成果をアピ
ールすることが可能です。

会期：平成30年1月31日～2月2日
会場：大田区産業プラザPiO
※第21回 おおた工業フェア 実績
出展者数：107社（団体）／入場者数：3,900人

（２）お好きな展示会への無料出展
翌年度に開催されるお好きな国内展示会へ、褒賞出展として無料（原則１小間分）で出展することができます。
◎ 第29回 大田区中小企業 新製品・新技術コンクール

入賞企業出展予定

企業名
ゼロバイゼロ

展示会
Interior Lifestyle Tokyo インテリア ライフスタイル
会期：平成30年5月30日～6月1日
会場：東京ビッグサイト

（株）アイオイ・システム

第13回 国際物流総合展 2018
会期：平成30年9月11日～14日

会場：東京ビッグサイト

（株）アシスト

第4回 先端デジタルテクノロジー展
会期：平成30年4月4日～6日

会場：東京ビッグサイト

（有）タジマ

第9回医療機器・開発・製造展 MEDIX
会期：平成30年6月20日～22日
会場：東京ビッグサイト

（株）高桑製作所

第9回 国際テーブル＆キッチンウェアEXPO【夏】
会期：平成30年7月4日～6日
会場：東京ビッグサイト

斎藤遠心機工業（株）

現時点では褒賞出展予定なし

（有）大野精機

JIMTOF 2018 第29回 日本国際工作機械見本市
会期：平成30年11月1日～6日
会場：東京ビッグサイト

（株）KDA

フードセーフティジャパン 2018
会期：平成30年9月26日～28日

会場：東京ビッグサイト

（株）ビートセンシング

第31回 インターフェックスジャパン
会期：平成30年6月27日～29日

会場：東京ビッグサイト

（３）各種メディアでの広報等
受賞企業や製品・技術等について、 大田区産業振興協会広報誌や一般の各種メディアにて広報等を行います。ま
た公的機関等が実施する表彰や助成金等、各種事業に対する推薦・申請を支援します。
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Kvel（クベル）
ゼロバイゼロ

ロウソクの再発明

古代エジプトの時代から数千年にも渡って人々に利
用され続けているロウソク。
こんなに電気照明が普及した現代でも使われている
大きな理由には、そのきらめきの美しさがあるのでは
ないでしょうか。
昨今、火事の心配のない安全なLED照明は多くあ
りますが、ろうそくのような美しく、神秘的なきらめ
きを再現するものはありませんでした。
Kvelは独自開発したアナログ回路によって、音を
光へと変換。わずかな音の変化も検出する仕組みによ
り、本物のロウソクのような自然なきらめきを、安全
なLEDで実現しました。さらに、Kvelは、本体をグ
ラスに入れて使うと、グラスがもつ様々な模様を机上
に鮮やかに映し出します。Kvelは、これまでにない
新たな光の感動体験をご提供します。
特 徴

周囲の「音」が生み出す温かい光

Kvelは、独自に開発したフル・アナログ回路で構
成されています。これにより既存のLEDライトでは
表現できない、レコードや真空管アンプなどを連想さ
せる温かみのあるきらめきを実現します。Kvelを使
えば、音楽を「見て」楽しむことができます。
意匠面では、シンプルなスティック状のデザインを
採用。筒の表面に特殊コーティングを施すことで、一
見シンプルなシルバーのスティックですが、点灯する
と光源が炎のように浮き出る神秘的なデザインを実現
しました。

用 途

概 要

周 囲の音を光に変 換する技 術で、
ロウソクのきらめきをＬＥ キャンドルライトで再 現

D

最優秀賞

キャンドルライトの新しい形

１日の疲れを癒
やし、美しい明日
を迎えるための大
切な夜のひととき。
Kvelは「光の花」
を咲かせて、より
安らげる空間を演
出します。昼の食
卓にお花を添える
ように、ディナーや夜のひとときにKvelをお使いく
ださい。Kvelはグラスに入れて使うと、そのグラス
がもつ模様を鮮やかに映し出します。卓上に温かいき
らめきを与えるとともに、部屋を美しく幻想的な癒し
空間へとスイッチします。ヨガや瞑想、マッサージな
どで使えば、より深いリラクゼーションへと導きます。

講評

本製品は、LEDを用いたキャンドルライトとして
の優れた意匠デザイン、 音に反応してきらめき
を変える機能、さらには光の演出をするためのグラスを専
業メーカーとのコラボレーションによって作り出した企画
力・ビジネスモデルが高く評価されて最優秀賞を受賞され
ました。本コンクールでは珍しいきわめてアーティスティッ
クな製品ですが、 使用者にとっても使いやすく、 魅力的な
製品に仕上がっています。見る者を惹きつけるデザインと
機能を世界にアピールしていって欲しいと思います。

Company Data
社

名

ゼロバイゼロ

住

所

大田区蒲田2-10-1

Ｔ ＥＬ

090-2186-9719

ＦＡ Ｘ

―

メール

info@oxoxo.me

H

P

http://oxoxo.me

業

種

電気機械器具製造業

事業内容
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産学連携施設206

・ アート照明機器の企画・設計
・ 自然物とテクノロジーを融合した空間演出の企
画・施工

画像処理と画像認識技術を活用
プロジェクションピッキングシステム®
株式会社アイオイ・システム

本製品は製造現場や物流現場で行われているピッキ
ングの作業効率と精度を上げるための支援システムです。
従来のデジタルピッキングシステムは、物が入った
引き出しや棚間口の一つ一つに制御PCと接続した表
示器が必要で、棚が小さかったり狭かったりした場合、
表示器を設置することが困難でした。プロジェクショ
ンピッキングシステム®はスペースが取れないような
現場向けに棚に画像を映し、ピッキングするモノが入
っている引き出しや棚間口を光らせます。写真や動画
も投影できるので、作業者により多くの情報を提示で
きます。画像認識やセンサ
ー技術も併用して、間違っ
たモノをピッキングすると
音声と光で知らせることも
できます。

用 途

概 要

ピッキングの作業効率と
精度を上げるための支援システム

倉庫や工場、調剤薬局など

棚に文字、写真、動画
など投影し種類や数を指
示できます。作業者の手
や引き出しを常時監視し、
指示と異なる引き出しが
開けられた場合は映像や
音声で警告します。
指示用表示器がないため設置の制約が少なく多様な
棚やラックに合わせて柔軟にシステム構築ができます。
棚の配置変更にはソフトウエアで対応するため工事
不要で変更や移動が多い現場に適しています。
特に細かい商品や部品を取り扱っている物流倉庫、
組立工場、調剤薬局などでのピッキング支援システム
として活用することができます。

特 徴

講評

画像処理と画像認識技術の活用

プロジェクションピッキングシステム®は画像処
理と画像認識技術の活用が大きな特徴です。
空いたスペースにはピッキングする物の品名や写真と
数量を映し出します。さらには動画も投影が可能で、従
来のデジタルピッキングシステムより多くの情報を作業
者に提供できます。
画像認識技術でポ
カミス防止が可能で
す。ロケーションの
変更や移動にも簡単
に対応できます。従
来ランプの取付がで
きない小物の商品や
部品のピッキング作
業の支援に最適です。
また、音声合成で
必要に応じて音声案
内が自由に設定でき
ます。

本製品は、プロジェクションマッピングの技術を
応用して、ピッキングラックに作業者を支援す
る情報を提示することで、作業の効率化と誤作業の低減を
目指したコンセプト、そのための装置をレトロフィットへ配慮
しつつ比較的低廉に実現した技術力が高く評価されて、優
秀賞を受賞されました。ピッキング作業の効率化と誤作業
の低減への要求は高まりつつあることから、 大田区発の技
術として世界のデファクトとして普及することを期待します。

投 影 画 像でピッキング指 示 、画 像 認 識でポカヨケ、
迅 速 正 確なピッキング作 業 支 援システム

優秀賞

Company Data
社

名

株式会社アイオイ・システム

住

所

大田区大森北1-6-8 ウィラ大森ビル９階

Ｔ ＥＬ

03-3764-0228

ＦＡ Ｘ

03-3764-7520

メール

info@hello-aioi.com

H

P

https://www.hello-aioi.com/

業

種

電子部品・デバイス・電子回路製造業

事業内容

プロジェクションピッキングシステム®は、株式会社アイオイ・システムの登録商標です。

・ 交流2線式のネットワーク機器の設計・開発・製造・販売
・ ロジスティックスシステムの提案・設計・開発・製
造・販売
・ 各種製造支援システムの提案・設計・開発・製造・販売
・ コンピューターのハードウェア、ソフトウェアの開
発・製作・販売
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お待たせしました

優秀賞

空中結像ナンバー入力ディスプレイ
FLOATING IMAGE HYPER VISION®
株式会社アシスト

用 途

まるでＳＦ映画の世界！
！
空中結像/操作ディスプレイシステム

「FLOATING IMAGE HYPER VISION 」
®

FLOATING IMAGE HYPER VISION®は、これま
で皆さんがSF映画などフィクションの世界でしか見
ることができなかった、空中に表示されたパネルを操
作するという、近未来体験を可能にしたシステムで
す。映画で描かれるSF近未来のシーンは、空中に表
示された様々な情報をインタラクティブに操作するこ
とで入出力を可能にしていました。今回、そのSF映
画の世界を実現することに成功し、その近未来を実際
に体験していただくことが可能になっています。言葉
や文字では伝えきれない新体験。是非実際に触れてみ
てください。
特 徴

!

概 要

ついに実 現 、ＳＦ映 画の世 界

!!

空中に表示されるだけではない
インタラクティブデジタルサイネージ

これまで様々な媒体を通して表現された空中結像
は、ユーザに対して一方向の情報出力ばかりが目立つ
ものでした。FLOATING IMAGE HYPER VISION®
は、単に映像を空中に表示させるだけではなく、最新
のセンシング技術を用いて、その表現をインタラクテ
ィブに行うことが可能になりました。情報の入出力だ
けではなく、エンタテインメント性を持たせた映像表
現も可能になり、表示機器としてだけではない、様々
な付加価値を提供することが可能になっています。

「ディスプレイ」が変わる
空中結像が生む産業メリット

マンションなどのオートロック、ATMなど様々な情
報入力系の商業用端末に対して、物理的なセキュリテ
ィのイノベーションとしても開発されています。情報
入力画面を空中に結像し、その結像された画面の視野
角が約20度前後という特性から、
横からの覗き見や、入力後の指紋
採取による情報抜き取りを防止す
る画期的な製品となり、犯罪防止
に役立ちます。また、商業ホテル
などのロビー、エントランスなど
の受付、呼出端末として、先進的
且つ高級感を演出するためのイン
テリアとしても利用可能です。

講評

空中結像技術を活かして、 マンションのエント
ランスなどに置かれる番号入力端末を実現した
製品で、これまでの物理的な押しボタンや画面でのタッチ
センサーを持つ入力端末とは異なる新しいイメージが高く
評価されての受賞です。空中に結像した番号を指で選択す
るというコンセプトや意匠面の新規性に加えて、 空中で番
号入力を行うため、指紋が残らず、従来の番号入力端末に
比べてより高いセキュリティーが期待できるなど、付随する
実用面でのメリットも高く評価されました。

Company Data
社

名

株式会社アシスト

住

所

大田区西糀谷4-16-7

Ｔ ＥＬ

03-3741-5560

ＦＡ Ｘ

03-3741-9226

メール

info@assist-corp.com

H

P

http://www.assist-corp.tv/

業

種

映像制作・加工事業

事業内容

7

映 画・TV番 組・CM・VP等の映 像・音 声 編 集、
DCP（デジタルシネマパッケージ）作成、DVD/BD
オーサリング、 ZAXELシステムを用いたアップコ
ンバートサービス、デジタル合成、吹き替え・字幕・
翻訳など、各種映像技術サービスから、海外への番
組販売及び、海外コンテンツの輸入・買付け、販売
まで

歯列矯正用小型ブラケット
「アトマーブラケット」
有限会社タジマ

本製品は歯列矯正治療の際、歯牙に接着して、矯正力
を付加させるワイヤーを装着するためのブラケットです。
一般的に歯科矯正というと、歯面に並ぶ仰々しい矯
正器具が想像され、これが矯正治療を敬遠する一つの
原因にもなっています。
既存のブラケットでは、サイズの問題から装着でき
る歯牙に制約があり、装着するのは歯の「表側」とい
うのが当たり前でした。
そこで当社では、目立たない場所＝歯の「裏側」で
も使用可能なブラケットを考案し、装着場所を選ばな
い、かつ作業がし難い歯の「裏側」であってもワイヤ
ーの着脱が容易に行えるものを目指して開発したのが
「アトマーブラケット」です。

用 途

概 要

目立たない歯列矯正を目指す

矯正治療を身近なものへ…

従来品では、表側の矯正に用いられることがほとん
どでしたが、本製品は小型化の実現により、裏側矯正
（舌側矯正）での使用が、より好適であると言えます。
さらに、近年普及が進む、シミュレーション技術を
応用した「デジタル矯正」との併用で、本製品の特徴
がさらに活かされます。これによって、従来は矯正専
門医にしかできなかった矯正治療が、「一般の歯科医
師」でも可能となります。
「アトマーブラケット」が矯正治療に抵抗を感じて
いる多くの人たちの助けとなり、ひいては歯科矯正市
場の拡大に貢献することを期待しながら、現在は本製
品を「医療機器」として製品化できるように準備を進
めています。

開 閉 式 超 小 型「 歯 列 矯 正 用ブラケット」の開 発

おおた福祉・
医療賞

講評

特 徴

精密金型の製造ノウハウから生まれた
「アトマーブラケット」
当社では長年プレス金
型の製造に携わり、特に
細小・精密部品の製作を
得意としてきたことから、
結果、実用可能な「極小
ブラケット」の開発・具

現化を実現しました。
ワイヤーの着脱を容易にするという命題も、ワイヤ
ー保持部分を開閉機構としたことで解消しつつ、可動
構造でありながらもわずか３パーツのシンプルな部品
構成としました。
さらに従来品では、接着力を確保するため底面に別
部材を用いていますが、本製品では独自の工夫で一体
形状でありながら十分な接着力を確保しています。
これらの技術的要素を踏まえ、2017年６月に「特許
案件」として国際出願を行いました。

歯科矯正用のワイヤーブラケットを超小型化す
ることで、歯牙の裏側に装着した際の患者の負
担を減らし、美容に配慮した歯科矯正の選択の幅を広げた
こと、ワイヤー脱着が可能な機能を加えたことで歯科矯正
治療に要する手間を減じたことが評価されました。精緻な
製品づくりを得意とする大田区の企業らしさに加えて、 医
療分野への進出に挑戦されたことが福祉・医療賞にふさわ
しい製品であるとの結論で一致しました。関連法規の認可
承認後、世界に向けて大田区の技術の優秀性を広くアピー
ルされることを期待します。

Company Data
社

名

有限会社タジマ

住

所

大田区中央8-35-15

Ｔ ＥＬ

03-3752-6551

ＦＡ Ｘ

03-3752-1691

メール

info@yugen-tajima.co.jp

H

P

http://www.yugen-tajima.co.jp

業

種

製造業

事業内容

・ 超硬順送金型の設計・製作
・ 金型部品のワイヤーカット加工設計・製作
・ プレス金型製品全般
・ 歯科矯正器具部品の製造
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「一枚鉸（ひとひらしぼり）」
株式会社高桑製作所

新規性のある「職人モノ」
「日本酒関連モノ」で喜ばれたい

本製品は独自の新技術と試行錯誤の中から創り出し
た酒器（ぐい呑み）です。職人達の「より喜ばれる販
促物を作りたい」という声が開発のきっかけでした。
緩やかな拡大を続ける国内テーブルウェア市場では
近年「日本の職人技」ブームが継続し、海外の日本酒
ブームや五輪・パラリンピック需要見込みもあいまっ
て「日本酒関連品」への注目が高まっています。そん
な市場状況の中、新規性のあるアイテムの登場はごく
少数に限られているという現状があります。本製品の
持つ「日本（東京･大田区）の職人技」
、
「日本酒関連」
そして「新規性」という特徴が国内外の多くの人に受
け入れられ喜ばれることを期待されています。
特 徴

特許取得のヘラシボリ加工技術により
金属一体成形の可能性を広げた

本製品は一般的な金属
製二重構造の器と似た構
造ですが「たった一枚の
板から成形されている」
という大きな差異性があ
ります。既存製品は飲み
口部が溶接です。
外器部（器の外殻部）
を飲み口部から接地部までこれほどまで縮径（径を小
さく）する技術は従来のヘラシボリ加工にはありませ
んでした。本製品よりも縮径が小さいまたは緩やかな
形状では「割り型ヘラシボリ加工」で可能になります
が、製品に「型痕」が付き美しい仕上がりになりませ
ん。
弊社の特許技術により「大きな縮径加工」
「無型痕」
という課題を同時にクリアしました。

用 途

概 要

ヘラシボリの匠がたった一枚の板から新 技 術でつくる
親しみのある新しいカタチ

おおた秀逸
技能賞

「モノ」が持つストーリーで
体験する「コト」を味わう

本製品は中空構造により保温性に優れているシンプ
ルな造形美を持つ酒器です。それに加え「たった一枚
の板から 東京（大田区）の匠が 特別な技法で ひ
とつひとつ手作りした新しいカタチ」というストーリ
ーを持っています。手
にしたその杯をかたむ
けながら日本の技術−
人−精神−文化−風土
−歴史に想いを馳せる
豊かな時間を体験して
頂ければ幸いです。
また同技術での他素
材・他アイテムへの展
開、更に他分野への応
用が可能なので、より
喜ばれるものづくりを
目指します。

講評

大田区の誇る技術・技能の一つであるへら絞り
加工でチタンの二重壁容器を成形した技術力
の高さから、 おおた秀逸技能賞を差し上げるにふさわしい
製品ですが、さらにそれを「ぐい呑み」に展開することで一
般消費者の目に届きやすい製品に仕上げた点が高く評価
されました。製品としての普及はこれからですが、 大田区
の技術・技能を広く社会の皆様に知っていただくきっかけ
になっていただくことを期待いたします。

Company Data
社

名

株式会社高桑製作所

住

所

大田区南蒲田2-8-5

Ｔ ＥＬ

03-3731-4647

ＦＡ Ｘ

０３-3738-2463

メール

takakuwa-spin@mtb.biglobe.ne.jp

H

P

http://herasibori.com/

業

種

金属加工業（ヘラシボリ加工）

事業内容
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主に各種金属ヘラシボリ加工工業部品の受注制作

ＳＩＤ高効率スクリューデカンターの開発
斎藤遠心機工業株式会社

これまで弊社は食品分野における遠心分離機を中心
に事業を展開してきました。この経験を活かし、SID
高効率スクリューデカンターを開発しました。このデ
カンターは食品業界：豆乳の分離、果汁ジュースのパ
ルプ分離・醗酵業界の酵母分離、ナノメータ微粒子の
分級・分離等に使用され高い評価を得ています。
この仕組みや構造は遠心分離機業界では多く知れ渡
っていますが、大田区の優れた技術力を利用した精密
な製作精度が分離性能の差となって表れ、高い評価を
得ています。
特 徴

従来機と同一サイズでSID型に
改造することで能力が２倍になった例

具体的な使用例としてはトマトジュース中のパルプ
除去があります。
従来機 SKD-550S-CIP 昭和59年発売開始
処理能力：7.5t/h
本製品 SID-550S-CIP 平成23年開発
処理能力：15t/hに向上。
従来機SKD-550S-CIPデカンターと本製品SID-550SCIPデカンターの分離性能を比較すると従来機SKD550S-CIPデカンターの２倍の処理量を本製品SID-550SCIPデカンターに通液した時の値と同等になりました。
分離の核となる回転筒サイズは同等です。

用 途

概 要

ＳＩＤ型デカンターにすることによって
微細粒子の回収率が約30％向上し、
脱水率が約20％改善された

微細粒子の分級・分離

本製品は主に食品分野に利用され、有効な製品であ
ると認められ、経済産業省の生産性向上設備投資促進
制度に認定されました。採用された主な用途は下記の
通りです。
１．食品関連……豆乳中の微細パルプ分離
果汁等ジュース中のパルプ除去
お茶等抽出液中の澱とパルプ除去
２．研磨剤………硝子、ICチップ表面研磨した液中
の研磨剤と研磨粉の分級
３．微細結晶……nm粒子の回収、分離
今後さらに食品用途、研磨剤用途への拡販と、医薬
関連、金属イオン電池材
料等の用途へ拡販を進め
てまいります。

講評

ジュース等の食品の液・固成分の分離を行うデ
カンター型分離器の性能を飛躍的に向上させ
た技術力の高さが評価されました。従来に比して分離性能
を2倍に高めるなど効果は絶大で、 当該分野で広く普及す
ることが期待できます。こうした優秀性に加えて、この製品
の6割を占める外製部品・加工も全てが「大田区製」であ
ることから、 直接には見えにくいものの大田区の企業の連
携の成果として、おおたネットワーク賞を差し上げることで
一致いたしました。

Company Data
社

名

斎藤遠心機工業株式会社

住

所

大田区羽田1-8-7

Ｔ ＥＬ

03-3743-1116

ＦＡ Ｘ

03-3743-1110

メール

kamata@saito-separator.co.jp

H

P

http://www.saito-separator.co.jp

業

種

製造業

事業内容

微 細 粒 子を効 率 的に分 離・脱 水する構 造の開 発によって、
食 品 、環 境 、化 学 分 野 等における、微 細 粒 子の分 離 脱 水 用 途に大きく貢 献

おおた
ネットワーク賞

遠心分離機製造・販売
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最 大 コーナー成 型 可 能な六角 生 爪による
チャッキング技 術の開 発

奨励賞

12

六角生爪カメチャック
有限会社大野精機

旋盤は被工作物（以下ワーク）を高速で回転させ固
定した刃物をワークに当てて削りますが、ワークを回
転させる際につかむ部分を生爪といいます。丸物部品
を高精度に仕上げる為にその都度ワークの径に合わせ
て成型します。一般的な生爪の成型可能な部位は最大
２コーナーで、消耗した場合には交換が必要となりま
すが、カメチャックは最大両面で12コーナー成型可能
な製品であり、消耗品である生爪の購入頻度を減らし
コスト削減につながりました。成型した生爪は加工で
再利用するために多量の保管場所が必要ですが、カメ
チャックは１個あたりの成型コーナーが多いので省ス
ペース化も可能です。日々の旋盤作業の効率化を追い
求めていく中でチャッキング技術を高度化しました。
特 徴

親爪と子爪で構成され、
子爪はボルト1本で簡単に交換可能

用 途

概 要

六角形の生爪でワークを固定
旋盤作業の効率化へ挑戦

アルミ製の六角生爪で
チャッキングを高度化へ

カメチャックは旋盤や
マシニングの丸物加工で
使用されます。旋盤はあ
らゆる産業で必要となる
工作機械です。NC工作
機械の進歩と共に旋盤の
技術者は減少していく中
で、旋盤作業の生産性向
上が求められています。本製品を使用することで誰で
も簡単にチャッキング技術の高度化と作業を効率化す
ることができます。子爪はアルミ製を中心に、鉄製や
ステンレス製をラインナップ。アルミ爪は素材を傷つ
けにくく、成型が鉄製と比べて楽です。ステンレス爪
は非磁性が求められるワークやワークと同一素材で成
型をしたい場合に便利です。

講評

本製品は旋盤やマシニ
ングで使用されるスクロ
ールチャック本体に取り
付けます。ベースとなる
親爪と交換可能な子爪か
ら構成され、締結方法と
して六角形の凹凸により
位置決めと保持ができる
ように考案しました。子
爪はボルト１本で簡単に
付け替えができる為、生
爪交換作業の効率化とな
ります。旋盤で成型した
六角生爪は、後工程のマ
シニング加工で使用出来
るように成型する事で共用もできます。
六角生爪は３つの子爪の先端が密着する形状であり、
小径のワークを加工する際に有効です。また子爪が密
着することで、ワークの把握範囲が多くとれる為、把
握する際のひずみを抑え、薄物加工にも有効。親爪を
反転させる事で大径ワークにも利用できます。

11

旋盤等の切削加工における被加工物のチャッキ
ング精度向上などに用いられる生爪の形状と構
造を工夫することで、複数の被加工物への対応を可能にし、
付け替え時の作業性を向上させた実用性の高さと「大田区
らしさ」 が認められての受賞です。自社での加工に際する
工夫から生まれた「必要は発明の母」の見本のような製品
で、こうした機能を求める方も多くいらっしゃるであろうこ
とから、 切削加工の分野で広く普及することを期待いたし
ます。

Company Data
社

名

有限会社大野精機

住

所

大田区大森西7-5-35

Ｔ ＥＬ

03-3761-5092

ＦＡ Ｘ

03-3768-4820

メール

ohnosk1958@ohnoseiki.com

H

P

http://ohnoseiki.com/

業

種

金属加工業

事業内容

・ 業務用18リットル缶密封締め機製造
・ 橋梁向け特殊ケレン工具製造
・ 旋盤内径工具用オーダーメイドホルダーの販売

プラスチック製引っ張り棒
株式会社ＫＤＡ

牛乳や食品パッケージの運
搬に使われるプラスチックコ
ンテナ。工場やトラックの荷
台で重ねて移動させることが
多く、その取手口にかけて牽
引する「引っ張り棒」という
道具を使用します。従来品は、
金属製で重いため作業者の負
担が大きく、先端が固く鋭い
ため商品やコンテナを傷つけ
やすいという問題があり、乳製品メーカーから使用禁
止を要求された配送会社より開発依頼がありました。
そこで、金属に替わりポリカーボネート樹脂を用いて
軽量化し、先端をフラット且つ幅広くして傷つけを防
止、更に効率的な製造方法を開発しました。現在、食
品流通の現場で実用が始まっております。

用 途

概 要

「軽くて傷つけない引っ張り棒は
作れないか？」から始まった。

食品・飲料パッケージ用コンテナの
牽引に大きな貢献

雪印メグミルク（株）の子会社である直販配送（株）
様からの開発依頼であり、現在、同社の工場・配送ト
ラック等で導入されております。作業者からの評判は
良好で、関連会社への展開を計画中です。同様に加工
食品・飲料等の食料工業品パッケージをコンテナ（ク
レートやばんじゅう等）に入れて運搬する業種で有効
です。国内食料工業品輸送トラックの車両台数17.5万
台（H16年）に向け、展示会、
WEB、業界紙における継続
的なＰＲによって認知を高め
ていきます。

軽 量 化で作 業 負 担を軽 減 、
商 品やコンテナの損 傷も防ぐ新 型 牽 引 具

奨励賞

講評

特 徴

金属からの樹脂化、損傷防止の構造、
一枚の樹脂板からの製造
衝撃に強いポリカーボネー
ト（PC）による金属からの
樹脂化で約３～５割の大幅な
軽量化を実現。射出成形では
コスト高になるため、一枚の
市販ＰＣ板材から切削で外形
を抜き、曲げ加工でフック及
びグリップを形成しました。
フックの新規性として、先端
がフラットであるためコンテ
ナ取手部を幅広く掛止（応力
分散）してその損傷を防止、
更に先からテーパー状に広が
る形状が取手穴への過進入を
抑止して商品の損傷を防ぎま
す。鋭利な部分を排除したデ
ザインにより安全度も高めて
おります。

食品用プラスチックコンテナを牽引するための
道具を、コンテナ内の食品を傷つけたりコンテ
ナを破損することがないよう形状を工夫するだけでなく、
作業者の負担を減じるためプラスチックで制作したコンセ
プトと技術力が評価されての受賞です。加工方法も、 板材
からの切り出しと曲げ加工で所定の性能の製品を実現して
おり、 工夫が見られます。食品配送業者からの依頼によっ
て企画された製品であるが故に、まさに要求に応える製品
として当該分野で普及することを期待いたします。

Company Data
社

名

株式会社ＫＤＡ

住

所

大田区仲六郷4-13-6

Ｔ ＥＬ

03-3733-3851

ＦＡ Ｘ

03-3733-3853

メール

info@kda1969.com

H

P

https://www.kda1969.com

業

種

事業内容

プラスチック加工・セラミックス加工
・ プラスチック及びセラミックス部品加工（半導体・
医療・自動車・食品関連）
・ ＰＥＥＫ素材、ＰＰＳＵサニタリー管、セラミックス
ねじ等の製品製造
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散剤調剤用の高自転回転を達成した
自転公転装置
株式会社ビートセンシング

高自転回転によりカップ内での
粉と粉の撹拌を実現

自転公転式攪拌装置は公転自転比率が上がると攪
拌・分散の能力が上がり難易度が高い物質でも攪拌・
分散が可能です。今までこの比率は 一般的に１：0.4、
業界の最高比率機でも１：１となり、また、高自転回
転の１：１の製品は高額でもありました。本製品は
１：２と他社比２倍の公転自転比率を達成しながら一
般的な低コスト機と同等の価格を実現しており、大幅
な価格性能を有しております。
従来の自転公転式撹拌装置は「撹拌脱泡」を用途目
的としていましたが、本製品は公転自転比率１：２を
達成した事などにより、「撹拌起泡」の効果を得るこ
とができました。この事によりカップ内での「粉と粉
の撹拌」などが実現しました。
特 徴

高回転と撹拌起泡の効果

撹拌脱泡装置の場
合、撹拌を行いなが
ら同時に遠心力を加
えて対象物を圧縮し
て内部の泡を除いて
います。この事は液
から泡を除きたい時
などに有効でしたが
加工品は押し固まっ
た状態となっていま
した。本製品では空
気を巻き込みながら
撹 拌 を 行 う た め、
「起泡」効果があり、
粉と粉を自然に混ぜ
ることが可能です。
また、空気を混ぜな
がら撹拌する事により、複数の食材を混錬撹拌して食
品等を作製する用途ではクリーミーな食感を持たせる
ことが可能となりました。
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用 途

概 要

カップ内で高 速・清 潔に散 剤の調 剤が行える、
自 転 公 転 式ミキサー

奨励賞

調剤薬局での散剤の調剤、
新食感食品の加工

調剤薬局では軟膏調剤に自
転公転式撹拌装置が導入され、
患者に適した軟膏の作製・提
供が行われております。しか
し軟膏より処方の多い散剤は
薬局での装置による調剤が行
えず、小児や老人など調剤が
必要な場合には乳鉢による手
作業で調剤が行われています。
そのためムラや衛生面が課題
でした。本製品では装置によ
りカップ内で散剤の調剤が行
われる為、これらの課題が解
決され調剤薬局への導入用途
が見込めます。また、飲食店での新食感食品の提供や
生クリームから自家製バター製造ができるなど食品分
野での活用も展望できます。

講評

散剤（粉薬）の混合調剤における均一化を実現
するため、公転・自転比を1：2に設定した自転
公転式攪拌装置を低廉な価格で実現した技術力と、 その
効果を大学研究者と協働して検証している点が評価されま
した。粉体の均一な混合・攪拌は難しい技術ですが、これ
をクリアしている本製品は、 散剤だけでなく軟膏や液状物
にも展開できることから、さらに用途展開を模索されること
を期待いたします。

Company Data
社

名

株式会社ビートセンシング

住

所

大田区上池台4-2-6

Ｔ ＥＬ

03-6423-6701

ＦＡ Ｘ

03-6423-6702

メール

sales@beatsensing.com

H

P

http://www.beatsensing.com

業

種

電気機械器具製造業

事業内容

・ 近赤外計測装置の開発、製造、販売
・ 自転公転式撹拌装置の開発、製造、販売

大田区中小企業

第28回

最優秀賞

インターナショナル
ダイヤモンド（株）

優秀賞

（株）イデアクエスト

優秀賞

（株）リプス・ワークス

おおた
ECO推進賞
おおた
福祉・医療賞

（株）ミクロン

おおた
秀逸技能賞

（株）iMott

おおた
デザイン賞

トキ・コーポレーション（株）

奨励賞

（有）エムティ プレシジョン

奨励賞

第27回

ひかり屋根（株）

高電工業（株）

最優秀賞

（株）タンケンシールセーコウ

優秀賞

（株）アイオイ・システム

優秀賞

アストロ（株）

おおた
福祉・医療賞

（株）ハッピーリス

おおた
秀逸技能賞

（株）iMott

テク乃ちゃん
イチ押し賞

クリアパルス（株）

奨励賞

冨士ダイス（株）

新製品・新技術コンクール

過去受賞企業

超極細やすりの開発「マイクロフィニッシュ」
外径0.3mmからの超極細ダイヤモンドヤスリ

非接触・無拘束ベッド見守りシステム「OWLSIGHT 福祉用」
ベッド上での危険兆候を検知して介護者へ通報

レーザマイクロテクスチャーと摩擦抵抗軽減技術
極短パルスレーザーによる加工技術の応用により摩擦軽減を実現

安心安全なエコ天窓
施工性と防水性に優れた光拡散型天窓

サブソニックブラシシステム「ユリー」
歯科 衛生士のために開発されたブラシ専用の歯科用ハンドピース

DC単パルスプラズマCVD装置
セグメント構造DLCに最適化した成膜装置

超狭角ライトアップLED器具 ｢フォーカルスポットライト｣
夜間のライトアップ演出に全く新しい可能性を提案

グラフィック表示一体型建築限界測定器
鉄道事業の迅速正確な危険個所を発見判定

微生物感受性分析装置「IA01 MIC Pro」
画像撮影式の微生物感受性分析装置

非接触吸着盤「ノンコンタクトチャッキング」
カーボンの特性を最大限に活かした新しい搬送装置

スマートカード
ICチップに記録されたデータをリーダーを使わずに
電子ペーパーに表示できるカード

ナノファイバー生成装置
大量かつ安全にナノファイバーを製造できる装置

ごっくんチェッカー
飲み込みの音で安心スムーズな食事介護

長寿命理美容ハサミ『geek 』
セグメント構造DLCで耐久性が従来品と比べて20倍に向上

ガンマカメラの開発
見えない放射線を可視化

WC平均粒度0.1μm台の
高強度ナノ微粒バインダレス超硬合金TJS01の開発
世界最小WC粒径のバインダレス超硬合金を量産化

奨励賞

テック大洋工業（株）

奨励賞

栄商金属（株）

ハガネッコ
太陽光パネルの設置を簡略化し、クリーンエネルギーを推進

超低圧 体圧分散マットレス『F7（エフナナ）
』シリーズ
超低圧を実現した床ずれ対策マットレス

※ 協会のHPより歴代の受賞企業が確認することができます。
こちらのQRコードをご確認ください。

ゼロバイゼロ

Kvel（クベル）

株式会社アイオイ・システム

プロジェクションピッキングシステム®

株式会社アシスト

空中結像 ナンバー入力ディスプレイ
FLOATING IMAGE HYPER
VISION®

有限会社タジマ

アトマーブラケット

株式会社高桑製作所

一枚鉸（ひとひらしぼり）

斎藤遠心機工業株式会社

SID 高効率スクリューデカンター

共催：大田区・
（公財）
大田区産業振興協会
後援：日刊工業新聞社
有限会社大野精機

六角生爪
「カメチャック」

株式会社 KDA

プラスチック製引っ張り棒
（プラスチックコンテナ牽引用）

株式会社ビートセンシング

散剤調剤用の高自転回転を達成した
自転公転装置

〒 144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20
大田区産業プラザ（PiO）３階
TEL : 03-3733-6294
FAX : 03-3733-6496

