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はじめに
本コンクールは平成元年に創設され、今回第30回の

たり重要な課題の一つです。今回入賞された製品・技

節目となります。この間、延べ260件の新製品・新技

術を開発された企業の皆さまの取組みが、将来、高付

術を選考、表彰させていただき、日本を代表する中小

加価値を持つ製品・技術として国内外に周知すること

製造業のまちである大田区として、それぞれの時代を

で、区内企業の技術力・対応力を広くアピールするこ

反映する高い技術・開発力を内外に発信してまいりま

とにつなげてまいります。

した。
加工技術を駆使した製品のほか、LED技術や環境分

は、引き続き新たなイノベーションを創出する担い手

野、医療・福祉分野、ロボティクス分野での創意工夫

として、あらゆる場面で大いにご活躍いただくことを

など、幅広い分野での製品技術開発にチャレンジす

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

は、第4次産業革命といわれる時代変化に対応し、絶

きました東京工業大学

えず成長を続けてこられた証しであり、区内企業の皆

じめ、審査委員の方々、後援・協力をいただきました

さまには、改めて敬意を表します。

各企業・団体の皆さまには、格別のご高配を賜りまし

理事・副学長の佐藤勲様をは

たことを併せて御礼申し上げます。

造・発信拠点」の整備を進めています。この整備を契
機とした先端産業分野に関する様々な動きは、大田区

大田区長

内企業の皆さまに大きな波及効果をもたらすことが期
待されています。ものづくり技術の国際競争力の強化

（公財）大田区産業振興協会

理 事 長

は、大田区のみならず日本の存在感を世界に示すにあ

幸田 昭一

審 査 委 員長 講 評
第30回を迎える大田区中小企業新製品・新技術コン

ただければありがたく存じます。

クールには、15の企業・団体から16件の力作を応募い

改めて今回の受賞製品・技術を眺めてみると、医

ただきました。例年のことですが、いずれの製品・技

療・福祉・健康分野の製品・技術が多い印象がありま

術とも、それぞれの企業等の皆様の熱意あふれる新

す。これは、昨今の高齢化を背景とした健康ブームに

しいアイディアやコンセプトに基づいて形作られてお

商機を見出された企業の皆様の戦略性に基づくもので

り、審査委員一同大いに悩みながら、ようやくここに

ありましょう。しかし、医療分野、特に医療・福祉機

９件の受賞製品・技術を決定することができました。

器の上市は認可・認証等でハードルが高いのも事実

まずはこれらの賞を受賞された皆様に審査委員会を代

です。こうした観点から今回は、応募製品・技術の

表して心よりお慶びを申し上げます。

一つに「おおたチャレンジ賞」を差し上げることにい

今回の応募製品・技術は、数の上では例年よりやや

たしました。選考理由の詳細は別欄をご覧いただくと

少なめでしたが、内容としては、大田区の企業が得意

して、医学的な裏付けや製品としての認可はこれから

な高度な技能を活かした製品から、最近話題のAI、

ではあるものの、医療に直結した検査薬という製品に

さらには教育分野に至るまで、より一層多様でした。

大田区の企業が果敢に挑まれたことに対して敬意を表

こうした流れはここ数年続いており、大田区の企業の

することがこの特別賞の趣旨です。これを機に、医療

皆様が、優れた技術や技能だけでなく、ユーザー・消

分野に限らず、大田区の企業からチャレンジングな製

費者を惹きつけるアイディア、コンセプト、デザイン

品・技術がたくさん生まれることを期待するととも

といった新たな付加価値でアピールされようとしてい

に、それが大田区発のイノベーションにつながれば、

ることの現れであろうと思います。これはこれで大変

審査に携わらせていただいている者として大変うれし

喜ばしいことですが、審査委員会としては、こうした

く思います。

コンセプトの異なる製品・技術をどのように比較する

最後になりましたが、受賞された方々に改めてお祝

かで毎年、頭を悩ませてきました。昨年度も記しまし

いを申し上げます。また、残念ながら受賞されなかっ

たが、審査委員会は、コンセプトや目的の異なる応募

た方々の着想、創意工夫と努力に敬意を表します。

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
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ものづくり産業は、今日デジタル革命に伴う産業構
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大田区中小企業 新製品･新技術コンクール

概要

事業趣旨

受賞特典

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。

（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

対象製品・技術

無料で出展することができます。また特

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。

設ステージで入賞案件のプレゼンテー

・ 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

ションを行い、広くその成果をアピール

・ 取引実績がある、又は実用に供されているもの

することが可能です。

・ 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

会期：平成31年1月31日～2月1日
会場：大田区産業プラザPiO
※第22回おおた工業フェア実績 出展者数：106社
（団体）
／入場者数：3,071人

（２）希望される展示会への無料出展
翌年度に開催される希望される展示会へ、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。

各賞説明
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。

企業名

◎ 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）

おおた秀逸技能賞

おおたネットワーク賞

特別賞

副

◎ 第30回 大田区中小企業 新製品・新技術コンクール

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
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
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
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 ※今年度は「おおたチャレンジ賞」

賞

◎ 最優秀賞… ……………………30万円

入賞企業出展予定
展示会

日進工業株式会社

第24回 機械要素技術展
会期：2020年2月26日（水）～28日（金）

会場：幕張メッセ

トキ・コーポレーション株式会社

第7回 国際宝飾展（秋）
会期：2019年10月23日（水）～25日（金）

会場：パシフィコ横浜

株式会社メディカルスイッチ

第46回 国際福祉機器展H.C.R. 2019
会期：2019年9月25日（水）～27日（金）

会場：ビックサイト西・南ホール

株式会社東京商工社

Interior Lifestyle Tokyo 2019
インテリアライフスタイル2019
会期：2019年7月17日（水）～19日（金）
会場：ビックサイト西ホール

株式会社西尾硝子鏡工業所

Interior Lifestyle living
インテリアライフスタイルリビング
会期：2019年11月20日（水）～22日（金） 会場：ビックサイト南ホール

アベテクノシステム株式会社

HOSPEX Japan 2019
会期：2019年11月20日（水）～22日（金）

会場：ビックサイト西ホール

株式会社RESVO

Human Capital 2019
会期：2019年5月29日（水）～31日（金）

会場：東京国際フォーラム

インパクトワールド株式会社

第2回 医療と介護の総合展（東京）
医療機器・設備EXPO
会期：2019年10月23日（水）～25日（金） 会場：幕張メッセ

菱熱工業株式会社

フードセーフティジャパン 2019
会期：2019年9月11日（水）～13日（金）

会場：ビックサイト青海展示場

◎ 優秀賞… ………………………10万円
◎ 奨励賞（その他各賞）………… 5万円

（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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最優秀賞

優秀賞

デュアル調光機能を有する
超小型LEDスポットライト

環境配慮型

「オール樹脂製鉗子」

「マイクロライトキャノン」

●日進工業株式会社

本製品は、ピボット部を含めすべて樹脂で成形された手
術用鉗子で、医師が行う精緻な作業に耐えられる精度と
剛性を有し、かつ滅菌処理にも耐えられる耐久性を併せ
持った性能の高さが高く評価されました。
これらに加えて、従来の金
属製鉗子にない「見た目」の特徴や、
ディスポーザブルな樹脂製鉗子
と金属製鉗子の間を狙ったビジネスモデルも高評価の要因になりまし
た。医療分野ですぐにでも普及する可能性のある製品ですので、是
非、大田区発の優れたツールとしてアピールしていって欲しいと思い
ます。

講評

Company Data
社

名

日進工業株式会社

住

所

東京都大田区千鳥2-39-2

Ｔ ＥＬ

03-3750-7593

ＦＡ Ｘ

03-3757-4384

メール

info@nisshin-kogyo.jp

H

P

http://www.nisshin-kogyo.jp

業

種

プラスチック射出成形

事業内容

プラスチック鉗子の常識を、
日進工業が根底から覆します
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・ プラスチック成形品の製造、組立、販売
・ プラスチック成形用金型の設計、開発
・ CAE_Moldflow Insight Ultimate_樹脂流動解析の受託
・ 3D プリンター (レーザー焼結)造形品の販売
・ 上記に付帯する事業

器具の存在感を最小限に抑え、
展示物に合わせたライティングが可能

高級ブランド店や宝飾店などのショーケースやショーウイ
ンドウに使用する照明器具は、陳列物にふさわしい意匠性と、
一つ一つの展示物に合わせて照射方向や光量を細かく調整で
きる機能性が求められる。
本製品は１本の給電レールに多数搭載が可能で、照射方向
も広く調整ができる利便性の高いLEDスポットライトであ
る。これに加え、既存の調光システムによる全体調光と、直
感的な操作で製品ごとに調光する独自の個別調光技術を構築。
意匠性を損なわずに超小型化を実現した製品である。冒頭に
あげたショーケースやショーウインドウといった用途や、展
示物の入れ替えがある博物館など、上質な空間のアクセント
照明として効果を発揮する。

多重の安全回路とデュアル調光機能を、
小さな筐体にローコストで実装

個別調光できるスポットライトは既に市場に存在したが、
サイズが大きく、高コストで、かつデザイン性を損ねるとい
う問題を抱えていた。本製品では、調光制御の入力信号とし
て磁力を活用することに着想し、専用のマグネット棒を対象
の個体に近づけるという直感的な操作で個別調光できる技術
を構築した。また、既存の調光システムによる全体調光も搭
載、共存させつつ多重の安全回路と共に小さな筐体にローコ
ストで実装すること
に成功。これにより
高い意匠性と、デュ
アル調光機能を両立
するこれまで市場に
存在しない製品が誕
生した。

用 途

・金属を一切使用しないオール樹脂製のため、リサイクルお
よび焼却処分が可能。
・剥がれの心配がない塗装レスメタリックの色調付与技術に
より、取り違い防止および高品質感を実現。
・当社の独自構造を採用し、従来品では実現困難であったス
テンレス製と同等のスリム形状を実現。
・同等サイズのステンレス製品より73％の軽量化を実現。
医療従事者の負担低減可能。
・樹脂材料のバリエーションが豊富であり、極めて高い強度
（把持力）から柔軟性に富むも
のまで同一形状で実現。
・オートクレーブ滅菌対応製品
および抗菌特性の付与も実現
可能。

現在、国内で使用されている樹脂製鉗子は海外生産品が主
であるが、把持力や組み合わせ部分、バリが多いなど問題が
多く、また使い捨て製品がほとんどである。今回の開発によ
って付与された「付加価値」に該当するものは一切存在しな
いため、現行品からの置き換えとなるべく期待されている現
実がある。また、鉗子全体で140万本／年の国内需要があ
るものの内４割が海外からの輸入となっている現状があるた
め、国産化することによって国内はもとより海外へ輸出する
ことが可能となれば、海外の需要も取り込むことが出来る。

特 徴

特 徴

射出成形エンジニアリングにおける
ユニークな技術の実現

医療･紛争･災害発生地から
手工芸･釣り具･雑貨まで多目的に使用可能

概 要

けんいん

鉗子は、物をつかんだり牽引したりするのに使用する器具
である。医療用途としては、手術中や処置の際のクランプ
（チューブ・止血など）が中心となる。
医療現場にて、高機能かつ衛生的な樹脂製鉗子のニーズが
高まっているものの開発が難しいという医工連携の打診もあ
り、本格着手した。当社は1963年の創業以来、
「小さくても
一流である」ために、射出成形現象に挑み「従来通りを打破
する」技術開発を経営方針・品質方針に
掲げ、独自技術の開発を増強注力するこ
とに取り組んでいる。当社の強みである
配向制御や塗装レスメタリック成形など
の技術を集結し、開発実現したものがこ
の付加価値の高いオリジナル鉗子である。

用 途

概 要

世界初の環境配慮型、2ピースのペアン型、
オール樹脂製の鉗子開発

●トキ・コーポレーション株式会社

高級志向のショーケースやショーウインドウ、
博物館などのアクセント照明に最適

本製品は、高級ブランド店や宝飾店などのショーケースや
ショーウインドウ、展示物の入れ替えがある博物館などの上
質でテクニカルなライティング用途に最適である。近年は東
京オリンピックを控え、新規建築物件やリノベーション案件
が増えている。さらに、インバウンドを狙った博物館、美術
館の整備にも力が入っており、各方面で需要が期待される。
また本製品は海外の展示会でも好評を得ており、東南アジア、
中東、米国、欧州各国のデザイナーへのPRや、代理店への
プロモーションを通じてグローバルな展開を描いている。
共通の給電レールに設置された複数のLEDスポットライト
の照度を個別にも調整できるようにした製品です。同社の
得意とするデザイン性に優れたLED照明に新しい機能を
付与した点だけでなく、デザイン性と利便性を同時に満足する個別
調光機能を実現するため、マグネットによるスイッチを導入した工夫も
高く評価されました。東京オリンピック･パラリンピックを機に、
様々なもの
を美しく見せる日本のきめ細やかな工夫を世界に発信していただくよ
う期待いたします。

講評

Company Data
社

名

トキ・コーポレーション株式会社

住

所

東京都大田区平和島4-1-23 JSプログレ2F

Ｔ ＥＬ

03-5763-6121

ＦＡ Ｘ

03-5763-6130

メール

https://www.toki.co.jp/tokistar/contact

H

P

https://www.toki.co.jp

業

種

機械・照明器具製造販売

事業内容

照明業界初の透明ソケットによる「テープライト」、全方位発光
型LEDランプ「トキレッズ」、 動く照明「フォーカシングダウン
ライト」 など、より良いアメニティ空間の提供を追求した間接
照明用の器具の開発・製造・販売を主たる事業としている。
その傍ら、次世代の駆動装置として金属系人工筋肉「バイオメ
タル」とその制御技術・応用製品の開発も手掛ける。

テクニカルで細やかなライティングが可能な
高い意匠性のLEDスポットライト
6

おおた福祉･
医療賞

優秀賞

見守り機能付き服薬支援ロボット

ポータブルお茶ミル
「Sururu（するる）」

「ＦＵＫＵ助」

●株式会社メディカルスイッチ

高齢者にとってたくさんの種類の薬の服用を管理するの
講 評 は大変面倒なことですし、間違うと健康に関わる事態にな
りかねません。
こうした悩みを解決するための製品として
本製品は、高齢者にとってもなじみやすいデザインと機能を有してい
る点と、調剤薬局と連携して、薬の充填やレンタルにも対応するビジネ
スモデルが高く評価されての受賞です。同様のコンセプトの製品に対
する本製品の優位性を押し出して、高齢者の皆さんの不安の解消
に貢献していただくことを強く期待いたします。

Company Data
社

名

株式会社メディカルスイッチ

住

所

東京都大田区西糀谷4-26-6

急須で淹れた緑茶はおいしいですが、残った茶殻を捨てる
のが面倒。実は茶殻には、ビタミンEやAなどお茶に溶け出
さない成分が残っていて、捨てるには大変もったいない食材。
本製品は茶殻を捨てずに茶葉を粉末にして活用する緑茶専用
ミルです。また、手動式で電源不要、邪魔になるハンドルは
本体に収納でき、コンパクトになるので、ご家庭はもちろん
オフィスや外出先など、いつでも、どこでも挽きたての栄養
価の高いお茶をお飲みいただけるよう、ポータブル性にも配
慮しました。

いつでも、どこでも使えるコンパクトさで
持ち運びに便利です

・移動時に邪魔になるハンドル部は本体に沿うように収納で
きコンパクトになります。
・できた粉末がこぼれにくい構造でまわりを汚さない。
できた粉末は一旦本体の中容器の振出部にたまります。振
出部は上下2部品で構成され、下部を回転させることで粉
を落とす穴が開閉する構造となっているため、粉を他容器
等に移し替える際にスプーンなどを使わずそのまま粉を投
入することができます。また、振出部の先端は少し突起し、
直径が約18mmなのでペットボトルの口サイズにもピッ
タリ収まります。
・携帯に便利なポーチ付き

健康生活のサポートに、
挽きたてをいただくというあたらしい習慣

国内においては高齢化が進み益々健康に対する意識が高ま
り、また生活者の生活スタイルも多様化しています。そんな
中、忙しくも健康や美容に配慮したいと思うニーズに応える
ために緑茶の成分をいつでも、どこでも効果的に摂り入れら
れる機能を備えた緑茶専用ミルで、日々の健康をサポートす
るあたらしい習慣をご提案をします。
一方で海外での「MATCHA」人気の高まりや東京オリン
ピック・大阪万博の開催など、今後さらに来日する外国人観
光客が増加することが予想される中、抹茶好きな健康志向の
外国人向けの提案も進めて参ります。
茶葉に含まれる各種栄養素や食物繊維をすべて摂るこ

講 評 とができる緑茶用のミルは数多く出回っていますが、本製

品は湯飲みに直接、粉末緑茶を入れられる工夫や、外出
先でも使えるよう持ち運びに配慮したデザインが評価されました。本
来の福祉･医療とは少し異なった観点ですが、昨今の健康ブームを
背景に、粉末緑茶という比較的新しいコンセプトの飲み物に興味を
持つ「目の肥えた」ユーザーに本製品の工夫やデザインが受け入れ
られることを期待して、福祉・医療賞を差し上げることにいたしました。

Company Data
社

名

株式会社東京商工社

住

所

東京都大田区南蒲田2-27-1

Ｔ ＥＬ

03-3739-8080

ＦＡ Ｘ

03-3739-8860

メール

info@sururu.jp

info@medical-switch.com

H

P

http://www.sururu.jp

P

https://www.medical-switch.com

業

種

各種商品卸売業・自社企画商品の卸・販売

種

電気機械器具製造業

Ｔ ＥＬ

03-6883-3360

ＦＡ Ｘ

—

メール
H
業

事業内容

服薬支援ロボットの製造・販売

居宅高齢者の服薬支援と見守りを実現
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挽きたて茶葉は鮮度良く、
緑茶の成分をまるごと摂取できます

用 途

本製品は、通信機能を標準搭載しており、インターネット
回線のないご家庭でもコンセントに差すだけで手軽に設置で
きます。また、当社が独自に開発した内部機構を採用してお
り、調剤薬局で「一包化」された薬包を約30日分保管でき
ます（特許取得済）。これにより、たとえば利用者の通院日
にまとめておくすりをセットし、その後１ヶ月にわたって服
薬介助をFUKU助に任せ、利用者の生活状況をスマホアプ
リで確認することができます。
さらに、自動アップデート機能により、お客様の声を反映
して継続的に機能を成長させることが可能です。

本製品は、主に高齢者の居宅に設置して、服薬介助や見守
りを行うために使用します。
たとえば、お一人暮らしの親御さんの家に本製品を設置し
て服薬介助を任せることで、おくすりの飲み忘れや飲み間違
いの防止効果が期待できます。また、気温や人感反応といっ
たセンサー情報を確認することで、親御さんの安否を手軽に
確認することができます。
さらに、かわいらしいデザインを活かし、朝のあいさつや、
ゴミ収集日をお知らせするなどのコミュニケーション機能も
有しており、服薬支援にとどまらない利用者のパートナーと
して活用いただけます。

特 徴

特 徴

１ヶ月分のおくすりを保管し、
スマホで状況確認

おひとり暮らしの高齢者を支えます

概 要

FUKU助は、あらかじめ設定した時刻になると利用者へ
服薬を促す、服薬支援ロボットです。また、内部に多数のセ
ンサーを搭載しており、気温・湿度・人感反応といった周辺
環境の情報を記録し、服薬記録とあわせてクラウドへアップ
ロードします。
クラウドにアップロードされた情報は、Webブラウザや
スマホアプリによって参照でき、離れて暮らす家族や、医
療・介護事業者といった関係者へ共有できます。また、服薬
時刻に利用者が応答しない、室内の気温が異常に高い、等の
異常を検知した場合に緊急通知することもできます。
私たちはFUKU助を提供することにより、高齢社会の課
題である医療･介護負担の軽減と、質の向上を目指しています。

用 途

概 要

高齢社会の課題解決を目指す
IoTロボット

●株式会社東京商工社

事業内容

家庭用品・防災用品・水回り用品・住宅設備機器の商社。
多様なニーズに応えられるよう、自社企画の商品開発も行う。
昨年から福祉用具の貸与・販売事業所として高齢者や障がい
者に特化した住宅改修も行う。

いつでも、どこでも使えるポータブルお茶ミル
8

おおた秀逸
技能賞

おおた
ネットワーク賞

ハーフミラーを活用した
内照式のショーケース

足関節リハビリ支援装置

「AMS-28」

●株式会社西尾硝子鏡工業所

ガラス製ショーケースをハーフミラーで制作し、内部照明を
行うことで、どの方向から見ても展示物の側面･背面が鏡
として機能して、展示物をより魅力的に見せることができる
製品です。
こうしたコンセプトの新規性に加え、同社が誇るガラスの
加工と接合技術を活かして様々な形態のショーケースをデザイン的に
も美しく実現した点から、おおた秀逸技能賞を差し上げるにふさわし
い製品との評価で一致しました。
こうした優れた技術・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。

講評

Company Data
社

名

株式会社西尾硝子鏡工業所

住

所

東京都大田区大森北5-9-12

Ｔ ＥＬ

03-0761-5494

ＦＡ Ｘ

03-3763-8819

メール

info@nishio-m.co.jp

H

P

http://www.nishio-m.co.jp

業

種

ガラス加工・内装仕上げ

事業内容

百貨店や駅ビル、ショッピングセンターなどの商業施設にある
店舗のショーケースやショウウインドーのガラスの加工や取付
けが主たる業務。一般ユーザー向けに専用のWEBサイトを通
してオーダーミラーの販売も行っている。

DISPLAYの 「見せ方」にこだわり
ミラー効果が空間を演出する
9

主力事業（試作部品製作、システム開発、装置設計製作）
の技術を生かし医療・福祉機器開発に取組んでいる。
本製品は、足関節のリハビリ用他動運動装置であり、モー
タ駆動により底屈・背屈運動を行うものである。医療機器、
福祉機器として脳卒中片麻痺患者及び骨折や靱帯損傷患者の
拘縮予防、関節可動域回復などの効果を目的に開発した。ま
た、寝たきりの患者やICU内の患者などの深部静脈血栓症予
防、更には脳卒中後の神経系再生への効果も期待できる。
なお、東京工業大学の基本特許をベースに製品開発を行っ
たもので、製品化に当たって開発した自社技術を特許出願し
た。また、製品開発に当っては東京工業大学、東京労災病院
より助言を頂いた。
特 徴

DUALにはDUAL1～ DUAL5まである。5種類共に自社
の強みであるガラスの小口を45度に傾斜して接着する技術
を採用している。そのためフレームレスの形状となり見た目
がすっきりとしている。特にDUAL5については五角形の形
状で傾斜の角度も45度ではなく、正確な寸法精度が出せな
いと形にならない。DUALは個々の仕様は新しいものではな
いが、接着にはこだわりを持っており、ショーケース全体と
して新しい見せ方を追求している。

インテリア製品として特に高価なモノやDISPLAYとして
価値のあるモノを空間の世界観を演出するシーンでの用途を
考えている。一方でDISPLAYの「見せ方」で付加価値が上
がるケースもある、例えば宝飾品・ジュエリーなどはそもそ
も商品を裸で置くことはないが、内照式のミラー効果により、
そのDISPLAYが持っている価値をさらに高める効果を発揮
することができる。百貨店などの宝飾売り場での商品の価値
を上げるための「見せ方」として具体的な引き合いを頂いて
いる。

産学医連携に基づく
足関節リハビリ支援装置の開発

患者自ら若しくは介助者が装着でき、
安全性、利便性などを追及

本装置は、専門的な知識を有していない患者自ら若しくは
介助者が装着し足首のリハビリを行うことができる装置であ
り、次のように安全性、利便性などを追及した。また、１台
で２通りの使用姿勢をとれるデザインとした。
・足首の関節は屈曲・伸展に伴って足首の回転軸が移動する
ため、リハビリ装置の回転軸も足首の回転軸の移動に合わ
せて移動する機構を開発
した。
・これにより、下腿部に装
置がラフに装着された場
合でも、関節のリハビリ
運動が適切に行われ、装
置の位置ずれなどによっ
て関節部や装着部に過負
荷がかかることはない。

用 途

特 徴

自社の強みである小口を45度に
傾斜接着する技術を全シリーズに使用

DISPLAYの付加価値を高める
「見せ方」

概 要

従来、DISPLAYが主役であり、それをより引き立たせる
脇役としてガラスのケースがあった。
今回のDUALは透明のガラスを使用せずにハーフミラーを
使用することと、ケース内にLEDを使用した点灯式(内照式)
とすることで、照明がOFFの状態のときは外側がミラー効
果となり内部が見えず、照明がONの状態のときは内側がミ
ラー効果となり万華鏡のごとく、DISPLAYが連続してみえ
るようになる。LEDのON/OFFのスピードを変えることも
でき、ケース内がひとつの世界観を演出でき、DISPLAYの
価値を高める効果を発揮できる。

用 途

概 要

DISPLAYが脇役、
ショーケースが

●アベテクノシステム株式会社

足関節のリハビリに貢献

本製品の対象ユーザーは脳卒中片麻痺患者、脛骨骨折患者、
靱帯損傷患者である。対象ユーザーが利用する治療施設はリ
ハビリテーション科のある病院や一般診療所、老人健康保険
施設、通所リハビリテーション施設及び、自宅などである。
脳卒中発症後の早期リハビリは非常に重要であり、早期に
開始するほど後遺症の軽減、入院期間の短縮、廃用症候群の
軽減などが期待できる。骨折等のリハビリについても重要で
ある。
これらに対し、患者にやさしく、かつ、使い勝手の良い安
価な足関節リハビリ支援装置を提供するものである。
本製品は脳卒中などの後遺症で足首の運動に障害を負
った方のリハビリテーションを支援する装置です。
複雑な動
きをする足首関節にあわせて屈曲・伸展する特殊な機能
を一つのモーターで実現していること、それ故に小型軽量な装置とし
てユーザーの使いやすさに配慮できていることの優秀性が高く評価
されました。
これに加えて、大田区に本拠のある大学や病院と連携し
て製品としての機能や効果を高めていることから、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。

講評

Company Data
社

名

アベテクノシステム株式会社

住

所

東京都大田区千鳥1－11－2

Ｔ ＥＬ

03-5700-1969

ＦＡ Ｘ

03-5748-0555

メール

head_office@abetechno.com

H

P

http://www.abetechno.com/

業

種

情報通信機械器具製造業、その他の製造業

事業内容

・高精度 高品質 樹脂・金属切削加工
・製品評価・開発支援装置等の設計製作
・監視システム・放送システム等のシステム開発

足関節リハビリ支援装置で社会の課題解決へ
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おおた
チャレンジ賞

奨励賞

血液サンプルを用いた

免疫障害性統合失調症/自閉症検査キット

喫煙室用空気清浄機

●株式会社RESVO

●インパクトワールド株式会社

この製品は、免疫障害に由来する統合失調症を血液サ
ンプルから診断する検査薬で、この疾患に特有の血中マ
ーカータンパク質を高感度に検出する方法の新規性、微
量で様々な形態の血液サンプルに適合する優秀性が高く評価されま
した。医療機器であるため上市には国内外の認証が必要であること、
新しい概念に基づく検査であることから評価が固まるには時間を要
するであろうことなど、まだまだ越えるべきハードルは残されています
が、
こうした製品に果敢にチャレンジされた意欲を特に評価して、
おお
たチャレンジ賞を差し上げることにいたしました。

講評

Company Data
社

名

株式会社RESVO

住

所

東京都大田区羽田旭町7-1-204

Ｔ ＥＬ

050-5308-8561

ＦＡ Ｘ

−

メール

info@resvo-inc.com

H

P

http://resvo-inc.com/

業

種

医薬品開発、製造、販売

事業内容

・ 精神疾患に関する研究開発事業
・ ストレスに関する研究開発事業
上記領域における共同研究・受諾検査事業

血液検査を活用し、
統合失調症における新たな治療プロトコルの実現へ
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揮発性有機化合物VOC（Volatile Organic
Compounds）の分解・脱臭装置実現

本製品は、たばこ喫煙分野において、喫煙者から発生する
揮発性有機化合物VOC（Volatile Organic Compounds）
や臭気成分ガスの分解・脱臭を可能にする製品である。具体
的な使用例は、４人前後の喫煙室内に設置し、喫煙者に快適
空間を提供し、且つ近辺の生活者へ分煙配慮を可能にした。
当社は、環境分野における有害ガス分解に関する製品化を
中心に展開してきた経緯があり、その基幹デバイスを当社独
自発明であるPACT®（Plasma Assisted Catalytic Technology）素子の研究・開発に注力してきた。その技術は、
関連機関から高い評価を受けていた。
今回の製品を開発するに至った背景は、東京都、日本たば
こ(JT)、厚労省の分煙対策動向に対処した。

高性能の分解・脱臭性能

本製品の特徴は、有害ガス、特に揮発性有機化合物VOC
（Volatile Organic Compounds）の分解性能で表現できる。
類似装置（日鉄工業、トルネック製等）との性能比較を分析
機関で比較評価した結果、本装置は99％前後の分解性能を
示し。圧倒的優位性を検証できた。
本機能はPACT®デバイスの構造、その電極表面触媒処理、
プラズマの安定発光、処理風量の確保（装置設置部屋の取り
込み風量0.2m/s以上）など総合的な品質の有効性を示した。
本装置は、既に一部企業内「喫煙室」に導入され、約２年
以上の稼働実績を検証した。更に新規商談先から、小型・軽
量化を求められており、基本性能を保持した上で、装置のダ
ウンサイジングを希求され、その改良装置を完成させた。年
内に改版装置を顧客へ設置予定である。

用 途

本キットにおいて、最も特筆すべき特徴は、精神疾患にお
いて生化学検査よる原因判別を可能にしたことである。
現在、臨床現場において精神疾患の診断基準には構造化面
接を主に用いており、生化学検査における検査、判別手法が
ほぼ存在していなかった。そのため、同様の症状であっても
の発症要因が異なる場合、発症要因の特定が非常に困難とな
っていた。
本キットを活用することで、統合失調症/自閉症が免疫障
害に由来するか
否かを判別する
ことが可能とな
るため、発症要
因に合わせた個
別化医療が可能
になると考えて
いる。

本キットは、薬局で購入可能な簡易的な検査キットとは異
なり、臨床現場において診療時に使用することで医師の診断
を補助する医療機器としての用途を想定している。特に統合
失調症や自閉症の場合、治療薬選択の指針になる診断補助薬
が脆弱であるため、実用化されれば臨床現場におけるインパ
クトは大きい。本技術は原理的には自閉症にも応用可能であ
るため、発症予防を見据えた新生児における早期リスク診断
キット（ろ紙血を用いた検査）としてもリリースを検討して
いる。

特 徴

特 徴

血液から発症原因を判別し、
より効率的な治療方法を選択

臨床現場における診断迅速化と
早期治療に貢献

概 要

統合失調症やうつ病をはじめとした精神疾患は、5人に1
人が生涯に一度は罹患すると言われる。しかしその対処法は
未だ十分に確立しておらず、長年に渡り多くの患者やその家
族を苦しめているのが現状だ。近年、精神疾患はストレス、
免疫障害など様々な要因によって発症することが明らかにな
りつつあるが、発症要因に合わせた治療プロトコルはまだ確
立されていない。そこで我々は病態を再現したモデル動物の
研究・開発によって発見された免疫障害性統合失調症/自閉
症血液マーカータンパク質FLCを基に、血液から患者の発症
原因を層別する検査キットの開発に取り組み、検査を行うこ
とで治療効率化・患者QOLの向上を目指す。

用 途

概 要

免疫障害性統合失調症/自閉症を判別する
簡便な血液検査キット

有害ガス分解・脱臭など
広範囲な空気清浄機

本製品は主に環境分野におけるたばこ喫煙室内に設置し使
用され、喫煙者から排出される有害ガス,特に多種多様の揮
発性有機化合物VOC（Volatile Organic Compounds）分
解と脱臭に飛躍的な効果を発揮できる。本製品の開発及び導
入によって、分煙対策に大きく貢献したほか、生活空間の浄
化への利用も大きく期待されている。
今後は、商談のある、大手コーヒー店内喫煙室への導入と
販路拡大を進めつつ医療機関や生産工程の有害ガス処理など
への展開を視野に入れ、シェアの拡大を図る。
喫煙室用の空気清浄機は多くの製品が販売されていま
すが、本製品は、同社の得意とするプラズマ支援触媒技
術を用いてたばこ煙に含まれる様々な化学物質を高効率
に分解できる優秀性や、分解器への炭素蓄積を回避する工夫が評
価されました。
この製品は大手たばこメーカーの基準に準拠して開発
されており、ユーザーのニーズに的確に応えることができる点も強み
です。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた分煙対
策が求められる中、この分野をリードする製品に育てていただきたい
と思います。

講評

Company Data
社

名

インパクトワールド株式会社

住

所

東京都大田区田園調布2-42-5 アパートメントカヤ302

Ｔ ＥＬ

03-6423-9301

ＦＡ Ｘ

03-6423-9305

メール

hayashi@impact-world.jp

H

P

http://www.impact-world.jp/

業

種

環境関連機器の開発・設計・製造・販売

事業内容

PACT®素子を搭載したガス処理装置の製造・販売

喫煙室内の空気を脱臭・浄化し、
分煙対策に大きく寄与
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大田区中小企業 新製品･新技術コンクール

過去受賞企業

奨励賞

協会のHPより歴代の受賞企業を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。

衛生チェックアプリ

「コロコロチェッカー」
●菱熱工業株式会社

優秀賞

（株）
アイオイ・システム

優秀賞

（株）
アシスト

おおた
福祉・医療賞

（有）
タジマ

29

おおた
秀逸技能賞

（株）
高桑製作所

おおた
ネットワーク賞

現状の食品工場では、コロコロの正しい方法を一覧表での
掲示や、動画再生などで従業員に告知していますが、その場
では理解しにくいものになっています。このコロコロチェッ
カーを導入することで、コロコロの正しい方法や回数など感
覚的に理解させることができます。
今後、外国人の従業員の増加が見込まれる中、需要は増え
てくると見込んでおります。
食品工場へ入構する際には、衛生管理上、衣服に付着
講 評 した異物を粘着ローラー等で取り除くことが求められます。
本製品は、画像によるガイダンスとローラーに内蔵したセン
サーによる作業確認とを組み合わせ、作業手順や時間を指示すると
ともに、作業状況を記録することができます。
こうしたコンセプトの優秀
性に加えて、働く方の多国籍化にあわせて各国語でガイダンスが行
える工夫が評価されました。働く方の多国籍化と「ジャパン・クオリテ
ィ」を両立させるツールとして、当該分野で普及することを期待いたし
ます。

Company Data
社

名

菱熱工業株式会社

住

所

東京都大田区南馬込2-29-17
03-3778-2111

ＦＡ Ｘ

03-3778-2100

メール

ikegami@ryonetsu.com

H

P

https://www.ryonetsu.com/

業

種

設備工事業

事業内容

冷熱エンジニアリング総合企業
冷熱プラント、冷熱機械、環境装置、冷凍冷蔵、空調衛生設備
のエンジニアリング、コンサルティング、設計、製造、施工、メ
ンテナンス

28

回

Ｔ ＥＬ

奨励賞

（有）
大野精機

奨励賞

（株）
KDA

奨励賞

（株）
ビートセンシング

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

ひかり屋根
（株）

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

奨励賞

食品工場の毛髪チェックはアプリにお任せ！
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斎藤遠心機工業
（株）

Kvel（クベル）

周囲の音を光に変換する技術で、ロウソクのきらめきをＬＥDキャンドルライトで再現

プロジェクションピッキングシステム®

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

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

お待たせしました!!

ついに実現、ＳＦ映画の世界!

アトマーブラケット

開閉式超小型「歯列矯正用ブラケット」の開発

一枚鉸（ひとひらしぼり）

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

SID高効率スクリューデカンター

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

六角生爪「カメチャック」

最大12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

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）
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

散剤調剤用の高自転回転を達成した自転公転装置

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

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

第

見本動画をただ流すだけでは、コロコロすべき部位や回数
を正しく理解できません。そのため、回転と動画が連動する
システムが必要と考えました。
そこで、コロコロ本体に三軸のセンサーを搭載し、z軸が
円を描くことで「コロコロしている」と認識するシステムを
開発しました。これにより、コロコロ本体の回転と動画が連
動するようになっていて、一定の回転数に達すると、次のス
テップへ移ることができるようになっています。こちらの技
術は、特許出願中です。

新人教育として

回

特 徴

コロコロ本体にセンサーを搭載

ゼロバイゼロ

第

食品工場では入場前に必ず、衣服の毛髪などを取る作業を
おこないます。
昨今では、外国人の従業員が増えており、新人教育では英
語などを使って教える必要があります。また、各工場により
衛生チェックのルールが決まっていて、なかなか1回では覚
えさせることができません。そこで、日本語の分からない方
でも分かりやすく正確に動画で理解できる衛生アプリを開発
しました。
また、正しくコロコロできているかを品質管理担当の方が
あとからチェックする機能もついています。

用 途

概 要

食品工場では欠かせない、外国の方でも
感覚的に理解できるアプリを開発

最優秀賞

奨励賞

トキ・コーポレーション
（株）

（有）
エムティ プレシジョン

高電工業
（株）

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

