販路開拓コーディネート事業を終了された企業一覧
企業名
㈱木下製作
所
http://www7.
ocn.ne.jp/~k
sworks/
1

企業名

写真・イメージ図

事業概要

超薄肉ダクタイル鋳鉄

安田工業㈱

高窒素ステンレスワイヤー

強度と靭性に特長を持つダクタイル
鋳鉄の特長を保持し、かつ2mmという
薄肉化と耐熱性を加えた独自のダクタ
イル鋳鉄鋳物。独自の電気炉を採用
することにより、溶融時の脱酸、脱硫を
強化、薄肉化と軽量化を実現した。軽
量化を必要とする製品に効果大。

http://www.y
sd-kk.co.jp/

従来のステンレスワイヤーに比べて
高強度と優れた耐食性、耐水素脆性を
兼ね備えた非磁性のステンレスワイ
ヤー。
連続・高速熱処理機構を持つ独自の
加熱炉を開発し、高窒素を含有したス
テンレスワイヤーを少ロットで製作可能
とし低コスト化を実現。

企業名

事業概要
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企業名

事業概要

㈱四国ライト

ガードレール用金属片付着防止ボルト
「セーフティボルト」

㈱奥谷金網
製作所

板厚より小口径のプレスのパンチン
グメタル 「スーパーパンチング」

車両進行方向側のガードレールとボ
ルトの隙間をなくし、衝突時にガード
レールが変形しボルト頭部とガード
レールの隙間に金属片が付着する事
を防止。通行者等への負傷を未然に
防ぐ。ボルトねじ部を偏芯させた世界
唯一のボルト。従来のガードレールの
形状を変えず、ボルトのみの変更で設
置できる。

http://www.
okutanikan
aami.co.jp/

従来のパンチングプレス加工は金属
の厚みより小孔径の加工は不可能とさ
れていた。本商品は独自の「精密自動
高速打抜機」の採用等新技術の導入
により板厚よりも小さい孔径及び小さ
い骨（≒小ピッチ）の加工を実現。これ
により切削加工やレーザ加工に頼るこ
となく厚板金属に小孔径・小ピッチの加
工を低コストで実現可能。

企業名

事業概要

http://www.s
hikokuright.c
o.jp/
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企業名

㈱太田精器
http://www.
ohtaseiki.co
.jp/
5

事業概要

【⑥-１金属】

事業概要

写真・イメージ図
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写真・イメージ図

ナノ微粒炭化タングステン１００％ 新
超硬素材

㈱田中製作
所

筐体板金加工技術 （冷間鍛造およ
びプレス多層筐体技術 等）

結合剤を使用せずナノ微粒の炭化タ
ングステンのみを、当該企業独自の放
電プラズマ焼結プロセスにより加工し
た国内初の超硬素材。超硬素材の中
でも最高硬度 （２７００ＨＶ）を持ち、ま
たコバルト等の結合剤 を含まないため、
耐熱性が高く、融解、熱膨張、腐食が
極めて少ない。他の超硬素材に比べ、
表面が非常にフラットである。

http://www.
hearttanaka.co.j
p

当社は、①薄板難加工ステンレス材
の工法②高強度アルミ材の３軸プレ
ス加工③プレス多層筐体成形④マグ
ネシウム合金のプレス加工⑤その他
ミニプリンター用研磨レスカッター、電
子天秤用板バネ等の筐体板金加工
技術の優れたコア技術を有している。
保有する量産化への解決能力をあわ
せて提案を行っている。
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販路開拓コーディネート事業を終了された企業一覧
企業名

事業概要

㈱タイヨーア
クリス

小型精密金属プレス部品のワンストッ
プ生産サービス

㈱新日本
テック

http://www.t
aiyoaquris.
co.jp/

電子部品用プレス部品の開発・試
作・金型製作・生産立上げ時少量生
産、大量生産、終息時少量生産と、そ
の部品の全生涯を、他社を介さず自
社にて全てのフェーズに対応し、自己
完結型のワンストップ生産サービスを
顧客に提供する。尚、製品化可能なプ
レス部品は、小型精密金属プレス部
品である。

http://www
.sntec.co
m/
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企業名
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写真・イメージ図

企業名

事業概要

超精密金型部品の製作を得意とし、
プレス、プラスチック用超精密金型や
金型部品を製作。金型の性能を最大
限に引き上げ、メンテナンス性向上、
トラブル削減、長寿命化、省エネ等に
貢献する用途に応じた特殊な金型部
品を開発、製造。当社の特徴は① 各
種用途に合致した機能性金型部品商
品群② 現場課題に対応するコンサル
ティング力③ 高度な加工技術である。

事業概要

弘陽工業㈱

55％アルミ亜鉛合金溶融めっき 「ガ
ルバリ55」ボルト・ナット・くさびナット

浪速鉄工
㈱

マルチアイボルト、マルチアイボルト
ハイブリッド

ボルトナット締結部のみが錆びるた
めに必要となるメンテナンスなどを削
減することができる。特徴は、①抜群
の耐食性でメンテナンスフリー・長寿
命化に貢献②接触腐食（電食）がない
③硬くて、熱に強い④有害物質を含ま
ず、ＲｏＨｓ指令にも対応可能⑤くさび
ナットへのめっきも可能である。

http://www
.naniwairon.com

アイボルト(NCマーク)で国内トップ
シェアである当社が、アイボルトの横
吊りによる事故防止のために開発し
た商品である。フックに引掛ける部分
が自由に回るため、どの方向でも安
全に吊り上げることができる。また、従
来アイボルトに比べ３倍の荷重に耐え
ることができる。マルチアイボルトハイ
ブリッドは、強度とサイズのバランスを
取った商品である。
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機能性金型部品

企業名

http://www.
kohyokogy
o.co.jp
9

【⑥-２ 金属】

事業概要

写真・イメージ図

販路開拓コーディネート事業を終了された企業一覧
企業名
ＦＮＳ㈱

卓上型マシニングセンター

http://www.fn
s-inc.co.jp/

小型・卓上型で金属加工が可能なマ
シニングセンター（ツール自動交換可
能）。コンパクトながら、加工可能エリア
がW500×L300×H200を実現、位置決
め精度は±２ミクロン。ＡＣ100Ｖ電源に
て駆動。競合製品に比べ高機能ながら
価格は安価。

１

企業名
㈱東洋高圧
http://www.t
oyokoatsu.c
o.jp/
3

5

事業概要

事業概要

【⑦-１ 機械】

写真・イメージ図

企業名
㈱アトラステ
クノサービス
http://www.a
tlasts.co.jp/
2

写真・イメージ図

企業名

中低温高圧技術による、食品エキス抽
出機「まるごとエキス」

㈱イワサキ
技研
（旧：（有）熊
本熱学）

酵素水と共に封入した食材に４０℃
～６０℃の温度で５０MPa～１００MPa
の静水圧を掛けることで約２４時間で
分解し、食品をエキス化する。食材の
栄養成分やうまみ成分を損なわずに濃
厚なエキスを作成可能。防腐剤として
の塩やアルコール等の添加物が必要
ない。
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企業名

事業概要

写真・イメージ図

企業名

㈱寄田メンテ
ナンス

お客様で作れるラインコンベア「ミニワ
コ」

㈱大北耕商
事

小型で簡易なオーバーヘッド式自走
コンベア。メカ機構の簡略化と小型化
により、大幅な価格ダウンと汎用性を
実現。輸送部を大幅に軽量化し、ユ
ニット交換、移設、設置が容易。無配線
構造で、ユーザー自身が現場でユニッ
ト交換可能。容易に多種工程に対応。
プログラミングもきわめて簡便。

http://okitako.com/jp/
6

事業概要

写真・イメージ図

工業用濾過装置
機械加工で使用されるクーラント液や
切削油などからスラッジや粒子を濾過
する工業用濾過装置。独自のフィル
ターと構造により0.5μの精密濾過が可
能で、刃物の寿命、加工精度の向上に
つながる。一台で毎分数千リットルまで
の濾過を可能にし、濾材の交換作業や
メンテナンス工程を削減。

事業概要

写真・イメージ図

均熱特性に優れた輻射加熱電気炉
「ゴールド ファーネス」
ガラス管の内側にゴールドミラーを蒸
着した透明電気炉。稼働中に内部観察
でき、ゴールドミラーによる優れた熱効
率と均熱特性を持つため、作業性がよ
く、気相成長炉や研究開発用の実験炉
として活用が可能。

事業概要
NSWS地盤調査装置
宅地や堤体や路肩などの地盤状況
を自動で測定する装置。計測ピッチを
10mmに細分化し土質の詳細な調査、
自沈領域の特定が可能。傾斜45度な
どの地盤測定を実現し様々な地形の
計測ができる。従来装置に比較し、導
入費用、運営費用も低減。又、本技術
は各県の池堤防調査にも採用されて
いる。

写真・イメージ図

販路開拓コーディネート事業を終了された企業一覧
企業名
日本FRP㈱
http://www.n
ihonfrp.co.jp
/
7

企業名

9

都市型洪水などで地下街などに雨水
が流入するのを防止する扉。FRP素材
を用いた独自の浮体構造を用いること
により、雨水のエネルギーを開閉時の
動力として利用。人力や電力を使用し
なくても、非常時に瞬時に稼働できる
防水システムを実現。省スペースでの
設置が可能。

http://www.n
eubrex.jp/

事業概要

http://www.e
onet.ne.jp/~
ohkuboseiko
/

軸支持部の直径を太くし剛性を高め、
高速回転でも軸がぶれず高精度加工
ができるように構造を工夫。軸突出
600㎜の長尺×軸直径40㎜の小径を
達成したスピンドルの設計・製作・保守
を実現。又、測定用治工具の設計・製
作・機械部品の受託加工が可能。航空
機や造船などで要求される大型精密
部品も高い生産性で加工可能。

http://www.y
amakin.co.jp

企業名
ニューブレク
ス㈱

工作機械用長尺スピンドルユニット
「ブレない回転軸」

㈱山本金属
製作所

写真・イメージ図

ＦＲＰ製フローティング防水扉「寝ずの
番」

大久保精工
㈱

企業名

11

事業概要

【⑦-２ 機械】

事業概要

8

写真・イメージ図

企業名

「単一軸型」
長尺内面研削
用
地域資源
活用認定

内面研削用

４連式回転曲げ疲労試験機
回転曲げ疲労試験機は、同時に一試
験片（テストピース）での試験が一般的
だが、当製品は独自の構造の採用に
より、同時に4試験片までの試験が可
能で、試験期間が大幅に短縮できる。
簡単に試験片の着脱ができるコレット
チャックを採用し作業時間も短縮できる。

事業概要

http://www.t
akamaru.co
m/

産業用ロボットに精通した装置メー
カーが提供する「オーダーメイドの産業
用ロボットシステム及び周辺装置」。ま
た「尼崎ロボットテクニカルセンター」を
設け、ロボット安全教育を実施し、資格
取得をサポート。ロボットセンター内に
国内各メーカーのロボットを設置し、各
種テストの実施や、用途に合ったロ
ボット選定のコンサルティングやシステ
ム設計・周辺装置の製造などを一貫し
てオーダーメイドで提供。

企業名

事業概要

㈱富永製作
所
http://www.a
quraleate.jp
12

構造物のひずみ・温度・圧力・振動分
布を1本の光ファイバを敷設することで
高精度に測定可能。最大距離分解能
2cmで構造物全体の分布情報が得ら
れることから、土木建設・プラント等の
安全監視、温度管理などに活用できる。
光ファイバー敷設からデータ処理・報
告・長期監視まで一括したサービス提
供可能。

産業用ロボットシステム

マシニングセンタ用

写真・イメージ図

高精度ひずみ・温度分布計測装置

高丸工業㈱

10

写真・イメージ図

事業概要

中性電解水生成装置「アクラリーテ」
水道水だけを使って、人と環境に優し
く強力な除菌効果を持つ中性電解水を
生成。多くのウイルスや細菌に効果を
発揮、除菌力が長く持続、貯水も可能。
添加物は一切不要で、電解漕内に隔
膜を必要としないシンプルな構造。毎
分１２～１３Ｌまで生成可能。

写真・イメージ図

写真・イメージ図

販路開拓コーディネート事業を終了された企業一覧
企業名
京都機械工
具㈱

http://ktc.co.j
p/
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15

17

事業概要

【⑦-３ 機械】

写真・イメージ図

企業名

事業概要

データ記録機能付きデジタル式トルク
ツール「デジラチェ：メモルク」

㈱カコテクノ
ス

耐環境型カスタム対応可能回転速度
センサ

ボルトの締め付け作業と締め付けた
ボルトのトルク測定が可能なデジタル
式トルクツール。トルク作業の履歴を自
動的に記録、管理することができ、品
質保証のレベルが向上する。小型・軽
量であり、作業者の負荷を低減し作業
領域の拡大にも貢献。

http://www.k
ako.co.jp/

回転速度センサをコアとした、機器や
装置の用途にフィットした回転制御エン
ジニアリングサービス。模擬試験シス
テムの提供により回転計測システム構
築に費やす時間とコストを低減。回転
物の形状に即した回転センサのカスタ
ム製作が可能。

企業名

事業概要

企業名

事業概要

㈱メタル・テク
ノ

流下液膜式熱交換器による余剰熱回
収・再利用システム

http://www2.
ailink.ne.jp/me
tal/index.ht
ml

低温低圧型の流下液膜式熱交換器
を使用して温排水、温水から熱回収を
行い、回収した熱エネルギーを再利用
するシステムである。伝熱管の外側を
自然流下させるため目詰まりなどの不
具合がおこりにくく、給湯・空調のため
のエネルギーコストを削減できる。

企業名

事業概要

㈱エルコム

ネットワーク対応型自動ゴミ圧縮機

http://www.e
lcom-jp.com

プレモ４０は、ゴミを電動で自動的に
圧縮して減容するゴミ箱である。ゴミは
本来の容量の２５％に減容化される。
又、ネットワーク対応により、各ゴミ圧
縮機内のごみの量をリアルタイムで把
握することが可能である。導入メリット
は、ゴミ収集のための人件費、外注費
の削減である。デジタルサイネージと
の融合で付加価値アップ、本体の形状、
デザインはカスタマイズ対応が可能で
ある。
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米田工機㈱
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写真・イメージ図

http://www.
yonedakohkigroup.co.jp
/

http://www.a
oki-s.com/
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食品用省スペースコンベア
「立体スライドコンベア」
従来、食品搬送コンベアは構造的に
省スペース化が困難であったが、「立
体スライドコンベア」は搬送プレートが
水平移動しながら上昇・下降する構造
を採用して無駄なスペースを削減し装
置のコンパクト化を実現した。また、冷
却は特殊急速凍結方式を、加熱は加
熱水蒸気方式を採用し高品質の加工
を可能にした。

企業名
あおき製作
㈱

写真・イメージ図

事業概要
自動削孔機
中央分離帯のポストコーン（車線分離
標）や縁石（車線分離縁石）の削孔工
事をする際に、車輪のついた躯体の中
に削孔機を組み込み自動で削孔がで
きるようにした製品。清掃用のバキュー
ムを組み込むことで削孔と同時に粉塵
を集塵可能。作業環境の改善とトータ
ルコスト削減により収益性を改善する
ことができる。

写真・イメージ図

販路開拓コーディネート事業を終了された企業一覧
企業名

写真・イメージ図

企業名

事業概要

㈱ニッコー

連続式シルクアイスシステム 「海氷」

㈱アクティブ

画像による外観・寸法自動検査装置

http://www.
knikko.com

汲み上げた海水からリアルタイムで
粒径約8ミクロンの-2.5℃前後の
シャーベット状の氷を連続で製造する
装置。氷は流動性を持ち、一般的に
使用される真水砕氷と比べ、より速く
魚体温度を下げることができ①漁獲
時の活け締め・急速冷却による鮮度
保持②魚介類の搬送時の鮮度保持
に使用、船舶搭載や陸上設置が可能
で、作業効率アップやコスト削減に貢
献する。

http://www.
activeltd.co.jp

当社が得意とするソフト製作能力を
生かした、顧客ニーズに合わせたフ
ル・カスタマイズの総合的な画像によ
る自動検査装置。①人による検査で
はNG品の流出が止まらない②品質要
求が増々厳しく、検査工数・検査員が
増大③汎用検査装置メーカーは複雑
なメカには対応不可 ④キズ以外もNG
と誤認してしまう⑤タクトが遅い⑥使
い方が煩雑などの顧客の課題を解決
する。

企業名

事業概要
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企業名

事業概要
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写真・イメージ図

㈲清水営繕
興業

削岩機（ハンドブレーカー）の防音カ
バー

㈱三恵工作
所

http://www.
shimizueizen.jp/

当社は、実際に工事をするなかで、
横斫りが可能な形状で、防音性能が
高く耐久性があり、使いやすく低価格
の防音カバーを完成させた。①打撃
力はほとんど落とさず、競合製品と遜
色ない騒音低減効果がある。②コン
パクトな形状で、ノミ先がよく見えるた
め、安心安全であり、作業効率も高い
などの特徴をもつ。

http://swc.b
z/

21

企業名
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事業概要

【⑦-４ 機械】

事業概要

水青工業㈱

「直接電解式オゾン水生成装置」

http://h2of.jp

オゾン水は、強い酸化力・殺菌力を
持つ。水中のオゾンは反応すると直ち
に酸素に戻り、唯の水となる為、安全
性が高く、塩素系薬剤の様な残留性
もなく、副生物も生成しない。直接電
解式は、電解セル内の水道水の電気
分解により水中でオゾンが発生し、直
ちに水に溶解する為、高濃度（5㎎/L
～10㎎/L)オゾン水を瞬時に、連続的
に生成する。濃度は投入電力量によ
り直接制御する。

22

企業名

写真・イメージ図
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無人遮水システム「シグゲート」
水害に対応した遮水システム。特
徴は、①街中で発生する突発的な豪
雨に対して、２４時間無人で対応でき
る、軽量コンパクトな遮水システム②
水位上昇による浮力の応用で、自動
で作動する為、災害時の停電等の
影響を受ける事がない③平常時は
地下ピット内に収納される為、車両
や人の往来に支障をきたさない④構
造が単純な為、メンテナンスが容易
である。

事業概要

㈲三協ゴム
産業

プラチェーンコンベアのレンタルサー
ビス

http://sanky
o-cv.co.jp

当社はベルトコンベアを得意とする
搬送機器メーカーである。プラチェー
ンコンベアはプラスチックモジュラーベ
ルトを使用したコンベアで、ゴムベルト
に比べ、蛇行や突然の切断、重量物
搬送時のスリップがないといった優位
性がある。また、長さ調整や設置が容
易な点を活かし、プラチェーンコンベア
をレンタルするビジネスモデルも確立
している。

写真・イメージ図

販路開拓コーディネート事業を終了された企業一覧
企業名
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事業概要

【⑦-５ 機械】

写真・イメージ図

企業名

㈱協立技術
工業

液化炭酸ガス方式
ドライアイス洗浄装置

㈱サンクメタ
ル

http://www.
kyoritsugk.co.jp/

当社の液化炭酸ガス方式 ドライアイ
ス洗浄装置は、液化炭酸ガスからドラ
イアイス微粒子を生成しパウダー状で
噴射するという新たな方式を採用して
います。
従来からのドライアイス洗浄装置で
課題となっているペレットの保存、人
力でのペレット供給が不要であり、利
便性の課題を解決しました。
連続運転（自動化）も可能であり、環
境にやさしい洗浄装置です。

http://www.t
hankmetal.com/j
/index.html

26

事業概要

フィルム加工試作機群
当社は電池分野の試作用装置を開
発・製造する企業です。弊社の装置は
実生産機と同等の性能で試作できる
ことが特徴であり、電池分野において
高い実績をあげています。
本商品はこれまで電池分野で開発
してきた試作機の数々をフィルムコー
ティング分野へ展開するためのもので
あり、試作工程の大部分をカバーし、
ユーザーによるカスタマイズも可能で
あるといった特徴を有しています。

写真・イメージ図

販路開拓コーディネート事業を終了された企業一覧
企業名
㈱アンテック

紫外線検出による火災センサー

http://www.a
ntecjapan.net/

僅かな炎の出す紫外線を検知し、小
さな種火の段階で検知するセンサー。
独自技術で太陽光の影響を受けず屋
外でも使用可。火気が使用される場所
でも、何かに引火した場合にのみ反応。
放火の為に点火したライターやマッチ
の炎が出す紫外線を瞬時に検出。警
報ブザーなどを駆動させる事も可能。

1

企業名
㈱アシストユ
ウ
http://www.a
ssistyoum.com/
3

モニタリング
ミックスカメラ

http://www.
monitakun.c
om/

企業名
フコクインダ
ストリー㈱
http://www.f
ukoku21.co
m/
5

事業概要

事業概要

【⑧-１ 電子機器】

写真・イメージ図

企業名

事業概要

㈱日本ジー・
アイ・ティー

UMB無線応用の高速・高解像映像・画
像伝送デバイス

http://www.g
it-inc.com/

UWB（ウルトラワイドバンド：超広域無
線）の高速通信特性を活用して高解像
度の映像を複数台のカメラから受信可
能で、監視・防犯面で有効。 既設や
仮設の設備で配線が困難な場所でも
設置が簡易で導入コストの低減が可能。
解像度640x480（VGA）を30fpsで数台の
カメラから同時受信が可能。

2

写真・イメージ図

企業名

移動式監視カメラユニット
「モニタリングミックス」

㈱共和電子
製作所

工事不要、見たい場所へ置くだけで、
３分以内にインターネットで全世界へ画
像配信。高速モバイル通信でスムーズ
な画像と遠隔操作。
インターネットを使用し、パソコンや
携帯電話で簡単操作。防災・防犯・建
設・観光・農業など画像を必要とする目
的にピッタリ。次世代携帯電話・有線・
無線ＬＡＮ接続機能を持つオールイン
ワン設計。

http://www.k
yowadenshi.
com

事業概要

4

写真・イメージ図

企業名

鉛バッテリー用高速充電器
画期的な大電流での超高速充電と過
充電防止を同時に実現。フォークリフト
や電動車の稼働率向上と電気代の削
減に寄与。約1/3～1/4の時間で効率
充電、夜間電力時間内で充電可能。昼
休みの追い充電で残業時間でも作業
可能。予備バッテリーの削減の可能性
あり。トランス方式に比べ、電気代を約
30%削減。過充電による電池劣化を防
止でき電池にやさしい。

6

事業概要

写真・イメージ図

写真・イメージ図

LED照明灯無線ネットワークシステム
直管型LED照明灯に照度センサー、
人感センサー、無線モジュール、電源
を内蔵したオールインワンタイプ（特
許）照明灯。１本毎を無線により、きめ
細かに調光するネットワーク型LED照
明制御システム。同一ネットワーク内
のすべてのPCからの制御が可能。

事業概要

㈱三次元メ
ディア

ロボット用３次元ビジョンセンサ
「ＴＶＳシリーズ」

http://www.3
dmedia.co.j
p

大手メーカへ提供し実績を積んだ、
高信頼・高精度・高速3次元認識のコア
技術をもとに開発されたロボット用3Ｄ
ビジョンセンサ。今まで自動化が不可
能だったバラ積み部品ピッキングをロ
ボットとの連携で実現するための「目」
の役割を果たす。ロボットハンドに取付
一体型と固定カメラ向けのセパレート
型があり、第5回ロボット大賞では「最
優秀・中小企業ベンチャー賞 」を受賞。

写真・イメージ図

販路開拓コーディネート事業を終了された企業一覧
企業名

企業名

写真・イメージ図

事業概要

亀岡電子㈱

静電容量型液体レベルセンサー

㈱豊光社

ＣＣＦＬ照明 「Solana」

http://www.k
ameokaden
shi.co.jp/

製品フィルムに組み込んだ電極セン
サー部分を樹脂やガラスのゲージ管の
外側につけ、液面レベルを点（ポイン
ト）ではなく、線で検出できる静電容量
型レベルセンサー。センサー部は薄く
柔らかいフィルムで、円筒のゲージに
も簡単に設置でき、省スペースで容易
に設置可能。

http://www.h
ohkohsya.co
.jp

液晶ＴＶのバックライト等の産業機器
光源として長年実績があるＣＣＦＬを、
一般の室内照明用として開発。「長寿
命」「ムラの無い均一な光」「配光角の
広さ」「まぶしさ・チラつきの無さ」「演
色性」「省エネ」が特長の人が長時間
生活するエリアに適した光源。シーン・
用途により対応可能で、ＬＥＤ等の新
光源との共存共栄と適所適光を提案
できる。

企業名

事業概要

７

企業名
㈱広立
http://www.
koritsugrou
p.co.jp/
9

企業名
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事業概要

【⑧-２ 電子機器】

事業概要
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写真・イメージ図

高い均斉度を有する、省エネ・高効率
な高天井用照明器具

佐用自動車
㈱

産業技術総合研究所と共同して開
発した、高天井用高効率反射傘であ
る。多段に折り曲げた、異なった多面
体を組み合わせる事により、最適な照
射パターンを考案し、消費電力を1/2
以下に削減することが可能で、又施設
全体の照度を維持しながら均一に照
明する事も可能である。

http://carconveni.jp/

事業概要

㈱ＳＡＮＯ

高低温対応・薄型LED照明灯

http://sanos
s.co.jp

特徴は ①特殊環境での使用可能
（-40～65℃と-40～85℃対応の2種）
②薄型（15.4ｍｍ）フォークリストで、
ひっかけて破損するリスクも軽減でき、
作業がスムーズ。空気の流れを乱さ
ないのでほこりがたまりにくい ③安全
性（カバー部分にポリカーボネートを
使用、飛散しにくい）④長寿命：50000
時間（初期照度の70％） ⑤高機能製
品分野ではリーズナブルな価格 ⑥カ
スタマイズ可能である。
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企業名
テイカ精密
㈱

12

http://www.t
eikaprecision.c
o.jp

写真・イメージ図

写真・イメージ図

次世代車両盗難防止装置
キーの２重ロック化である。エンジン
停止の瞬間に装置が作動し、イグニッ
ションを遮断する。たとえ、装置本体
が外されても、すぐに、エンジンはか
からない仕組みになっている。もし万
が一、本体が故障したとしても、自動
的にノーマル状態に戻るようになって
おり、安全性を考慮している。また、
バッテリーの消耗がなく長期間放置に
よるバッテリー上がりを抑制するよう
になっている。

事業概要
プラスチック成型の複合技術をコアと
したＬＥＤプリズム光源等 カスタム
照明機器
機器に組込むＬＥＤ照明機器を顧客
の要望（用途）に合致したサイズ・形
状、色、輝度で設計、製造し提供する。
これは、当社のコア技術により可能に
なったものであり、顧客は装置の設計、
開発期間の短縮、設計コストの低減、
装置デザインの自由度の向上などの
メリットを得ることができる。

写真・イメージ図

販路開拓コーディネート事業を終了された企業一覧
企業名

㈱パアグ
http://www.
paag.co.jp
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事業概要

【⑧-３ 電子機器】

写真・イメージ図

企業名

脱衣場・トイレ専用
ヒーター内蔵型天井照明
ヒートショック対策、温度のバリアフ
リーを実現すべく、カーボンヒーターと
レフ電球が一体化した天井照明であ
る。遠赤外線効果で、素早く人体を温
めることができる。また、ヒーターの
ON・OFFが可能になっており年中使用
することができる。さらに、省スペース、
取り付けが簡単、過熱防止機能によ
る安全確保といった配慮がなされてい
る。

14

事業概要

マルチ㈱

超音波有害獣忌避装置「ネズ見ん」

http://www.
multig.jp

従来の超音波ネズミよけ装置は時
間経過とともにネズミが慣れし忌避効
果がなくなってしまう欠点がありました
。当社は、長年培った超音波技術を
基に、様々な周波数の超音波を多彩
なパターンで放射し、効果を持続させ
るネズミよけ装置を開発しました。放
射される超音波には大学との共同実
験で判明したネズミが嫌がる音も組み
込まれており、忌避効果そのものも高
いものとなっています。

写真・イメージ図

