平成22年度 トライアル発注事業 購入商品の使用評価一覧

別紙２
問い合わせ先

認定
No.
分野 認定事業者名
番号

土木
・
株式会社アベイ
1 2121 建築
ラス
用資
材

発注した商品名

高輝度蓄光式防滑
階段材

WRAPPING SOUND
SYSTEM NS-8
master
土木
・
株式会社エヌエ
2 2128 建築
スイー
用資
材

商品の概要

主な使用部署

段鼻部に２４時間発光タ
イプの高輝度蓄光帯を
埋設、踏み面に防滑加
工を施した視認性、防 交通局志村車
滑性、耐久性等に優れ 両検修場
た階段材。昼夜を問わ
ず、踏み外しや滑り転
倒防止に寄与。

主な評価点

主な改善点・利用上
の留意点

①郵便番号
②所在地
③電話番号
④ＦＡＸ番号
⑤メールアドレス
⑥ホームページアドレス

①〒107-0052
②東京都港区赤坂2-1712チュリス赤坂
・防滑面が硬い石状
③03-5545-3850
・環境面では電力を使用しな のものである。
④03-5545-3851
いものであることが評価でき
⑤availvs＠availvs.co.jp
る。
⑥http://www.availvs.co.jp
・性能については蓄光性能
が高く視認性が良かった。

・指向性３６０度のため、どの
位置からも同じ音量で聞くこ
とができる。
室内中央の天井に一台
・音に乱反射がなく聞き取り
設置することで音ムラの
やすい。
ない均一な音楽空間を
東京都立町田
作り出すことができるス
・マイクの音だけでなく音楽
総合高等高校
ピーカー。1台のスピー
等も聴きやすい。
カーでステレオ再生も可
能。
・形が斬新なデザインであ
る。
・設置面積も少なくてすみ、
見た目のメリットもある。

※本評価は認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

①182-0025
②東京都調布市多摩川7・可搬型の場合、大 8-11
きめの台、あるいは ③042-440-3872
三脚が付属している ④042-440-3875
とより使いやすい。 ⑤info@nozawastudionse.com
⑥http://www.n-s-e.jp

平成22年度 トライアル発注事業 購入商品の使用評価一覧

別紙２
問い合わせ先

認定
No.
分野 認定事業者名
番号

土木
・
東京ブラインド工
3 2159 建築
業株式会社
用資
材

発注した商品名

吸音ブラインド「フェ
ルトーン」

商品の概要

主な使用部署

主な評価点

・カーテンと同様、横にスライ
ドする上、１８０度回転する
ので、部屋の明かり調節に
便利である。
特殊吸音材をスラット
（羽根）部分に使用し
東京都立墨田 ・各フェルトーンは、紐による
・特になし
た、吸音・遮音機能を持 工業高等学校 横との連結がなく、紐が絡み
つ縦型ブラインド。
あうというトラブルはない。
・吸音・遮音効果があり、特
に音楽室において有効であ
る。

情報
・ 株式会社イン
4 2204
通信 フォロジー
機器

主な改善点・利用上
の留意点

・人工衛星による陸上観測
現地情報収集システ
の実験に使用し、屋外の多く
ム
の地域の地点情報（緯度、
様々な現場調査業
自由な調査項目の設
経度）、周辺環境を１台の機
務に活用できるGPS
定・入出力、調査地図
器で精度よく測定できる。
＋測距＋カメラ一体
表示、ＧＰＳ・デジタルカ
電子調査システム
メラ及び測距機能を一 公立大学法人 ・防水対策や屋外での使用
体化した、様々な調査 首都大学東京 を考慮し頑強さを備えてい
業務に活用可能な外部
る。
調査業務内容を簡単・
正確に行うシステム。
・関連ソフトも充実しているこ
とが伺われ、GIS関連の多方
面の応用に活用できると思
われる。

※本評価は認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

①郵便番号
②所在地
③電話番号
④ＦＡＸ番号
⑤メールアドレス
⑥ホームページアドレス

①108-0072
②東京都港区白金3-9-15
東京ブラインド白金ビル
③03-3443-7771
④03-3443-7775
⑤info@tokyo-blinds.co.jp
⑥http://www.tokyoblinds.co.jp/

・関連ソフトの価格も
①151-0053
考慮すると、本シス
②渋谷区代々木2-15-2 ラ
テムの普及には、コ
ポール新宿4F
ストの軽減が課題。
③03-5304-5281
④03-3379-1505
・システムのマニュア
⑤yamauchi@infology.co.jp
ルの充実が望まれ
⑥http://www.infology.co.jp
る。

平成22年度 トライアル発注事業 購入商品の使用評価一覧

別紙２
問い合わせ先

認定
No.
分野 認定事業者名
番号

発注した商品名

スチレンボード用カッ
ター「スチカッター」

5 2143

部品
・ 株式会社ベナ
工具

商品の概要

主な使用部署

主な評価点

・住宅模型製作が始めての
生徒でも、スチレンボードを
容易に４５度にカッテイング
でき、作業効果があがるた
建築模型等を作成する
め、限られた授業時間内に、
場合に使用するスチレ
東京都立蔵前 より完成度の高い作品を制
ンボードを、安全かつ容
工業高等学校 作できる。
易にカッティングできる
カッター。
・刃先に指を置かずに使用
できるので、初心者でも安全
に使用でき怪我の心配はな
い。

工作機械用精密位
置決め治具「Honma
Multi Chuck（HM段取り改善、加工効率
55,HM-100）」
化、作業標準化を目的
とし、各種工作機械に
部品
株式会社本間製
使用するワーク取り付
6 2207 ・
作所
け位置決め治具。だれ
工具
でも簡単に2/1000mm
以下の高精度で位置決
めを行うことが可能。

主な改善点・利用上
の留意点

・カッティングする厚
さや幅の微妙な調節
に技術を要し、少し
時間がかかる。ま
た、調節するための
練習用材料が必要
になる。

【ＨＭ－５５】
・小型ＮＣに取り付け
【ＨＭ－５５】
る場合，ＸＹテーブル
・安価な３軸ＮＣでも精密な５ の大きさおよび高さ
軸加工が行え，経験が浅い に制限があり，コン
学生でも扱える。
パクトで高さが低い
形式の開発が望ま
公立大学法人 【ＨＭ－１００】
れる。
首都大学東京 ・深穴加工等では，両側から
穴を開けて継ぐ形になるた 【ＨＭ－１００】
め，通り芯の精度が出し難 ・単品物について，
かったが，本チャックを利用 ワークの固定方法，
して加工することによって， マシンへのジグの
芯ずれの心配がなくなる。 セッティング方法が，
もう少し簡素化され
ると良い。

※本評価は認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

①郵便番号
②所在地
③電話番号
④ＦＡＸ番号
⑤メールアドレス
⑥ホームページアドレス

①175-0094
②東京都板橋区成増2-515
③03-3975-1511
④03-3975-8900
⑤bena＠bena.jp
⑥http://www.bena.jp

①174-0055
②板橋区泉町49-3
③048-532-6551（熊谷工
場）
④048-533-1608（熊谷工
場）
⑤mail@honma-k.co.jp
⑥http://www.honmak.co.jp/multi/

平成22年度 トライアル発注事業 購入商品の使用評価一覧

別紙２
問い合わせ先

認定
No.
分野 認定事業者名
番号

発注した商品名

商品の概要

主な使用部署

主な評価点

主な改善点・利用上
の留意点

・パワーマネジメントシステム
により、高い発電と安全性を
確保（本校では系統連系に
小型風力発電機「エ 産学官の連携開発か
より発電）。
ら誕生した小型風力発
アドルフィン」(プラ
・超軽量設計のため低コスト
ネットシリーズ)
電機。
を可能にし、節電・省エネ・
超軽量化、低騒音化、
光熱水費の節減につながっ
強風地域での連続運転
・屋上設置には対荷
ゼファー株式会
東京都立大島 ている。
7 2211 機械
を可能とさせる制御技
重制限を考慮する必
社
高等学校
・設置場所に多くの制約がな
術などにより、市街地か
要がある。
く、低騒音で稼動。
ら過酷な環境の沿海岸
・デザインも好評。
部まで、様々な場所で
・只今の発電、今日（今月）
安全・安定した発電を実
の積算発電量や風向き・風
現。
速等のデータがモニターに
表示され、教材として活用で
きる。

試験
・
8 2116
株式会社アタゴ
計測
機器

手持屈折計
MASTER（αシリー
ズ・Ｈシリーズ）

・取り扱いが簡便で読み取り
バイメタルを採用し、高
やすい。
ブリックスにおいても自
動温度補正を可能にし 東京都立多摩
・使い慣れていない生徒でも ・特になし
た糖度・濃度・ブリックス 工業高等学校
迅速かつ正確で、実習の進
測定機器。防水機能付
行がスムーズに行えるなど、
き。
実習の内容が向上した。

※本評価は認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

①郵便番号
②所在地
③電話番号
④ＦＡＸ番号
⑤メールアドレス
⑥ホームページアドレス

①160-0023
②新宿区西新宿4-15-7 パ
シフィックマークス新宿パー
クサイド5F
③03-3299-1910
④03-3299-1977
⑤infoweb@zephyreco.co.jp
⑥
http://www.zephyreco.co.j
p

①173-0001
②東京都板橋区本町3210
③03-3964-6131
④03-3964-6137
⑤eigyo＠atago.net
⑥http://www.atago.net/

平成22年度 トライアル発注事業 購入商品の使用評価一覧

別紙２
問い合わせ先

認定
No.
分野 認定事業者名
番号

発注した商品名

商品の概要

主な使用部署

主な評価点

主な改善点・利用上
の留意点

①郵便番号
②所在地
③電話番号
④ＦＡＸ番号
⑤メールアドレス
⑥ホームページアドレス

・識別するセンサー
・テープを敷設しても床に凸
が赤、青色だけでな
凹が出ないため、車いすの
色識別白杖による視
く、他の色にも反応
利用者も支障なく走行が可
覚障害者誘導システ
するよう簡易に切り
能であった。
ム「マイ・ケーン」
色識別白杖による視覚
替える機能があれ ①190-0182
障害者誘導システム。
ば、現状の床面の色 ②東京都西多摩郡日の出
・テープの耐久性が優れて
医療
視覚障害者が用いる白 東京都多摩障
と点字ブロックの色 町平井18-1
株式会社ティー
いるため、清掃方法につい
11 2137 ・
杖先端部にカラーセン 害者スポーツ
を識別し有効に活用 ③042-597-6595
エヌケー
て特段の配慮は不要。（機
福祉
サーを搭載し、凹凸の センター
できるので改善の余 ④042-597-6570
械による床清掃を行っても、
ないラインテープにより
地ありと考える。
⑤contact＠k-tnk.co.jp
テープがはがれる等はな
障害者を安全に誘導。
⑥http://www.k-tnk.co.jp
かった）
・白杖が折り畳めな
いので視覚障害者の
・工期が短い。（一日で全て
移動（持運び）に不
の作業が終了）
便である。

自動核酸抽出器
（PNE-2080)

12 2161

医療
株式会社マルコ
・
ム
福祉

様々な試料から、核酸
・従来、核酸抽出は手作業 ・検査用試薬の種類
の抽出、濃度・純度測
で4時間以上要していたが、 が少ないため、検体
定までを完全自動化す
本機器の導入により自動で1 に合わせた試薬の
るシステム。操作に専
時間程度で終了でき,検査が 開発を依頼する必要
門知識を必要とせず、 東京都芝浦食 効率的になった。.また、全自 がある。また、検体
病気の診断に必要とな 肉衛生検査所 動によりコンタミネーションの に合わせた機器の
るバイオマーカーの測
可能性も極めて低くなった。 設定も必要となる。
定や、幅広い遺伝子解
析の分野への応用が可
・抽出に必要なコストは従来 ・処理能力が一度に
能。
の半分以下になった。
8検体まで。

※本評価は認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

①151-0071
②東京都渋谷区本町415-10
③03-3320-5611
④03-3320-5615
⑤bio＠malcom.co.jp
⑥http://www.malcom.co.jp

平成22年度 トライアル発注事業 購入商品の使用評価一覧

別紙２
問い合わせ先

認定
No.
分野 認定事業者名
番号

発注した商品名

全天候型屋外仕様Ａ
ＥＤ収納ボックス

13 2215

14 2219

医療
飯田電子設計株
・
式会社
福祉

医療
・ 株式会社太陽
福祉

商品の概要

主な使用部署

主な評価点

主な改善点・利用上
の留意点

・回転型赤色灯を備え、液晶
によるテロップ表示機能を装
備遠方からも一目でそれと
判る。
従来、温度特性から
・形状がシンプルで良い。
不可能とされていた
・電光掲示板が日・中(簡）・
AED本体の野外設置
英・韓の４ヶ国語に対応して
を、エアコンなどの電気 東京都立多摩
おり、外国人にもわかりやす ・特になし
機器に依存することな 工業高等学校
い仕様となっている。
く、デザインによるアプ
・機器の活用という点では、
ローチで解決した屋外
設置以降において、ＡＥＤを
型AED収納ボックス。
使用すべき事態は発生して
いないが、当製品の仕様か
ら緊急時における優位性は
あると考える。

・明るさの程度は良い。
ＬＥＤ回転式ライト
ナースサポートあか 夜間看護に必需品と
・胸ポケットにはさん
・首に下げたとき、軽量で作
りちゃん NS-03
なっている懐中電灯を
だとき、外れることが
業もしやすい。
武蔵野赤十字病院と共
ある。
同開発。
①両手が自由に使え 東京都立北療 ・胸ポケットにはさんで、手ぶ
・ 処置をするには、
らで作業ができるので良い。
る。②光源部分が225度 育医療セン
暗い。
回転。③挟む、貼る、立 ター
・懐中電灯と違い、あかりが
つの機能を持ちベッドサ
・ 照らす範囲を調整
イドなどに取付可能の
拡がらず、スポットで当てる
できると良い。
特徴を持つ。④マグネッ
ことができる。（ヘッドが稼動
ト・ネックストラップ付。
するので、ピンポイントで光
が当てられる。）

※本評価は認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

①郵便番号
②所在地
③電話番号
④ＦＡＸ番号
⑤メールアドレス
⑥ホームページアドレス

①174-0071
②板橋区常盤台1-38-9
③03-3968-4455
④03-3968-4420
⑤iida@i-da.co.jp
⑥hｔｔｐ://www.i-da.co.jp

①124-0024
②葛飾区新小岩2-10-15304
③03-3674-7831
④03-3674-7832
⑤info@taiyoh.net
⑥hｔｔp://www.taiyoh.net

平成22年度 トライアル発注事業 購入商品の使用評価一覧

別紙２
問い合わせ先

認定
No.
分野 認定事業者名
番号

発注した商品名

ｅ－ｇｌａｓｓ
生活
・ 松徳硝子株式会
15 2112
文化 社
用品

生活
・ 株式会社デザイ
16 2221
文化 ンファクトリー
用品

日本気象協会監修
の携帯型指標計シ
リーズ「携帯型熱中
症計（見守り機能付
き）」

商品の概要

主な使用部署

主な評価点

主な改善点・利用上
の留意点

・環境に優しい商品であり、
かつ、制作方法やデザイン
土壌汚染防止・使用済
に文化的要素を兼ね備えて
みランプ類のリサイクル
いることから、東京都の技術
の観点から開発され
や日本の文化を紹介する記
た、廃棄蛍光管を原料 水道局総務部
・特になし
念品として活用できた。
にして成形したグラス。
グラスとして日本初のエ
・木箱付きで、かつ、手作り
コマークに認定。
の贈答品として手頃な値段
であった。

・場所を問わず簡単に温度
気温と湿度を計測し、
及び湿度を計測することが
それぞれの症状になる
でき、空調の効きが異なる執
危険性を「警戒」「注意」
務室内の熱中症のリスクを
など、５段階の危険度ラ
今までより管理することがで
ンクにてＬＥＤランプとブ
・警告音のボリュー
きる。
水道局サービ
ザーで報知。
・熱中症の危険度ランクが分 ムを少し上げた方が
使用者に信頼のある ス推進部
かりやすく表示され、危険時 よい。
情報を提供するため、
にはブザーがなるため、気
日本気象協会の持って
温が低いが湿度が高い時な
いるアルゴリズムを組
ど、熱中症の危機意識が低
み込み、同協会監修の
い場合でも予防することがで
元、開発。
きる。

※本評価は認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

①郵便番号
②所在地
③電話番号
④ＦＡＸ番号
⑤メールアドレス
⑥ホームページアドレス

①130-0013
②東京都墨田区錦糸410-4
③03-3625-3511
④03-3625-0083
⑤muramatsu@stglass.co.jp
⑥http://www.stglass.co.jp

①101-0032
②千代田岩本町3-5-12
③03-5821-3236
④03-5821-3235
⑤df@hiromori.co.jp
⑥hｔｔp://www.hansokunavi.com

平成22年度 トライアル発注事業 購入商品の使用評価一覧

別紙２
問い合わせ先

認定
No.
分野 認定事業者名
番号

発注した商品名

商品の概要

主な使用部署

独自に開発したニス印
リライタブルペー
刷技術を用いることで、
パー「消せる紙(し)」
ホワイトボード用マー
カーやブラックボード用
生活
マーカーで何度でも書
・ 欧文印刷株式会
水道局西部支
17 2224
いたり消したりできる
文化 社
所
紙。
用品
軽量・持ち運びが簡単
であり、はさみやカッ
ターにより自由に加工
が可能。

主な評価点

主な改善点・利用上
の留意点

①郵便番号
②所在地
③電話番号
④ＦＡＸ番号
⑤メールアドレス
⑥ホームページアドレス

・裏面に誤って記入 ①113-8484
すると消すことができ ②文京区本郷1-17-2
・緊急時などに、とっさの対
ないため、表裏の色 ③03-3817-5953
応を記入し、壁等に貼り付け
を別の色にして区別 ④03-3818-5822
ておくなど、ホワイトボードの
を容易にする、両面 ⑤shimokama-mas@obun.jp
代用として重宝した。
使用可能とするなど ⑥http://www.obun.jp
改善が必要。

シリコーンゴムの特
・従来のモップや布巾での掃
性を活かし静電気で
除に比べ、ほこりがちらばら
鳥の形をしたシリコー
ほこりを吸着して掃
ず、収納・手入れが簡単。
ンゴム製マット。
除するマット【究極の
ほこりが吸い付きやす
エコぞうきん ほこり
生活
・色が豊富で、デザイン・
いシリコーンゴムの特性
トリ】
・ 株式会社おおか
を利用し、水気を嫌うパ 東京都立大島 ネーミングもよい。
18 2225
・特になし
文化 わ
ソコンやテレビの画面や 高等学校
用品
周辺・棚の上のほこりを
・大きさ、持ちやすさなど使
キャッチ。
い勝手もよく、手入れも楽。
水洗いして手軽に繰り
返し使用が可能。
・捺印マット、コースター、定
規などにも使える。

※本評価は認定商品を実際に使用した部署の意見をもとに、都がユーザーの立場から行ったものです。

①125-0033
②葛飾区東水元4-8-2
③03-3609-9123
④03-3609-1007
⑤info@ookawa1976.com
⑥
http://www.ookawa1976.co
m/

