
回数 賞 商品名 社名 〒 所在地
第１回 最優秀賞 万能型膜厚計　ＬＺ３３０ （株）ケツト科学研究所 143-8507 大田区南馬込1-8-1

優秀賞 ダイヤモンドバイト研削盤 （株）研精舎 146-0092 大田区下丸子2-28-10
優秀賞 ニューロビジョン （株）テクノス 143-0016 大田区大森北1-18-14
奨励賞 半田ウェルダー　OSＷ－２０４ （株）大橋製作所 143-0013 大田区大森南3-1-10
奨励賞 アポロセフティドライ（自動分離型） 三輝工業（有） 144-0034 大田区西糀谷1-3-9
奨励賞 セラミック基板の穴孔け用超精密ＮＣパンチングマシン （株）三信精機 146-0093 大田区矢口3-15-18
奨励賞 高温部ボルト焼付防止剤　ボルトン（VOLTON） シールエンド（株） 146-0082 大田区池上7-10-7
奨励賞 超高温小型真空炉　ＮＥＷＴＯＮＩＡＮ ハナワ熱電金属（株） 143-0024 大田区中央3-19-14

第２回 最優秀賞 ＧＬＤ１０　ローダドリル （株）タイクウ 144-0047 大田区萩中3-6-5 ﾌﾞﾗｻﾞｰ羽田ﾋﾞﾙ4階
優秀賞 全方位傾斜計 綾エンジニアリング（株） 146-0094 大田区東矢口2-7-16
優秀賞 ＵＨ形サイリスタ電力調節器 白光電気（株） 143-0024 大田区中央8-33-5
奨励賞 プール床エレベーターシステム　タナップレインボー エヌテック（株） 144-0031 大田区東蒲田1-23-10
奨励賞 非接触立体形状測定機　マイクログラナイト6060Ｍ型 土井精密ラップ（株） 143-0013 大田区大森南5-3-18
奨励賞 エアーステップモーター （株）妙徳 146-0082 大田区池上3-36-11
奨励賞 フィルバ （株）ユニックス 143-0002 大田区城南島2-2-2
奨励賞 歩行障害者用体重計 （株）湘南和興製作所 144-0056 大田区西六郷4-18-11

第３回 最優秀賞 自動開閉式フリーチャック 東洋ゲージ（株） 146-0095 大田区多摩川2-8-15
優秀賞 記憶合金式温度継電器（Ｓ型） （株）鳥海製作所 144-0034 大田区西糀谷3-3-8
優秀賞 押込型硬さ試験機ＭＸＴ70－ＵＬ 松沢精機（株） 143-0003 大田区京浜島2-7-16
奨励賞 トンネル断面測定システム （株）アイオイ・システム 143-0016 大田区大森北1-16-12-402
奨励賞 超小型水中ＴＶカメラＦＭ－1000フィッシュマン （株）キュー・アイ 146-0066 大田区南雪谷2-20-5
奨励賞 圧入サイジング専用機ＫＰＳ－６ （株）研精舎 146-0092 大田区下丸子2-28-10
奨励賞 ネジフロート端子台 城南電気精器（株） 143-0015 大田区大森西2-2-27
奨励賞 盗難防止機 帝王通信工業（株） 145-0072 大田区田園調布本町56-3
奨励賞 ＮＣロータリーインデックステーブル （株）東京精密器具製作所 144-0032 大田区北糀谷2-8-3

第４回 最優秀賞 米粒判別器　ＲＮ－500 （株）ケツト科学研究所 143-8507 大田区南馬込1-8-1
優秀賞 スタンドドリルＴＭ－90（自動発破さく孔機） 東洋マシナリー（株） 144-0054 大田区新蒲田1-19-16
優秀賞 水溶性切削液腐敗防止装置 （株）アンテックス 144-0045 大田区南六郷1-28-15
奨励賞 エミネスプリッターＴ１ （有）榎本技研 144-0043 大田区羽田2-31-10
奨励賞 インナーキーヘッド、インナーキーヘッド・ミニ 炭研精工（株） 146-0093 大田区矢口3-14-15
奨励賞 安全酸素調整器 カミマル（株） 105-0013 港区浜松町2-7-11
奨励賞 液晶ガラス基板全点灯テスター （株）精研 143-0024 大田区中央3-5-4
奨励賞 超振動表面処理装置 日本テクノ（株） 146-0082 大田区池上6-8-5
奨励賞 ＮＣダイセット（抜型ＮＣ研磨装置） （株）内山機械製作所 143-0012 大田区大森東4-16-5

第５回 最優秀賞 ＰＣＢセパレータ（SAM-CT23B） （株）サヤカ 144-0002 大田区城南島2-3-3
優秀賞 深礎工事用ロボット（CL31T） （株）タイクウ 144-0047 大田区萩中3-6-5 ﾌﾞﾗｻﾞｰ羽田ﾋﾞﾙ4F
優秀賞 スーパー減圧弁 フシマン（株） 143-0013 大田区大森南4-6-12
奨励賞 マシンバイス用口金　グットシマラー 東雪電気（有） 145-0065 大田区東雪谷5-37-18
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奨励賞 シリノイド （株）カマデン 144-8511 大田区西蒲田5-27-15
奨励賞 自転車錠「ハンドルキー」 （株）ロータス工業 144-0034 大田区西糀谷3-1-27
奨励賞 小型高速冷却遠心機（M200-IVD） （株）佐久間製作所 144-0045 大田区南六郷3-16-27
奨励賞 ミニ油圧式　スイングクランプシリンダ ジャパンニューマチックス（株） 146-0093 大田区矢口3-28-1
奨励賞 全自動エンジンオイルチェンジャー（MOC-85fa） （株）ヤマダコーポレーション 143-0025 大田区南馬込1-1-3

第６回 最優秀賞 シールド型粘度計（FVM-80A） （株）ワイ・イー・テクノ 146-0083 大田区千鳥2-8-16
優秀賞 簡易型FIM装置（KFIM-MK2） 北野精機（株） 143-0024 大田区中央7-17-3
優秀賞 Ｌ形鋼の多種類加工用プレス機「ウォークメイト」 花形機械（株） 143-0013 大田区大森南2-22-7
奨励賞 非球面レンズの設計・研磨・検査の生産技術 （有）生田精密研磨工業 144-0056 大田区西六郷4-35-10
奨励賞 光学式高精度微少角度測定装置 旭洋精機（株） 144-0045 大田区南六郷3-20-7
奨励賞 CVP11型掃除口付き吸気弁 フシマン（株） 143-0013 大田区大森南4-6-12
奨励賞 光対応型根管治療・歯石除去装置 （株）ミクロン 145-0065 大田区東雪谷1-34-14
奨励賞 フィルバ・吸音カーテン （株）ユニックス 143-0002 大田区城南島2-2-2
奨励賞 モッキンポット （株）データ・テック 144-0052 大田区蒲田4-42-12

第７回 最優秀賞 米麦用成分分析計　AN-800型 （株）ケツト科学研究所 143-8507 大田区南馬込1-8-1
優秀賞 オーディオ・サウンド・アナライザーASA-2 エタニ電機（株） 143-0012 大田区大森本町1-10-15
優秀賞 太経ボルト締付器　14倍ウォームレンチ 東洋マシナリー（株） 144-0054 大田区新蒲田1-19-16
奨励賞 ろ過式油吸着材　ロフィー （株）アンテックス 144-0045 大田区南六郷1-28-15
奨励賞 スキマサーチ　YW-1形 大隈化工（株） 146-0082 大田区池上7-5-4
奨励賞 横型トルクアクチェーター　マイティーエース ティヴィバルブ（株） 143-0012 大田区大森東4-33-8
奨励賞 リアリスティック・バーチャル・スペース （株）データ・テック 144-0052 大田区蒲田4-42-12

奨励賞
水冷式両軸センサシリンダ
南武スーパーセンサシリンダ

（株）南武 144-0047 大田区萩中3-14-18

奨励賞 風呂の昇降床 大田区異業種交流会RAF 143-0004 大田区昭和島2-4-4
第８回 最優秀賞 ロータリーコアプラー　油圧シリンダー （株）南武 144-0047 大田区萩中3-14-18

優秀賞 油圧式アタッチドリル　HAD-10型 東洋マシナリー（株） 144-0054 大田区新蒲田1-19-16
優秀賞 アルミニウム多孔質吸音板　ポアル／POAL （株）ユニックス 143-0002 大田区城南島2-2-2

奨励賞
低周波振動撹拌機を備えた
電解酸化処理装置BCナイン

日本テクノ（株） 146-0082 大田区池上6-8-5

奨励賞 リサイクル用ペットボトル粉砕機　P.B.Macくん （株）三尾製作所 144-0044 大田区本羽田1-15-13
奨励賞 業務用生ゴミ処理機　バニスター （株）大橋製作所 143-0013 大田区大森南3-1-10
奨励賞 折りたたみカラーコーン　パタコーン （有）安久工機 146-0092 大田区下丸子2-25-4
奨励賞 EW3型　緊急遮断弁（水槽内増） フシマン（株） 143-0013 大田区大森南4-6-12
奨励賞 階段専用掃除機 （株）光紹 143-0015 大田区大森西6-12-6

第９回 最優秀賞 分煙消臭空気清浄機 （株）石森製作所 143-0004 大田区昭和島2-4-2

優秀賞
小孔薄板小片用高速・高品位バレルめっき装置
ソニックバレルシステム－Ｍ型

日本テクノ（株） 146-0082 大田区池上6-8-5

優秀賞 ３次元自由度ダイナミックモーションベース 東洋マシナリー（株） 144-0054 大田区新蒲田1-19-16
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奨励賞 樹脂キャップ斜め被り検出及び排除装置 精立工業（株） 146-0081 大田区仲池上2-14-19
奨励賞 P.P及びデラックスキャップのローリング加工機 平賀機械工業（株） 143-0014 大田区大森中2-21-10
奨励賞 カーボン分散度測定器　分散くん　MARK３ （株）ダイハン 146-0095 大田区多摩川1-18-3
奨励賞 チタンコーティングねじゲージ 東洋ゲージ（株） 144-0095 大田区多摩川2-8-15
奨励賞 ファネット検査エンジン　FSシリーズ NTTファネットシステムズ（株） 146-0085 大田区久が原2-23-18
奨励賞 お座敷車椅子 大田区異業種交流会RAF 144-0033 大田区東糀谷5-17-12

第10回 最優秀賞
小孔プリント基板用高速・高品位メッキ装置
スーパーコントロールシステム

日本テクノ（株） 146-0085 大田区久が原2-14-10

優秀賞 プレス起動自動化装置　オーロラ （株）コトブキ 144-0034 大田区西糀谷2-21-17
優秀賞 スクイーズ用モニターセット （株）南武 144-0047 大田区萩中3-14-18
奨励賞 歯面清掃器 （株）ミクロン 145-0065 大田区東雪谷1-34-14
奨励賞 軽天キワ切りカッター　らくらく軽助２ フジ矢（株）東京営業所 143-0025 大田区南馬込4-12-13
奨励賞 焼入れ鋼茶臼 Ｙ・Ｍ製作 144-0032 大田区北糀谷1-11-5
奨励賞 フレキシブル（可変）ナットの開発 （株）石川精器 144-0055 大田区仲六郷4-10-6
奨励賞 ロータリーホッパーフィーダー 平賀機械工業（株） 143-0014 大田区大森中2-21-10
奨励賞 おたすけリフター （株）ロータス工業 144-0034 大田区西糀谷3-1-27

第11回 最優秀賞 超高速アルマイト処理装置 日本テクノ（株） 146-085 大田区久が原2-14-10
優秀賞 感震機能付住宅用分電盤 三葉能率電機（株） 146-0085 大田区久が原3-41-12
優秀賞 リトルエース （株）三尾製作所 144-0044 大田区本羽田1-7-9
奨励賞 省資材型粘着テーブル貼付装置 平賀機械工業（株） 143-0014 大田区大森中2-21-10
奨励賞 スリットミラー （株）八木精密機械製作所 143-0014 大田区大森中1-9-10

奨励賞
省スペース用小型ピックアンドプレイスと
ピッチ送りユニット

（株）石川精器 144-0055 大田区仲六郷4-10-6

奨励賞 顕微鏡サーモコントローラLMT-S700、MT-1200 コレット工業（株） 145-0064 大田区上池台5-38-9
奨励賞 電線外皮剥離機　クラブカッターKIND2-R7A型 大川三基（株） 144-0045 大田区南六郷1-20-8
奨励賞 南武式内蔵型リードスイッチシリンダ （株）南武 144-0047 大田区萩中3-14-18

第12回 最優秀賞 真空成形・真空積層用可動真空枠　ボディフレーム （株）タンケンシールセーコウ 146-0093 大田区矢口3-14-15
優秀賞 ピン型ヒートシンク　アクティーフィン （株）アクティー 143-0013 大田区大森南2-8-12
優秀賞 慣性モーメント計測装置 日章電機（株） 146-0093 大田区矢口1-25-15
優秀賞 生コン・砂水分計　HI-330 （株）ケツト科学研究所 143-8507 大田区南馬込1-8-1

奨励賞
低騒音型路面切断ブレード
サイレントブレード、レーザー熔着

（株）西川建機 146-0082 大田区池上8-3-5

奨励賞 1000KN精密プレス （株）南武 144-0047 大田区萩中3-14-18
奨励賞 インターネット通販用ショッピングカート （株）開発技研 143-0016 大田区大森北1-17-11-301

奨励賞
半導体製造プロセス用
電子制御圧力調整器　UDMシリーズ

（株）ユタカ 146-0085 大田区久が原5-17-5

奨励賞
殺菌と撹拌・洗浄兼用型特殊撹拌機
バクテリアブレーク・クリーナー

日本テクノ（株） 146-0085 大田区久が原2-14-10
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第13回 最優秀賞 プレスブレーキ専用金型　WINGBEND （株）ティーエスエイチインターナショナル 145-0076 大田区田園調布南21-6

優秀賞
POPMANBOO（DVD対応型ディスクケース）
／DVDARTS（トレイ）

（株）金羊社 146-8577 大田区鵜の木2-8-4

優秀賞 凍結式チャッキングシステム （株）エミネントサプライ 144-0044 大田区本羽田2-12-1
奨励賞 教育用パソコンNC機　テクノウィング２ 石川精器（株） 144-0055 大田区仲六郷4-10-6
奨励賞 超音波振動テーブルUST-200　発信装置K-200 （株）クマクラ 144-0033 大田区東糀谷4-4-20
奨励賞 空気イオン環境計測器　エアーイオンカウンタFIC-2000 フィーサ（株） 146-0082 大田区池上7-12-11
奨励賞 密封型パルス中性子発生管 （株）太陽マテリアル 143-0015 大田区大森西1-18-15
奨励賞 植物イキイキポット 藤重プラスチック工業（株） 146-0092 大田区下丸子2-18-22
奨励賞 他目的多機能（斜切り）カッター （株）西川建機 146-0082 大田区池上8-3-5

第14回 最優秀賞 厚肉パイプの極小曲げ技術「まるみ君」 トキワ精機（株） 143-0012 大田区大森東2-14-12
優秀賞 小型蓄熱バーナ エネルギー環境設計（株） 144-0042 大田区羽田旭町7-1
優秀賞 ポリマー染色 （株）デンエンチョウフ・ロマン 145-0071 大田区田園調布2-48-16
奨励賞 光IDキー装置「セラロック」 （株）スリーディー 145-0064 大田区上池台1-16-7
奨励賞 コンビニファクトリー「SMT-64R(CF)」 奥原電気（株） 143-0014 大田区大森中1-2-10
奨励賞 デジタルビデオレコーダーDVR （株）データ・テック 144-0052 大田区蒲田4-42-12
奨励賞 穀粒判別器「RN-310」 （株）ケツト科学研究所 143-8507 大田区南馬込1-8-1
奨励賞 型内ゲートカッティングパーツ「プラゲートAGC」 フィーサ（株） 146-0082 大田区池上7-12-11
特別賞 カレットリサイクルにおける異物分別処理装置の開発 平賀機械工業（株） 143-0014 大田区大森中2-21-10

第15回 最優秀賞 スクラッチテスター 日章電機（株） 146-0093 大田区矢口1-25-15
優秀賞 無公害、省力型カラーコーン用ケーブルライト （有）エンドレス 145-0072 大田区田園調布本町11-2

優秀賞
鉄塔嵩上げ装置の開発
シンクロナイズド工法「タワーリフター80」

東洋マシナリー（株） 144-0054 大田区新蒲田1-19-16

奨励賞 板ジャッキIT 100 （株）クライム 146-0081 大田区仲池上1-29-3
奨励賞 自動送り付小型ハンドプレス機 （株）石川精器 144-0055 大田区仲六郷4-10-6
奨励賞 マルチセキュリティシステム （株）SKRテクノロジー 144-0044 大田区本羽田2-12-2-304
奨励賞 小型機器ヒンジ装置 FAUO102・FAUO103 東海通信工業（株） 144-0035 大田区南蒲田1-25-3
奨励賞 微細チップリワーク装置 BSI-6432 奥原電気（株） 143-0014 大田区大森中1-2-10
特別賞 マイコン薬箱 （株）ユニテック東京 144-0035 大田区羽田旭町7-1-106

第16回 最優秀賞 エアゾール容器用ガス抜きキャップ （有）後藤金型興業所 144-0044 大田区本羽田1-30-8
優秀賞 透光型膜振動吸音板（フィルバーT） （株）ユニックス 143-8568 大田区城南島2-2-2
優秀賞 ポーラスカーボン（吸着パッド用、非接触パッド用） （株）タンケンシールセーコウ 146-0093 大田区矢口3-14-15
奨励賞 モバイルネットアクセスシステム （株）SKRテクノロジー 144-0044 大田区本羽田2-12-2-304
奨励賞 超高真空・高真空マイクロプローバー＆チャンバー 真空光学（株） 146-0092 大田区下丸子2-18-18
奨励賞 可変シャトルコンベア （株）石川精器 144-0055 大田区仲六郷4-10-6
奨励賞 義歯用DLCコート装置「hagoromo 1000」 ふくはうちテクノロジー（株） 143-0024 大田区中央8-28-12
奨励賞 高汎用性移動台車ロボット“A-ZooMA” セントラル技研工業（株） 144-0044 大田区本羽田2-12-1-207
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大田区中小企業　新製品・新技術コンクール　歴代受賞企業一覧

奨励賞
高齢者にやさしいスクワットマシン
「ステッキレスDriveⅢ」

（株）オージーエー 144-0047 大田区萩中3-22-14

第17回 最優秀賞 既存木造建物用制振型耐震補強壁 ㈱構造材料研究会 144-0042 大田区羽田旭町7-1-207
優秀賞 流体微圧感知式遮断分離安全器 ㈱三輝 144-0032 大田区北糀谷1-20-8
優秀賞 静電気除去器　ﾀﾞｲﾅｯｸ ﾌｧﾝﾀｲﾌﾟ FD-F120 ﾌｨｰｻ㈱ 146-0082 大田区池上7-12-11
奨励賞 ６分力検出器 日章電機㈱ 146-0093 大田区矢口1-25-15
奨励賞 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟｯｸﾃｽﾄ ㈱共立理化学研究所 145-0071 大田区田園調布5-37-11
奨励賞 ｱﾝｶｰﾅｯﾄ固定工具（ｱﾝｶｰﾅｯﾄﾌｨｸｻｰ） ㈲武井製作所 144-0044 大田区本羽田2-9-2
奨励賞 ﾄｷﾚｯｽﾞ（TOKILEDS） ﾄｷ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 143-0016 大田区大森北3-43-15
奨励賞 高精度型差圧流量ｺﾝﾄﾛｰﾙ式ｶﾞｽ混合装置 ㈱ﾕﾀｶ 146-0085 大田区久が原5-17-5
奨励賞 柳沢ｾﾝｻｰ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、室内環境 ふくはうちﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 143-0024 大田区中央8-28-12
特別賞 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応折り戸型出入口用防火ﾄﾞｱ 株式会社　西川建機 146-0082 大田区池上8-3-5

第１８回 最優秀賞
超音波加振水槽付きﾃｰﾌﾞﾙ「CAVITT」
Model USW-200 USW-300

㈱ｸﾏｸﾗ 144-0033 大田区東糀谷4-4-20

優秀賞 重量物移送装置（ボールスライダー） ㈱浅井 143-8570 大田区平和島5-8-23
優秀賞 小型超精密ﾚﾝｽﾞ金型加工機SGT-n ﾌｧｲﾝﾃｯｸ㈱ 144-0033 大田区東糀谷4-9-7
奨励賞 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填検知器BI-100T「ﾐﾂｹﾙ君」 ㈱ｹｯﾄ科学研究所 143-8507 大田区南馬込1-8-1
奨励賞 環境対応型製品「タイヨウポール」 ﾃｯｸ大洋工業㈱ 144-0052 大田区蒲田4-22-8
奨励賞 油分測定試薬ｾｯﾄ ㈱共立理化学研究所 145-0071 大田区田園調布5-37-11
奨励賞 ID管理機能付ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ﾄﾙｸﾚﾝﾁ ㈱東日製作所 143-0016 大田区大森北2-2-12
奨励賞 ＢＭｽﾏｰﾄｻｰﾎﾞ ﾄｷｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 143-0016 大田区大森北3-43-15
奨励賞 ｼｰﾙ部材DLCｺｰﾃｨﾝｸﾞ装置 ｾﾝﾄﾗﾙ技研工業㈱ 144-0045 大田区南六郷3-15-10

第１９回 最優秀賞 ﾀｲﾔ姿勢角計測装置 日章電機株式会社 146-0093 大田区矢口1-25-15
優秀賞 金属製小径ﾍﾞﾛｰｽﾞのﾌﾟﾚｽによる成形方法 株式会社西村製作所 144-0081 大田区仲池上2-15-5
優秀賞 ﾄﾞﾗﾑ型磁気研磨機ﾌﾟﾘﾃｨｯｸﾄﾞﾗﾑ 株式会社プライオリティ 144-0045 大田区南六郷3-1-1
奨励賞 旋回ﾃｰﾌﾞﾙとﾌﾟﾚｽﾕﾆｯﾄと排出装置ﾕﾆｯﾄの開発 株式会社石川精器 144-0055 大田区仲六郷4-10-6

奨励賞 OCEANGRIP　OG2507 STUDIO Ocean Mark 146-0094
大田区東矢口3-3-10
ｽｶｲｺｰﾄ蒲田第2-408

奨励賞 新型ｴｱｿﾞｰﾙ（ｽﾌﾟﾚｰ)缶用ｶﾞｽ抜きｷｬｯﾌﾟ（GT-CAP) 有限会社後藤金型興業所 144-0044 大田区本羽田1-30-8
奨励賞 多項目水質計（ﾗﾑﾀﾞ-9000） 株式会社共立理化学研究所 145-0071 大田区田園調布5-37-11

奨励賞
ﾎﾟｲﾝﾄ密着力測定器
H-500(ｱﾅﾛｸﾞ表示式)H-600(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示式)

林総事株式会社 143-0012 大田区大森東5-12-14

特別賞 触図筆ペン 有限会社安久工機 146-0092 大田区下丸子2-25-4
第２０回 最優秀賞 ﾘﾆｱθｱｸﾁｭｴｰﾀ ｸﾛﾉﾌｧﾝｸﾞ株式会社 146-0093 大田区矢口1-23-29

優秀賞 ｲﾝﾗｲﾝ型高速常温DLC成膜ｼｽﾃﾑ ふくはうちﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社 146 -0092 大田区下丸子4-10-19
優秀賞 ｽｶｲｼｬﾜｰ・指向性光ﾀﾞｸﾄ・木漏れ日光ﾀﾞｸﾄ 株式会社ﾏﾃﾘｱﾙﾊｳｽ 146 -0081 大田区仲池上1-19-3
奨励賞 ｵｰﾄ･ﾜｲﾔｰ･ｽｷﾝ･ﾏｼﾝ　SA-367型 大川三基株式会社 144 -0045 大田区南六郷1-20-8
奨励賞 除水機（ｽｲﾊﾟｰＷＣＸ－４００） 春日電機株式会社 144 -0031 大田区東蒲田2-16-18
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大田区中小企業　新製品・新技術コンクール　歴代受賞企業一覧

奨励賞 全窒素・全りん簡易測定ｼｽﾃﾑ 株式会社共立理化学研究所 145 -0071 大田区田園調布5-37-11
奨励賞 ｽﾏｰﾄｻｰﾎﾞRC-1 ﾄｷ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会社 143 -0016 大田区大森北3-43-15
奨励賞 ｾﾐＤＸ（ｾﾐ・ﾃﾞﾗｯｸｽ） 株式会社西尾硝子鏡工業所 143 -0016 大田区大森北5-9-12
奨励賞 座屈防止板（ﾛｯｷﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ） 林総事株式会社 143 -0012 大田区大森東5-12-14

第２１回 最優秀賞 成型品の高密度除電処理システム 春日電機株式会社 144-0031 大田区東蒲田2-16-18
優秀賞 板海苔微細孔加工機「無限」 株式会社クマクラ 144-0033 大田区東糀谷4-4-20
優秀賞 詰め替えそのまま 株式会社三輝 144-0032 大田区北糀谷1-20-8

奨励賞 ケレンマイスター
有限会社大野精機
（共同受賞　有限会社宇根元工作所
　　　　　　　　建設塗装工業株式会社）

143-0015 大田区大森西7-5-35

奨励賞 ゴムとプラスチックの分子接着技術 株式会社オーレックス 144-0056 大田区西六郷2-18-4
奨励賞 基板下支え治具　スタットロック　セットロック 奥原電気株式会社 143-0014 大田区大森中1-2-10
奨励賞 リユースベース テック大洋工業株式会社 144-0052 大田区蒲田4-22-8
奨励賞 セラキャスト 東京高圧工業株式会社 146-0093 大田区矢口3-33-8

奨励賞
聴診器音声モバイル
録音送信システム用集音器「ケアレコ」

株式会社ハッピーリス 143-0016 大田区本羽田2-12-1-403

第２２回 最優秀賞 曲線も可能なLED照明基板
株式会社ﾂﾄﾑ製作所
松下工業株式会社

144-0044
144-0093

大田区本羽田2-12-1-309
大田区矢口2-13-6

優秀賞 ﾊﾟｯｷﾝﾚｽﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ 石田金型製作所有限会社 146-0082 大田区池上2-8-14

優秀賞 培養器付薬剤感受性試験装置 高電工業株式会社 143-0015 大田区大森西2-17-18

奨励賞 防水型ＯＮボタン（ﾎﾞｳｽｲｶﾞﾀ ｵｰｴﾇ ﾎﾞﾀﾝ） 株式会社ｵﾘｴﾝﾀﾙ工芸社 143-0015 大田区大森西7-2-5

奨励賞 純ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄによるﾋｰﾄｼﾝｸ 東京高圧工業株式会社 146-0093 大田区矢口3-33-8
おおた福
祉・医療賞 有害ガス浄化装置　VOC Killer ｲﾝﾊﾟｸﾄﾜｰﾙﾄﾞ株式会社 143-0013 大田区大森南4-6-15-506

おおたＥＣＯ
推進賞 パックテスト®　鉛セット 株式会社共立理化学研究所 145-0071 大田区田園調布5-37-11

おおた秀逸
技能賞 ﾊｰﾌｶｯﾄ用のﾊﾝﾄﾞﾌﾟﾚｽ　ﾊﾟﾗﾚﾙﾌﾟｯｼｬｰ 株式会社石川精器 144-0055 大田区仲六郷4-10-6
テク乃ちゃ
んイチ押し
賞

ﾌｫｰｶｼﾝｸﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ ﾄｷ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会社 143-0016 大田区大森北3-43-15

第２３回 最優秀賞 スケルカ（高速・高精度ドーロスキャナー） ジオ・サーチ株式会社 144-0051 大田区西蒲田8-15-12

優秀賞 ミニチュアボールねじスプライン
ケーエスエス株式会社
ヒーハイスト精工株式会社

146-0093
350-1151

大田区矢口1-22-14
埼玉県川越市今福580

優秀賞
大動脈弁形成術のための弁尖寸法測定用器具
「Ozサイザー」

有限会社安久工機 146-0092 大田区下丸子2-25-4

奨励賞
高剛性超音波カッターの開発と実用化
超音波スクライバー＆超音波シェーパー

株式会社クマクラ 144-0033 大田区東糀谷4-4-20
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奨励賞 マンホール浮上防止WIDEセフティパイプ工法 株式会社信明産業 143-0006
大田区平和島6-1-1
東京流通ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ531

奨励賞 MP-30D-C　ブラシレス直流小型コンプレッサー 株式会社三津海製作所 144-0031 大田区東蒲田2-16-13

おおた
ＥＣＯ推進 濃色系高日射反射率塗料 太洋塗料株式会社 144-0033 大田区東糀谷6-4-18

テク乃ちゃ
ん 数楽アート 株式会社大橋製作所 143-0013 大田区大森南3-1-10

復興支援
特別賞 土嚢スタンド（大田の輪） ホワイト・テクニカ 146-0093 大田区矢口1-21-6

第２４回 最優秀賞 立体重心・質量計測装置（Center of Gravity） 日章電機株式会社 146-0093 大田区矢口1-25-15

優秀賞 土壌油分検出セット 株式会社共立理化学研究所 145-0071 大田区田園調布5-37-11

優秀賞 水性100%無機ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤「ピュアセラミックコート」 太洋塗料株式会社 144-0033 大田区東糀谷6-4-18

奨励賞 半自動ポイントリフローツール（APR－10） 奥原電気株式会社 143-0014 大田区大森中1-2-10

奨励賞 ｲﾝﾄﾞｱ･ﾌﾘｰﾌﾗｲﾄ･ｺﾝﾃﾞﾝｻｰﾌﾟﾚｰﾝ「誘電」 ﾄｷ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会社 143-0016 大田区大森北3-43-15

奨励賞 自重補償による、ｳｪｲﾄﾚｽ遮断機

・林総事株式会社
・株式会社東邦精機製作所
・三五商事株式会社
・慶應義塾大学森田研究室

143-0012
(代表企業)
大田区大森東5-12-14

おおた福
祉・医療賞 セレクト（ブランコになるバギー） 株式会社アシスト 143-0013 大田区大森南4-6-15

おおた秀逸
技能賞

順送り式ﾌﾟﾚｽ加工用ﾀﾞｲﾕﾆｯﾄ、順送り式ﾌﾟﾚｽ加工装置
による三次元精密部品の製造

株式会社西村製作所 146-0081 大田区仲池上2-15-5

テク乃ちゃ
んイチ押し 【1/100mmを体感！】Clearance Checker 有限会社岸本工業 144-0056 大田区西六郷4-18-8

第２５回 最優秀賞 地上設置式フートバルブ
【スモレンスキグランドフートバルブ】

株式会社イシザキ 146-0085 大田区久が原5-29-14

優秀賞 ＥＣバルブ（油圧シリンダクッション外部調整バルブ） ＪＰＮ株式会社 146-0093
大田区矢口3-28-1
東急ｱｰﾊﾞﾝﾃｯｸ矢口311

優秀賞 アルタンノロエース アルタン株式会社 144-0033 大田区東糀谷3-11-10

奨励賞
超コンパクト複合（直動-回転-吸着）アクチュエータ
～ddAシリーズV-Z-θアクチュエータ～

ケーエスエス株式会社 146-0093 大田区矢口1-22-14

奨励賞 液状化調査に対応した簡易で新しい地盤調査技術 株式会社ランドクラフト 143-0024 大田区中央6-22-2

奨励賞 ピコ秒レーザー加工技術と装置（PiCooLs） 株式会社リプス・ワークス 144-0033
大田区東糀谷6-4-17
OTAﾃｸﾉCORE 409

おおたＥＣＯ
推進賞 白熱灯の雰囲気を追い求めたＬＥＤランプ「AVLED-KC」 トキ・コーポレーション株式会社 146-0016 大田区大森北3-43-15
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おおた
ﾈｯﾄﾜｰｸ賞 下町ボブスレー

株式会社マテリアル(下町ボブスレーネットワーク
プロジェクト推進委員会)

144-0045 大田区南六郷3-22-11

テク乃ちゃ
んイチ押し
賞

船上さかな体重計
株式会社平川製作所（代表企業）
佐々木発條株式会社
大田ｹﾞｰﾄｳｪｲ株式会社

143-0015 大田区大森西2-17-14

第２６回 最優秀賞
塗って、剥がせて、また貼れる
水性塗料マスキングカラー

太洋塗料株式会社 144-0033 大田区東糀谷6-4-18

優秀賞 バーチャルフィラメント技術 トキ・コーポレーション株式会社 143-0006 大田区平和島4-1-23 JSプログレ2階

優秀賞
AOC(Automatic Oil Cooling)・
作動油循環シリンダ

株式会社南武 144-0047 大田区萩中3-14-18

奨励賞 マイクロアレイスキャナー Bio Master-1 高電工業株式会社 143-0015 大田区大森西2-22-9

奨励賞 ダイカストアルミと樹脂の接合 東京高圧工業株式会社
（共同：㈱日昌製作所/アロニクス㈱）

146-0093 大田区矢口3-33-8

おおた福
祉・医療賞 救急医療用ワイヤーソー（キュアカッター） 株式会社東京ワイヤー製作所 144-0056 大田区西六郷2-30-9

おおたＥＣＯ
推進賞 TOCアナライザー 株式会社共立理化学研究所

(共同：㈲環境資源システム総合研究所)
145-0071 大田区田園調布5-37-11

おおた
ﾈｯﾄﾜｰｸ賞

高性能サーボプレス加工機による
複雑形状に対応する微細穴プレス加工技術

株式会社西村製作所 146-0081 大田区仲池上2-15-5
テク乃ちゃ
んイチ押し
賞

パウチ高速型給袋装置 平賀機械工業株式会社 143-0014 大田区大森中2-21-10

第２７回 最優秀賞 非接触吸着盤「ノンコンタクトチャッキング」 株式会社タンケンシールセーコウ 146-0093 大田区矢口3-14-15

優秀賞 スマートカード 株式会社アイオイ・システム 143-0016
大田区大森北1-6-8
ｳｨﾗ大森ﾋﾞﾙ8階

優秀賞 ナノファイバー生成装置 アストロ株式会社 144-0052
大田区蒲田2-10-1
産学連携支援施設102

奨励賞
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

冨士ダイス株式会社 146-0092 大田区下丸子2-17-10

奨励賞 ハガネッコ テック大洋工業株式会社 144-0052 大田区蒲田4-22-8
奨励賞 超低圧　体圧分散マットレス『F7（エフナナ）』シリーズ 栄商金属株式会社 146-0092 大田区下丸子2-1-3

おおた福
祉・医療賞 ごっくんチェッカー 株式会社ハッピーリス 144-0044

大田区本羽田2-12-1
ﾃｸﾉWING403

おおた秀逸
技能賞 長寿命理美容ハサミ『geek』 株式会社iMott 143-0013

大田区大森南4-6-15
ﾃｸﾉFRONT森ｹ崎402

テク乃ちゃ
んイチ押し ガンマカメラの開発 クリアパルス株式会社 143-0024 大田区中央6-25-17
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