
第32回大田区中小企業

入賞製品技術紹介

※商標登録出願済み



New 
energy

Medical 
and 
welfare

Robot

Aviation 
and 
space

過去受賞企業紹介… ………………………………………………………14

はじめに／審査委員長講評… ……………… 1
目次……………………………………………………… 2

大田区中小企業 新製品･新技術コンクール概要
事業趣旨／対象製品・技術／各賞説明／副賞／受賞特典… …………… 3, 4

最優秀賞  BoCo株式会社
骨伝導技術を活用したヒアラブル聴覚機器… ………………………………………………………………………………………………………… 5

優秀賞  イービーエム株式会社
冠動脈バイパス手術における内視鏡下静脈グラフト採取術（EVH）訓練用シミュレータ TAMAGOYAKI…………………………………………… 6

優秀賞  テック大洋工業株式会社
独立電源式内照型ＬＥＤ掲示板 Tell Tell board… …………………………………………………………………………………………………………… 7

おおた福祉・医療賞  株式会社Xenoma
e-skin Sleep………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

おおた秀逸技能賞  株式会社カットランドジャパン
刃先位置制御付ポータブル切断・開先加工機 「スピニングカッター」……………………………………………………………………………………… 9

おおたＥＣＯ推進賞  株式会社AI
改質ポリ乳酸PLAXのネイルチップ 「ネイルコンタクト®」… ………………………………………………………………………………………………………10

おおた地域貢献賞  株式会社城南村田
組み立て式 フェイスシールド………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

奨励賞  アイメックス株式会社
ウェアラブル2次元リングスキャナ WRS-200………………………………………………………………………………………………………………………………12

奨励賞  トキ・コーポレーション株式会社　共同受賞：岩成株式会社
「スマートカプラー」（遠隔操作可能な鉄道模型用連結器）………………………………………………………………………………………………………13

C O N T E N T S

審査委員長講評

はじめに
　大田区中小企業新製品・新技術コンクール事業は平成元年
に創設し、今年度第32回を迎えました。今回は43の企業様
からご応募いただき、過去最高の応募件数となりましたこと
に御礼申し上げます。
　このコンクールでは毎回、時代背景を反映した製品やレベ
ルの高い技術等を、企業の皆様の熱意と共に国内外に発信し
てまいりました。これまでに表彰されました製品・技術は
278件になり、幅広い分野に広がりを見せる区内企業の皆様
のご活躍に胸を躍らせております。今年度は新型コロナウイ
ルスの感染拡大により様々な経済活動が低迷する中、感染防
止に向けた製品の提案を始め、BtoC向けの製品など、多様
な新製品・新技術のご提案をいただきました。審査委員会に
おきまして多方面からのご検討をいただきました結果、9件
が受賞されることとなりました。最優秀賞に輝きました「骨
伝導技術を活用したヒアラブル聴覚機器」は世界最小かつ高
音質、省電力な骨伝導デバイスでございます。耳をふさがず、
鼓膜も傷めないため、国内外の難聴の方への聴覚補助として
の可能性も有しており、今後大きな進展が期待されるもので
す。区内企業の皆様がアンテナを高くし、時代を読み、様々
な分野において今、解決を求められている課題に対し、各々
の持てる技術やアイデアを活かして取り組むその姿勢に、改
めて敬意を表します。

　大田区は昨年7月に新産業創造・発信拠点「羽田イノベー
ションシティ」内に、H

ハ ネ ダ

ANEDA×P
ピ オ

iOを開設いたしました。
区内企業の皆様と国内外の先端産業分野をはじめとする様々
な産業とのオープンイノベーションの場として、国内外の多
様な人と人、技術と技術、人と技術を繋ぐ交流空間です。
　大田区の強みであるものづくりの集積と羽田空港隣接地と
いうH

ハ ネ ダ

ANEDA×P
ピ オ

iOの立地特性を最大限に活用し、持続可能
で自律的な地域社会の実現に向け、社会課題解決に貢献する
事業を展開していくことを目指しております。
　大田区と大田区産業振興協会は、世界の様々な課題解決に
繋がりうる新製品・新技術開発を推進し、「世界に誇るもの
づくりのまち大田区」を発信してまいります。多くの区内企
業の皆様が次世代産業分野におけるイノベーションに取り組
まれ、この地から世界に向け、未来を切り開いていかれるこ
とを期待しております。
　結びとなりますが、審査委員会におきまして委員長をお務
めいただきました東京工業大学の佐藤理事・副学長並びに審
査委員の皆様、そしてご後援・ご協力をいただきました各企
業・団体の皆様のご健勝と更なる飛躍をご祈念申し上げまし
て、挨拶とさせていただきます。

　新型コロナウイルス感染症の拡大が終息を見せない中、第
32回の大田区中小企業新製品・新技術コンクールには、過
去最高の43件の力作を応募いただきました。例年にも益し
て厳しく難しい審査を経て、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。
　ここ数年の共通した傾向ですが、本コンクールへの応募製
品・技術が、それぞれの企業がお持ちの技術やアイディアを
直接アピールするものから、技術やアイディアを社会の人々
のためにどう役立てるかという視点で開発・熟成されたもの
に変化しつつあります。昨年も述べたとおり、このことは新
たな付加価値でユーザーを惹き付けようする大田区の企業の
皆さんのマインドセットが定着しつつあることの証左であ
り、大変喜ばしく思います。特に今回はコロナ禍という未曾
有の危機に接して、人々の困りごとや不安の解消に直接・間
接に貢献されたいとの思いから企画・開発された製品や技術
が多かったように感じます。これが過去最高の応募件数の背
景の一つでしょう。それぞれの応募製品・技術が対象とする

「社会課題」はさまざまで、それに対するアプローチも多様
なので、審査委員会としてはこうした応募製品・技術の背景
を含めて、「光った点」はどこかという観点で評価を行って
います。受賞された製品・技術のどこに着目したかについて
は、各賞の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。

　このような中、今回は、お持ちの技術で直接、コロナ禍で
困難を抱える人々の役に立ちたいとの企業の「心意気」に感
じて、応募製品・技術の一つに「おおた地域貢献賞」を差し
上げることに致しました。対象製品は構造・製法を工夫した
フェイスシールドで、その特色等は別欄をご覧いただきたい
のですが、何よりも販売前に全国の医療機関・介護施設に約
1万枚を無償提供するなどの行動力と、こうした活動を通し
て大田区の企業の名を全国に知らしめたことを称えたいとい
うのがこの特別賞の趣旨です。
　いま猛威をふるっているコロナ禍もやがては終息し、いわ
ゆるアフター・コロナ、ニュー・ノーマルの時代が訪れるで
しょう。新しい時代では人々の嗜好や考え方が変わっている
かもしれません。こうした時代に対応するためにはアンテナ
を高く張って、社会の希望・期待を的確に掴み取ることが必
要ですが、大田区の企業の皆様がいち早くこれに対応されて
いることに審査委員会一同、大いに感心させられました。引
き続き、魅力的な製品・技術を開発し、社会に発信いただけ
るよう期待いたします。
　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
東京工業大学 総括理事・副学長　佐藤　勲

大田区長 松原 忠義
（公財）大田区産業振興協会

理 事 長 川野 正博



事業趣旨
　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、大田区産業の振興を図る。

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

〈補足〉
　前述の項目に加え、以下の場合も対象となります。
・ 試作品であっても技術的に完成しており、将来的に市場の開拓が期待できるもの
・ これまで本コンクールに応募したものであるが、販売実績等が著しく向上したもの

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。

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（今年度はコロナウイルス感染防止の観点から見送り）。

（２）お好きな展示会への出展助成
　令和3年4月～令和4年3月までに開催されるお好きな展示会（1つのみ）へ、最大60万円を上限として、
出展助成を行います。

副　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

会期：令和3年3月10日（水）～11日（木） 
会場：大田区産業プラザPiO
※第24回おおた工業フェア実績：入場者数 3,378名

第25回 高度技術・技能展

大田区中小企業 新製品･新技術コンクール　

概 要

おおた福祉･医療賞 福祉・介護・医療分野において大田区中小企業が保有する基盤技術を活用し、
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ＥＣＯ推進賞 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

おおたネットワーク賞
（該当なし）

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
（おおた地域貢献賞）

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

企業名 展示会 会場 日程

BoCo株式会社 現時点では出展予定なし

イービーエム株式会社 アジア血管外科学会 ロイトン
札幌

2021年10月11日～
10月13日

テック大洋工業株式会社 第25回自治体総合フェア2021 パシフィコ
横浜

2021年5月12日～
5月14日

株式会社Xenoma SPORTEC～日本最大の
スポーツ・健康産業総合展示会～

東京ビッグ
サイト

2021年12月1日～
12月3日

株式会社カットランドジャパン 2021国際ロボット展 東京ビッグ
サイト

2021年12月1日～
12月4日

株式会社AI ヨコハマハンドメイド
マルシェ2021

パシフィコ
横浜

2021年5月8日～
5月9日

株式会社城南村田 レンズ設計・製造展 パシフィコ
横浜

2021年4月21日～
4月23日

アイメックス株式会社 第5回工場設備・備品展（名古屋） ポートメッセ
なごや

2021年4月7日～
4月9日

トキ・コーポレーション株式会社
共同受賞：岩成株式会社

国際鉄道模型コンベンション
（JAM）

東京ビッグ
サイト 未定

第32回大田区中小企業新製品・新技術コンクール 入賞企業出展予定展示会

（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。

3 4第32回大田区中小企業新製品・新技術コンクール　概要 第32回大田区中小企業新製品・新技術コンクール　概要



聴覚を守る高音質の骨伝導サウンド概要

　 通常のイヤホンは鼓膜を振動させ、それを音として認識してい
ます。一方、骨伝導は鼓膜を経由せずに骨の振動で聴覚器官に音を
伝えます。
　当社は独自開発の骨伝導技術を活用し、人々の豊かな生活と幸せ
に貢献するコミュニケーション・ツールを提供しています。直径
10mmと世界最小・高音質・省電力な骨伝導デバイスを開発し、骨伝
導デバイスの能力を最大限に発揮する最適化イコライジング技術開
発により、耳を塞がず鼓膜を痛めない新しいリスニングスタイル、
earsopen®の世界を生み出しました。国内自社工場で製造し、デザ
イン、性能、技術、品質すべてがJapan Qualityです。

「世界初・完全ワイヤレス」で
「骨を振動させて音を伝えて聴く」を実現特徴

　世界初の完全ワイヤレス骨伝導イヤホンであり、耳を塞がず、骨
で音を聴くことで周囲の環境音を聴きながら音楽と生活を楽しむこ
とができます。
　耳を挟み込むように装着するため抜群のフィット感で安定性も高
く、落下の不安をなくし骨伝導イヤホンの課題であった音漏れを約
50％軽減することに成功しました。
● 完全ワイヤレスかつ小型で、つけていることを忘れるような 

装着感
● 周囲からイヤホンだと思われないファショナブルな見た目
●鼓膜を傷めない、高音質の骨伝導サウンド

訓練用静脈血管モデルの開発概要

　本製品は、「内視鏡下静脈グラフト採取術（EVH）」と呼ばれる、
心臓の冠動脈バイパス手術におけるグラフト血管の採取法をトレー
ニングするための「訓練用静脈血管モデル」です。
　EVHは患者の負担が軽く術後の感染リスクを大幅に低減できる
メリットがありますが、内視鏡下で長い静脈を採取するため、脂肪
層と血管を剥離しながら、静脈の枝を切断、止血する手技にテクニ
ックが必要となります。この静脈血管採取手技のトレーニングモデ
ル TAMAGOYAKIを開発しました。

複数種類のシリコンを用いて、
脂肪やヒトの複数レイヤー構造の再現特徴

　従来の血管モデルは、黄色いスポンジ状の脂肪モデルに、硬いラ
テックス製血管モデルを縫い付けた構造のものであった為、感触や
管の性状・脆弱性、ダイセクション時の血管損傷を評価できない問
題がありました。そこで、弊社の創業以来14年かけて培ってきたシ
リコーンゴム・ゲルの加工技術を駆使し、リアルな静脈採取シミュ
レータを開発しました。モデルは皮下脂肪を模したシリコンに血管
モデルを埋め込み、血管を脂肪から剥がす感触や静脈の柔らかさ、
もろさを実際の血管に近づけて再現しました。

国内外の心臓血管外科医のトレーニングに用途

　EVHは従来の手術方法より高い技術を要すため専門機器の訓
練が必要ですが、良いシミュレータ、訓練方法が確立されて
いませんでした。この問題を、世界最大手であるゲティンゲ・
グループから相談され、大田区において新製品新技術開発支
援事業を活用し、課題解決となる本製品を完成させました。
　本製品は聖路加国際病院心臓血管外科との臨床研究により
訓練効果を実証し、静脈採取医療機器の世界最大手である
ゲティンゲ・グループ社へ採用され国内外に展開しており
ます。（2020年７月以降、米国、欧州、アジア各国展開）

すべての人と音をもっといい関係に用途

　WHOは空気振動によるイヤホンで長時間大音量の音楽を聴き続
ける結果、世界の若者の半数にあたる約11億人が難聴になる危険性
が高いと警告しています。また、世界の65歳以上の18%が難聴者で、
その内補聴器を使用していない人の数は85%で１億人以上と推定さ
れます。骨伝導は、鼓膜を通した空気伝導による音の伝えとは違い、
骨を通した振動により聴覚神経へ直接音を伝えるので鼓膜を傷めず、
聞こえを実感される方が大勢いらっしゃいます。難聴の予防と、万
一難聴になられた方への聴こえを世界に届けてまいります。

会社情報
社　名 BoCo株式会社

住　所 工場：〒144-0044 東京都大田区本羽田2-12-1 テクノWING 308
本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲2-11-7

Ｔ Ｅ Ｌ 03-6225-2099

Ｆ Ａ Ｘ 03-6225-2069

メール contact@boco.co.jp

H　P https://boco.co.jp/

業　種 電子部品・デバイス・電子回路製造業

事業内容 骨伝導技術を活用したearsopen®商品の開発、製造、販売
骨伝導ウェアラブル音声伝達機器の開発、製造、販売

会社情報
社　名 イービーエム株式会社

住　所 〒143-0013　東京都大田区大森南4-6-15

Ｔ Ｅ Ｌ 03-5737-2884

Ｆ Ａ Ｘ 03-6893-1754

メール park@ebmc.jp

H　P https://ebmc.jp/

業　種 製造業

事業内容

1. 医療教育用シミュレータの研究、開発、製造、販売、及び輸出入
2. 医療機器、医療用画像解析ワークステーション、及び血流解析

プログラムの研究、開発、製造、販売、及び輸出入
3. 医療、及び医療教育に関するイベント、セミナー、学術集会、研

究会等の企画、及び運営

耳を塞がないことで安心・安全・快適なリスニングを
実現した世界初完全ワイヤレス骨伝導イヤホン

ヒトの静脈の感触、癒着剥離間隔を
リアルに再現した血管モデル

今回の最優秀賞は骨伝導技術を応用したイヤホンに差し上げ
ることに致しました。極めて小型の骨伝導デバイスと独自のイ

コライジング技術によって耳をふさがない高音質なワイヤレスイヤホンを
実現したこと、大田区の企業連携によって部材調達が行われていること、
優れたデザインと多様な製品構成によって既に多くの販売実績を有して
いること、さらには聴覚補助機器への展開も想定されていることが最優
秀賞に値すると評価されました。どこでも音楽を聴くライフスタイルの定
着を背景に、これまでになかったコンセプトを提示することでマスコミに
も頻繁に取り上げられるなど、大田区発のイノベーションを起こしたこと
に敬意を表します。

講評

この製品は、血流のバイパスのための血管を内視鏡下で採取す
る手術の訓練のための模擬組織です。冠動脈バイパス手術に

使用できる長い静脈血管を採取する難しい手術の訓練を的確に行うため、
これまでに培ってきたシリコーンゴムの加工技術を駆使して、模擬手術に
おける感触や血管の性状を実物に近づけ、枝静脈の切断や止血も模擬で
きるよう工夫されている点が高く評価されました。医療機関と連携して訓
練効果を実証し、国際的医療機器企業と連携するなど、実績を上げてい
る点も評価点です。この分野で世界のデファクトとなることを期待いたし
ます。

講評

優秀賞最優秀賞
骨伝導技術を活用したヒアラブル聴覚機器
BoCo株式会社

冠動脈バイパス手術における内視鏡下静脈グラフト採取術（EVH）訓練用シミュレータ
TAMAGOYAKI
イービーエム株式会社
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睡眠を可視化し、睡眠の質を向上へ概要

　e-skin Sleepは普通のパジャマと変わらない見た目と着心地なが
ら、アプリを通じて睡眠状態を可視化し、さらに睡眠の質を向上す
るためのスマートパジャマです。
　内蔵されたセンサーが睡眠中の心拍、呼吸、体動、パジャマ温度
を検知し、アプリと連動することで睡眠スコアや睡眠ステージ推移、
睡眠改善アドバイスといったフィードバックが得られます。また、
別売のスマートリモコンと接続することで、睡眠中のパジャマ温度
に応じてエアコンの設定温度を自動調整することができます。
　ファッションブランド・アーバンリサーチとのコラボモデルとし
て、「デジタルヘルスケアパジャマ」が同社より販売されています。

より自然に使用できる「パジャマ型」を実現特徴

　布状電子回路基板（PCF: Printed Circuit Fabric）と呼ばれる、
一般的な布の上に伸縮耐久性と絶縁性に優れた電子回路を形成する
技術が使われています。この技術によって、センサーとデバイスを
搭載しながら、着心地よく洗濯可能（ISO6330）な「普通のパジャ
マ」として仕立てることが可能となりました。
　パジャマ型にすることで、手首や頭に取り付けるタイプや寝具の
下に敷くタイプに対し、より自然に生活に取り入れることができ、
通常の睡眠環境と同じ環境下で計測することが可能となりました。

こころとからだの健康をつくる用途

　テクノロジーで睡眠の質を高める取り組み「Sleep Tech（スリ
ープテック）」は世界的にも注目を集める中、日本では５人に１人
が睡眠に不満を抱えていると言われています。質の良い睡眠を得る
ためには自分にとって適した睡眠サイクルを知ることが重要であり、
質の良い睡眠によって、こころとからだの健康をつくるだけでなく、
日中のパフォーマンス向上にも繋がります。
　また、今後は睡眠分析だけでなく、着用者の転倒を検知して家族
や被介護者にお知らせする機能をつけてお年寄りの見守りパジャマ
としての活用なども計画しています。 会社情報

社　名 株式会社Xenoma

住　所 〒143-0013　東京都大田区大森南4-6-15

Ｔ Ｅ Ｌ 03-5735-4622

Ｆ Ａ Ｘ 03-3741-7750

メール info@xenoma.com

H　P https://xenoma.com/

業　種 製造業

事業内容 スマートアパレル（衣服型デバイス）「e-skin」の開発・製造・販
売及び関連サービスの提供

今回の「おおた福祉・医療賞」は、眠りの質の向上を目指した
e-skin Sleepに差し上げることに致しました。このパジャマは、

パジャマそのものに組み込まれた布状電子回路基板による温度センサー
と、心拍等を感知しスマートフォン等へ伝達するハブとの組み合わせで、
アパレルメーカーとの連携によりパジャマとしての着心地や日常の取り扱
いはそのままに、高度な機能を実現した点が高く評価されました。睡眠の
質の向上はQOLに直結する課題であることから、大田区発の技術・製品
として世界にアピールしていただけることを期待いたします。

講評

最低限必要とする性能で、
無駄を省いた頼れる掲示板概要

　皆様の居住地域にもある「街の掲示板」は、老若男女を問わず全
ての人が実際に目で見て、様々な情報が入手できる、元々は大変便
利で有益なものです。
　ですが全国に設置されている掲示板の大半は、扉も照明もなく、
老朽化が進んだまま、錆つき、傷みながら、現代のデジタル社会の
中でゆっくりとその役目を終えようとしています。
一方の超高齢化が進む中で、今もデジタル社会に馴染めない「昔な
がら」のアナログを好む人も多いことも周知の事実です。
令和の「今どき」と昭和以前の「昔ながら」を融合させ、無駄を省
き安心できる、頼れる掲示板を作りました。

電気工事は？ 必要ありません
電気代は？ 単三充電池３本です特徴

　本製品は電池３本で板面を照らし、場所を選ばず低コストで設置
できる【独立電源内照型LED照明】の他にも、２つの特徴があり
ます。
　路上に設置する事を想定し、日常で起こりえるあらゆる接触の問
題に対して、掲示板の柱に角をなくしたφ89.1厚さ3.2mmの耐候性鋼
材を採用し、わずかな傷からも広がってしまうサビの対策として、
自社開発塗料の『エコストコート』塗装を施した二重の対策で、人
と掲示板を守る【強度】デザイン性と高級感を併せ持った【美観】
以上３つの特徴を併せ持つ掲示板は他社製品と比較しても類を見ま
せん。

受け継ぐ日本文化の歴史、
令和時代の『今』求めたいハイブリット掲示板用途

　本製品は掲示板という、一見限定的な製品名でありながらも、独
立電源式内照型ＬＥＤ照明を内蔵した事を初めとして、防犯・防災
を目的とした先々も見据えて開発を行った製品です。夜間は街灯や
防犯灯としての用途を保ち、有事の際では、その存在自体が心強い
目印となります。
　場所を選ばず設置で
きる利点を生かし、今
後も防犯・防災対策と
しての用途をより強化
する目的とした、Wi-
Fi、緊急時充電対応設
備、非常灯、用途別で
のカメラ機能なども内
蔵する予定です。

会社情報
社　名 テック大洋工業株式会社

住　所 〒144-0052　東京都大田区蒲田4-22-8

Ｔ Ｅ Ｌ 03-5703-1441

Ｆ Ａ Ｘ 03-5703-1444

メール info@ttkk.co.jp

H　P http:// www.ttkk.co.jp/

業　種 金属製品製造業

事業内容

公園施設、都市環境施設、その他公共施設における鋼構造物全般
の設計、加工、施工、管理、道路・河川用情報盤、各種競技用照
明鉄塔、街路灯ポール、歩廊デッキ、自然エネルギー施設、動物舎、
その他金属加工品

太陽電池によって充電される電源とLED照明を内蔵した掲示
板で、大田区の設置する掲示板として各所に配置されているこ

とから、既にご覧になっている方も多いかと思います。技術的には、独立
電源とすることで電源工事が不要である点、十分な照度を長時間維持で
きる設計、洗練されたデザインと、何よりも大田区の企業が得意分野を
持ち寄って製品として仕上げている点が高く評価されました。デジタル化
が進む昨今ですが、最後はアナログな紙による情報伝達も重要です。大
田区発の優れた製品として全国に展開されることを期待いたします。

講評

全国初となる高機能型
掲示板

睡眠を解析する
スマートパジャマ

e-skin Sleep
株式会社Xenoma

独立電源式内照型ＬＥＤ掲示板 Tell Tell board
テック大洋工業株式会社

優秀賞 おおた福祉・医療賞
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スピニングカッターを開発するに至った経緯概要

　原子力発電所などのプラント設備には、多くの配管が敷設されて
おり、経年劣化した箇所を取替える工事が多く行われています。弊
社はこれまで、機械を配管に取付け、切断・開先加工を行う「カッ
トランド」という加工機を販売しており、顧客から高い評価を受け
ていました。東日本大震災後、原子力発電所が全て停止したことに
よりメンテナンス工事の需要がなくなり、福島原発の廃炉工事機器
の開発に舵を切り、放射線量が非常に高い場所での遠隔装置の開発
が必須となり、この「スピニングカッター」を開発しました。本機
は作業員の被爆低減に貢献し、放射線量が高い他の原子力発電所の
工事にも採用されています。

独創的な歯車機構による差動装置を
内蔵することで遠隔加工作業が実現した特徴

　従来機器の配管切断・開先加工作業は熟練の職人による手動送り
によるものしか存在していませんでした。弊社の主力商品であった

「カットランド」は、刃先位置制御は出来ませんが、半自動により
開先加工が出来るものであり、性能的に他社よりも優位でした。し
かし、今回開発した「スピニングカッター」は、遠隔で刃先位置を
0.1mm単位で管理が出来る画期的なものであり、特許も取得していま
す。本機は、ギヤボックスの中にデファレンシャル機構を用いた差
動装置により、刃先位置を遠隔で管理することを可能としています。

危険な作業場所、
特に高放射線下での配管工事で活躍用途

「スピニングカッター」は、危険な作業場所、特に原子力発電所の
高放射線下での作業に使用されています。具体的には、配管に機械
を取付け、カメラで機械を管理しながら、遠隔で配管加工作業を行
っています。作業者は、刃先の位置制御、切削送り条件をタッチパ
ネル上で自由に設定することが出来るのです。これから、熟練工が
どんどん減少していく傾向にありますので、熟練工の匠の技術を数
値化し、忠実に再現することが出来ることで、配管工事の自動化が
出来る機械を目指して開発を続けていきたいと思います。

生分解性ポリ乳酸素材のネイルチップ概要

　本製品は美容業界ネイル分野で使用する製品です。弊社は従来品
のデメリットを解消、ネイリストにもユーザーにもメリットがある
ポリ乳酸（以下PLA）を原料とした高機能な製品の開発に着手い
たしました。ABS樹脂で出来た従来品は、硬く爪床の呼吸を妨げ
るなど人体に負荷となり、ケガや病気の原因でした。そして石油由
来の材料は人体だけでなく、環境にも負荷をかけてしまいます。

「ネイルコンタクト®」は抗菌性、耐熱性、耐衝撃性にも優れ、ガ
スパーナブルシステムを持ち、爪に装着していても苦しくなく連続
装用が約１ヵ月可能です。爪のカーブは人それぞれですが、特定温
度のお湯で可変可能で、自分の爪が引っ張られ痛みを感じることも
ありません。

PCT国際特許出願のエコ素材特徴

　本製品の最大の特長はPLAという原材料です。PLAを添加剤に
より改良し機能性を高め、素材の流動性と結晶化を促進し、高い技
術力を持つ大田区の町工場で世界最薄水準の厚みでの製造に成功し
ました。従来の射出成形機と金型で製造が可能となったため、製造
コストを大幅に抑えることが出来ます。
　PCT国際特許出願を出願しており、商標も取得しております。
従来品はマイクロプラスチックのダストが使用時に発生し、アレル
ギーなど健康問題や環境汚染を引き起こしていましたがこれらを解
決し、ユーザーの利便性も叶えました。

ユーザー数増加の壁を打ち破る画期的な製品用途

　近年、光硬化性樹脂の応用で誕生したジェルネイルの発展で、日
本のネイル市場は約2300憶円規模にまで増大してきました。職業制
約があるユーザー層をも取り込む製品が求められています。
　そこで誰でも簡単に装着脱着可能で、時間も費用も抑えられるネ
イルコンタクト®を弊社は提供します。ネイリストにとってもユー
ザー数の増加が見込め、単価や生産性の向上も実現します。
　まずはブライ
ダルや成人式と
いった晴れの日
市場に展開し、
将来は加齢など
で爪が変形して
しまった方や、
巻き爪治療など
医療分野などに
も展開していき
たいです。

会社情報
社　名 株式会社カットランドジャパン

住　所 〒144-0056　東京都大田区西六郷2-38-6

Ｔ Ｅ Ｌ 03-6424-9684

Ｆ Ａ Ｘ 03-6424-9685

メール info@cutlandjapan.co.jp

H　P https://cutlandjapan.co.jp

業　種 金属製品製造業

事業内容

・ポータブル配管切断・開先加工機「カットランド」の製造及び
販売

・刃先位置制御付ポータブル配管切断・開先加工機「スピニング
カッター」の製造及び販売

・省力化機械の設計・製造及び販売

会社情報
社　名 株式会社AI（あい）

住　所 〒144-0032　東京都大田区北糀谷1-15-20　㈱森中製作所内

Ｔ Ｅ Ｌ 03-3742-1435（代表）

Ｆ Ａ Ｘ 03-3742-1437（代表）

メール info@aicoltd.net

H　P https://www.aicoltd.net/

業　種 その他製造業

事業内容
・アイディア製品の企画製造販売
・ECショップ、WEBメディア運営
・イベントや講座の開催　等

この製品は、配管などのパイプを切断し、あるいは溶接する際
の開先加工を高精度に実現する加工機です。この製品の開発

の背景には福島の原子力発電所の廃炉作業があり、高線量下でも配管
の加工を安全に行うため、遠隔から刃先位置を精密に制御できる機構を
組み入れている点が特徴です。実際に福島の廃炉処理用として使用され
ている実績もあり、大田区の企業らしい高い技術・技能が詰まった製品
として「おおた秀逸技能賞」を差し上げることに致しました。原発以外の
パイプラインのメンテナンス用途にも市場展開されていくことを期待いた
します。

講評

この製品は、ガスバリア性の低いポリ乳酸樹脂の特色を活かし
て、長時間付けたままでも爪の健康を害しないことを特長とす

るつけ爪です。ポリ乳酸は射出成形しにくい樹脂で、特につけ爪のように
薄肉の製品は作りにくいのですが、素材メーカー、成形加工事業者との
連携でこれを実現したこと、素材の特色を活かしてユーザーにとって使い
心地の良い製品を実現していることが高く評価されました。ポリ乳酸は生
分解性樹脂でもあり、廃棄されても自然の中で分解されて環境への負荷
が小さいという特徴から、この製品に「おおたECO推進賞」を差し上げる
ことに致しました。

講評

遠隔操作で加工が出来ることで、
原子力発電所の作業者の被爆低減に大きく貢献

世界最薄水準のPLA
射出成形品製造に成功

改質ポリ乳酸PLAXのネイルチップ
「ネイルコンタクト®」

株式会社AI

刃先位置制御付ポータブル切断・開先加工機
「スピニングカッター」

株式会社カットランドジャパン

おおたＥＣＯ推進賞おおた秀逸技能賞
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トレー成形で培った技術で
フェイスシールドを一から作る概要

　2020年４月、新型コロナウィルスの感染拡大により医療現場では
飛沫感染を防ぐための必需品であるフェイスシールドが不足してい
ることを耳にしました。フェイスシールドは当社が普段製造してい
るトレーと同じ材料を使用していることもあり、これならば我々で
も作ることができるのではと考えて２週間で試作開発を行いました。
まずは販売に先駆け大田区と全国の医療・介護現場に無償提供を行
うと、マスクの着用の困難な手話通訳者・聴覚障碍者、支援学校か
らもフェイスシールドが必要との声をいただき、そして５月には休
校が解除される近隣の小中学校にも無償提供の輪を広げ、最終的に
は約２万枚を提供することができました。

コンパクト・軽量・高透明度にこだわった
フェイスシールド特徴

　従来のフェイスシールドはゴムバンドや樹脂製の固定具で頭部に
装着するつくりになっているが、当社製品は顔をガードするパーツ
と頭部に固定するU字型のバンドの二つのパーツを組み立てること
によって立体的なフェイスシールドが出来上がる仕組みになってい
るので組み立て前は定型角２封筒に収納できるコンパクトな作りで
す。また重量34gと非常に軽量で、食品トレーに使用されるプラス
チックシートを使用しているため透明度も高く、繊細な作業が必要
となる医療現場からも高評価をいただいています。

医療・介護現場のニーズに応えて製品改良用途

　当社のフェイスシールドは無償提供を行ったこともあり、医療・
介護現場、聴覚障碍者、手話通訳者、特別支援学校でよく利用され、
使用した方々から沢山のご意見・ご感想をいただきます。
　そしていただいたご意見はすぐに社内でフィードバックされ、フ
ェイスシールドの製品改良を行います。今後も利用者の声に耳を傾
け、ものづくりを通して社会に貢献していきたいと考えています。

会社情報
社　名 株式会社城南村田

住　所 〒144-0053　東京都大田区蒲田本町1-9-7

Ｔ Ｅ Ｌ 03-5744-3555

Ｆ Ａ Ｘ 03-5744-3557

メール info@jonan-murata.jp

H　P https://www.jonan-murata.jp/

業　種 生産用機械器具製造業

事業内容 真空成形金型・トレーの設計・製造、試作品の製造、ソフビ製造、
フェイスシールド製造

今回のコンクールには4件のフェイスシールドの応募をいただ
きました。それぞれに工夫を凝らした製品ですが、本製品は、

本体・バンドともにプラスチックシートから切り出された部品を組み立て
る構造で低廉であること、保存や輸送時にスペースを取らないことなどの
特徴が評価されました。また、講評にも記したとおり、販売前に全国の医
療機関・介護施設に1万枚余を無償提供するなどの行動力と、こうした
活動が全国紙に取り上げられ大田区の企業の名を知らしめたことに審査
員一同、大いに感銘を受けました。このことから、特別賞として「おおた地
域貢献賞」を差し上げることに致しました。

講評

ウェアラブルでスキャン時間の短縮、
二次元化でスキャンストレスの解消概要

　バーコードスキャンする場合、一般的には①対象物を「手に取
る」、②バーコードスキャナを「手に持つ」、バーコードスキャン後
に③バーコードスキャナを「置く」、④スキャンを終えた対象物を
箱などに入れる、という手の動作の繰り返しとなります。バーコー
ドスキャナをウェアラブル化することで、上記②と③の動作が無く
なり、その分作業時間が短縮されます。従来からウェアラブルスキ
ャナは有りましたが、やや大きくかつ重く装着も手首などに付ける
物が主流でありました。小型・軽量化により「指」に装着できるよ
うにし、ウェアラブルとして快適な操作性を実現できます。

BLE採用で長時間運用可能、
容易なBluetooth接続、二次元スキャナ搭載特徴

　通信方式にBluetooth Low Energy方式（BLE）を採用したこと
です。このことにより、消費電流を抑え長時間の運用に耐えられま
す。因みにWRS-200は連続10,000回のスキャンが可能です。また伝
統的なBluetooth方式に比べWindows、Android、iOSとの接続が極
めて容易になりました。また読取を知らせるブザーやバイブレーシ
ョンを装備するほか、現場の運用に合わせて様々な設定が出来、現
場スキャン業務をサポートできます。高機能な一次元／二次元スキ
ャンエンジンを搭載しウェアラブルスキャナとして操作性の向上を
実現しました。

スマートデバイスの入力ツール、
モバイルソリューション促進用途

　PCやハンデターミナルに変わって現場端末としてスマートフオ
ンやタブレット端末が急速に利用されて来ております。それらの入
力端末としてのバーコードスキャナをウェアラブル化することでハ
ンズフリーを実現し作業効率を高め、さらに可搬性を活かし機動性
に富んだソリューション構築が可能となります。具体的には物流倉
庫での入荷/出荷検品・
ピッキング・棚卸しで広
く利用されていいます。
ICT技術の進歩に従いス
マホやタブレットの業務
活用が進み、入力ツール
と し のWRS-200は そ れ
らの利用促進に寄与でき
ると考えています。

会社情報
社　名 アイメックス株式会社

住　所 〒146-0094　東京都大田区東矢口2-4-14

Ｔ Ｅ Ｌ 03-3750-0511

Ｆ Ａ Ｘ 03-3756-0611

メール sales@aimex.co.jp

H　P https://www.aimex.co.jp/

業　種 製造業

事業内容 自動認識機器の製造・販売、カスタマイズ品の受託製造、モバイ
ルソリューションの提案

本製品は、製造管理や物流等で二次元バーコードを読み取る
スキャナを指輪型にすることで、作業者がスキャナを持ち替え

ることなく読み取り作業ができるよう工夫されている点を特徴としていま
す。バーコードスキャナとしても、向きを気にすることなく二次元バーコー
ドが読み取れること、読み取った情報をPC等に転送し作業者にフィード
バックができる機能、長時間動作が可能な点など、良く工夫されている点
が高く評価されました。通販等で物流管理の必要性が増している中、作
業者の負担を減らす機器として普及することを期待します。

講評

金型製造の町工場が独自開発した
フェイスシールドで地域貢献

指に装着可能な小型・軽量を実現した二次元
スキャナ、快適な操作性でスキャン時間の短縮

ウェアラブル2次元リングスキャナ WRS-200
アイメックス株式会社

組み立て式 フェイスシールド
株式会社城南村田

おおた地域貢献賞 奨励賞
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過去受賞企業大田区中小企業 新製品･新技術コンクール

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。上記QRコードをご確認ください。

最優秀賞 日進工業株式会社 環境配慮型「オール樹脂製鉗子」
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

優秀賞 トキ・コーポレーション
株式会社

デュアル調光機能を有する超小型ＬＥＤスポットライト「マイクロライトキャノン」
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

優秀賞 株式会社
メディカルスイッチ

見守り機能付き服薬支援ロボット 「ＦＵＫＵ助」
居宅高齢者の服薬支援と見守りを実現

おおた
福祉・医療賞 株式会社東京商工社 ポータブルお茶ミル「S

す る る

ururu」
いつでも、どこでも使えるポータブルお茶ミル

おおた
秀逸技能賞

株式会社
西尾硝子鏡工業所

ハーフミラーを使用した内照式ショーケース
DISPLAYの「見せ方」にこだわりミラー効果が空間を演出する

おおた
ネットワーク賞

アベテクノシステム
株式会社

足関節リハビリ支援装置「AMS-28」
足関節リハビリ支援装置で社会の課題解決へ

おおた
チャレンジ賞 株式会社RESVO 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

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

奨励賞 インパクトワールド
株式会社

喫煙室用空気清浄機
喫煙室内の空気を脱臭・浄化し、分煙対策に大きく寄与

奨励賞 菱熱工業株式会社 衛生チェックアプリ「コロコロチェッカー」®
食品工場の毛髪チェックはアプリにお任せ！

第
30
回

最優秀賞
株式会社カラーズ 

共同受賞：（有）関鉄工所
（株）善大工業

直進軽快車いす
どんな方でも気軽に操作でき、外出が楽しめる直進性と
軽快な操作性を可能にした介助式車いす

優秀賞 株式会社クラフトワークス 大型風力発電機ブレード点検ロボット
大型発電機風車ブレードのメンテナンス作業を安全、安価に

優秀賞 ジオ・サーチ株式会社 地上・地下インフラ3Dマップ
無電柱化工事の工期短縮・コスト削減に大きく貢献

おおた
福祉・医療賞 株式会社ACTY Power 外反母趾治療 手術用インプラントと手術用ツールの開発

外反母趾治療を日本人の足の形状を参考に改良

おおた
秀逸技能賞 株式会社Piezo Sonic 磁場環境用高トルク超音波モータ PSM60N シリーズ

超音波モータを非磁性対応化させ、高磁場環境で利用可能な駆動製品の開発に貢献

おおた
ECO推進賞 関西電子株式会社

ナノファイバーを応用した油吸着シート製造装置・リユース可能脱油装置（一式）
新素材「ナノファイバー」を応用した、自重の40倍以上も吸油する
油吸着シートの製造装置と、吸着させた油もシートもリサイクルできる脱油装置

おおた
スポーツ・
健康推進賞

株式会社大橋知創研究所 エルゴメーター風神雷神
有酸素運動から無酸素パワー測定まで対応したトレーニングマシン

奨励賞
株式会社

共立理化学研究所
全窒素・全りん測定セット（高圧）
家庭用圧力鍋を用いた、誰でもどこでもできる全窒素・全りん（窒素・りん化合物）の測定

奨励賞
株式会社

東京ワイヤー製作所
アウトドアに携帯したい、安全でスタイリッシュなワイヤーのこぎり P

パ ー ム ソ ー

ALMSAW
5色のカラフルなハンドルにワイヤーソーを収納し、スタイリッシュに持ち運ぶ

第
31
回

鉄道模型愛好家の夢を実現概要

　作り込んだレイアウト（ジオラマ）の中でこだわりの列車を走行
させ、情景の世界観や物語の中に浸ることは、鉄道模型の醍醐味の
一つですが、車両を切り離す連結解放時には、手で車体を持ち上げ
るしか方法がなく、せっかくの感興を著しく削ぐものとなっていま
した。
　そこで、当社が開発した形状記憶合金「バイオメタル・ファイバ
ー（BioMetal Fiber, BMF）」を超小型アクチュエータとして連結
器の中に組み込み、「遠隔解放操作に対応した鉄道模型用連結器」
を開発しました。
　手持ちの機関車の連結器と交換すればボタン一つで連結解放でき
るようになり、いつでも好きな場所で車両の連結や切り離しを楽し
みたいと言う、長年の「鉄道模型愛好家の夢」を実現しました。

既存の連結器と完全に置換可能特徴

　連結部分には世界標準とも言えるkadee社のカプラーをそのまま
用いて、ボックスとカプラーの間に極細の形状記憶合金ワイヤーを
組み込んで動作させています。対応した機能を持つDCCコントロ
ーラで制御可能ですが、専用のコントローラを使えばDC（アナロ
グ）でも使用可能です。外観／寸法／取り付け方法も含めて、既存
の連結器と完全に置
換可能（配線のみ必
要）で、機関車側の
連結器のみを交換す
れば良いので、今ま
で集めた客車や貨車
などを無駄にするこ
となく、自在に組み
合わせて走行させる
ことができます。

真にリアルな走行を通じて、
鉄道模型の世界をさらに楽しんでほしい用途

　鉄道模型は、鉄道に対する知識はもちろんのこと、レイアウト製
作の美術的センスや情景を創り出す感受性や物語性、工作のための
技術や手先の器用さなどが活かされる、多面的で創造的な趣味です。
特に海外では生涯をかけて取り組む大人の趣味として認知されてお
り、楽しみ方も幅広く、市場も大きなものとなっています。
　本製品を使ってレイアウトの中
で自在に車両を操り、より深く自
分の作り上げた情景を味わい、新
しい楽しさを見つけ出していただ
ければと願っております。

会社情報
社　名 トキ・コーポレーション株式会社

住　所 〒143-0006 東京都大田区平和島4-1-23JSプログレ2F

問い
合わせ先

バイオメタル事業部ホームページ内
「お問い合わせフォーム」をご利用下さい

H　P https://www.toki.co.jp/biometal/index.php

業　種 機械・照明器具製造販売 

事業内容
装飾照明・機能照明「トキスター」の開発、製造、販売 
金属系人工筋肉アクチュエータ「バイオメタル」および関連装置の
開発、製造、販売

同社の誇る形状記憶合金バイオメタル・ファイバーを利用し
たHOゲージ鉄道模型用の連結器で、連結だけでなく解除も行

えるようにした製品です。「趣味の世界」の製品ではありますが、レイアウ
トの中で列車の編成替えを嬉 と々して行っているマニアの姿が思い浮か
んで、ニヤリとさせられました。技術的にも、連結解除を確実に行うため、
一つのアクチュエータでナックルとカプラーアームを同時に操作している
点、従来の連結器と完全に置き換え可能な形状としている点など、工夫
が凝らされています。鉄道マニアにも、大田区の名前を知らしめていただ
くことを大いに期待いたします。

講評

遠隔操作可能な
鉄道模型用連結器

「スマートカプラー」（遠隔操作可能な鉄道模型用連結器）

トキ・コーポレーション株式会社　共同受賞：岩成株式会社

奨励賞

▼ミニチュアサイズの灯具
開発にも力を入れています
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第32回大田区中小企業

入賞製品技術紹介

※商標登録出願済み

〒144-0035 東京都大田区南蒲田1-20-20
大田区産業プラザ（PiO）内
TEL：03-3733-6294
FAX：03-3733-6459

公益財団法人
大田区産業振興協会

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

最優秀賞
BoCo株式会社
骨伝導技術を活用した 
ヒアラブル聴覚機器

優秀賞
イービーエム株式会社
冠動脈バイパス手術における
内視鏡下静脈グラフト採取術（EVH）
訓練用シミュレータ
TAMAGOYAKI

優秀賞
テック大洋工業株式会社
独立電源式内照型
LED掲示板 
Tell Tell board

おおた福祉・医療賞
株式会社Xenoma
e-skin Sleep

おおた秀逸技能賞
株式会社カットランドジャパン
刃先位置制御付
ポータブル切断・開先加工機

「スピニングカッター」

おおたＥＣＯ推進賞

株式会社A
あ

I
い

改質ポリ乳酸PLAXのネイルチップ
「ネイルコンタクト®」

おおた地域貢献賞
株式会社城南村田
組み立て式フェイスシールド

奨励賞
アイメックス株式会社
ウェアラブル
2次元リングスキャナ
WRS-200

奨励賞
トキ・コーポレーション株式会社
共同受賞：岩成株式会社　

「スマートカプラー」
（遠隔操作可能な鉄道模型用連結器）
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