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も の を つ く る
The future that makes things will change

未 来 が か わ る

船橋市ものづくりグランプリ制度

ものづくりグランプリ制度概要

制度の流れ
製品の申請

市内の中小企業者が生産する優れた新製品の普及を目指し、市が定める
基準を満たす製品を市が認定することにより、販路開拓を支援します！
認定された新製品は、認定期間中、競争入札によらない随意契約により
市が試験的に購入することが可能となります。

製品の審査・認定

認定事業者

船橋市

認定製品の購入・納品（随意契約）

船橋市では “Made in Funabashi” 製品を積極的に発信してまいります。

使用後のフィードバック

認定対象製品
申請日において、販売を開始した日から概ね 5 年以内の製品であり、以下の全ての
要件を満たすもの。
①既存の製品とは異なり、優れた使用価値を有しているもの。
②市場性が見込まれる製品であること。
③生産、販売の方法や資金調達の方法等が確実に実行可能であるもの。

認定期間
認定の通知をした日から 3 年を経過した日の属する年度の末日まで
審査の流れ（令和 2 年度の場合）

！ 食品、医療品、医薬部外品及び化粧品は除きます。
！ 申請商品数に上限はありません。

認定対象者
以下の全ての要件を満たすものとします。
①下記に掲げる表のいずれかに該当する中小企業者。

申請書類の
提 出

第 1 次審査
（※書類審査）

第 2 次審査
（プレゼンテーション）

認定製品
決 定

認定事業者
公 表

4～6月

7月

7～8月

8 月下旬

9 月上旬

※弁理士による書類審査となります。

②市内に事業所を所有する者で、市税の滞納がないこと。
（ただし、市長が必要があると認める場合はこの限りではない。
）
！ 製品を製造する事業者が対象であり、製品の製造元でない事業者（販売代理店）からの申請

認定されるメリット

は対象外となります。
！ 工場を持たず、製造工程を他社へ委託している企業等であっても、自らが企画・製造元である
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場合、本制度の対象となります。

中小企業者
資本金または従業員

製造業、建設業、運輸業、その他

3 億円または 300 人以下

卸売業

1 億円または 100 人以下

サービス業

5,000 万円または 100 人以下

小売業

5,000 万円または 50 人以下

ゴム製品製造業

3 億円または 900 人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3 億円または 300 人以下

旅館業

5,000 万円または 200 人以下

市が試験的に購入
＆
使用後のフィードバックを
行います！
※購入を約束するものではありません。

市も積極的に
認定製品を PR します！
●市の広報紙、ホームページでの PR
●市のイベントでの製品紹介等
●認定製品カタログの作成

令和 2 年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業
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業種

2

2

Wizard Co., Ltd.

認定製品

アポ楽
Appo-Raku

PR ポイント
1．受付業務の完全自動化・非接触化
1. Fully automated, noncontact reception

2．企業の新型コロナウイルス対策として利用

2. Useful as a COVID-19 measure at companies and other organizations

3．クラウド・二次元バーコード・タブレット端末を利用した次世代製品

3. A next-generation product that uses cloud computing, two-dimensional barcodes and tablet terminals

4．設置工事不要

4. No physical installation required

5．初期導入費￥0
5. No installation fee

6．料金は利用した分だけの完全従量制

6. Charges are based on a pay-as-you-go system

住所
〒 273-0864
船橋市北本町 1-17-25
TEL
047-409-9088
FAX
047-409-9089
HP
https://wiz-t.jp/
沿革
平成 10 年 12 月		
平成 12 年 4 月		
平成 14 年 4 月		
平成 15 年 4 月		
平成 16 年 4 月		
平成 19 年 4 月		
平成 21 年 3 月		
平成 24 年 4 月		
平成 26 年 4 月		
平成 28 年 3 月		
平成 31 年 3 月		

株式会社ウィザード設立（座間市）
東京オフィス開設（麹町）
松山オフィス開設（愛媛県松山市）
東京オフィスを麹町から西日暮里に移転
本社オフィスを座間市から相模原市に移転（産業創造センター）
新社屋完成、本社を座間市から相模原市に移転登記
松山オフィス閉鎖
クラウド在庫管理システム「PitSTOCK」サービス提供を開始
東京オフィスを千葉県船橋市に移転し千葉オフィスに改名
SES マッチングサービス「one」のサービス提供を開始（提供は acro-one 社）
SIer 購買部向けリソース確保のためのサイトサービス「two」のサービス提供
を開始（提供は acro-one 社）
平成 31 年 4 月		 蓼科保養所の運用を開始

受賞コメント

取締役

石井

浩一

Koichi Ishii Director

Made in Funabashi の ICT 製品が
世界中で活躍することが私たちの目標です。
Many companies and other organizations still handle the
reception of visitors in the conventional way: visitors fill
out reception forms and the person in charge is contacted
through the internal phone system. This is a tedious task for
guests. It is also unhygienic to touch pens and handsets that
have been handled by an unspecified number of people.
Appo-Raku was created to simplify reception work at

参考価格（税抜）

Reference prices (excluding tax)

用

途

companies and other organizations as well as events. By
combining cloud computing, 2D barcodes and tablet
technology, reception work can be fully automated
and noncontact, making it easier and more hygienic. In
addition, users can introduce the product easily and use it
immediately, since there is no need to install special terminals
or computers at the reception desk.

・二次元バーコードによるゲストの受付 50 円 / 件
・ゲスト来訪時の SMS による担当者の呼び出し 50 円 / 件（オプション）

・Guest reception using 2D barcodes: ¥50 percase
・SMS sent to person in charge when guest arrives: ¥50 per case (optional)

企業訪問やイベントでのゲスト来訪者の受付業務の自動化

この度は、船橋市ものづくりグランプリに「アポ楽」が認定
され、大変ありがたく思っております。
本製品を開発していた当初は、受付業務の簡素化という事が目的でしたが、開
発途中で新型コロナウイルスの流行があり、企業様ご自身が新型コロナウイルス
対策としてご利用できるように、工夫をしました。
現在ではまだ少数ではありますが、新型コロナウイルス対策として、受付業務
を完全に非接触自動型にしたいとの動機から、本製品を利用したいとの問い合わ
せが来ております。
ポストコロナの社会では、企業自身が先頭に立ち、新しい生活様式へ対応して
行く必要があると考えております。
業種・地域を問わず、全国の企業様に導入して頂き、少しでも世の中のお役に
立てればと思っております。

令和 2 年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業
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ベンチャープラザ船橋 217 号室

のご紹介

従来の受付業務は、手書きの受付票に記入し、担当者に内線電話で連絡するという手順を大多数の企業が行っ
ています。ゲストにとっては非常に面倒な作業であり、また、不特定多数が触れたペンや受話器に触れる事は不
衛生です。
本製品は、会社やイベント等での受付業務の簡素化という目的で作りました。
クラウド、二次元バーコード・タブレット端末の技術を組み合わせる事により、受付業務が完全自動化・非接
触化になり、簡単で衛生的となります。また、受付に専用端末・パソコン等の設置・工事も必要なく、利用者ご
自身で簡単に設置し、すぐにご利用頂けるのが特徴です。

株式会社ウィザード

株式会社ウィザード

令和 2 年度
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Otsuka Glass Co., Ltd.

認定製品

船橋カレイドスコープシリーズ
Funabashi Kaleidoscope Series

PR ポイント
1．江戸切子とサンドブラスト彫刻を融合させたグラス

1. Drinking glasses that combines Edo kiriko cut-glass technology with sandblast engraving

2．グラス内側を覗くと彫刻された桜が側面のカットによる万華鏡効果

2. When you look inside one of these glasses, the cherry blossoms engraved on the bottom appear along the inner surface as
though viewed through a kaleidoscope because of the effect of the cut sides

3．透明な飲み物を入れることで絵柄がふわりと浮かび上がる様に見える
3. When a transparent drink is poured into the glass, the design softly emerges

4．船橋市の桜名所である海老川沿いに咲く桜をイメージしてデザイン

4. The design is based on cherry blossoms blooming along the Ebigawa River—a famous cherry blossom spot in Funabashi City

5．切子職人の熟練した技量が必要とされる「ハカマ」カットを 3 段階に施す

大塚硝子株式会社

大塚硝子株式会社

令和 2 年度

住所
〒 273-0047

船橋市藤原 4-3-12

TEL
047-438-2411
FAX
047-438-9249
HP
http://www.otkgls.co.jp

沿革
大正 5 年 9 月 1 日
昭和 26 年 1 月 9 日
昭和 44 年			
昭和 57 年			

創業
設立 硝子食器輸出入に進出
プリント工場設置
ラスター溶液を硝子製品に手描きに依る製品を開発し国内外に販売

5. The design incorporates three levels of hakama cutting, which require the master skills of kiriko glass artisans

6．船橋への愛着や思い出と共にマイグラスやギフトにもぴったり

カレイドスコープとは万華鏡の意。
日本の伝統工芸である江戸切子とサンドブラスト彫刻により、うつくしい
グラスが出来上がりました。
グラスの内側を覗くと、彫刻された桜が側面のカットによる万華鏡効果で、
ぐるりとまわりに咲き誇ります。透明な飲み物をいれることで、更にふわり
と浮かび上がるように見えることでしょう。
【デザイン】
船橋市の桜の名所である海老川沿いには、春になると約 5 百本もの美しい
花が咲き、訪れる人々の目を楽しませます。
創業以来この土地で私たちの心を和ませてくれた、その海老川桜をイメー
ジし、デザインしました。
【切子】
「ハカマ」と呼ばれる幅広い面をカットする切子は、熟達した技量が必要と
される仕事です。この「ハカマ」を 3 段階にも施し、最適な反射を探りました。
最終段階の「仕上げ」にはグラスのきらめきが一番美しく見えるよう、現
在では稀な「手磨きの技術」を活かしました。

参考価格（税抜）

Reference prices (excluding tax)

用

途

販売実績

design was inspired by the Ebigawa River cherry blossoms
that have soothed our hearts since we established our
company in this area.
Kiriko
The hakama cutting technique for Edo kiriko glass, which
involves cutting a wide surface area, requires great skill. This
technique was applied in three layers to find the optimal
reflection for our product. As a finishing touch, the glasses
are hand-polished—which is rare nowadays—so that the
glass sparkles in a most beautiful way.

一口ビール（ルリ・赤）����������������������� 各 8,000 円
タンブラー（ルリ・赤）���������������������� 各 10,000 円
フリーグラス（ルリ・赤）��������������������� 各 10,000 円

Small beer glass (azure, red): ¥8,000 each
Tumbler (azure, red): ¥10,000 each
Freestyle glass (azure, red): ¥10,000 each

一口ビール………160ml

少量ビールや冷酒グラスなどに

フリーグラス……220ml

焼酎ロック・日本酒・冷茶など

タンブラー………240ml

ビールや清涼飲料などに

東武百貨店船橋店・株式会社菊屋・Amazon・船橋市役所等。

受賞コメント

取締役会長

大塚

義雄

Yoshio Otsuka Director and Chairman of the Board

船橋の地元企業として技術と創造性を生かし
暮らしをより豊かにできる商品とサービスを
提供し、地域と社会に貢献して参ります。
市内の桜の名所である海老川沿いに咲く満開の桜をイメージして作らせて頂き
ました。
伝統工芸品の江戸切子とサンドブラスト彫刻を組み合わせたグラスです。
透明度の高い飲料を入れて真上から覗くと桜の花びらが水面に映る万華鏡のよ
うに煌びやかに見える仕掛けです。
お使い頂く皆様が笑顔の思い出と共に心に花が咲く事を願っております。
今回認定頂きましたことを機に船橋市や近郊におきましてより多くの皆様にガ
ラス器の良さや楽しさを知って頂ければ幸いです。
自社加工工場にて小ロットからお受けできます。名入れ加工に付きましても積
極的に取り組んで参ります。

令和 2 年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業
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These beautiful glasses are created by fusing technologies
of the traditional Japanese craft Edo kiriko cut glass and
sandblast engraving. When you look into the glass, the cut
sides create a kaleidoscopic effect that projects the engraved
cherry blossoms all around. If you put a clear drink in the
glass, the cherry blossoms will softly emerge.
Design
Along the Ebigawa River, which is a famous cherry blossom
viewing spot in Funabashi City, about five hundred cherry
trees bloom beautifully in spring, delighting visitors. The

のご紹介

6. This is a perfect item to show your love and memories of Funabashi, as well as a personal glass or gift

6

NITI-ON Co., Ltd.

認定製品

SOC アプリ
SOC App

PR ポイント
1．健康保持・ストレス対処能力概念である「SOC（sense of coherence）」を採用

1. Our app follows a concept of health maintenance and ability to cope with stress known as the sense of coherence (SOC)

2．SOC アプリは、医療社会学のエビデンスに基づいたスケールです
2. The SOC app uses a scale based on medical sociology data

3．ストレスに強くなる 3 つの感覚（把握処理感、処理可能感、有意味感）を自己診断しながら適応能力を高め
ることができます
3. The app allows users to self-evaluate three senses (comprehensibility, manageability, and meaningfulness) that keep them
more resilient to stress, while improving their adaptive capacity

4．スマートフォン向けアプリで、いつでもどこでもストレス対応力の測定が可能です

株式会社ニチオン

株式会社ニチオン

令和 2 年度

4. This smartphone app allows users to measure their stress response anytime, anywhere

5．わずか 29 個の質問で、診断結果をかわいいキャラクターとともにわかりやすく解説します
6．ニックネームで登録、個人を特定されることなく、気軽にご利用いただけます
6. Since registration only requires a nickname, your personal identity remains safe

各個人のストレス対処能力（ストレスがかかっても自分自身でうまく処理で
きる能力）の向上を目的にしたアプリケーション。ストレス対応能力を向上さ
せる仕組みとして、世界 32 か国、20 万人以上に利用されている SOC の概
念を元に、新たな指標（質問項目）として開発し、本アプリケーションに組み
込んでいることが最大の特徴です。
利用者は本アプリでわずか 29 個の質問項目に答えることで、自分自身のス
トレス対処能力の類型が測定できます。類型を認識することで、ストレスの上
手な対処法が判断でき、他の類型への移行に向けた取組みを行えるようになり
ます。
コロナ禍もありストレスへの対処は近年ますます重要になってきており、こ
れからの時代を生き抜くために、新しいマインドをセットする必要があります。
何が人を病気にするのかと考えがちでしたが、何が人を健康にするのかと健康
に焦点をあてマインドをアクティブにアップデートすることをお勧めします。

参考価格（税抜）

Reference price (tax not included)

用

途

determine better ways to cope with stress or how to shift to
a different type of coping mechanism. Coping with stress has
become increasingly essential recently due to COVID-19,
and we need a new mindset to survive. While people tend to
think about what makes them sick, we recommend updating
our mindsets to focus on health and what makes people
healthy.

200 円
※新しい生活様式に向けて支援すべく無料トライアルキャンペーンを実施中
ぜひダウンロードしてお試しください（個人利用）

定期的に本アプリで 29 個の質問に答え、自身のストレス対処能力の類型を把握する。主婦、
学生などの個人利用、学校、職場などの団体活用。

船橋市栄町 2 丁目 12 番 4 号

TEL
047-431-1871
FAX
047-431-1878
HP
㈱ニチオン HP http://nition.jp
SOC アプリ専用 HP
http://soc-nition.moon.bindcloud.jp/

沿革
明治 44 年
昭和 12 年
昭和 18 年
昭和 22 年
昭和 26 年
昭和 30 年
昭和 38 年
昭和 41 年
平成元年
平成 8 年
平成 13 年

耳鼻咽喉科器械製造を創業（東京都）
日本音叉研究所を開設
日本音叉医科工業有限会社と法人化
船橋市宮本町に移転
日本音叉医科器械製作所と改称、船橋市海神へ移転
株式会社日音医理科器械製作所を改組
船橋市栄町に工場設立
船橋市栄町に本社移転
各種医療機器・病院衛生設備の輸入販売開始
感染制御製品販売会社として株式会社アイ・シー・エフを設立
株式会社アイ・シー・エフを吸収合併し、株式会社ニチオンと社名変更

実績
平成 10 年度		
平成 21 年度		
平成 23 年度		
平成 23 年度		
平成 24 年度		
平成 24 年度		
平成 25 年度		
平成 25 年度		
令和 2 年度		

貿易貢献企業表彰（通商産業省）
戦略的基盤技術高度化支援事業「金属製品の高度化に向けた表面改質熱処理技術の
開発」（経済産業省中小企業庁）
戦略的基盤技術高度化支援事業「ニードル型超音波凝固切開装置の開発」
（経済産
業省中小企業庁）
千葉ものづくり認定製品「エナジーサプライブリッジ」
患者への優しさと安全性を患者への優しさと安全性を兼ね備えた次世代内視鏡下手
術用鉗子の開発（厚生労働省）
千葉ものづくり認定製品「人に優しい内視鏡用クリップ鉗子システム」
ふなばしセレクション認定「音叉」
第 2 回 MEDTEC イノベーション対象奨励賞受賞 :「クリップ鉗子システム」
地域未来牽引企業選定（経済産業省）

受賞コメント

代表取締役

本田

宏志

Hiroshi Honda Representative Director

医療・保健・介護分野における顧客価値重視を目指し、
エビデンスに基づく新しいアプローチを提供してまいります。
この度、令和 2 年度船橋市ものづくりグランプリ認定製品として認定を賜りま
したこと、大変光栄に存じます。
当社は医療機器メーカーとして、手術器械の研究開発および感染制御製品を医
療現場に提供、使用される医療従事者からのアウトカムに基づき製品の改良改善
を繰り返し、患者価値へ繋がる取組に努めております。
今回の SOC アプリ認定を機に、市民一人一人が自らの認識を高め、自身の行
動と心構えを変化させる予防医療としてデータに基づいた地域モデルを創造し、
健康づくりを応援する事業として提供できるよう邁進して参ります。

令和 2 年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業
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This app is designed to improve the user’s ability to cope
with stress. Based on the SOC concept—which more than
200,000 people in 32 countries around the world use as a
mechanism to improve their ability to cope with stress—a
new questionnaire has been developed as a new indicator
and is incorporated into this application. By answering
twenty-nine questions in the app, users can recognize
their own style of dealing with stress. This allows users to

のご紹介

5. After answering twenty-nine questions, a cute character provides easy-to-understand diagnostic results to users

住所
〒 273-0018
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令和元年度

船橋市ものづくりグラン プリ認定製品のご紹介
橋本拓也（屋号 洗濯クリップ）
Hashimoto Takuya (DBA Sentaku Clip)

令和元年度

認定製品

洗濯クリップハンガー
てるてるクリップハンガー

株式会社エムエスビー

PR ポイント

1．小さなお子様から体の不自由な方まで誰でも片手で簡単に干して取り込める

4．フレームは木製

1．優れた機動性―座ると固定、腰を上げると左右に移動
独自車輪構造機能

豊富な着せ替え部品で飽きずに使える
針金を使わず丈夫で安全

手作りのぬくもりと木の質感で癒される

認定製品

Sharaku surgical chair

PR ポイント
3．クリップは耐候性のあるポリカーボネート一体成型

MSB Co., Ltd.

手術・治療用椅子「しゃらく」

Sentaku Clip Hanger, TLTL Clip Hanger

2．着せ替えて遊べるかわいい洗濯バサミ

令和元年度

2．立位時にも腰掛が可能―昇降ストロークが
540mm ～ 750mm と広く確保

環境に体に優しい

5．分解組立てが容易で、部品販売もあり修理しながら長く使える

3．足元のフットレバーだけで昇降可能―手を使わず操作の
利便性 安全性確保

6．どこにでも吊るすことができ、軽くてかさばらず、場所を選ばずに収納できる

4．手術中クルクルと回らない―特殊シリンダー使用
安全性確保
5．座面がソフト―低反発性のウレタン使用 4 層

疲労軽減

6．過重 300kg に耐える―キャスター 10 個使用（1 個
30kg）安全性確保

Reference price (tax not included)

Sentaku Clip Hanger standard, medium-size, white:¥3,282
Sentaku Clip Hanger strong, medium-size, white:¥3,464
Sentaku Clip Hanger standard, medium-size, dark walnut:¥3,282
Sentaku Clip Hanger strong, medium-size, dark walnut:¥3,464
TLTL Clip Hanger standard, medium-size:¥4,773
TLTL Clip Hanger strong, medium-size:¥4,946

橋本拓也（屋号 洗濯クリップ）
住所：〒 273-0011 船橋市湊町 2-4-5-6
TEL：047-434-8589 FAX：047-434-8589

HP：https://sentakuclip.net/

3,282 円
3,464 円
3,282 円
3,464 円
4,773 円
4,946 円

参考価格（税抜）

Reference price (tax not included)

A タイプ（サドル型）��������������������
B タイプ（小座面（傾斜 12 度）
���������������
C タイプ（ペダル上部型）������������������
D タイプ（A/C 改良型）
�������������������
E タイプ（丸形座面）
 ��������������������
背もたれ（独 K&M 社製）
 ��������������� 1 個

1 台 190,000 円
1 台 190,000 円
1 台 190,000 円
1 台 190,000 円
1 台 190,000 円
18,000 円（別売）

A type (saddle type):¥190,000 per chair
B type (small seat; 12-degree incline):¥190,000 per chair
C type (higher foot lever):¥190,000 per chair
D type (A/C custom type):¥190,000 per chair
E type (round seat):¥190,000 per chair
Backrest (product of K&M [Germany]):¥18,000 per item (sold separately)

株式会社エムエスビー
住所：〒 274-0053 船橋市豊富町 621-48
TEL：047-457-3887 FAX：047-457-4427

HP：http://www.msb-c.co.jp/

令和 2 年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業
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参考価格（税抜）

洗濯クリップハンガー ノーマル 中型ホワイト �������������
洗濯クリップハンガー ストロング中型ホワイト �������������
洗濯クリップハンガー ノーマル 中型ダークウォルナット ��������
洗濯クリップハンガー ストロング中型ダークウォルナット ��������
てるてるクリップハンガー ノーマル 中型 ���������������
てるてるクリップハンガー ストロング中型 ���������������
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平成 30 年度

船橋市ものづくりグラン プリ認定製品のご紹介
東葛テクノ株式会社

平成 30 年度

Tokatsu Techno Co., Ltd.

認定製品

bclas
次亜塩素酸系 空間洗浄シリーズ

株式会社大菜技研

レオメーター

1．シンプルでスタイリッシュなデザインで暮らし
の中に「美」を与える
2．空間ミスト噴霧と直接スプレー噴霧の両方が可
能

3．アルコール除菌では対応できないあらゆる菌を
まるごと洗浄
4．弱酸性で人体に触れても影響がないため安心し
て使用できる

認定製品

ONRH 型

Rheometer Model ONRH

PR ポイント

Hypochlorous Acid-Type Air Purifier Series

PR ポイント

平成 30 年度

Ohna Tech Inc.

1．
「誰にでも使える」
、
「設置スペースを取らずコ
ンパクト」

4．故障の少ない構造を可能にした国際特許技術を
導入

3．さらさらのものから、ねばねばのものまで、幅
広い液体に対応

6．J-Good Tech に登録

2．粘度だけで無く、試料の弾性も同時に測定

5．測定の信頼性を最重視

参考価格（税抜）Reference price(Jananese yen)

5．自然災害時の衛生的な環境づくりにも役立つ

1
2
3

ONRH-1C型 �����������本体 1式 4,000,000円
ONRH-1B型 �����������本体 1式 4,700,000円
ONTP型 ペルチェ式恒温槽・昇降架台 �� 1式 1,950,000円

1. ONRH Type-1C (complete set): ¥4,000,000
2. ONRH Type-1B (complete set): ¥4,700,000
3. ONTP Model Peltier-type Thermostat and Elevating Platform (complete set): ¥1,950,000

(tax not included)
株式会社大菜技研
住所：〒 273-0005 船橋市本町 2-22-15
TEL：047-431-1401 FAX：047-431-1419

参考価格（税抜）Reference price(Jananese yen)
ミスト トライアル2Lセット ������������������������ 15,000円
ポータブル トライアル1Lセット ����������������������� 4,500円
プロスプレー �������������������������������� 2,000円
ライトスプレー ������������������������������� 1,600円
カードスプレー �������������������������������� 500円
キュー1L���������������������������������� 1,000円

bclas Mist 2L Trial Set: ¥15,000
bclas Pro-Spray: ¥2,000
bclas Card Spray: ¥500

bclas Portable 1L Trial Set: ¥4,500
bclas Light Spray: ¥1,600
bclas Solution 1L: ¥1,000

東葛テクノ株式会社
住所：〒 274-0063 船橋市習志野台 4-4-7
TEL：050-3850-9874 FAX：047-413-0732

HP：https://www.bclas.jp/

株式会社 aba

排泄センサー

平成 30 年度

aba Inc.

認定製品

Helppad

The excretion sensor "Helppad"

PR ポイント

(tax not included)

1．業界初の「におい」で尿と便を検知する排泄セ
ンサー

4．排泄記録からの個人の「排泄リズム」を分析

3．排泄検知を通知でお知らせ

6．排泄ケアのストレスを排泄する製品

2．ベッドに敷くだけの簡単非装着型

5．介護無資格者・未経験者でも適切なケアができ
る手助けに

参考価格 Reference price(Jananese yen)
オープン価格
Open price

株式会社 aba
住所：〒 274-0824 船橋市前原東 3-30-5
TEL：047-494-6823 FAX：047-413-6125

HP：http://aba-lab.com/

令和 2 年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業
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ビクラス
ビクラス
ビクラス
ビクラス
ビクラス
ビクラス

HP：http://www.ohnatech.com
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平成 29 年度

船橋市ものづくりグラン プリ認定製品のご紹介
株式会社オートコーポレーション
Ohto Corporation CO.,LTD

平成 29 年度

認定製品

フジヤマカット
くるりんぼ歯ブラシ

有限会社さわだ園

粉末緑茶サーバー

1．歯磨きが超簡単
2．健康な歯肉に
3．知覚過敏や歯周病の予防に

3．急須不要のため、
お茶の成分を丸ごと取り込める

参考価格（税抜）Reference price(Jananese yen)

4．歯磨き時間がわずか 3 分程度に
5．経済的

3,880 円
¥3,880 (tax not included)

参考価格（税抜）Reference price(Jananese yen)

¥1,400(tax not included)

オデッサⅡ

PR ポイント
1．ワンタッチで適量の粉末緑茶をサーブ
2．100 杯分収納できる

1,400 円

有限会社さわだ園
住所：〒 273-0048 船橋市丸山 1-55-10
TEL：047-439-2810 FAX：047-439-8822 HP：http://tea-sawada.com E-mail：sawadaen@ac.auone-net.jp

有限会社昌永工機
Shoei Industrial Machinery Company

くるりんぼ角質取り

eNM3A10

3．かかとがつるつるに
4．巻き爪や足裏の痛みにも

1．ポータブルで手軽に現場で
「硬さ」や「反発係数」を測定
2．全方向の測定が可能
3．連続測定も簡単

4．試料への打痕が小さい
5．試料は厚さ 5mm 以上であれば、
台座なしで測定可能（鉄鋼の場合）

参考価格（税抜）Reference price(Jananese yen)

参考価格（税抜）Reference price(Jananese yen)

3,000 円

オープン価格

¥3,000(tax not included)

Open price

HP：http://www.ohtocorporation.com/

有限会社昌永工機
住所：〒 273-0005 船橋市本町 1-8-20 メゾン青葉 101
TEL：047-404-6006 FAX：047-404-6006 HP：http://syoueikouki.co.jp/

令和 2 年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業
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認定製品

PR ポイント

PR ポイント

株式会社オートコーポレーション
住所：〒 270-1471 船橋市小室町 2871
TEL：047-457-4609 FAX：047-457-7133

微小球反発試験機

平成 29 年度

Microsphere Rebound Hardness Testing Device eNM3A10

Kururinbo Exfoliator

1．痛くない
2．魚の目の芯やタコの除去に

認定製品

Green Tea Powder Server Odessa II

Kururinbo Toothbrush with Mount Fuji-Shaped Brush

PR ポイント

平成 29 年度

Sawada Garden Company

14

平成 28 年度

認定製品・企業者名

（令和 2 年 3 月 31 日をもって認定期間終了）

水力・風力用永久磁石式三相交流発電機
Three-phase AC permanent magnet power generator for hydraulic and wind power generation

低落差用マイクロ水力発電装置
Low-head hydro power generator

協和工業株式会社 船橋事業所
住所：〒 273-0018 船橋市栄町 2-10-2
TEL：047-431-5525（代） FAX：047-431-5529
※現在、認定製品の販売は日立電工株式会社にて行っています。
日立電工株式会社
住所：〒 274-0071 船橋市習志野 1-12-13
TEL：047-465-3136 FAX：047-463-9563

認定製品を市が PR します！
船橋市広報紙「広報ふなばし」令和 2 年 10 月 15 日号に
「船橋市ものづくりグランプリ」の特集記事が掲載されました！
メ

イ

ド

イン

フ

ナ

バ

シ

"Made in funabashi"の新製品を発掘

ものづくりグランプリが決定

問 商工振興課☎ 436-2474

市では、
「 既存の製品とは異な
る」
「 優れた使用価値を有してい
る」といった評価基準を満たす
3つ の 新 製 品 を
「 船橋市ものづ
くりグランプリ」に選びました。
これは市内中小企業者が生産す
る優れた製品の普及や販路開拓
を支援するために平成 28 年か
ら開始し、これまでに 13の事業
者を認定しており、過去の認定 ▲写真左から、㈱ウィザード取締役 石井浩一
さん、大塚硝子㈱代表取締役 大塚義雄さん、
した製品は市ホームページ（ 右
松戸徹市長、㈱ニチオン代表取締役 本田宏志
さん
コード）から見られます。今後
は今年度の認定製品のカタログを作成するなど、市ホームペー
ジ、各種イベントでも積極的にPRしていきます。
認定製品名／認定事業者
①アポ楽
（アポラク）
／
株式会社ウィザード
☎047-711-1201

特徴
会社の訪問者にあらかじめ2次元コードを発行し、受付の
際にタブレット端末に読み込ませることで、
これまでお願
いしていた受付表の記入や内線電話対応などの手続きを
省略することができます。接触機会が減り、接触者情報を
管理するため新型コロナウイルスの対策にもなります。

伝統工芸品の江戸切子と海老川の桜をイメージしたサ
②船橋カレイドスコープ
ンドブラスト加工を組み合わせたグラス。江戸切子職人
シリーズ／
によるハカマ切子で、飲料を入れて上から覗くと万華鏡
大塚硝子株式会社
（カレイドスコープ）の効果で、きれいな桜模様が広がり
☎438-2411
ます。
こころのセルフケアを目的にしたアプリケーション。分
③ＳＯＣアプリ
かりやすい29個の質問に答えることで、自分自身のスト
（エスオーシーアプリ）
／
レス対処能力を8つの属性に分類します。その属性に応じ
株式会社ニチオン
てストレスと上手に付き合うことで、健康管理、疾病や未
☎431-1871
病予防、こころと健康の増進を図ることができます。

スーパーアルカリイオン水 生成装置
UF-15 α -SO
Super alkaline ionized water generator UF-15a-SO

スーパーアルカリイオン水 e-wash
Super alkaline ionized water e-wash

路上喫煙・ポイ捨てのない
船橋を目指して

平成16年10月に施行された
「船橋
市路上喫煙及びポイ捨て防止条例」
の規制を強化すること等への意見を
募集します。
同条例では、人通りの多いJR船橋
駅・西船橋駅・津田沼駅北口周辺の地
域を重点区域に指定し、
路上喫煙・ポ
イ捨てを禁止しており、
現在は違反者
に対して勧告を行い、
従わない人から
過料2000円を徴収することとして
います。今回、新たに違反者から直ち
に過料を徴収するよう規制を強化す
ることおよび、重点区域内への指定
喫煙所の設置を可能とすることにつ
いての意見を募集し、後日、意見の概
要と市の考え方を公表します
（個別の

課（〒273-8501※住所不要 FAX
436-2448）へ※意見提出様式は各
縦覧場所で配布するほか、市ホーム
ページからも取り出せます

問 市民の声を聞く課☎436-2787

行政相談は、医療保険・年金、雇用、道路、社会福祉、公共交通などのいろい
ろな行政分野の意見・要望、苦情を受け公平・中立の立場から、その解決や実
現に向けて働き掛けるとともに、行政の制度や運営の改善に生かしていま
す。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が相談等に応じます。
〈相談日時〉毎月第1・3㈭午後1時〜4時※予約不要 〈会場〉船橋駅前総合窓
口センター（フェイス5階）〈費用〉無料

皆さんと行政をつなぐ
架け橋

※金額のないものは無料
※市民の皆さんの依頼に基づき掲載しており、内容
についての責任は負いかねます

望号
（1日号は前月1日、
15日号は前月15日必着）
※会員募集は先着順 〈掲載間隔〉同
一団体は前回掲載から次の期間は掲載できません。○催し⇨6カ月間 ○会員募集⇨1年

③

①訪問者に対応した社員や日時なども
データ化されます
②赤青 2 色ずつで計 6つの色鮮やかなグ
ラス
③このアプリでストレスと上手に付き
合いましょう

催し
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認定製品名／認定事業者

特徴
会社の訪問者にあらかじめ2次元コードを発行し、受け付
けの際にタブレット端末に読み込ませることで、
これまで
お願いしていた受付表の記入や内線電話対応などの手続
きを省略することができます。
接触機会が減り、
接触者情報
を管理するため新型コロナウイルスの対策にもなります。

伝統工芸品の江戸切子と海老川の桜をイメージしたサ
②船橋カレイドスコープ
ンドブラスト加工を組み合わせたグラス。江戸切子職人
シリーズ／
によるハカマ切子で、飲料を入れて上からのぞくと万華
大塚硝子株式会社
鏡（カレイドスコープ）の効果で、きれいな桜模様が広が
☎438-2411
ります。
こころのセルフケアを目的にしたアプリケーション。分
③ＳＯＣアプリ
かりやすい29個の質問に答えることで、自分自身のスト
（エスオーシーアプリ）
／
レス対処能力を8つの属性に分類します。その属性に応じ
株式会社ニチオン
てストレスと上手に付き合うことで、健康管理、疾病や未
☎431-1871
病予防、こころと健康の増進を図ることができます。
満開の桜

〈その他〉
▶冨嶽三十六景をアレンジした
絵画展 10月25日㈰〜11月1
日㈰※初日は午後〜、最終日は
午後1時まで／北総線小室駅コ
ンコース／石井☎080-47727256

会員募集

※施設の予約状況で、活動日
時・場所を変更する場合があり
〈講座・講演・講習会〉
▶引きこもり解決講演会 11 ます
月8日㈰午後2時〜4時／勤労 ▶短歌 毎月第3㈫正午〜午後
市民センター／先着35人／事 3時／三咲公民館／入会金500
前に藤田☎047-307-3676へ 円／月会費1750円／年会費

1500円／小野口☎457-5854
▶朗読 毎月第1・3㈭午後0
時45分〜2時45分／中央公民
館／入会金1000円／月会費
1500円／石井☎432-2576
▶英会話 毎週㈭○午前9時
30分〜⇨中級 ○10時50分〜
⇨上級／松が丘公民館／入会
金各1000円／月会費各3500
円／大根☎090-4678-8643
▶リズム体操（シニア） 毎月2
〜3回㈭午前10時〜正午／薬
円台公民館／入会金2000円／
月会費1500円／齊藤☎4627757

マイナンバー通知カードは11月30日㈪に交付を終了します

①

②

③

①訪問者に対応した社員や日時な
どもデータ化されます
②赤青 2 色ずつで計 6つの色鮮やか
なグラス
③このアプリでストレスと上手に
付き合いましょう

上手にストレスケア

2769）
へ※申込用紙は同課で配布するほか、
市ホームページからも取り出せます

上手にストレスケア

バ

勝股 政雄さん

〈対象〉市内の団体が原則として市内の公共施設で行うもの。政治、
宗教、
宣伝、
営利目的

活動については主催者に
確認し、参加する場合に
は手洗い・咳エチケット
など基本的な新型コロナ
ウイルス感染対策を徹底
してください。

ナ

受付楽々

行政相談委員

私たち行政相談委員の元には
「障害を
持っている子どもの将来が不安だ」
「バス
停に屋根を付けてほしい」
など、
さまざま
な意見・要望が寄せられます。
相談者に寄
り添って話を聞くことを心掛け、内容に
よって市役所のほか適切な機関に働き
掛けます。解決に向けてお手伝いします
ので、
ぜひ行政相談をご利用ください。

間
（掲載から、
1年経過後に受付開始）〈掲載方法〉
市所定申込用紙での申し込みが必要

②

フ

か

です。申込用紙を郵送、
ファックスまたは直接広報課
（〒273-8501※住所不要 FAX 436-

①

イン

市では、
「 既存の製品とは異な
る」
「 優れた使用価値を有してい
る」といった評価基準を満たす
3つ の 新 製 品 を「 船 橋 市 も の づ
くりグランプリ」に選びました。
これは市内中小企業者が生産す
る優れた製品の普及や販路開拓
を支援するために平成 28 年か
ら開始し、これまでに 13の事業
者を認定しており、過去の認定 ▲写真左から、㈱ウィザード取締役 石井浩一
さん、大塚硝子㈱代表取締役 大塚義雄さん、
した製品は市ホームページ（ 右
松戸徹市長、㈱ニチオン代表取締役 本田宏志
さん
コード）から見られます。今後
は今年度の認定製品のカタログを作成し、市ホームページ、各
種イベントでも積極的にPRしていきます。

①アポ楽
（アポラク）
／
株式会社ウィザード
☎047-711-1201

ご存じですか？行政相談

10月19日〜25日は「行政
相談週間」です。行政相談制
度について理解してもらう
ため、パネル展を下記の通り
開催します。なお、毎年行っ
て い る「 一 日 合 同 行 政 相 談
所」は新型コロナウイルスの
影響により中止します。
〈日程〉10月19日㈪〜21日
㈬ 〈会場〉市役所1階美術
コーナー 〈問合せ〉総務省
千葉行政監視行政相談セン
ター☎0570-090110

ド

問 商工振興課☎ 436-2474

回答はしません）
。
〈募集期間〉11月14日㈯まで 〈対
象〉市内在住・在勤・在学の人、市内に
事業所を有する人、利害関係を有す
る人 〈縦覧場所〉クリーン推進課、
市役所11階行政資料室、各出張所の
ほか、市ホームページからも見られ
ます 〈提出方法〉意見提出様式を同

行政相談パネル展を開催

イ

"Made in Funabashi"の新製品を発掘

ものづくりグランプリが決定

就職氷河期世代の人も対象です

「働きたい」方のための個別相談会
問 ふなばし地域若者サポートステーション☎437-6003

就職氷河期世代の人も含めた就労に不安を抱
えている人たちのために、キャリアコンサルタン
トによる就労に向けた相談会を開催します。
〈日時〉11月9日㈪午前10時〜午後4時※相談時
間50分 〈会場〉中央公民館 〈対象〉15〜49歳
で求職中・ニート・ひきこもり状態にある人とその家族 〈定員〉先着30人
〈申込み〉事前にふなばし地域若者サポートステーション（ふなサポ）☎4376003へ※㈰㈪㈷休

「はたらく」
のモヤモヤがスッキリ！

ふなサポをご利用ください

ふなサポでは、経験豊富な臨床心理士等が「働くこと」に関するさまざまな
悩みや進路等の相談に応じています。働きたい気持ちはあるけれど、一歩踏
み出すことができない人は、お気軽にご相談ください。
〈相談受付日時〉毎週㈫〜㈯午前9時〜午後5時※㈷㉁年末年始は除く 〈対
象〉原則15〜49歳で、仕事や通学をしておらず、就職に意欲のある人とその
家族 〈費用〉無料 〈申込み〉事前にふなサポ☎437-6003へ

法改正により5月25日で廃止となりました。市が送付した際に受け取れなかった人は、戸籍住
民課が保管していますので、11月30日㈪までにお受け取りください。 問 同課☎436-2270

船橋市ものづくりグランプリ製品の PR を行いました！

HP：https://www.eplan.co.jp/

船橋市役所 1 階美術コーナーでの展示会
（令和 2 年 12 月 14 日～ 18 日）

ヴァーチャル産業交流展
（令和 3 年 1 月 20 日～ 2 月 19 日）

令和 2 年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業
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株式会社 E プラン
住所：〒 273-0014 船橋市高瀬町 31-6
TEL：047-404-9240 FAX：047-404-9241

メ

問 クリーン推進課☎436-2434

およびそれらを類推させるもの、塾や個人教室は掲載できません 〈掲載号〉○催し⇨希

満開の桜

受付楽々

令和2年
（2020年）
10月15日 No.1507

皆さんの意見を市政に

16

認定製品を市がトライアルします！
船橋市が認定製品を購入し、市内公共施設等で使用しています！

〈船橋市こども発達相談センター たんぽぽ親子教室〉
令和元年度認定製品
洗濯クリップハンガー

発達に遅れがあるお子さんや保護
者の方が利用される教室であること
から、今年度は新型コロナ感染症対
策で、以前よりも拭き掃除など消毒
をする機会が多くなり、洗濯する物
や回数がとても増えました。
通常業務を行いながら洗濯を何回
も行うので、干しやすく、取り込み
やすい洗濯クリップハンガーは時間
短縮にもつながりました。
また、丸い木と白を基調とした手
作り感のある形が、見ているだけで
も癒されます。
お子さんにも喜ばれるデザインな
ので、今後は教室内で洗濯ごっこな
ど、遊ぶ時にも使用してみたいと思
います。
〈船橋市立医療センター〉
令和元年度認定製品
手術・治療用椅子「しゃらく」

誰でも簡単に洗濯物を干して取り
込めるということで、センターを利
用している障害を持った方や、障害
への理解を深めるため一般市民向け
として紹介する目的で導入しまし
た。
実際に使用していただいたセン
ター利用者の方からも好評で、特に
〈身体障害者福祉センター〉
令和元年度認定製品
洗濯クリップハンガー

手に障害のある方にとって「片手で」
「力がいらず」は、生活の助けにな
ります。

〈東簡易マザーズホーム〉
令和元年度認定製品
手術・治療用椅子「しゃらく」

当施設は運動発達に心配がある未
就学児を対象とした施設であり、リ
ハビリ室を含め施設内の床は絨毯と
なっています。
これまで、リハビリを担当する理
学療法士や作業療法士は、お子様に
合わせてかがむ姿勢をとることが多
く体に負担がかかりましたが、
「しゃ
らく」は座面の高さが調整でき、絨
毯上でも小回りがきくため、体の負
担が少なく、今後リハビリ訓練で活
用できそうです。
定期的に開催される勉強会で講師
としてお招きしている歯科医師の先
生などにも好評です。

令和 2 年度船橋市ものづくりグランプリ認定事業
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に開催している啓発事業で「自助具」

当院では、A タイプから E タイプ
までの 5 種類を、1 台ずつ導入しま
した。
手術室等に配置し、医師が手術の
種類や用途にあわせ、使用していま
す。
「しゃらく」は、
昇降の幅が大きく、
処置を施す部位などに応じて高さを
調節できるため、医師の負担が軽減
されています。また、座面も柔らか
いため、長時間座っていてもお尻が
痛くならないと好評です。
なお、座ると体重できちんとロッ
クされるため、繊細な手術の際も手
元がぶれません。
これからも「しゃらく」を使用し、
医師にもそして患者様にも優しい安
心安全な医療を提供してまいりま
す。
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