平成２８年度
（第７回）
トライアル新商品展示会

■開催期間
平成２９年１月２３日（月）１２時

～

１月２５日（水）１５時

■開催場所
北海道庁１階
■出展企業
１８企業
■入場料
無料

道政広報コーナー

特設展示場Ａ

＜新商品トライアル制度とは？＞
道では、平成１８年度から、
道の事務事業の効果的・効率的
執行や住民福祉の向上等に資す
る新商品を知事が認定し、販路
開拓を支援する「新商品トライ
アル制度」を実施しています。

＜ 新 商 品 トラ イ ア ル 制 度 の 内 容 ＞
■どのような商品が認定されるのか？
新技術や機能の付加等により、既存の商品と比較し
て高い使用価値を有するもので、道が物品として購入
する可能性があることなどが認定の条件となります。
※ 平成 28 年度より「新役務」も認定の対象となっています。

■認定のメリット！
認定した新商品を道がホームページに掲載しＰＲす
るなど、企業の販路開拓のきっかけづくりになります。
認定期間（３年間）中は、道の「特定随意契約に係る
登録名簿」に登載されます。

■認定の実績
これまで（平成１８年度～平成 2８年度）、13５商品
を認定しています。

トライアル新商品展示会出展企業一覧
出展企業

所在地

商品名

１

株式会社 エルムデータ

札幌市

「パケットアイ」を使用した監視システム

１

２

株式会社 丸一シラサカ

旭川市

安心フード『大雪君』、安心フード『大雪君防風板付』

１

３

株式会社 コバエンジニア

江別市

スノーセイバ

１

４

株式会社 北土開発

河西郡芽室町

粒状ライム

１

５

北海道防疫燻蒸 株式会社

ヨウ素系除菌消臭剤「アイオサ－ブ」

１

６

株式会社 マルダイ建装

釧路市

水溶性塗料用オミリーパック

１

７

コアルシード 株式会社

旭川市

看護師教育タブレット

２

８

シオン電機 株式会社

札幌市

シンプルエコミノール

２

９

いしかり紙工 有限会社

江別市

ダイアゴナル板紙簡易トイレ

２

１０

北海道スコット 株式会社

札幌市

ロールガード

２

１１

有限会社 メディアクラフト

野付郡別海町

放射線目視装置（簡易霧箱）

２

１２

有限会社 グッドマン

札幌市

グッドマン換気口

２

１３

シーズテック 株式会社

札幌市

フィットネス用ＣＵＳＰ

３

１４

黒田ハーブ農園北海道 株式会社

札幌市

ハーブな絨毯

３

１５

株式会社 ディージェーワールド

札幌市

タッチパネル式デジタルサイネージ DJ-Signage

３

１６

特定非営利活動法人
障がい児・者地域サポートふれあい

着火材「足寄のたきつけ」

３

１７

株式会社 テクノリンクス

札幌市

ＴＬＳ IC ｶｰﾄﾞ、IC ﾀｸﾞ、IC ﾗﾍﾞﾙ

３

１８

有限会社 アシストワーク

札幌市

マルチサイネージソフト テクノビジョン

３

ＮＯ

苫小牧市

足寄郡足寄町

紹介ページ

トライアル新商品展示会出展企業一覧
出展企業

商品名

株式会社 エルムデータ

「パケットアイ」を使用した監視システム

〒004-0015
札幌市厚別区
下野幌テクノパーク１丁目２番１５号

【商品概要】
遠隔地の気象・地質の観測・監視データ及びカ
メラ静止画像をリアルタイムに取得し、携帯電話
網を介してサーバへデータを伝送する装置です。
観測者は、サーバーに蓄積されたデータ及び画
像をインターネットのｗｅｂプラウザー画面で即座
に閲覧したり、観測データをダウンロードし二次加
工に役立てる事も可能なシステムです。

℡011-898-7077

株式会社 丸一シラサカ
〒078―8219
旭川市９条通１９丁目２３６２番地
℡0166-32-0643

・安心フード 『大雪君』
・安心フード 『大雪君防風板付』
【商品概要】
風・雨・水や結露水から建造物を守る外壁換気
フードで、強風時の吹き込み防止性能タイプ・強
風や通風性など高度な機能を備えた製品です。
従来の外壁換気フードとは構造が違いパイプの
外側にかぶさる為、パイプ内の結露水を完全に外
に排出することができるため、外壁の凍結や涙漏
を防止することが出来ます。
また、両サイドを広げた波形ワイド状の水切り板
によって二本線となる変色等を防ぎます。
専用ソケットを取り付けるだけで簡単に既存品
から取替可能です。

株式会社 コバエンジニア

スノーセイバ

〒069-0815
江別市野幌末広町２番地１１

【商品概要】
頂部（コントロールトップ）の高さを積雪量に合わ
せて変更可能な雪庇防止装置です。
融雪ヒータのように電力を使うことはなく、他のエ
ネルギーも使用しません（ランニングコストは掛か
りません。）。素材にはアルミや ZAM (ビル用）を使
用し、耐久性にも優れています。

℡011-382-8555

参考価格
※詳しくは出展企業まで
お問い合わせください。
システムにより異なるた
め、別途相談となります。

商品購入場所など

株式会社エルムデータ
※詳しくは出展企業ま
でお問い合わせくださ
い。

＜安心フード大雪君＞
①パイプ径 100Ф用
6,700 円
②パイプ径 150Ф用
9,700 円

株式会社丸一シラサカ
※詳しくは出展企業ま
でお問い合わせくださ
い。

＜安心フード大雪君 防
風板付＞
①パイプ径 100Ф用
8,200 円
②パイプ径 150Ф用
11,200 円

①スノーセイバ（ビル用）
本体 163,000 円/m
コーナー65,000 円/ヶ所
取付費 12,000 円/m
②スノーセイバ（住宅用）
本体 65,000 円/m
コーナー20,000 円/ヶ所
取付費 6,000 円/m

株式会社コバエンジニ
ア
※詳しくは出展企業ま
でお問い合わせくださ
い。

※ZAM とは、亜鉛・アルミニウム・マグネシウムの
めっき層を持つ新しい溶融めっき鋼板です。

株式会社 北土開発

粒状ライム

〒082-0016
河西郡芽室町東 6 条 10 丁目 1 番地１

【商品概要】
ライムケーキを粒状化した土壌改良肥料です。

℡0155-62-3121

ビート（甜菜）の製糖工程で生じる石灰汚泥（ラ
イムケーキ）はビート由来の土壌改良剤や肥料と
して、ヨーロッパで早くから利用されています。
ライムケーキを２～12mm に粒状化したことで、
ユーザー自らが一般的な散布機で散布でき、保
存も可能です。窒素、リン酸、カリウムなど土壌に
必要な要素に加え、有機質等も含有しているた
め、酸度矯正材としての炭酸カルシウムより高い
使用価値を有しています

北海道防疫燻蒸 株式会社

ヨウ素系除菌消臭剤 「アイオサーブ」

〒059-1374
苫小牧市晴海町 11 番地

【商品概要】
ご家庭やオフィス、車内等あらゆる生活環境の
気になる臭いの消臭や細菌・ウイルス対策に効果
を発揮する新しいヨウ素系の除菌消臭剤です。
生活臭・ペット臭・タバコ臭などの消臭対策に、
また社会問題となっている食中毒、インフルエン
ザ、ノロウイルス等、集団感染症に対しての予防
対策に人や、環境に優しい業務用除菌消臭剤と
して開発した商品です。
有効成分には塩素やアルコールは一切含んで
いないので、臭いや脱色の心配もなく安心してご
使用になれます。

℡0144-55-2563

株式会社 マルダイ建装

水溶性塗料用オミリーパック

〒084-0923
釧路市鶴野東３丁目２０番２６号

【商品概要】
１斗缶に替る代替容器として、循環資源古紙
使用のダンボールケースに、支持枠と内袋を組
合せた水性塗料入れ専用の容器です。
１斗缶と比較した場合、ダンボールケースは循
環資源古紙として再生利用できるため、廃棄物
量を大幅に削減でき、塗装業界のリサイクル推進
に貢献できます。
また、一斗缶同様、自動攪拌装置で攪拌でき
（塗料業界初）、現場で一般的段積ができます。

℡0154-51-9284

6,300 円/500kg 本
（税・運賃別途）

・農協
・株式会社北土開発
※詳しくは出展企業ま
でお問い合わせくださ
い。

①300m スプレー：540 円
②1 ㍑詰替用：,1,080 円
※全て税込価格
別途送料が必要。

北 海 道 防 疫 燻蒸 株 式
会社

５５０円

株式会社マルダイ建装

※詳しくは出展企業ま
でお問い合わせくださ
い。

※詳しくは出展企業ま
でお問い合わせくださ
い。

～ １ ～

商品写真（参考イメージ）
※現在販売中の商品とは異なる場合があります。

出展企業

商品名

コアルシード 株式会社

看護師教育用タブレット

〒078-8801
旭川市緑が丘東１条３丁目１番６号
旭川リサーチセンター内

【商品概要】
薄型・軽量でワンタッチで視聴できる看護教材。
新人看護職員の技術研修 及び、実技指導教
育にて使用。

℡0166-56-2235
タブレットには 21 タイトル分の動画が納められて
おり、自由に見たい内容を個人又は少人数により
ワンタッチ操作で視聴でき、看護師への教育時間
の短縮に繋がります。

シオン電機 株式会社

シンプルエコミノール

〒065-0024
札幌市東区北２４条東４丁目１－１

【商品概要】
太陽光発電を主とした複数の再生可能エネル
ギーを高効率で合成・供給する、地産地消型の
直流電源システムです。
ソーラー発電や風力発電などの自然エネルギ
ーと商用電力を、優先順位をつけて合成し、コス
トのかかるエネルギーを最小限に抑え、自然エネ
ルギーを最大限利用することができる直流電源
システムです。
さらに燃料電池やバイオマスなど、さまざまなエ
ネルギー源の利用が可能である。ロスの少ない直
流の利用と、負荷側の改善により、従来は捨てら
れていた微小電力も有効に利用できるようにな
り、その相乗効果で、商用電力の 50〜75%程度
の削減が可能です。

℡011-751-1311

いしかり紙工 有限会社

ダイアゴナル板紙簡易トイレ

〒067-0023
江別市東光町２５－８

【商品概要】
災害時の避難場所をはじめ、渋滞時の車内な
どでも利用できるコンパクトな簡易トイレです。
組み立てやすさに配慮し、簡単な操作で組み
立てて使用可能です。
薄い紙の間に接着剤を入れて貼り合わせ多層
にすること、併せて、開口部の長軸を斜め（ダイア
ゴナル）にすることで強度と安定性が向上され、
体重 80kg の人が座っても十分な強度を確保し、
耐水性にも優れています。

℡01１-３８１-５３５２

北海道スコット 株式会社

ロールガード

〒007-0865
札幌市東区伏古５条５丁目４番 30 号

【商品概要】
鍵付きのトイレットペーパーホルダーです。
トイレットペーパーの持ち去りによる紙切れ防止
とロールの便器への投げ込みによる排水管のつま
り防止の効果が期待できます。
ロールを１コ入れ、２コ入れの２種類があり、細
芯、方芯どちらも利用できるように芯の太さに合わ
せて芯棒を太くも細くもできる構造です。
ステンセス製で従来品と比べ鍵の強度が数倍
強く容易に壊してロールをとることができません。

℡011-786-2300

有限会社 メディアクラフト

放射線目視装置（簡易霧箱）

〒086―0523
野付郡別海町走古丹１番地４９

【商品概要】
従来の放射線飛跡観察装置は、専門家や研
究者が専門的観点から利用することが多く既存
製品では組立が難しい、実験成功率が低いという
問題点があったが、この霧箱は、容器素材を変
更し独自技術を採用（特許出願中）することで、
特別な専門知識は必要とせず簡単に組立や実
験ができ、広く実験の効果を期待できるように改
良しました。
容器素材を変更し、低価格化を実現しました。
そのためグループによる実験から個人による実験
を可能なものとしました。

℡01５３-７９-５１８１

有限会社 グッドマン

グッドマン換気口

〒064-0804
札幌市中央区南４条西 14 丁目 1-24

【商品概要】
高気密建物で、動力を使わず吸排気が同時に
作動する自然換気口。
自然エネルギー最大限有効利用を目的とした
換気口で、北海道立北方建築総合研究所と共
同研究を得て自然換気作用（温度差換気、風圧
換気）が実証されたパッシブ換気口です。
夏の暑さ、冬の結露対策として、北海道から沖
縄まで採用されております。

℡011-563-0744

参考価格
※詳しくは出展企業まで
お問い合わせください。
①看護師教育用タブレッ
ト（全教材インストール済）
98,000 円
②卓上スタンド 8,540 円

商品購入場所など

商品写真（参考イメージ）
※現在販売中の商品とは異なる場合があります。

コアルシード株式会社
※詳しくは出展企業ま
でお問い合わせくださ
い。

※ＤＶＤ単品でも購入が
可能。

・価格は施設規模により異
なる。
・取付費用は、新設の場
合、数万円の予定

シオン電機株式会社
※詳しくは出展企業まで
お問い合わせください。

・配線費用は、交流時と
変わらず（機器の設計内
容による）
・既設の場合、改修費は
別途見積

シンプルエコミノール
１箱（５冊入り）
16,200 円（道内運賃、税
込）
※関東・関西方面：
16,500 円
四国・九州方面：
16,900 円

9,000 円～12,300 円
（税別）
※５台以上の注文で道内
無料取付

いしかり紙工有限会社
※詳しくは出展企業ま
でお問い合わせくださ
い。

・地元の設備会社から
引き合い
・北海道スコット株式会
社
※詳しくは出展企業ま
でお問い合わせくださ
い。

900 円～2,000 円（税別）
・MC3157-AAD（標準＋
LED ライト＋注射筒）
・MC3157-AAC（標準＋
LED）
・MC3157-AAB（標準）

15,800 円

・有限会社メディアクラ
フト
・（一財）放射線利用振
興協会
※詳しくは出展企業ま
でお問い合わせくださ
い。

株式会社日浦
※詳しくは出展企業ま
でお問い合わせくださ
い。

～ ２ ～

出展企業

商品名

シーズテック 株式会社

フィットネス用ＣＵＳＰ

〒060-0806
札幌市北区北８条西６丁目 2-20

【商品概要】
外界の１０００分の１の塵埃密度の中で、運動を
行うことを可能とする次世代フィットネス機器。必
要サイズに応じて、スケールアップが可能。

℡011-706-9423

参考価格
※詳しくは出展企業まで
お問い合わせください。
980,000 円（一式）

商品購入場所など

・シーズテック（株）
・飛栄建設（株）
※詳しくは出展企業ま
でお問い合わせくださ
い。

有酸素運動を、呼吸器に負担をかけることなく
行うことができる究極のフィットネス

黒田ハーブ農園北海道 株式会社

ハーブな絨毯

〒060-0005
札幌市中央区北５条西６丁目１番地
第２道通ビル２階

【商品概要】
北海道の気候にあった生産技術かつ独自の生
産方法により生産。
女性でも簡単に施工・植栽が可能で、植えたあ
との散水や剪定に手間がかからずローコスト。
耐寒性なので越冬でき、香りと景観を楽しむだ
けでなく、種類に応じて料理やお茶などの楽しみ
が広がります。

℡011-522-5739

4,800 円～5,300 円（税
抜）

黒田ハーブ農園北海道
株式会社
※詳しくは出展企業ま
でお問い合せください。

※無農薬生産なので２次利用（料理・ハーブティ
ー・入浴剤・ポプリ等）に使用できます。

株式会社 ディージェーワールド

タッチパネル式デジタルサイネージ
『ＤＪ－Ｓｉｇｎａｇｅ』

〒003-0029
札幌市白石区平和通 15 丁目
北１番 21 号

【商品概要】
インターネット環境を利用した新しい形のデジタ
ルサイネージ運営システムです。インターネットに
アクセスできるＰＣやスマートフォンから放映する
映像の編集や管理が可能です。
総務省が普及啓発するＬアラートに対応してお
り、災害時には自動で避難指示情報に切り替わり
ます。
また、タッチパネル用コンテンツ、多言語に対応
したコンテンツ制作が可能であり、スケジュール設
定により時間や曜日毎に表示コンテンツを切り替
える事ができます。

℡011-827-8330

特定非営利活動法人
障がい児･者地域サポートふれあい
〒089-3721
北海道足寄郡足寄町旭町１丁目
３８番地
℡0156-25-3504

着火材「足寄のたきつけ」

980,000 円（税別）
※機材一式・システム･コ
ンテンツ
※設置運搬費別途

株式会社ディージェーワ
ールド

１箱（６個×10 シート入り）
９００円（税別）

・あしょろ地域共同作業
所ふれあいホーム
・マルショウ技研(株)
・ジョイフル・エーケー

【商品概要】
木材破砕くず（おが粉）と使用済みロウソクを再
利用した環境にやさしい着火材です。
揮発成分を含まないため、臭くなく、乾かないの
で長期保存が可能で、いつでもすぐ使えるほか、
点火後１０分程度燃焼し続け着実に着火します。

※詳しくは出展企業まで
お問い合せください。

※詳しくは出展企業ま
でお問い合せください。

ペレットストーブ、薪ストーブの着火、焼肉・バー
ベキューなどの火おこしにお使いください。

株式会社 テクノリンクス

ＴＬＳ ＩＣカード、ＩＣタグ、ＩＣラベル

〒063-0032
札幌市西区西野２条５丁目２－２３

【商品概要】
厚さ０．３mm の超薄型の IC タグ製品。従来の IC
カードよりも薄く、屋外使用にも耐えるタフな製品

ＩＣカード
127 円／枚（1,000 枚）
ID カード
350 円／枚（1,000 枚）

（株）テクノリンクス
※詳しくは出展企業まで
お問い合せください。

℡011-663-1710
印刷と包装の技術を使って薄型に成功した超
薄型 0.3mm の IC カード
※他社の電子カードの厚さは 0.85mm 程度
印刷面が PET フィルムで覆われ、耐摩擦性に
強く防水性能も備えているため、IC カードのほか、
IC タグや IC ラベルとしても屋外用途で使える非常
にタフな製品となっています。

※番号入力、バーコード
等により金額変動
※その他詳細は要求仕様

有限会社 アシストワーク

マルチサイネージソフト テクノビジョン

700,000 円（税別）

〒060-0041
札幌市中央区大通東７丁目１２－２
ノースシティテクノビル ７階

マルチサイネージが簡単に実現できるソフトで
す。PC と表示機器（モニターやプロジェクタ）を直
接接続して、他画面の設定はソフト上で自由に組
み立てられます。日々のコンテンツもパワーポイン
トを利用して簡単に作成することができます。

℡011-208-0233

（有）アシストワーク
※詳しくは出展企業ま
でお問い合せください。

本ソフトは、ウインドウズ PC にインストールするこ
とで、直接モニターやプロジェクタに接続してマル
チ画面の映像配信が可能となります。

～ ３ ～

商品写真（参考イメージ）
※現在販売中の商品とは異なる場合があります。

～ 『新商品トライアル制度』のお問い合わせ先～
北海道経済部地域経済局中小企業課中小企業支援グループ
電話 ０１１－２０４－５３３１（ダイヤルイン）
『新商品トライアル制度』の認定企業の募集は年 1 回です。
詳しくは道庁中小企業課のホームページをご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/sanshin/trial_home.htm

