技術アピールシート
あいえむえー

株式会社アイ・エム・エー
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

環境・エネルギー

技術キーワード

垂直タワー型植物栽培方式

[本社]〒193-0824 東京都八王子市長房町 1350 番地
[都内所在地]〒183-0042 東京都府中市武蔵台 2-18-18 荒川ビル 1F
1,000 万円

従業員数

3名

設立年（西暦）

1981 年

植物工場運営コンサルタント・建築設計事務所
http://www.i-m-a.jp/

連絡先（部署・氏名） 大湾
TEL

技術分野

理江子

042-313-9615

 得意な技術・製品

E メール

info@i-m-a.jp

人工光植物栽培技術・縦型植物栽培装置（小型・中型・工場向各種）
・3D プリンター加
工にて関連小物部材の製造

 得意な顧客・市場分野

一般新規参入企業・ホテルレストラン・給食センター・病院介護施設・スポーツセンタ
ー・外食中食業界・高級共同住宅・学校教育教材・インテリアグリーン企業他

 生産拠点・研究体制

生産拠点・協同開発企業募集中

 特記事項（取得資格・認証等）

縦型植物栽培装置特許・一級建築士・東京都経営革新計画
PR 詳細

弊社は昭和５７年より建築設計事務所を運営しております。主に工場・流通・倉庫に関係する分野の設計
が主流となります。特に工場は食品関係分野での実績が多く、衛生を基本とする作業動線レイアウトの経
験を生かし植物工場の設計に特化した建築設計監理に１０年前から移行しました。日本の植物工場では９
割が赤字運営と言われています。原因はイニシャルコストが高くランニングコストも高いことです。この
両者のコストを下げる事が出来れば黒字運営に変わります。原因はライトの本数の多さです。本数を減ら
し生産株数を多く出来れば植物工場は黒字化出来ます。弊社の垂直タワー型システムはライトの本数を下
げ株数を上げる事が出来る為効率が良く採算性が高い事と必要最小限での水量で賄うことが出来ます。垂
直タワー型は栽培する細い管の中を上から下に水が流れるだけで水量が少なくさらに細い管の中に池の様
な溜りの部分がある為植物はそこから栄養分を吸収し育つことが出来ます。葉菜類だけでなくイチゴやワ
サビなど特殊な植物に対応する管の太さや茎の成長に合わせたポットの開発が視野にあります。植物は根
に栄養素が届けば成長しますからあらゆる種類の栽培も可能になるでしょう。
今回の応募目的は小型の都市型小規模工場の拡販と
運営システムの販売に力を導入したいと考えており
垂直式の装置生産と開発支援をして頂ける企業様と
のコラボを期待しております。
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技術アピールシート
あいらむ

株式会社アイラム
所在地

[本社]〒101-0054

資本金

400 万円

主要事業
Web サイト

環境・エネルギー

技術キーワード

快適環境・省エネルギー

東京都千代田区神田錦町 1-13
従業員数

3名

大手町宝栄ビル 202
設立年（西暦）

2016 年

赤外線サーモグラフィによる建物劣化診断・省エネルギー機器開発販売・技術コンサルタント
http://www.irham.co.jp/

連絡先（部署・氏名） 企画・総務担当
TEL

技術分野

03-5577-6764

吉田 正
E メール

t-yoshida@irham.co.jp

 得意な技術・製品

赤外線サーモグラフィによる各種解析、省エネルギー技術コンサルタント

 得意な顧客・市場分野

建築業界、土木業界

 生産拠点・研究体制

省エネルギー機器メーカー等との業務連携

 特記事項（取得資格・認証等）

本製品はＨ26 年度省エネ大賞「審査委員会特別賞」、第 27 回中小企業優秀新技術・新製
品賞、Ｈ27 年地球温暖化防止活動の環境大臣表彰など各方面から高い評価を得ている
PR 詳細

輻射（放射）冷暖房を全世帯に！【エコウィン（輻射冷暖房機器）の普及、販売】
快適な空間とは、空気温度と放射温度の差が無い、床暖房に代表される輻射（放射）冷暖房による空間である。
これを簡単に行える輻射パネルがエコウィン（写真）である。

この機器は、右図のように既存のエアコンの室内機と室外機の間の冷媒配管途中に輻射パネルを繋ぐだけなの
で、大幅な工事は不要となり、リフォームに簡単に対応できる。パネルが取り付けられる壁、ないしは設置のた
めの多少の空間があればよい。新設でもパネル設置のための初期費用は必要だが、熱交換効率の高い輻射パネル
なので、機器台数を低減でき、下図のようにランニングコストを大幅に削減できる。健康性と快適性、省エネを
兼ね備えた優れた次世代の冷暖房機器である。
エコウィンの５つの効能
１．温度ムラのない快適な環境
２．騒音・振動の無い静穏空間
３．チリ・ほこりを舞い上げずクリーン
４．暖房時のドラフトや冷房時の冷え過ぎ
のないやさしい環境
５．省エネ省コスト
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技術アピールシート
いーぶぃてぃーでぃーけんきゅうしょ

株式会社 EVTD 研究所

技術分野

環境・エネルギー

技術キーワード

燃料電池・蓄電池

所在地

[本社]〒196-0033 東京都昭島市東町 3-6-1 多摩テクノプラザ ラボ 4

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）
TEL

3名

従業員数

設立年（西暦）

2012 年

リチウムイオン(LiB)蓄電池電源の開発試作製造販売、次世代バッテリマネジメント(BMS)と
容量バラツキ是正アクティブ Cell バランサ(ACB)の開発試作製造販売
https://lithiumionjp.jimdo.com/
代表取締役 小池 哲夫
042-519-1771

 得意な技術・製品

Koike1948hybrid1991@dune.ocn.ne.jp

E メール

①各種 LiB 組電池化技術と LiB 蓄電池電源に欠かせない次世代 BMS と ACB の技術
②LiB 蓄電池電源の遠隔監視システム

 得意な顧客・市場分野

①再生エネルギー業界 ②UPS 業界 ③電力事業業界 等

 生産拠点・研究体制

東京都昭島市東町 3-6-1 多摩ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ ﾗﾎﾞ 4

 特記事項（取得資格・認証等）

ACB 特許取得中
PR 詳細

１、ACB 技術
弊社 ACB 技術は、双方向性 DC-DC を用いて各 Cell の電圧差を是正させる方式を採用している。図 1 にブロック図を
示す。各 Cell に一個の双方向性 DC-DC を配置している。
図２に試験結果を示す。図２の A 部を拡大させた部位を図３に示す。
故意に各 Cell の電圧をバラつかせて ACB を作動させたところ１５
秒後に系統８の電圧が 3.78V⇒3.73V に、系統６の電圧は、3.60V⇒
3.69V にシフトしたのである。その後、図２に示すように徐々に
電圧格差が縮小している。弊社の ACB 特徴は、各 Cell の電圧差が
大きい時、大電流でバラツキを是正し、電圧差が少ない時、小電流で
バラツキを是正する点である。これらの制御は、自律制御である。

図１ 双方向性 DC-DC 式 ACB ブロック図

図２ ACB 試験結果

図３ A 部拡大図

図４ LiB 蓄電池電源の遠隔監視システム図

２、LiB 蓄電池電源の遠隔監視システム
弊社推進している LiB 蓄電池電源の遠隔監視システムを図４に示す。
遠隔監視システムの狙いは、LiB 蓄電池の動作状態を常時、AI で解析し、正常状態か否かを判断させ異常状態であ
れば適切なメンテナンスを実施して不具合を未然に防止する事である。そして、SOH(State Of Health)及び SOL(State
Of Life)も検出する事である。LiB 蓄電池電源の遠隔監視システムは、顧客に対して安心して LiB 蓄電池電源の運用
を提供するシステムである。
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技術アピールシート
いんてっくす

インテックス株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト
連絡先（部署・氏名）

TEL

技術分野

環境・エネルギー

技術キーワード

10 波長選択光源

[本社]〒206-0803 東京都稲城市向陽台
[都内所在地]〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-5-1 トライエム大手町ビル９F
2,000 万円

従業員数

8名

設立年（西暦）

2004 年

LED ﾓｼﾞｭｰﾙの設計製造販売、関連製品の事業開発 応用製品の開発と販売
http://www.intexs.com/
新規事業開拓室 八木 信征
03-5281-8282

E メール

n.yagi@intexs.com

 得意な技術・製品

波長選択光源を採用の Tino4000 シリーズ

 得意な顧客・市場分野

半導体業界、薬品業界、印刷業界、食品業界

 生産拠点・研究体制

日本、韓国

 特記事項 （取得資格・認証等）

光源装置及びその制御方法 特許第 6155377 号
PR 詳細

＜半導体工場 クリーンルーム等で使用のイエローランプ代替品＞
省エネで色の区別が可能な製品で 多くの工場での実績を積んで来ている製品です。
イエロールームでの作業者からは、色の区別が出来ない、汚れ等の判別が難しい、文字の判別が出来にくい
疲れる、年齢が高い程色別が難しくなる傾向にあり、黄色い光源に変わるものが欲しいとの多くの声が寄せられ
てきております。これらを一気に解決した製品の Tino4000 シリーズをご紹介します。又、LED 製品で、従来
蛍光灯に比較し 60％の省エネとなっています。
＜トリプル A 代替品＞
弊社の考案した調整可能な高演色ランプは、時間経過とともに高演色の特性劣化が生じることを想定した再調整
を可能にする光源で、他社製品と異なるのが最大のポイントです。このような経時変化による劣化に対して調整
可能とした光源です。印刷業界や色見台メーカー、染色・インクジェット・ペイントなど幅広い分野での採用が
期待されている製品です。尚、紫外線入りも近々出荷予定です。

＜誘虫器＞
2020 年には、環境問題等により世界的に蛍光灯の使用制限が発生し、既に国内メーカーでは蛍光灯の生産中止を
打ち出している所もあり、誘虫器に使用される紫外線ランプも中止となってきます。世界に先駆けて特殊ポリカ
ーボネートを使い LED 化し、従来の紫外線蛍光灯同等以上の性能を有しております。
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技術アピールシート
えーぺっく

環境・エネルギー

技術分野

aPEC 株式会社

伝熱促進、未利用低温度差排熱
技術キーワード

回収用の小型高効率熱交換器、
樹脂・金属複合型軽量熱交換器

所在地

[本社]〒110-0015 東京都台東区東上野 1-6-10 ART ビル 4F

資本金

800 万円

3名

従業員数

設立年（西暦）

2017 年 1 月

多管式熱交換器の設計、解析、管内側伝熱促進エレメントの製作及び輸入販売

主要事業
Web サイト

http://a-pec.jp

連絡先（部署・氏名） 渡部

高司（わたなべ たかし）

090-9323-3363

TEL

watanabe@a-pec.jp

E メール

 得意な技術・製品

Oil Cooler&Heater、 Vaporizer、Condenser、Condenser、Reboiler

 得意な顧客・市場分野

従来：装置産業用大型機
今後：ZEH、HeatPump、車載、地熱及び地中熱の利用、熱輸送、蓄熱流体温度差発電

 生産拠点・研究体制

OEM (他社へ依頼)、横浜研究所

 特記事項（取得資格・認証等）

伝熱促進エレメントは新規製作と既設の改良の両方へ採用可能
PR 詳細

１ 三次元ワイヤマトリックス構造

Ｌｏｏｐ Ｗｉｒｅが３６０度 管壁に点接触して疑似乱流（かき混ぜ効果）を起こし管内伝熱係数を３～１
０倍増大させる。
２ 同一交換熱量での比較（ 伝熱促進体 有無 ）
従来型

３

９基

→ 両側の伝熱促進 ２基

某電力会社・研究所 納入（平成３０年４月 ）実証用デモ機 納入
伝熱促進体 有無

および 汚れ堆積 有無（ ペイント塗装で模擬 ）

設置目的： 省エネ技術として電力顧客への紹介
４

ＮＥＤＯ

公募案件に採択 予告

（平成３０年５月末）

「伝熱促進技術の現及び将来に関する展望調査」
Project No.P99029
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技術アピールシート
かんきょうえねるぎー

環境エネルギー株式会社
所在地
資本金
主要事業
Web サイト

環境・エネルギー

技術キーワード

環境改善、効率改善

[本社]〒721-0952 広島県福山市曙町 6-9-24
[都内所在地]〒136-0082 東京都江東区新木場 3-6-7
8,000 万円

従業員数

10 名

設立年（西暦）

2013 年

機械機器製造業（環境関連機器、生産効率改善機器）
http://www.kankyo-energy.jp/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

技術分野

野田 修嗣

070-6526-2908

E メール

noda@kankyo-energy.jp

 得意な技術・製品

熱（乾燥や脱脂）
、過熱蒸気、風力、触媒を使用したプロセス

 得意な顧客・市場分野

自動車部品加工工場、食品工場などの生産工場

 生産拠点・研究体制

生産拠点：広島県福山市
研究体制：大学や研究所と共同研究中、大手エンジニアリング会社と提携も可能

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

創業前を含め、9 年以上、廃プラスチックの油化（石化原料化）や廃食用油などの油脂からのバイオディーゼ
ルを製造するなど油化プロセスの研究開発を行っています。2017 年には廃食用油からバイオディーゼルを製造す
るプロジェクトが NEDO 事業として採択され、2018 年 5 月には、国内初の純国産バイオジェット燃料製造技術の
特許も共同研究先と出願しました。
その技術を応用し、下記の装置を全て自社で開発・製造し、また特許も取得し、大手自動車部品加工メーカー
様などへ装置を販売しています。ゼロから課題を解決する開発、特に熱や過熱蒸気、風力、触媒を使用したプロ
セスや、ライン提案を得意としていますので、工場内での課題などお気軽にご相談ください。
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技術アピールシート
さんしすてむさぷらい

サンシステムサプライ株式会社

技術キーワード

所在地

[本社]〒1670021 東京都杉並区井草 3-32-2

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

5名

従業員数

IoT、M2M、BigData､
SHM、CMS、無線

設立年（西暦）

1985 年

電子計測装置の販売、無線センサネットワーク、構造物モニタリング装置、各種センサ
http://www.sunss.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業技術部
TEL

環境・エネルギー

技術分野

小幡

聡（おばた

03-3397-5241

さとし）

E メール

info@sunss.co.jp

 得意な技術・製品

DAQ データ収録技術、SHM 構造物モニタリング、IoT 無線センサネットワーク

 得意な顧客・市場分野

電子計測分野、建築・土木、鉄道、風力発電、地震、岩盤、地質

 生産拠点・研究体制

本社内

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

サンシステムサプライ㈱（以下 SSS）は、各種センサ、アナログ信号処理装置、データ収集システムを開発し
建築・土木分野、鉄道分野、地質・岩盤分野の各種計測システムを送り出して来ました。
最近話題の IoT に先駆け、橋、トンネル、風車等社会インフラ構造物の常時モニタリング SHM や機械の状態監視
システム CMS をセンサからインターネットまでを駆使して推進してまいりました。
すでに、長大橋や磁気浮上線、ウインドファーム、超高層ビル、高速道路でのモニタリング実績は多数ございま
す。
また、最近では MSN（無線センサネットワーク）をいち早く導入し、配線の無いローコストなモニタリングと
さらにはネットワーク伝送とクラウドコンピューティングを結合したクラウドモニタリングもサービスを開始
しました。
これらの総合技術により、広域でありかつ詳細なモニタリングシステムを短時間に低予算で実現できるようにな
り、希求の課題である社会インフラの長寿命化、アセットマネージメントなどに貢献できるものと考えています。
最近発表の主なシステム
１）長期大型構造物モニタリングシステム

フィールドブック

２）サイズミックレベル WiFi 無線センサロガ
３）超音波風速計

モニータ

FT シリーズ

４）ローノイズ高分解能加速度計

SA2000 シリーズ
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技術アピールシート
てつどうしゃりょうこうぎょう

鉄道車輛工業株式会社

技術分野

環境・エネルギー

技術キーワード

VOC 対策技術、防音対策技術

所在地

[本社]〒190-1221 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎 1322-1

資本金

5,000 万円

設立年（西暦）

・VOC 処理装置、脱臭装置、鉄道用消音器、触媒マフラーの製造、販売

主要事業
Web サイト

1946 年 8 月
・防音、消音対策

http://www.tessha.com/

連絡先（部署・氏名） 事業統括部

営業部

部長

営業部
TEL

19 名

従業員数

板垣 匡一
小林 賢太

042-557-8305

k-kobayashi@tessha.com

E メール

 得意な技術・製品

・触媒燃焼法、直接燃焼法を用いた VOC 処理及び脱臭

 得意な顧客・市場分野

・食品、化学、印刷、樹脂製造業界

 生産拠点・研究体制

・所在地と同じ

 特記事項（取得資格・認証等）

・ISO9001:2008 認定取得

・各種防音対策技術

・各種製造業、住環境での防音、消音対策

・ISO14001:2004 認定取得
PR 詳細

◎ ＶＯＣ対策装置、脱臭装置
・製造の工程で発生する VOC ガスに対して触媒式をはじめとした各種燃焼方式で分解、除去して排出します。
VOC(トルエン、酢酸エチル、M.E.K.等)は貴金属触媒を用いて次のような酸化脱臭処理して排気します。
【原理】触媒反応により有機溶剤ガスを炭酸ガスと水に分解します。
溶剤 ＋ 空気 →
𝑚𝑚

(CnHm) (n+ )O₂
4

触媒

→ 二酸化炭素 ＋ 水蒸気

200～400℃

𝑚𝑚

(nCO₂)

( H₂O)
2

・大気汚染防止法や悪臭防止法対策に有効です。作業環境の改善にもお役立ちします。
・小風量処理装置から大風量処理装置まで対応しています。(1～500N ㎥/min)
・弊社装置は、印刷、化学、樹脂成型、食品製造等の業界で幅広くご使用いただいております。
◎ 防音、消音対策
・遮音、吸音、消音、防振、音響遮断、これら 5 つに代表される独自の技術を開発、あらゆる状況での
防音対策に対応しております。
・防音対策は、産業界のみならず住環境で発生するさまざまな騒音に対して独自の技術で対応しております。
これらの対策に有効な周辺機器を多数用意しています。
【脱臭装置】

・小型触媒式脱臭装置
（1N ㎥/min、3N ㎥/min）

【防音装置】

・触媒式脱臭装置
（80N ㎥/min）
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･対策前
ノイズフィルター

･対策後

･装置一例
消音エルボ

技術アピールシート
とうほうせいきせいさくしょ

株式会社東邦精機製作所
所在地

〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-6-21

資本金

2,000 万円

主要事業
Web サイト

17 名

環境・エネルギー

技術キーワード

MGC(ﾒｶﾆｶﾙ･ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨ･ｷｬﾝｾﾗｰ)

設立年（西暦）

1939 年

計測試験機等の設計製作
http://www.touhou-seiki.co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

技術分野

松尾

彰能

03-3732-6461

E メール

matsuo@touhou-seiki.co.jp

 得意な技術・製品

計測試験機

 得意な顧客・市場分野

自動車部品生産ﾗｲﾝ分野

 生産拠点・研究体制

本社・栃木馬頭工場

 特記事項（取得資格・認証等）

荷重補償装置（特許第 5902662 号）

主要顧客：㈱小野測器、㈱ｴｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃﾞｰ、東京計器㈱等
産学連携（慶應義塾大学森田研究室）

PR 詳細

5 年前から始めた産学連携の新規事業を説明させて頂き、その後に将来の展望を記述します。
5 年前に大田区産学連携事業の一環で新技術に出会いました。自重補償（メカニカル・グラビティ・キャンセラ
ー以下ＭＧＣ）技術を応用した自社開発製品郡のいくつがが軌道に乗り始めました。
ＭＧＣ機構を利用した新商品の開発は、「経営革新計画に係わる承認について」で平成 26 年 9 月 30 日付けの
舛添都知事の承認を受けております。
ＭＧＣ機構とは、持ち上げる重さをバネでバランスを取ることで無重力状態をつくる技術です。このバランス
可能なバネを算術で求め製作し、リンク機構の中に閉じ込める設計をしますと無重力アーム機構になり電気や燃
料を必要とせずにバネのエネルギーのみで物体を軽々と移動させることができます。また無重力状態なので、ど
こでも停止し保持し続けることができます。
当機構のデモ機を製作して営業活動した結果、数社のご依頼に答える実績を積んできました。また現在に至っ
ては、３社から開発依頼を受けてそれぞれの試作機の開発途中にあります。
今後の課題は、製品開発型企業への脱皮をめざし、機械制御分野の展示会等で既に商品化に至った製品群を出
展し新たなニーズの発掘です。

写真：ウェイトレス遮断機

写真：タイヤ昇降機
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技術アピールシート
ふぃーるどぷろ

株式会社フィールドプロ

[本社]〒189-0001 東京都東村山市秋津町 5-2-15

資本金

5,000 万円

Web サイト

従業員数

20 名

監視、クラウドサービス

設立年（西暦）

1995 年

気象観測機器製造、気象システム構築、データ収集・モニタリング・監視システムの設計・開発

https://fieldpro.jp/

連絡先（部署・氏名） 事業開発室
TEL

気象観測、データ管理・制御、

技術キーワード

所在地

主要事業

環境・エネルギー

技術分野

室長

080-5873-5883

稲葉

修
E メール

inaba@fieldpro.jp

 得意な技術・製品

低消費電力かつ耐環境性の高い回路設計技術、組込ソフト開発技術

 得意な顧客・市場分野

気象観測システム構築、クラウドサービス（再生可能エネルギー分野）

 生産拠点・研究体制

本社

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細

当社は気象観測分野の特に研究機関（大学、研究所）向けのロガー（センサーにより計測・収集した各種データを
保存・転送する装置）の提供で事業を起こし、現在は気象観測システムの構築、各種機械からのデータ収集・モニタ
リング・監視システムの設計・開発、クラウドサービスと連携したソリューション提供を行うに至っています。

■提供するソリューション
【製品・サービス】
１．センサー＋ロガーによる各種時系列データ
の計測システム
２．クラウドプラットフォームを組み合わせたデ
ータ管理システム
【得意分野】
１．気象観測、環境観測分野
２．厳しい環境条件下での観測技術

■連携を期待する分野
気象 ×

アライアンス先

貴社の事業分野と気象観測データ
との組合せによるソリューション

ロガー ×

アライアンス先

計測システムの活用による貴社事
業の見える化支援ソリューション

クラウド × アライアンス先
多拠点に渡るモニタリングや、長
期のデータ収集による事業・業務
分析ソリューション

■実績
１．小型軽量・低消費電力機器を使用し、局地を含む 7,000 件以上の気象観測システムを導入
２．大手通信会社向け気象観測装置として、4,500 ヵ所の納入、保守
３．太陽光発電向けクラウドサービスの導入先 3,000 ヵ所以上
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