技術アピールシート
かるちえ

有限会社カルチエ

技術分野

健康・福祉

技術キーワード

安全・安心な椅子

所在地

[本社]〒143-0027 東京都大田区中馬込 2-18-12

資本金

300 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

1993 年

自社保有産業財産権実施許諾、譲渡
http://www2s.biglobe.ne.jp/~quartier/

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

1名

従業員数

佐藤

光子

03-5718-3331

E メール

 得意な技術・製品

椅子

 得意な顧客・市場分野

建築・設計

 生産拠点・研究体制

東京都大田区

quartier@mue.biglobe.ne.jp

スマイリーシートⓇ (座部上面周囲に連続して手すりを備えた椅子）
自動車・船舶・航空機

旅館・会館その他

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細
（１）「スマイリーシートⓇ」に係る保有産業財産権の実施許諾、譲渡を致します。
R 」は、下記に記載されるいずれかの技術若しくはそれら技術の組み合わせ
「スマイリーシート○
により成る、座部上面周囲に連続して手すりを備えた椅子です。
― 記 ―
特許第 4030404 号 自動車用椅子
特許第 4538643 号 椅子
意匠第 1281305 号 椅子 （意匠公知資料：HC1902825200）
意匠第 1283254 号 椅子 （部分意匠）
意匠第 1512710 号 手すり付き椅子（部分意匠）
意匠第 1518206 号 手すり付き椅子（関連・部分意匠）
意匠第 1539358 号 手すり付き椅子（部分意匠）
商標第 4789043 号 スマイリーシート（標準文字） 以上
（２）座部上面周囲に連続して手すりを備えると、椅子に腰掛けて、手を伸ばせば迷わず直ぐ掴
まることができて、手すりに掴まった手を放さず滑らせて座ったままでの位置移動が楽に出来ま
す。自動車に備えると掴まって乗降、着座して位置移動が楽。シートベルトを装着した状態でも
直ぐ手すりに掴まれるので、カーブの揺れや急停発車の衝撃から身を守れて安全・安心。クルー
ザーやフェリーボートまた新しい客船ホテル、水上タクシーなど船舶での揺れに備える為、航空
機のサロン仕様の椅子などに有用。建造物の柱を背にその周囲に設備されたロビーソファにも備
えられます。茶室に相応しくデザインした低座椅子は、旅の宿の和室で畳に座す人と違和感のな
い歓談の時にお勧めします。
（３）筋力の衰えてきた高齢者、肢体障害者、視覚障害者、幼児など、自分自身で手すりに掴ま
って身の安全を図り安心が得られます。家具や乗り物用など様々な用途の椅子にデザイン展開が
可能で、既存シートに後付もできます。
みんなに優しいユニバーサルデザインの椅子です。
（４）画像の説明
１．柱を背にした円形のロビーソファに掴まって腰掛けられる、座部上面周囲に連続した手すり
を備えた「スマイリーシートⓇ」
２．ロビーソファ「スマイリーシートⓇ」の１／５模型
３．自動車後部座席が「スマイリーシートⓇ」
４．車内で座部周囲に備えた手すりに掴まると席の移動が楽に出来る
介助が必要な場合に、介助をする人の労働的疲労が低減できる
５．茶室に相応しい和室用の椅子、二人座れる低座椅子
６．和室での振る舞いが楽になる、モノを置くスペースのある椅子
以上

317

1

2

3

4

5

6

技術アピールシート
さーらんどあいえぬいー

株式会社サーランド・アイエヌイー

技術分野

健康・福祉

技術キーワード

医療機器

所在地

[本社]〒174-0041 東京都板橋区舟渡 1-7-3 安田工業センター2 階

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

設立年（西暦）

2002 年

医療機器開発/製造、RFID/IoT 関連製品開発/製造
http://www.cirland-ine.com

連絡先（部署・氏名） 営業部
TEL

18 名

従業員数

小鮒

亨（こぶな

03-5916-9333

とおる）

E メール

tkobuna@cirland-ine.com

 得意な技術・製品

医療機器開発/製造（人工透析装置、輸液ポンプ、人工心肺装置など）

 得意な顧客・市場分野

医療機器製販メーカ、大学病院

 生産拠点・研究体制

東京都板橋区舟渡工場

 特記事項（取得資格・認証等）

医療機器製造業（2018 年 1 月）
PR 詳細

●医療機器製品開発・製造

（人工透析装置）
※透析装置で使われている各種センサー（気泡検知センター、漏血センサー、濃度センサー、など）を
自社で開発して装置に組み込む。
※輸液ポンプ、人工心肺装置、血液浄化装置など開発/試作対応
※医療機器開発で培ったノーハウをベースにして各種医療機器の開発/試作/製造まで対応可能
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技術アピールシート
しょうわけんせつ

昭和建設株式会社
所在地

[本社]〒167-0032 東京都杉並区天沼 1-46-6

資本金

1,500 万円

主要事業
Web サイト

健康・福祉

技術キーワード

福祉要素の家具デザイン制作

3名

設立年（西暦）

1951 年

建築設計施工・住環境に伴うバリアフリー関連設計施工
http://www.shouwa-co.co.jp

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

技術分野

矢代

捷

03-3392-8228

E メール

order1951@shouwa-co.co.jp

 得意な技術・製品

注文建築設計、施工。木造建物精密耐震診断、耐震補強設計施工。

 得意な顧客・市場分野

個人住宅建設業界、ビル建設業界

 生産拠点・研究体制

工場生産無し（将来各地ノックダウン方式？）
。研究室無し（会社内）
。

 特記事項（取得資格・認証等）

一級建築士、一級建築施工管理士、建築積算士、二級福祉住環境コーディネーター、
インテリアプランナー、マンションリフォームマネジャー、
（下記案件意匠登録申請準備中）
PR 詳細

主に福祉的要素によるアイディア家具デザイン
１．過去に私本人が腰を痛めたため、自分用にデザインした椅子を同じような方にお勧めしたい。
①主に利用する人・・・腰痛に悩む方にお勧めするデスクワーク並びに食卓用等のオリジナル椅子。
②デザイン寸法・・・・・個々人の体形に合わせた注文寸法にて製作する。
③実在作品・・・・・・・・6 脚現存有り（但し、年代違い毎に制作してきたが、異なる椅子職人により強度にばらつき有る）
④お薦め理由・・・・・・特に例として作家等、長時間デスクワークの方に良いと思います。
（私自身 52 年間、デスクワークや製図版ドラフター時代を経て、パソコンデスクワークに今でも愛用している）
⑤受注販売・・・・・・・・採寸用モデルによる受注製作販売を行いたい。
（過去に、貸しコテージに置いてある、この椅子が私にも欲しいという依頼があった）
⑥何故今か？・・・・・・特に小生が高齢となってから、ある新聞に掲載された小説家のエッセイに「自分に合った椅子がほしい」と
ありましたように、腰痛で苦労されている方々が多いことから一念発起しました。
⑦原物写真・・・・・・・・現存するため写真も有りますが、展示可能な場合は原物を１脚展示します。ここでは省略します。
２．全身麻痺障害及びそれに近い障害者が使うトイレの体形固定支持の必要な方へお薦めしたい。
①利用する人・・・・・・リフト利用してでもトイレに自分で座して用を足したいと考える方が比較的多い。
②デザイン寸法・・・・・個々人の体形に合わせた注文寸法にて製作する。
③実在作品・・・・・・・・25 年前に全身麻痺の TN さんの自宅のトイレに設置して、昨年亡くなられるまで利用していただいた物。
（現在では写真のみ）
④お薦め理由・・・・・・天井レール式ハンガーリフト又はキャスター付移動式ハンガー利用可能者で、ご本人が便器に座ることを
切望される方へお薦めしたい。介助者の負担軽減にも役立ちます。
⑤受注制作・・・・・・・・現地状況にあわせて採寸してから受注制作設置。
⑥何故今か？・・・・・・③における例証にて大変介助者共から賛辞を頂いていたため。
（介助者の一番苦労される、排便排尿と清潔への一助としたい）
⑦原物写真・・・・・・・・現存するため写真も有りますが、展示可能な場合は原物を外して又は写真展示可能です。
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技術アピールシート
にっけん

株式会社ニッケン

技術キーワード

所在地

[本社]〒124-0006 東京都葛飾区堀切 2-48-20

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

従業員数

16 名

医療トレーニング機器、
福祉機器

設立年（西暦）

1986 年

業務用遊戯機器開発、教育玩具開発、キャラクター商材開発
http://www.nkn-co.jp/

連絡先（部署・氏名） 営業本部 企画開発課
TEL

健康・福祉

技術分野

03-3695-0301

 得意な技術・製品

マネージャー 海老沼 隆
E メール

ebi@nikken-japan.com

お客様の要求仕様に合わせたアイデア出しからメカ設計、モデリング、実機生産、検品
納品まで

 得意な顧客・市場分野

医療福祉業界、遊戯機器業界、知育教材分野

 生産拠点・研究体制

社内一括開発（設計・試作）国内生産提携先多数、中国提携工場あり

 特記事項（取得資格・認証等）
PR 詳細
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技術アピールシート
にほんあっしゅ

日本アッシュ株式会社

技術分野

健康・福祉

技術キーワード

生体現象・監視システム

所在地

[本社]〒192-0045 東京都八王子市大和田町 2-7-7

資本金

1,000 万円

主要事業
Web サイト

pH 計、pH インピーダンス計、pH 電極

設立年（西暦）

他各種電極

1980 年

製造販売

http://www.j-asch.co.jp

連絡先（部署・氏名） 営業部・会長
TEL

10 名

従業員数

042-648-5350

江浦

君夫
k-eura@j-asch.co.jp

E メール

 得意な技術・製品

pH 電極の微小化は当社独自の技術

 得意な顧客・市場分野

医療機器業界・企業研究室・大学研究室

 生産拠点・研究体制

本社内

 特記事項（取得資格・認証等）

医療機器製造業、医療機器製造販売業、高度管理医療機器販売業

会長以下 3 名
許可取得

PR 詳細

微量用ﾌﾛ-ｽﾙｰ型 pH 複合電極

型式 SCC-200

内部ｷｬﾋﾟﾗﾘ―がΦ0.8 と細い為約 0.05ml の
液量でも測定可。

電極特注・OEM 生産
も承ります。
微量用 pH ｶﾞﾗｽ複合電極

型式 MCS-30S

先端径 3.0Φ液絡がスリーブタイプで

多品種、小ロット
（1 本から）

液量が約 0.05ｍL で測定可。
製作体系
1.仕様打ち合わせ
2.設計・試作
3.製作
微量用 pH ｶﾞﾗｽ複合電極
先端径

短径 2.0Φ

較が並行の為

型式

MCD-45

長径 4.5Φでｶﾞﾗｽと比

表面測定、微量測定に最適。
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技術アピールシート
べっどのうえでにゅうよくきかく

ベッドの上で入浴企画株式会社

技術キーワード

所在地

[本社] 〒206-0803 東京都稲城市向陽台 1-5-3

資本金

100 万円

主要事業
Web サイト

1名

従業員数

入浴、ベッド上、介護、障害者、
車椅子、移乗、在宅

設立年（西暦）

2017 年

「ベッドの上で入浴」製品の、商品化（商品化して頂ける企業様を探しております）
http://kaigonyuyoku-bed.jimdo.com

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

健康・福祉

技術分野

夏目 三郎

042-379-3533

nyuyoku.kikaku@gmail.com

E メール

 得意な技術・製品

「ベッドの上で入浴」

 得意な顧客・市場分野

在宅介護（看護）
、障害者施設、介護施設・病院

 生産拠点・研究体制

なし

 特記事項（取得資格・認証等）

特許第 4985856 号、臨床評価済み、ＡＬＳ患者様に“実入浴”して頂いております
PR 詳細

機器の概要
①公益財団法人テクノエイド協会「シーズニーズマッチング交流会」３
年連続出展。
②移乗せずに入浴できるので楽です。
③２分で浴槽に、２分で給排水（電池ポンプ）できます（湯水を持運ぶ
ことはありません）。
④１人の介護者で、何時でも（夜寝る前に）入浴。
⑤分割保管して、レンタル置き。高層階へ持運び。
⑥浴槽シートは、個人専用で清潔です。
⑦災害時でも、湯量が少なくても（６０ℓ、電気ポット）入浴できる。
⑧雪国ではデイサービス訪問介護など、交通不能しても、室内レンタ

重度のＡＬＳ患者様に“実入浴”して頂きました

ル置きで入浴できます。

少子高齢化に対応できる
少子高齢化（今後 30 年で、高齢者 600 万人増、就労者▼2300 万人
減）在宅介護が急増しますが、一番大変なのは入浴です、在宅入浴
に利用できます。現在ベッドの上で移乗せずに入浴できる機器が無
い。
① 訪問入浴は、移乗させるので、３人で入浴介護していますが、
② 本品は、移乗せずに１人で、入浴介護できるので、少子高齢化に
も対応できる。
③ 費用も１人で済むので、経済的になる、また入浴機器の購入費は
安価です。

素材：プラスチック、木材、アルミ（軽い素材）
①素材：プラスチック、木材、アルミなど、②浴槽板サイズ（幅４０ｃｍ・
長さ５０ｃｍ（７枚組立）・高さ２０ｃｍ）組立時１４０ｃｍ、③浴槽シートはポ
リウレタンシート（加工なし）④バスポンプ、電池式ポンプ、タンクは市
販品使用
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移乗せずに、２分で浴槽に、２分で給排水できま
す。何時でも、入浴できます、１人介護

技術アピールシート
りびんぐふぁーむ

株式会社リビングファーム

技術分野

健康・福祉

技術キーワード

水耕栽培、植物栽培用ＬＥＤ

所在地

[本社]〒164-0013 東京都中野区弥生町 2-15-17 ニューライフアサヒ 301

資本金

500 万円

主要事業
Web サイト

家庭用、事務所用

長尾

2名

設立年（西暦）

2012 年

水耕栽培機器の開発、植物栽培用ＬＥＤの開発

http://www.living-farm.com

連絡先（部署・氏名） 代表取締役
TEL

従業員数

http://shop.living-farm.jp

益男

03-3378-5200

E メール

Nagao-m@nd-design.co.jp

 得意な技術・製品

水耕栽培による各種野菜の育成、家庭用、事務所用水耕栽培キット

 得意な顧客・市場分野

一般ユーザー（主婦、シニアーなど）、介護ホーム

 生産拠点・研究体制

中野本社にて水耕栽培、ＬＥＤによる 50 種類の野菜、ハーブ、花の育成

 特記事項（取得資格・認証等）

リビングファーム水耕栽培システムで特許取得（2017 年）
PR 詳細

① 当社はＬＥＤ付き水耕栽培器としては日本で初めて 2013 年より販売しています。
② 当社の水耕栽培システムは他社の（植物工場など）システムとは異なり、家庭、事務所など手軽に水耕栽培
を楽しめるものです。
③ ＬＥＤによる野菜の育成は 6 年以上の 90 種におよぶ市販の種を使って実験を行っており、その中から水耕栽
培初めての人でも失敗が無い種子を約 20 種ほど推奨しています。
④ 株式会社リビングファームの母体は 50 年余りの経験のある有限会社長尾デザイン事務所（工業デザイン事務
所）であり、その間一般ユーザー（民生用）に好まれる商品（カーオーディオ、カー用品、日用品など）の
デザイン開発を数多く（数千点）行ってきています。
家庭で楽しむ水耕栽培器

植物栽培用 ＬＥＤ

簡易型ベビーリーフ水耕菜園キット

リビングファーム水耕栽培システムの特徴
① リビング、キッチンや事務所の中でオープンに健康野菜を育てます。
人が生活する環境のなかで、人との共生する野菜つくりです。
② 光合成を促進する光は当社独自に開発したＬＥＤを使います。
赤ＬＥＤと青ＬＥＤのバランスは３：１としており、野菜の育成と抗酸化剤の生成に最適です。
そこに白ＬＥＤを配置して、インテリア性も考えております。

③ 育苗は特殊な育苗キットで育て、その中から丈夫な苗を定植して育成します。
定植後の育成はハイドロボールで囲まれて中を根がどんどん育ち、そのおかげで最初の収穫後も長く
パセリ、イタリアンパセリ、バジルなどは３～５ヶ月間収穫が楽しめます。
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技術アピールシート
ろーざとくしゅけしょうりょう

株式会社ローザ特殊化粧料

技術分野

健康・福祉

技術キーワード

介護福祉サービス

所在地

[本社]〒196-0015 東京都昭島市昭和町三丁目 10 番 14 号

資本金

2,400 万円

主要事業
Web サイト

4名

設立年（西暦）

1982 年

化粧品及び医薬部外品に係る新製品の製造・販売。
https://www.eco-cosmejp.com/

連絡先（部署・氏名） 専務取締役
TEL

従業員数

角屋

由華

042-546-0600

E メール

info@rosa-sp-cosme.co.jp

 得意な技術・製品

弊社オリジナル技術 FFVST によるエキス類の抽出

 得意な顧客・市場分野

美容業界・医薬品業界

 生産拠点・研究体制

本社所在地にて一貫製造

 特記事項（取得資格・認証等）

化粧品製造許可証、化粧品製造販売許可証、医薬部外品製造許可証、医薬部外品製造販
売許可証、平成 28 年度 TAMA ブランド企業顕彰事業関東経済産業局長賞、知財戦略導入
支援事業修了
PR 詳細

地場の特産物・名産物を自社内で圧搾や水
蒸気蒸留などの非科学的処理で原料抽出
します。この原料は、薬機法で定められた
日本化粧品工業会による化粧品原料基準
に適合したもののみ合格とし必要があれ
ば一般財団法人日本食品分析センターの
定量試験などで品質管理をしています。

化粧品原材料は得意先である皮膚科医に
よる協力の元に介護美容化粧品をつくり、
お肌トラブルはもちろん介護マッサージ
や床ずれ防止等の衛生面からもシルバー
世代が快適に生活できるようお手伝いし
ていきます。
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