北海道ポラコン株式会社

企業名
住所

北海道札幌市中央区南4条西6丁目8 晴ればれビル7階

TEL/FAX

011-251-4566

E-mail

y_nakajima@poracon.jp

設立年

1973年

従業員数

25名

URL

http://www.poracon.jp

代表者

代表取締役社長 中島 康成

業種

製造業(コンクリート二次製品)

国内・海外で
の主な実績

【国内】北海道内の雨水流出抑制関連の製品マーケットではシェア約70％程度。特に浸透桝や浸透トレンチ管が
売れ筋。
【国外】国際協力機構（JICA）の中小企業海外展開支援事業にて採択を受け2019年よりインドネシアでプロジェクト
がスタート。これをキックオフとして複数国で現地製造・販売を探っている。

011-251-4689

①ポーラスコンクリート（多孔質のコンクリート）
名称

②インターロッキングブロック
③コンクリート製品洗浄サービス

①ポーラスコンクリート・・・
連続した空隙を持つ多孔質のコンクリートであり、透水性があるのが特徴
である。その透水性を活かし、インフラのサブ的な位置付けで雨水の流出
抑制などで広く使われている。
雨水地下浸透工法・・・雨水地下浸透工法は、浸透トレン管や浸透桝、透
水性舗装などの雨水浸透施設を組み合わせて、降雨水を地又は地表近く
の土中に分散・浸透させ、地区外への雨水流出を最小限に抑えようとする
環境に優しい手法。地下水の涵養にも有効。
雨水集水工法・・・浸透工法とは水の流れが逆になり、土中から染みこんだ
水を抜き、流末などに繋いで雨水を処理する工法。地盤の弱い場所などで
有効。

製品・
技術

特徴
②インターロッキングブロック
透水、不透水双方の製造が可能。景観に配慮した街づくり、水たまりのな
い舗装などが実現できる。スリット入りのラインレンジ® はバリアフリー型
でもあり車椅子の通行などがスムースに。

③コンクリート製品洗浄サービス
コンクリートの汚れを除去し、製品の見た目・性能を復活させ、コンクリート
製品を長く使用してもらう。高圧洗浄水とバキュームを組み合わせて洗浄
を行う。

参考
価格

①ポーラスコンクリート：※日本で製造、使用すると・浸透桝Ⅰ(A)型・・・約5万円。１ユニットで約12万円。
・浸透トレンチ管（300mm×長さ1m）・・・約1万円。・透水U字溝（450MM×長さ1m）・・・約8,500円
②インターロッキングブロック：不透水インターロッキングブロック（1㎡）・・・3,800円
・透水インターロッキングブロック（同）・・・4,200円 ※日本で製造した場合。施工費は別途必要。
③コンクリート製品洗浄サービス：1㎡あたり1,200円。状況に応じてコストが増える可能性あり。

株式会社トーワ建設

企業名
住所

北海道旭川市東光19条7丁目4-12

TEL/FAX

0166-34-9673

E-mail

masanet.m@gmail.com

設立年

1991年

従業員数

10名

URL

http://www.towa-kensetu.co.jp

代表者

代表取締役 荒瀬 幸太郎

業種

建設業

国内・海外で
の主な実績
名称

製品・
技術

①植物由来 ②天然鉱物由来 有害重金属六価クロム土壌汚染環境復元資材
① 植物由来 有害重金属六価クロム土壌汚染
環境復元資材
有害重金属である六価クロムで汚染された土壌
を完全修復、処理過程で発生する薬品残渣が
なく安全に自然環境を復元する資材で主に農地
や表土部分の処理に有効です。
② 天然鉱物由来 有害重金属六価クロム土壌
汚染環境復元資材
製造過程において発生するクロム鉱滓（クロム
スラグ）の投棄またはクロム鉱滓埋立地に対し、
これまでの化学薬品よりも飛躍的な効果を発揮
する天然鉱物原料から製造した六価クロム土壌
汚染復元資材です。
クロム鉱滓中の六価クロムや土壌中の六価クロ
ムは、これまでの化学薬品では処理後も時間経
過とともに六価クロムが溶出する課題がありま
した。（左グラフ参照）
本資材は、この課題を解決することが可能で
す。（日本国内特許取得 海外特許出願中）
①資材と②資材は液体状と粉末状があり、土壌
の性質や汚染濃度などの条件に合わせて使用
することができます。
原位置で修復できるため、これまでの資材や施
工方法に比べてコストが安く、資材の組み合わ
せにより、高濃度の汚染土壌に対応することが
可能です。

特徴

参考
価格

0166-34-9770

汚染濃度、土壌性質等による

e.cot 株式会社

企業名
住所

北海道札幌市中央区北４条西１２丁目１番２８号日宝北４条ビル302号

TEL/FAX

011-211-1626

E-mail

yunon@me.com

設立年

1995年

従業員数

6名

URL

011-211-1628

-

代表者

代表取締役 木村俊一

業種

販売卸

国内・海外で
の主な実績

-

① 炭酸発泡カルシウム板 ロックセルボード
名称
② 天然緑化資材 eソイル

① 炭酸発泡カルシウム板 ロックセルボード
石灰を高圧発泡させた断熱材で、コンクリートとの付着
がよく、不燃性。
コンクリートとの付着が良いためRC造に適している。
打ち込工法及び後貼り工法に使用可能。
仕上げ材はタイル・塗装・板金仕上げにて対応可能。

製品・
技術
特徴

② 天然緑化資材 eソイル
杉・檜の樹皮を加工した、軽量土壌 軽量の為屋上にも
使用可能。
土と違繊維状の為、空気や水の通りがよく土壌改良材と
しても使用可能。
杉と檜の抗菌作用により、作物が土中雑菌による病気に
かかり難くなるため、 農薬の量を減らすことが可能

参考
価格

-

株式会社松村綜合科学研究所

企業名
住所

北海道旭川市神楽岡14条6丁目2番9号

TEL/FAX

0166-66-2101

E-mail

msl@stein--soil-hardening.com

設立年

1975年

従業員数

3名

URL

http://www.stein--soil-hardening.com/

代表者

代表取締役社長 松村 孝雄

業種

製造業

国内・海外で
の主な実績

国内：道路路盤・堆肥盤・河川改修・水路造成・養殖場等 施工
海外：道路路盤・水路造成 施工

名称

0166-66-2677

①STEIN-R(転圧タイプ)
STEIN-M(モルタルタイプ)

①STEIN-R(転圧タイプ)
STEIN-M(モルタルタイプ)

製品・
技術

特徴

参考
価格

骨材を選ばず、シュタインで殆どの土壌を固める
事が出来る。
現場の土壌とシュタインと水を混合・転圧・養生
するだけで、高強度の土木構造物(道路・灌漑・
軟弱地盤など)を造成可能。
従来の土木工事のように、現場の土壌を捨て高
価な路盤材と置き換えたりコンクリートを使用し
ません。
簡易で安価な施工・長期耐久性土木構造物造成
を実現します。

①STEIN-R(転圧タイプ)、 STEIN-M(モルタルタイプ)：製品価格 R＝55,000円/ｔ M＝75,000円/ｔ、
参考施工単価 約2～3,000円/㎡(材+直工費)

有限会社 環境資源応用技術開発研究所

企業名
住所

北海道札幌市西区山の手2条9丁目1番1号

TEL/FAX

011-613-2333/090-7654-3152

E-mail

kanken-nyappa@nifty.com

設立年

1998年

従業員数

3名

URL

http://www.eco-nekokusa.com/

代表者

高島 晃

業種

製造業
【国内】
2019年から政府機関国土交通省北海道開発局、地方自治体北海道庁の発注する公共土木工事に採択され、その
実績は国営滝野公園災害復旧工事、国道452号改良工事、北海道治山激甚災害対策特別緊急事業など多くの施工
実績を残しています。
【海外】
2019年12月19日北海道札幌市で開催した交流事業において、植物由来スペーサーを開発、事業化したことを紹介し
ました。当日中国黒竜江省からトウモロコシ茎葉からスペーサー製造はできないか提案があり、直ちに札幌市で試作
実験し可能であることを伝え、2020年製造技術提携をすることにより、極めて早期に中国の農林業の発展と環境保
護に貢献できることから、両国はコロナ禍の収束を待って事業化に向けた具体的な技術交流を行うこととしていま
す。

国内・海外
での主な実
績

名称

中国の植物由来トウモロコシ茎葉副産物によるスペーサーの製造技術

植物由来スペーサー製品

製品・
技術

011-613-2770

ラス網に装着状態

植物由来スペーサーは脱炭素社会の実現に向けた開発製品で、従来
のプラスチックから植物由来農業副産物の材質に代替した公共事業
土木のり面工事用専用資材です。
植物由来材質は、野草など天然資源の消費の抑制、生態系の保護、
循環型社会形成推進基本法等関係法令の遵守、継続的に安定供給
可能な農業副産物の活用が最大の特長です。
日本は全国各地で米の作付けによるもみ殻副産物の調達が可能で
す。
中国においては主要農作物トウモロコシ茎葉副産物のスペーサー原
料への活用は合理的と考えられ、日本との技術交流により早期の事業
化の実現が期待されます。事業化に至るまで日本製スペーサーによる
工事施工実績を構築し、環境負荷のない新資材の実証展示を希望し
ています。
また、トウモロコシ茎葉から数種類の加工製品の製造技術の提供も可
能であり、環境にやさしい農林業の発展に貢献できれば幸いです。

特徴

急斜面災害復旧工事現場のスペーサー装着

M７地震による表土崩壊・手前復旧工事跡
参考
価格

参考価格 30㎜型1個：100円（北海道渡し）

大型堆肥ポット苗木の災害地植林

鈴木産業株式会社

企業名
住所

北海道旭川市神楽5条3丁目2－4

TEL/FAX

0166-61-4741

E-mail

suzuki-sangyou-t@pop21.odn.ne.jp

設立年

1949年

従業員数

1名

URL

http://www.wakkanai-diatom-shale.co.jp

代表者

代表取締役 鈴木 和徳

業種

製造業（主に建築材料）

国内・海外で
の主な実績

国内：1995年より稚内珪藻頁岩を主原料とした調湿・消臭機能材料及び製品の製造販売を行っています。
海外：現在、中国江蘇省の企業に稚内珪藻頁岩を配合した内装の塗壁左官材料を販売供給中です。

0166-61-8357

①「稚内珪藻頁岩」吸放湿・消臭機能素材
名称

②「稚内珪藻壁」内装塗壁材（鏝塗り・ローラー塗布・吹付）
③「豊ヘルス」呼吸式（調湿・消臭）内装壁タイル
①「稚内珪藻頁岩」吸放湿・消臭機能素材

「稚内珪藻壁」用
稚内珪藻頁岩は多孔質鉱物で、湿度が60％以上になると余分
な湿気を吸湿し、湿度が下がると放湿するという自然呼吸する
機能により室内の湿度を調整・安定化させる事で室内の空気
感を柔らかくする機能を持ちます。
湿度調整効果により壁面結露の抑制や、結露が要因であるカ
ビ・ダニの発生の抑制に効果を持つ素材です。また、アンモニ
アに代表される塩基性ガスの吸着消臭機能が有る事から室内
のトイレ臭・ペット臭・たばこ臭を消臭し、さらにホルムアルデヒ
ドの低減機能を持ちます。

②「稚内珪藻壁」内装塗壁材
（鏝塗り・ローラー塗布・吹付）

製品・
技術

「豊ヘルス」用
特徴

本製品はプレミックスの粉体袋詰め品で、現場にて加水混合
し、内装の仕上材として使用します。
日本の漆喰壁に呼吸機能が高い稚内珪藻頁岩を配合した、機
能式仕上材です。漆喰特有の強アルカリによる抗菌性・ホルム
アルデヒドの低減機能に、稚内珪藻頁岩を加える事で呼吸機
能を与え事により結露防止、消臭効果を発現する事で室内の
空気質環境を改善する仕上材です。稚内珪藻頁岩の配合率は
10～40％予算に合わせて配合を変えられます。
施工は、鏝塗り、ローラー塗布、吹付と選択が可能です。

③「豊ヘルス」呼吸式（調湿・消臭）内装壁タイル
本製品は稚内珪藻頁岩を80％配合した内装仕上げタイルで
す。壁に貼ると、稚内珪藻頁岩が持つ呼吸する機能で室内の
空気感を柔らかくします。
この機能式タイルは、湿度調整により結露予防、カビ・ダニの発
生を抑制し、たばこ臭・トイレ臭・ペット臭等の生活臭の消臭効
果により、室内の空気質環境を改善します。
施工は、ノンホルマリンの環境にやさしい弾性接着剤により壁
に貼り付けるだけです。

②「稚内珪藻壁」内装塗壁材（鏝塗り・ローラー塗布・吹付）：650円/1㎡～（輸出価格）材料のみ
下地費用・運賃・施工費・税金は別途
参考
価格 ③「豊ヘルス」呼吸式（調湿・消臭）内装壁タイル：6,500円/１㎡～（輸出価格）材料のみ
下地費用・運賃・施工費・接着剤費・税金は別途

合同会社 Hikobayu

企業名
住所

北海道虻田郡ニセコ町有島18-96-101

TEL/FAX

080-1844-2339 （担当：澤田健人）

E-mail

info@hikobayu.com

設立年

2017年

従業員数

2名

URL

http://www.hikobayu.com/

代表者

澤田 佳代子（代表社員）

業種

製造業、林業

国内・海外
での主な実
績

北海道ニセコ町、札幌市などで環境共生型林業（低コストかつ壊れない森林作業道の敷設と持続的な森林資
源活用手法）
の実施、林産未利用材を活用したエッセンシャルオイルの製造した自社商品Westin hotel,hilton hotel など商品
お取り扱い
ニセコ産トドマツ精油の販売

名称

①SDGs未来都市、国際環境リゾート都市のニセコ町で持続可能な林
業手法から生み出された北海道にのみ自生するトドマツから抽出した
エッセンシャルオイルの販売。
主に二酸化窒素（待機汚染物質）を無害化し、極めて高い空気清浄効
果、森林浴による鎮静効果、リフレッシュ効果が認められています。

製品・
技術

特徴

②永続的な資源活用と森林管理に用いる森林作業道技術の敷設。
皆伐を伴わず、再造林コストが発生しない。治山効果と森林材積量す
なわち森の炭素固定量を最大化させながら、豊かな森を保ちながら、
資源を活用する手法に用いる『低コストかつ壊れない森林作業道』敷
設、森林管理技術提供。自伐型林業推進協会と連携して行います。

参考
価格

①末端価格 5g/¥1,800
②m/¥2000程度、研修は別途

正和電工株式会社

企業名
住所

北海道旭川市工業団地１条１丁目３番２号

TEL/FAX

0166-39-7611

E-mail

seiwa@seiwa-denko.co.jp

設立年

1974年

従業員数

11名

URL

http://www/seiwa-denko.co.jp

代表者

代表取締役社長 橘井 敏弘

業種

バイオトイレの製造・販売

国内・海外で
の主な実績

国内では旭山動物園や富士山、観光地やイベント会場、断水時や災害時のトイレ等。海外はパプアニューギニア、マレーシア、中
国、ベトナムなどでバイオトイレBio-Luxと一緒に生ごみ処理機も活躍しています。本製品は外務省とJICAの委託事業に採用され
た製品です。

0166-39-7612

①Bio-Lux バイオトイレ本体（S型、W型、SW型、Wm2型）
名称

②Bio-Lux Water 新浄化装置
③仮設バイオトイレ

SW型

WM2型

S型

①Bio-Lux バイオトイレ本体（S型、W型、SW型、Wm2型）
Bio-Lux（バイオラックス）の特徴は水を使わず、普通のオガ
クズ利用し、し尿を分解・消滅させることです。オガクズに特
別な菌は必要ありません。し尿が分解されると、窒素、リン、
カリなどの肥料分が残り、オガクズに付着します。オガクズ
の交換は年に2～3回程度です。使用済みのオガクズは有
機肥料や土壌改良剤としても活用できます。家庭用から業
務用まで、処理能力の違いで機種は多くあります。バイオト
イレと生ごみ処理機の原理は同じです。

新浄化装置
②Bio-Lux Water 新浄化装置

製品・
技術

新浄化装置、Bio-Lux Water（バイオラックスウォーター）
は、 台所、洗濯場、風呂場からでる雑排水専用の処理装
置です。
処理水は雨水のようにきれい。排水先に困ら
ない、再利用が可能です。バイオトイレと新浄化装置を設置
することで下水道がなくても快適な住環境が可能になりま
す。環境省ETV実証番号020-1201。特許番号第5762134号

特徴

ログハウスタイプ

女性専用
③バイオトイレ内蔵の仮設トイレ

サイディングタイプ

参考
価格

バイオトイレ本体、Bio-Luxを内蔵した仮設トイレです。
工事現場用、サイディングタイプ、ログハウスタイプ、女性専
用など種類が多くあります。
バイオトイレは処理能力の違いによって機種は多くありま
すので、使用する場所や使用回数に合わせて機種と台数を
決める事になります。オガクズの交換は1年に2～3回程度で
済みます。
ログハウスタイプは自然の景観を壊すことなく設置するこ
とが出来き、山や公園などに多く設置されています。
工事現場用 女性専用仮設トイレは工事現場や農業に従事する女性の
為に、女性目線で開発した商品です。
タタミ１畳分の着替えが出来るスペースや、警報ベルなど
女性が安心して使える女性専用の仮設トイレです。

機種が多くあります。価格はホームページで公示価格を公開しています。

株式会社J&C

企業名
住所

北海道札幌市西区八軒８条東３丁目１-25

TEL/FAX

011-790-6525

E-mail

kyo.h@ｊ-and-c.com

設立年

2006年

従業員数

4名

URL

www.j-and-c.com

代表者

代表取締役 共 放鳴

業種

環境技術研究開発、製造、販売会社

国内・海外で
の主な実績

水処理と土壌改良の技術の応用は日本で数百件の実績、中国、EU、韓国と台湾などにも数十件の実績

011-790-6524

①浄水剤JCSS系列和浄水設備JCCW系列
名称

②黒臭水域の汚泥排出の無い現地修復
③汚染放出の無い家畜養殖、汚染流出無しの堆肥の作成
①浄水剤JCSS系列和浄水設備JCCW系列
浄水剤安全、設備無振動無騒音；反応速度
が速い；処理効果抜群；応用範囲が大きい；
添加量少なくコストが低い；処理能力が大き
い；小型、設備が従来の1/8～1/4。インキ
や、石油廃水及びごみ浸透液などの難処理
汚水を含め、汚水中のSS、COD、BOD、
鉛、水銀、亜鉛、砒素等の重金属を快速き
れいに除去が出来る。設備とトン水毎コスト
は従来の数分の一となる。
②黒臭水域の汚泥排出の無い現地修復

製品・
技術

特徴

処理前

処理中

処理後

黒臭水体の自己浄化力を持たせ、且超速、
超簡単、低コストの修復方法。安全は水浄
化剤を水面に撒き、モーターボードを使って
攪拌してから、数十分で底を見える透明な
河水にする。汚泥を浚渫するとしなくてもよ
い原位修復で、汚泥を無害化と資源化がで
きる。
③汚染放出の無い家畜養殖、汚染流出無し
の堆肥の作成
バイオ酵素を家畜養殖飼料と敷物に添加
し、環境汚染に主原因となる畜禽糞尿が流
出しなく、更に敷料と糞汚は特殊材料入れ
て発酵したら雨に流出されない堆肥になる。
この肥料を使ってすぐ土壌修復できる。投
資コストが要らなく、処理簡単であり、大規
模の養殖だけでなく零細的養殖でも根本的
に環境汚染問題を解決できる。しかも、極め
てコストが低い。

①浄水剤JCSS系列和浄水設備JCCW系列： JCCW-120型、:3.5L×2.0W×2.0H処理能力：120ｍ3/H
JCCW-30型、：2.7L×0.9W×1.8H処理能力：30ｍ3/H
参考価
格

②黒臭水域の汚泥排出の無い現地修復：黒臭水体の修復は十数分でできるが、コスト数分の一となる。
③汚染放出の無い家畜養殖、汚染流出無しの堆肥の作成：新技術の使用はユーザーにコストを負担かけ
なく養殖環境果然の同時に利益を持たせる。

エーデーシーサービス株式会社

企業名
住所

北海道帯広市西１３条南２８丁目３－８

TEL/FAX

0155-47-1093

E-mail

Adc.ser.co@f1.octv.ne.jp

設立年

1981年

従業員数

4名

URL

-

-

代表者

代表取締役 清水敬貴

業種

機器販売・修理・保守管理

国内・海外で
の主な実績

農産物貯蔵施設保守管理、空調設備機器販売・修理・保守管理・循環型バイオ活性水 総販売元

名称

①種子馬鈴薯貯蔵用空調機
②循環型バイオ活性水 ナチュラルバイオ 消臭液

①種子馬鈴薯貯蔵用空調機
【作業体系の向上】 収穫・風乾・土中貯蔵という重労
働から解放され、収穫・風乾・消毒・ 貯蔵と一連の流
れで本貯蔵ができます。
【品質の安定】 断熱された貯蔵庫と貯蔵庫内の均一
自動送風（エアコン）により、凍害 防止、異状発芽と
腐敗を防止し、品質の安定に万全を期しています。
【消毒後の管理】 当社開発の消毒機（ポテトエース）
を使用すると、流れ作業の間に消毒 します。尚、自
動送風（エアコン）により薬液の付着を確実にします。
【催芽調整（馬鈴薯・長芋・種子等）】 エアコンの加熱
装置により播種時期に合わせて発芽処理を行い、畑
の 条件の最適時に合わせて均一に発芽させること
ができます。
【計画的な農業経営】 施設貯蔵のため、種子を安定
に確保できることにより、種子むらをなく し、より計画
的な農業経営が可能となります。
製品・
技術

特徴

②循環型バイオ活性水 ナチュラルバイオ 消臭液
有用微生物の働きにより環境中の微生物バランスを
良好に保ちます。腐敗臭や糞尿臭などの有機性の悪
臭には反応しますが無機性の匂い（化学合成の芳香
剤など）には反応しません。
〇用途：家畜舎内、堆肥場の悪臭・トイレ、生ごみ、カ
ビなどの悪臭・厨房、食品工場などの排水、廃液の
消臭・ペット、介護などの生活臭
〇効果：善玉菌・バイオ酵素の働きにより悪臭を軽減
します.。同時にハエや悪玉菌が減少します。

参考
価格

①種子馬鈴薯貯蔵用空調機：価格（参考） ： 300万円

有限会社 エースメンテック

企業名
住所

北海道札幌市豊平区西岡2条14丁目6番10号

TEL/FAX

011-581-3050

E-mail

t-fukuoka@acemaintec.com

設立年

2000年

従業員数

2名

URL

http://acemaintec.com

代表者

代表取締役 福岡 忠博

業種

環境保全装置販売（循環型水洗式トイレメーカー）

国内・海外で
の主な実績

国内：開発局、札幌建設管理部、札幌市、地方自治体 海外：中国 大連

名称

011-581-3060

循環型水洗式トイレ「森水」
下水道や給水設備のない場所に於いて、水洗式トイレ
の施設を確保できる
循環型浄化槽システム。水を綺麗にしてトイレの流す
水に循環再利用、溜
まった余剰汚泥などは、天然のバイオ材でコンポスト化
で分解する。従来の
浄化槽汲取りを殆んど必要としないシステム。

製品・
技術

特徴

参考
価格

設計に応じて（ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ製）

株式会社レビオ

企業名
住所

北海道滝川市泉町1丁目1-21

TEL/FAX

0125-23-6660

E-mail

takase@rebio.co.jp

設立年

1999年4月7日

従業員数

3名

URL

http://rebio.co.jp/

代表者

高瀬 勝

業種

肥料生産販売

国内・海外で
の主な実績

北海道内：民間マンション：16台 自治体モデル事業：7台 他公共施設等：6台 で自社肥料化施
設稼働
海外：吉林省の企業と技術・ノウハウの移転に関する合意書にサインし、事業化に向けて進行中
（現地生産含む）

名称

-

①レビオシステム

①レビオシステム

製品・
技術

レビオシステムは家庭から出る生ごみを専用ポス
トで回収し、バクテリアの活動を利用して量を約10
分の１に減らし、それを原料として肥料をつくりま
す。
レビオ独自の技術により製造された肥料で、化学
肥料の大量使用で地力の低下した農地に力を与
え、健康で美味しい農作物を生産し市場に販売す
る食の循環を行います。
このレビオシステムは従来のような大規模な仕組
みがいらず、再資源化するためのエネルギーも最
小限に抑えられる、地球に負荷をかけない理想の
システムです。
レビオシステムの生ゴミ回収ポストでは臭気の発
生を防ぐために独自開発の非金属触媒を用いた
脱臭装置で脱臭効果を発揮しています。この触媒
は生ゴミによる臭気だけでなく多くの臭い成分の
脱臭に効果があり色々な場面で利用されていま
す。

特徴

参考
価格

①レビオシステム：5,000万円～

株式会社ムサシノ化学

企業名
住所

北海道夕張郡栗山町鳩山11-43

TEL/FAX

0123-72-4899

E-mail

info@musashino-pvc.com

設立年

1970年創業 1990年4月法人化

従業員数

5名

URL

http://www.musashino-pvc.com

代表者

代表取締役 菊地昭好

業種

産業廃棄物処理業

国内・海外で
の主な実績

塩化ビニル管継手協会会員 韓国、ベトナムに輸出

名称

0123-73-2906

①製品原料回収・処理
②塩ビ管のリサイクル

①製品原料回収・処理
企業様、建物解体、自治体から出る合成樹脂
（塩ビ管・継手）、大きくて持ち運びが困難な大
型で重い物もお引き受けします。企業様から
回収した合成樹脂（塩ビ管・継手・樹脂サッ
シ）、金属の不純物をきれいに取り除き自社内
の粉砕機で細かく砕き塩化ビニル管メーカー
に出荷します。

製品・
技術

特徴

②塩ビ管のリサイクル
塩ビ管の種類ごとに粉砕して製品にします。

参考
価格

-

日生バイオ株式会社

企業名
住所

北海道恵庭市恵み野北3-1-13

TEL/FAX

03-5643-5861

E-mail

ｗｑｊｚ＠nisseibio.co.jp

設立年

1994年

従業員数

32名

URL

http://www.nisseibio.co.jp/

代表者

代表取締役 松永政司

業種

健康食品・化粧品・PM2.5対応マスクなどの製造販売

国内・海外で
の主な実績

中国への日生ナノカットマスク70万枚の販売実績

名称

03-5643-5866

①日生ナノカットマスク

①日生ナノカットマスク

製品・
技術

特徴

参考
価格

日生ナノカットマスクはナノファイバーフィ
ルターを用い、製造した3層立体構造マス
クである。 空気中の微粒子はナノファイ
バーの隙間を通過することが出来ない為、
体内に取り込む空気をクリーンな状態へ
変化させることが出来る。大気汚染等から
身を守るため、外出する場合は、高機能
のマスクニーズが高くなっている。
日生ナノカットマスクの特徴：
１．PM2.5より小さい0.1μm微粒子、ウイル
ス飛沫及びバクテリア飛沫の捕集効率
99％以上を持つナノファイバーフィルター
採用。
２．呼吸しやすい。
３．密閉性の高い立体型構造
４．耳への負担が軽く、快適な装着感

①日生ナノカットマスク：25人民元/マスク5枚入り/袋

日本甜菜製糖株式会社
三晃化学株式会社

企業名
日本甜菜製糖株式会社

三晃化学株式会社

住所

東京都港区三田3丁目12番14号
ニッテン三田ビル

北海道札幌市中央区南1条東5丁目1-17

TEL/FAX

03-6414-5536 ／ 03-6414-3985

011-221-5221 ／ 011-241-6830

E-mail

teras@nitten.co.jp

takei@sankou1.com

設立年

1919年

1956年

従業員数

700名

45名

URL

www.nitten.co.jp

www.sankou1.com/

代表者

取締役社長 惠本 司

代表取締役社長 渡邊 民嗣

業種

製造及び販売 農業資材の製造販売

製造及び卸売業

国内・海外で
の主な実績

北海道内での農業資材、土木資材の製造、販売。欧米、豪州、台湾等への育苗資材の輸出。

名称

①お茶苗木育苗用ペーパーポット
【ペーパーポット】

①お茶苗木育苗用ペーパーポット
・ペーパーポットを使って育苗することにより従来
の方法よりも育苗期間を短縮出来る（14～16ヶ月
が5～6ヶ月になる）
・根が垂直方向に伸びている状態で圃場に定植出
来ることから根の活着が良好となり初期生育が良
くなる
【ペーパーポット 育苗例①】

製品・
技術

・圃場定植後の生存率が高くなる（従来の方法だと
10～20%は欠株になる）
＊上記3点の利点があることにより農家の収入が
増えることとなる。
・従来のビニルポットは移植する際に取り除く作業
が発生するが、ペーパーポットの場合はそのまま
植えることが出来るため作業時間が短縮出来る

特徴

・廃棄物が発生しない（ビニルポットは産業廃棄物
になる）

【ペーパーポット 育苗例②】

参考
価格

－

ジュースアップネクスト株式会社

企業名
住所

札幌市白石区東米里２０４０－７０

TEL/FAX

011-826-5197

E-mail

ide@juiceupnext.com

設立年

2012年

従業員数

4人

URL

https://juiceupnext-inc.amebaownd.com/

代表者

内山貴朗

業種

輸送用機械器具製造業（尿素水製造販売）

国内・海外で
の主な実績

弊社は2012年創業、ディーゼルエンジン尿素SCRシステム用NOx還元剤（尿素水）の製造メーカーです。
本社所在地である札幌市および周辺地域の運送会社・バス会社様を販路としております。
今年度より北日本オートバックス様道内24店舗での小パッケージ商品（4ℓ）の販売を開始しております。
海外での販売実績はございません。

011-826-5198

ディーゼルエンジン尿素SCRシステム用NOx還元剤「エコツーライト」（高品位尿素水・AdBlueⓇ）
名称

製造特許を有する尿素水

製品・
技術

〇日米欧を中心に、自動車の排出ガスに対する厳しい法規制が施行さ
れ、ディーゼルエンジンには規制値が定められています。
○現在の主流はマフラー内の「後処理装置」によるこれら有害物質の無
害化です。これらの後処理装置は、2004年以降大型車両への装着に始
まり、大小問わず多くのディーゼルエンジン車に標準装備されています。
〇そのうち「尿素SCRシステム」のメカニズムは、エンジンからマフラー内
を流れてきた排出ガスに「尿素水」を噴霧、尿素SCRシステム内で還元反
応を発生させ無害化するものです。
〇ところが、「尿素水」の含有物質「トリウレット」が尿素SCRシステム付近
で加熱され「シアヌル酸」に変化し蓄積し、マフラーやドージングモジュー
ルなどを閉塞して、エンジン始動不能などの故障に至る事例が多数発生
しています。
〇弊社「エコツーライト」は、「トリウレット」を尿素水製造段階で除去可能
な「製造特許」を有する唯一の「尿素水」です。本製品を使用することでマ
フラー詰まりを原因とした車両故障の大幅削減が可能となります。

特徴

故障原因物質除去による修理費用軽減

〇日本国内の運送会社・バス会社様において、マフラー閉塞を原因とし
た故障が多発しています。この場合、修理費用として数十万円～１７０万
円程度必要となります。
〇弊社「エコツーライト」の使用により、マフラー内での「シアヌル酸」生成
を抑え、マフラーやドージングモジュールなどの閉塞を原因とする故障の
未然防止を図ることで、運送会社・バス会社様の修理費用の大幅軽減に
寄与しています。

環境にやさしい

○本製品は全世界の排出ガス規制基準の達成において、非常に重要な
役割を果たしています。
〇本製品の長期間使用によりマフラー詰まりを原因とする故障が減少し
ます。これにより車両の耐用年数が伸び、車両入替頻度も減ることで、産
業ごみ・CO2削減などの環境保護にも繋がります。
〇商品名の「エコツーライト」は「エコロジー」「エコノミー」２つの「エコ」を
「軽減（ライト）する」ことが由来となっています。

環境大善株式会社

企業名
住所

北海道北見市端野町三区４３８−７

TEL/FAX

０１５７−６７−６７８８

E-mail

０１５７−６７−６７１８

k.kudo@kankyo-daizen.jp

設立年

2006年2月

従業員数

16人

URL

https://kankyo-daizen.jp/

代表者

窪之内 誠

業種

製造業

国内・海外で
の主な実績

国内：DCMグループ等のホームセンター、東急ハンズ、ロフト等のバラエティショップ、雑貨屋
海外：カンボジア、中国、韓国、ミャンマー、ベトナム、シンガポール等
消臭液「きえ〜る」シリーズ

名称

土壌改良材「液体たい肥 土いきかえる」

＜製造に関する特徴＞
公害の元となる牛の尿（未利用バイオマス）を原料とし、独自の技術を使い
環境微生物群により発酵・培養させる事で、地球環境に役立つ液体を製造
しております。私たちが製造する製品は、廃棄される資源・そのままでは役
消臭液「きえ〜る」シリーズ
に立たない資源を「原料」と捉え、付加価値を付けてアップサイクルし、使用
土壌改良材「液体たい肥 土いきかえる」 し地球に戻すことで循環させていくというサイクルを描いております。
製造をすることで公害の元を減らし、その製品を消費する事で土、水、空気
をあるべき状態に戻していく、そんな善を循環させる製品を製造しているの
が特徴となります。

製品・
技術

特徴

参考
価格

＜製品に関する特徴＞
散布することで土壌中の有機物を早期に植物の吸収しやすい形へ分解し
土壌改良材「液体たい肥 土いきかえる」 ます。肥料と併用することで、相乗効果が生まれ植物がよく育ちます。窒
素・リン酸・カリ（NPK）の肥料成分の含有量はほとんどありません。
また近年の研究により、フルボ酸を含んでいる事がわかりました。

きえ〜る透明液（280ml スプレーボトル） 980円（税別）
液体たい肥 土いきかえる（18L 業務用） 13,000円（税別）

株式会社エムリンクホールディングス

企業名
住所

北海道北見市美芳町5丁目2-13 エムリンクビル2F

TEL/FAX

0157-33-5900

E-mail

motomi@e-mlink.co.jp

設立年

2002年

従業員数

405名

URL

http://www.e-mlink.co.jp/

代表者

代表取締役

業種

介護福祉サービス

国内・海外で
の主な実績

北海道内で高齢者、障がい者、保育の小規模多機能を展開、モンゴルでJICAの事業を実行中

0157-33-5899

本見 研介

①福祉小規模多機能サービス
名称

②介護度認定サービス
③認知症対応技術教育

①福祉小規模多機能サービス
広域過疎で福祉サービスを提供しようとしたとき、小規
模多機能を点在させることが有効です。子どもから高齢
者、障がい者まで対応できる職員の教育プログラムと
ハードシステム等の技術を提供します。

②介護度認定サービス
製品・
技術

特徴

高齢者や障がい者にサービスを提供する時、その介護
度を判定し、適切なケアプランを立てる必要がありま
す。しかも原則自立支援のケアプランを中心としていま
す。そのシステムと技術を提供します。

③認知症対応技術教育
昨今、認知症は日本のみならず世界各国に広がってい
ます。これは高齢化社会が広がっていることを意味しま
す、日本国における認知症ケアは世界NO1と自負して
いるところです。そのケア技術について当社は2002年よ
り経験を積み重ねてきています。その技術を提供しま
す。

①技術者3名で派遣、旅費及び月額50万/月/人程度
参考
②技術者2名で派遣、旅費及び月額50万/月/人程度
価格
③技術者2名で派遣、旅費及び月額50万/月/人程度

学校法人 北斗文化学園

企業名
住所

北海道室蘭市中央町1丁目2番17号

TEL/FAX

0143-25-6600

E-mail

g.h.q@hokuto-bunka.ac.jp

設立年

1941年4月

従業員数

50名(常勤者)

URL

http://www.hokuto-bunka.ac.jp/

代表者

理事長 澤田豊

業種

1941年創業の北海道胆振日高管内唯一の形態の学園。
介護福祉士、社会福祉主事、保育士、幼稚園教諭養成の専門学校と調理師養成の専門学校を設置し、実習
施設を兼ねた幼稚園2園を開設。

国内・海外で
の主な実績

国内：本学園の設置する「北海道福祉教育専門学校 職業実践専門課程 介護福祉学科」における台湾の看
護系大学在学生の短期留学研修生としての受け入れ。
海外：台湾高雄市にある看護系大学「輔英科技大學」との学務提携締結。日本の「介護」を「KAIGO」として海
外に普及するための人材育成を実施。日本からは、教員と学生(短期留学研修生）を派遣している。

名称

0143-24-3313

①介護人材養成教育

①介護人材養成教育

製品・
技術

特徴

参考
価格

介護を必要とする利用者様本位の「サービス」としての
介護を提供できる人材育成教育を実施。科学的な知見
に基づいた介護技術をベストな状態で利用者様に出来
る様に体系化づいた教育カリキュラムを教授する。
（サービス利用者様への身体への介護、家族への支
援、医療機関との連携が出来る人材の育成。）修業年
限2年制養成課程。（入学前の日本語教育課程の在学
期間を入れると卒業まで３年間かかります。）
その他に協議の上、短期間（数週間から２～３ヶ月）の
「介護技術」「介護サービス提供理論」などの専門技術
と知識を実践的に学ぶことが可能です。（日本の在留資
格の取得の都合によって来校が出来ないことがありま
す。）
この「短期育成コース」は、基本的に日本の本校におい
てのコースとなりますが、教職員を中国に派遣して各種
講習等のクラスを実施させて頂くことも可能です。

-

株式会社オクテット

企業名
住所

北海道札幌市中央区北5条西11丁目16-1ライズ北５条605号

TEL/FAX

011-211-0996

E-mail

ichimiya@octet-sapporo.com

設立年

2010年4月

従業員数

4名

URL

http://octet-sapporo.com

代表者

一宮 德明

業種

医療機器販売業

国内・海外で
の主な実績

011-200-4734

①強力除菌消臭水 アルファーゼロ

名称

②オゾン生成器（O3 PREMIUM）
①強力除菌消臭水 アルファーゼロ
弱酸性次亜塩素酸水は、次亜塩素酸ナトリウム水を弱
酸性にすることで得られます。「アルファーゼロ」は、次
亜塩素酸の除菌能力だけを最大限に引き出す『緩衝
法』により生成されています。
食品の除菌洗浄にも使われており、その安全性は厚生
労働省も認めています。
•弱酸性次亜塩素酸水は、グルラタールや次亜塩素酸
ソーダと同様の幅広い除菌スペクトルを持っており、耐
性菌やウイルス、菌が作る毒素（黄色ブドウ球菌など）
の分解やノロウイルス、Ｏ１５７、サルモネラ菌にも有効
です。
•「アルファーゼロ」は緩衝法製法により、より純粋に次亜
塩素酸のチカラを引き出します。 不純物除去の製法に
より、次亜塩素酸本来の除菌力と消臭力を兼ね備えま
す。

製品・
技術

特徴

②オゾン生成器（O3 PREMIUM）
プラズマオゾンが空気中の殺菌やウイルス・カビを分解
します。
日本では救急車500台以上に採用されるなど、ホテル、
駅ターミナル、幼稚園、保育園、各学校施設、病院、老
健施設、ペットショップ、エステサロン、美容室、鉄道車
両、バスなど様々な商業施設から一般家庭まで、幅広く
設置されています。

参考
価格

-

ジーエス・サイエンス株式会社

企業名
住所

北海道札幌市白石区本通13丁目南6‐17

TEL/FAX

011‐868‐5188

E-mail

info@gs-science.co.jp

設立年

2012年

従業員数

7名

URL

https://www.gs-science.co.jp/

代表者

代表取締役 野川博崇

業種

健康用品の開発メーカー

国内・海外で
の主な実績

国内では2,500店舗の薬局で販売しています。海外では台湾で100店舗の薬局で販売しています。
通信販売では5社。越境ＥＣも数社販売しております。

011‐868‐5187

ピースエイトシリーズ
名称

締め付けない心地よさで24時間装着してもストレスフリー、今までにない新感覚のサポーター
北海道上ノ国町でしか採掘されないグラファイトシリカが強力な遠赤外線パワーで身体の血流改善を促します。

製品・
技術

①

②

③

④

⑤

⑥

①ふくらはぎ用α（締め付けない、熱くならない）
脚のむくみ、脚のつり、冷え性、下肢静脈瘤、夜間頻尿
②ふくらはぎ用クール（暑い季節でもストレスなく使用でき
るクールタイプ）
体感はふくらはぎ用αと同様
③手足指間用（手にも足にも使用できるタイプ）
手に着用の場合
ばね指、手首の腱鞘炎
足に着用の場合
浮き指、タコウオノメ、足のニオイ

④足首用（薄い作りで靴をはいても違和感なし）
かかとをつけたまましゃがめますか
足首か硬いと腰痛になる確率が高くなります。足首をケア
して腰痛改善
⑤くつ下クロ（のびのび素材でストレスフリー）
締め付け感をなくしたくつ下で足先の冷えを改善
⑥手首用α（スマホ、パソコンをする方へ）
あなたの肩こりは手首が原因。スマホやパソコンを長時間
しているかたは手首をケアすることによって肩こりが楽に
なります。

特徴

⑦

⑧

⑩

⑨

⑪

参考
価格

⑦ボディ用オレンジ（薄くて、長めのはらまき）
着用して4日目にどっさりと排便が、宿便をだします。更に
便秘と軟便を改善。腰痛やバストアップにも効果的です。
⑧ボディ用ブラック（人気のブラック）
体感はオレンジと同様
⑨めぐ流れるクリーム（グラファイトシリカ＋血行促進成
分） 疲れの溜まっているところ、コリや痛いところに塗って
ください。立ち仕事の後の脚の疲れなどには効果的です。
⑩めぐ流クリームＣ（メントール配合）
効果はめぐ流クリームと同様で清涼感があるメントールを
配合、持ち運び便利なチューブタイプ
⑪グラファイトシリカ（良質な遠赤外線を放射）
身体に遠赤外線の振動をあたえることで血流改善や代謝
を促します。

ESI 株式会社

企業名
住所

〒005-0022 北海道札幌市南区真駒内柏丘11丁目1番103号

TEL/FAX

TEL.011-211-5525 FAX.011-211-5534

E-mail

info@esi-c.com

設立年

平成18年5月17日

従業員数

8名

URL

https://www.esi-c.com/

代表者

菊地 匡彦

業種

環境衛生事業/環境コンサルティング業務/次亜塩素酸水溶液関連商材

国内・海外で
の主な実績

・国内病院介護施設への導入（手指消毒・清掃時の除菌・空間噴霧による空間除菌）・イベント施設（来客時の手指や全身の消毒・開
催場所の空間噴霧による空間除菌）・畜産業界（乳牛の乳頭除菌・幼少牛の感染症対策のための空間除菌）・清掃業者（特殊清掃・緊
急消毒時の除菌アイテム）・店頭販売（ドラッグストア・デパート・スポーツクラブ・整骨院・エステサロン・スポーツショップ・ホームセン
ター・地方自治体の除菌消臭、災害対策品としての備蓄品
①高純度次亜塩素酸水溶液簡単生成パウダー「クリアランスα」 50g
②高純度次亜塩素酸水溶液簡単生成パウダー「クリアランスαプレミアム」 （0.6g/1包 60包入）

名称

③専用超音波霧化器「クリアランスAT-45」

①クリアランスα 50ｇ入

・主原料となるジクロロイソシアヌル酸ナトリウムにpH調整剤
を特殊技術で配合付着攪拌した除菌・消臭剤です。
・水に溶かした際の水溶液が、当社規定の利用基準に基づく
範囲のなかで、どの様な濃度で生成しても非乖離の次亜塩
素酸の存在比率が最も高い位置（ｐH値5～6.5）で自動生成
されるように開発された画期的な「高純度次亜塩素酸水生成
パウダー」です
・クリアランスαは粉体からの還元なので、品質は乾燥状態に
於いて6年以上の安定性が確認されております。
◎保管場所を取らなくて長期備蓄可能。
（メーカー保証期間6年間）
◎50ｐｐｍに希釈して330リットル分。
◎500ｍｌスプレーボトルで660本分。
◎1本当たり30円弱の低コスト。

②「クリアランスαプレミアム」

製品・
技術

・クリアランスαプレミアムは一包0.6gで60包入り
・１リットルの水で1包0.6gを溶かすと200ｐｐｍの次亜塩素酸
水溶液が生成できます。
・扱いやすくとても簡単便利な次亜塩素酸水溶液生成パウ
ダーです。

特徴

③専用超音波霧化器
「クリアランスAT-45]

参考
価格

・強力除菌 様々な感染リスクの対策
・瞬間消臭 不快なニオイを強力消臭
・芽胞種菌を含む菌やウイルス、風邪などの感染症リスクを
軽減
・ペット臭（獣臭）を分解
・肌に直接触れても、噴霧しても安全な除菌・消臭水です。
・空間噴射はもちろん、布団・枕・カーテンなどニオイの元に直
接スプレーしたり、食材や厨房機器・雑巾などを浸漬したも効
果を発揮します。

株式会社 玄米酵素

企業名
住所

〒001-0012 札幌市北区北12条西1丁目1-1 第1酵素ビル

TEL/FAX

011-736-2345

E-mail

mizuno@genmaikoso.co.jp

設立年

1972年

従業員数

80名

URL

https://www.genmaikoso.co.jp/

代表者

鹿内正孝

業種

食品製造販売

国内・海外で
の主な実績

国内：創業から50年。商品の販売だけでなく、食と健康の教育活動に力を入れており、年間1.5万回のセミナーや料理教室を開催（コ
ロナ前の2019年）。商品の取扱店数は7,000店。医療機関での取り扱いが増え、現在160箇所に。機能性を証明する学術論文は30
以上（腸内細菌、抗炎症作用、発がんを抑える作用など）
海外：30年前から海外にも輸出を開始。アメリカ、カナダ、韓国、マレーシアの現地代理店に輸出している。

名称

011-736-2347
（海外担当 水野）

玄米酵素 ハイ・ゲンキ スピルリナ
１．玄米酵素 ハイ・ゲンキとは？
玄米食が健康に良いことは分かっていても、なかなか続けられないのが現状。そこで
「手軽な玄米食」として生まれたのが玄米酵素ハイ・ゲンキです。ハイ・ゲンキは、玄
米・胚芽・表皮を、麹菌によって発酵させた食品です。健康に必要な栄養素が40種類
以上含まれており、 白米を食べていても玄米酵素を補えば玄米食以上の価値が生ま
れています。調理不要、水と一緒にそのまま食べることができます。
２．こんな方にお勧めです。
①腸の健康が気になる方
食物繊維がごぼうの4倍含まれています。６割の方が、食物繊維の良さを体感（250名
のモニター調査の結果）。食べて数日で良さを体感しやすい商品です。玄米酵素が、
健康に役立つ短鎖脂肪酸を増やす働きを証明した論文も発表しています。
https://shop.genmaikoso.co.jp/mimiyori/detail.aspx?id=100

特徴

②栄養バランスが乱れている方、野菜不足の方：ビタミンやミネラルなど40以上の栄養
素を含みます。外食や旅行で、栄養バランスが乱れたときでも、玄米酵素で手軽にビタ
ミンやミネラルを補うことができます。
https://shop.genmaikoso.co.jp/about/guide.aspx
③消化不良が気になる方
食後に食べると、発酵により生まれた消化酵素が、食べたものの消化を助けます。消
化酵素の働きを目で見る実験を動画で紹介しています。
https://www.youtube.com/watch?v=R2pHH3YIfIQ
④糖や脂質が気になる方
玄米食が、糖や脂肪が高めの方の健康増進に有効という論文が多数出ています。げ
枚に豊富に含まれる、食物繊維やγオリザノールの機能が期待されています。玄米酵
素を食前に食べると、お腹で膨らみ、食べ過ぎを防ぐこともできます。

製品・技
術

⑤美容が気になる方、老化を抑えたい方
老化の原因となる「酸化」を抑える成分が多数含まれています。化粧品にも配合されて
いるエルゴチオネインという、今話題の成分も含有。
⑥断食やファスティングに興味がある方
食事の代わりに、玄米酵素と水分だけで済ませても、空腹感が気にならず、ビタミンや
ミネラルは摂取しながら、摂取カロリーを抑えることができます。手軽にファスティング
ができると好評です。詳しくはこちらをご覧ください
https://shop.genmaikoso.co.jp/mimiyori/fasting.aspx
３．機能に関する論文を30以上発表しています。研究データは「ふぶらぼ」というページ
で解説しています。 https://fbra.jp/
４．北海道の自社工場で生産。ISO9001や北海道HACCPの認証も取得。徹底した生産
管理、衛生管理をしています。残留農薬や放射能の検査も行い、基準値を満たさない
原料は使用しません。

参考
価格

国内：当社直営ショップサイトでの販売価格 4800円（税別）

株式会社 スマートサポート

企業名
住所

札幌市中央区南1条西5丁目7番地 愛生舘ビル4階

TEL/FAX

011-206-1462

E-mail

info@smartsupport.co.jp

設立年

2008年

従業員数

3名

URL

https://smartsupport.co.jp/

代表者

代表取締役 鈴木 善人

業種

アシストスーツの開発、製造

国内・海外で
の主な実績

当社は北海道大学大学院情報科学研究科の田中孝之教授をパートナーに設立した同大学発認定ベンチャー企業
である。主たる製品であるスマートスーツ®は、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）
の競争的資金を調達して開発した。その機能や効果は厚生労働省の事業で第三者機関によって実証されている。
製品の販売は業務資本提携を締結しているDCMの店舗やオンラインストアで販売している。また、大成建設株式
会社をはじめ多くの企業のユニフォームにスマートスーツ・プラスが採用されている。

011-206-1463

スマートスーツ®ライト
名称

スマートスーツ®プラス パンツ／オーバーオール
体力測定＋体力増進プログラムの提供（名称未定）
スマートスーツ®ライト
人間工学に基いたデザインにより、機械的な動力を用いることなく、つらい
中腰姿勢の維持や、重量物の持ち上げ等のかがみ込み時に背部に配置
した弾性体が作用し、上半身を引き起こしをアシストし、同時に腹部を引き
締め体幹を安定させることで腰痛予防や転倒防止の効果をもつ内骨格型
のアシストスーツ（特許取得済）
その効果は、①【アシスト】人の手による作業を持続的に安全かつ快適に
行えるように身体にかかる負担と疲労を軽減することで腰痛等の疾病を予
防すること。②【トレーニング】継続的な作業によって得られる適度なトレー
ニング効果が体力（筋力・持久力・気力）の維持・増進に寄与し、作業者の
労働意欲を高めること、という軽労化®の概念に基づいている。
スマートスーツ®プラス パンツ
スマートスーツ®プラス オーバーオール

製品・
技術

特徴

スマートスーツ®ライトをユニフォーム（パンツ・オーバーオール）にセットイ
ンしたもので、着脱が用意で着心地も改善している。外見上の着用感が見
られないため、必要な人だけに導入することも可能である。
ライトの基本的な機能に加え、膝部をサポートすることでしゃがみ込み姿
勢から立ち上がる際のアシストも行うことができる。
既製品の他、既存ユニフォームに内蔵することも可能。
軽労化の概念のひとつである「トレーニング」について、簡易的な体力測定
で体力を可視化し、労働持続可能性指数を提示するシステムを提供。体
力測定の結果からAIが提案するパーソナライズされたトレーニング・プログ
ラムによって総合的な体力の維持・増進をはかる。
高年齢労働者の積極雇用がすすむと、労働者の加齢による体力低下から
労災リスクも高まるが、労働者に自らの体力を認知させるとともに、体力み
見あった作業を実施することで労災予防と労働安全に貢献することができ
る。

参考
価格

スマートスーツ®ライト
スマートスーツ®プラス パンツ
スマートスーツ®プラス つなぎ

¥28,000 （税込み \30,800）
¥36,000 （税込み ¥39,600）
¥38,000 （税込み ¥41,800）

ボーダレス・ビジョン株式会社

企業名
住所

〒064-0914 北海道札幌市中央区南１４条西６丁目４番１８号

TEL/FAX

011-563-5522

E-mail

haru32@blv.co.jp

設立年

2015年10月15日

従業員数

3名

URL

https://blv.co.jp

代表者

佐々木春光

業種

ソフトウェア開発・販売

国内・海外で
の主な実績

国内 ・双方向コミュニケーションシステム「Kizuna Web」のSaaS展開（主に医療関係施設向け）
・映像記録システム「OperaVision」の販売（主に国公立大学病院の手術室向け）
海外 ・双方向コミュニケーションシステム「Kizuna Web」のデモンストレーション実行（中国、ベトナム、etc）

011-563-5522

双方向コミュニケーションシステム「Kizuna Web」 クラウド版サービス（SaaS）
名称

F2f KizunaVision遠隔医療システム

医療３施設で情報共有カンファレンス
同時に最大３拠点を結んでカンファレンスが行えます。
例えば、患者様のかかりつけ医であるクリニックと二次医療圏の中核病
院、そして、大学病院など三次医療圏の病院を結び、同一画面上で同じ映
像などの情報を共有しながらカンファレンスが行えます。
また、患者様のデータとともに静止画や動画のファイリングも可能ですの
で、長期間に渡り症状を静止画や動画で経過保存が行えます。
その経過情報を基に専門医とのカンファレンスも行えます。（動画・静止画
ファイリング機能）

リアルタイム動画は滑らかで正確な映像

製品・
技術

１秒間に３０コマの（テレビ放送と同じ）滑らかな動画と音声で双方向カン
ファレンスを行えます。
手術映像などのビデオ映像はもちろんのこと、アンギオ透視映像やエコー
（US）映像等も送受信が可能です。伝送画像の静止画、動画記録も可能で
す。

特徴

ｱﾉﾃｰｼｮﾝ（上書き）機能とﾌｨﾝｶﾞｰﾎﾟｲﾝﾄ

参考
価格

画面に表示された静止画、動画上に文字や線を上書きすることができるア
ノテーション機能が搭載されています。赤、青、黄、黒の４色対応です。
フィンガーポイントは、マウスやペンで「指型」のポインターを画面上で自由
に動かし、目的を指し示すことができます。

