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応募製

東京 TASK に関するお問い合わせ先

＜東京ＴＡＳＫのホームページ＞
http://www.task-project.net/

台東区役所 文化産業観光部 産業振興課
電話：03-5246-1143 FAX：03-5246-1139
E-mail：sangyo@city.taito.tokyo.jp

足立区役所 産業経済部 産業振興課 ものづくり振興係
電話：03-3880-5869 FAX：03-3880-5605
E-mail：sangyo@city.adachi.tokyo.jp

荒川区役所 産業経済部 経営支援課 経営支援係
電話：03-3802-3111（内線 459）FAX：03-3803-2333
E-mail：keieishien@city.arakawa.tokyo.jp

葛飾区役所 産業観光部 商工振興課 工業振興係
電話：03-3838-5587 FAX：03-3838-5551
E-mail：051300@city.katsushika.lg.jp
令和 3 年 1 月発行

東京ＴＡＳＫ
台東区、荒川区、足立区、葛飾区

品集

東京 TASK
ものづくりアワード
台東区、荒川区、足立区、葛飾区の４区には、合わせると
７，０００程になる、数多くの工場が集積しており、それ

らの工場では皮革、金属、布、紙、ゴム、木、プラスチック、
ガラスといった種々の素材を加工して、多種多様な製品を
製造しています。東京ＴＡＳＫの主要事業の１つとして開
催される「東京ＴＡＳＫものづくりアワード」では、この
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ような工場を中心に開発された「生活提案製品」を一同に
集め、学識経験者やバイヤー、デザイナーなど、各業界の
有識者による審査を行い、大賞、優秀賞、奨励賞、特別賞
の各賞を決定し表彰します。

ADA CHI

ARAKA WA
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KA TS USHIKA

「生活提案製品」とは

審査について

「生活提案製品」とは、素材の持つ良さを

応募できる製品は、東京ＴＡＳＫ地域（台東

を駆使して「いいもの」をつくることを

（企業もしくは個人）が主となって開発・製作

先進的･個性的な東京市場の消費者に

（大学教授、大手小売店のバイヤー及び商品企

大切にし、地域で培われた加工技術･技能
基本とし、ここから生み出された製品を、

「じっくり」使ってもらって本物の持つ良
さを理解してもらえるような生活用品を
指します。

東京TASK ものづくりアワードとは・・・2P

東京ＴＡＳＫとは

大賞・・・・・・・・・・・・・・・・・3P

台東区、荒川区、足立区、葛飾区の４区が

優秀賞・・・・・・・・・・・・・・・・5P

共同で行う、
この地域のものづくり産業の

奨励賞・・・・・・・・・・・・・・・・7P
特別賞・・・・・・・・・・・・・・・・9P

さらなる活性化を目指すプロジェクトです。

区、荒川区、足立区、葛飾区）内の事業者

した新製品です。応募製品の中から、有識者

画のプロ、デザイナー等）による審査会を経て、
各賞を決定します。

〈大賞・優秀賞・奨励賞〉
入賞した製品は東京ビッグサイトで開催される
東京インターナショナル・ギフト・ショーや各

自治体で開催される展示会などに無料出展できます。

〈ディノス特別賞・多慶屋特別賞〉
（株）ディノス・セシール、（株）多慶屋各社と
の商談権が得られます。

（商談権は、販売を確約するものではありません）

応募製品・・・・・・・・・・・・・・・10P
１

２

大賞

TOKYO TASK MONODUKURI AWARD

大人の色鉛筆 13
材料・材質
販売価格

木軸（木はインセンスシダー）、メカ・テーパー・ノック（金属は真鍮）、2mm 色芯
7,070 円

大人の鉛筆発売から 10 年、創業 70 年を記念して「大人の色鉛筆 13」を製品化いたしました。
13色の国産芯を入れたフォルダータイプの色鉛筆で、木軸部分にはアメリカ産インセンスシ

ダー材を使用しています。ノック式なので芯だけを消耗し、木軸自体はいつでも同じ長さで、
ずっと使いやすいです。今までのシリーズのメカ金具と違い、今回使用している金具は別途
開発した機構で、落下しても内部で芯が折れにくくやわらかい色鉛筆の芯を守ります。先端
金具も一体化することで金具のゆるみもなくなり常に書きやすい状態が続きます。

北星鉛筆

株式会社

杉谷

龍一

1951 年に創業し 70 周年を迎える節目の商品として販売を始めた
「大人の鉛 筆13」が大賞をいただけたというご一報に大変嬉しく思っ
ています。
弊社は、先祖が北海道へ屯田兵として渡り 、 1909 年より鉛筆用の
木材メーカーとして鉛筆に携わり始め て 112 年、時代の移り変わり
とともに形を変える鉛筆業界に身を置き、時代に合わせた販売方法
と創意工夫で生き残ってきました。

鉛筆は約 450 年前に始まり、人々の生活と産業の発展を支えてきた唯一無二の筆記具です。
ただ現在の日本では、最盛期と比べると生産数が 7分 の1 となり、大人が使わない筆記具になっ
てしまっています。そんな時代への起爆剤とし て10年 前に販売したのが「大人の鉛筆」であり、
そして今回 の「大人の色鉛 筆 1 3」です。大人が使いたくなる鉛筆、色鉛筆としての新しい定番
としてずっと売り続けられる商品として磨き上げていきたいと考えています。
これからも、鉛筆業界に今までにな い「新しい」を作りながら、世界中の人に品質のいい日本
製の鉛筆を届けていきたいと思います。

代表開発者

杉谷 龍一 / 北星鉛筆 株式会社 / 鉛筆製造

〒124-0011 葛飾区四つ木 1-23-11

TEL 03-3693-0777 / FAX 03-3697-5827

注）
製品価格等について

＊金額はすべて税抜価格です。
「販売予定額」の場合を含みます。＊製品の中には販売未定のものや試作品を含みます。

３

＊製品名は仮称の場合を含みます。

４

優秀賞

TOKYO TASK MONODUKURI AWARD

No.２

カプッとホルダー

材料・材質
販売価格

紙（AK 耐水紙）
200 円（5 個入）

木刺
き

No.４

材料・材質
販売価格

ざし

木材（檜など）
・糸（レーヨン糸など）
・接着剤

4,500 円

① コーヒー等の温飲料を片手で最大 6 個まで持ち運ぶことが できる

創業明治 7 年刺繍屋五代目が作った木札です。代々「木と刺繍」

②温飲料に対して全体をスリーブ状に包むことで熱さ防止も兼ねて

檜を使用。檜は古くから神社仏閣に使われ、耐久性・保存性が世

のでテイクアウトに最適

いて、そのまま飲むことが可能

③バージンパルプ 100％でなおかつ耐水性のある紙のみを使用する
ことで強度と耐水性を確保すると同時に環境配慮をしている

④今までにない斬新なカップの運び方で持ち歩き時に映える要素が
高く、PR グッズとしての利用が期待できる

⑤特許出願済

代表開発者 髙田 照和 / 有限会社 髙田紙器製作所
/ 紙器製造業
〒124-0006 葛飾区堀切 3-26-16

No.３

TEL 03-3693-2181/ FAX 03-3694-6181

をテーマに挑戦してきました（HP 参照）。木は東京都檜原村産の
界最高レベルであり、また檜の香りにはアロマ効果もあります。
糸や紐は東京都台東区下町の歴史のあるお店の素材を使用し、今
まで培った刺繍技術をアレンジし開発した、東京産にこだわった
木札です。デザインはシンプルに木のぬくもりと糸の光沢とボ

リュームなど特性を活かして作った木札です。また、木札の大型
版は表札やインテリアとしても使用できます。

代表開発者 野村 雅俊 / 株式会社 マツヤ服飾刺繍
/ 刺繍加工業
〒110-0005 台東区上野 3-23-1

TEL 03-3831-4776/ FAX 03-3836-0470

寛ぎ究極リラックスレザーベルト

材料・材質
販売価格

本体：本革
13,000 円

金具部分：真鍮

あくまでも本革を主役として快適なベルトは作れないか研究を重

ね、すべてに本革を使用した帯自体が伸縮する技術「3 層スト レッ
チ構造」を独自に開発しました。中心部分には袋織ゴムという反
発性に優れる芯材を使用し、表・裏面には選び抜いた最高級の本
革を使用。上質でしっかりしていながらも柔らかさも併せ持つ素
材をベルトづくりで培った経験によりチョイス。その結果腹部の

圧迫により最大 8cm もの伸縮幅を達成しました。「装着している
ことを忘れてしまう」ほどの快適なベルト≪寛ぎ究極リラックス
レザーベルト≫が完成しました。

代表開発者 長澤 猛臣 / 有限会社 長沢ベルト工業
/ 皮革・同製品製造業
〒124-0006 葛飾区堀切 3-19-4

TEL 03-3693-4944/ FAX 03-3695-2103

注）
製品価格等について

＊金額はすべて税抜価格です。
「販売予定額」の場合を含みます。＊製品の中には販売未定のものや試作品を含みます。

5

＊製品名は仮称の場合を含みます。

6

奨励賞

TOKYO TASK MONODUKURI AWARD

No.５

もくもく。イエ〜

材料・材質
販売価格

No.８

段ボール
1,000 円

材料・材質
販売価格

プリザーブド加工のハス・葉・ハスの実・花器（鉄・金属箔）
12,500 円

のりもテープも使わず組み立てられる段ボール工作キットです。幼児〜
小学生 の知育やシニア世代の脳トレに工作が役立つのではないかと考え開
発しました。塗り絵もできるので、世界に一つだけのオリジナルロール
ティッシュペーパー BOX が作れます。販売のターゲットは、保育施設、
学童保育施設、介護施設、住宅展示場などを想定しています。段ボール一
筋、61 年。かつては段ボール箱の製造のみを行っていた我が社ですが、時
代の変化に合わせて新たな挑戦に日々取り組んでいます。

長期間、水や光が無くとも枯れないプリザーブド加工を施したハスの蕾
を使用。繊細な花びら故、細心の注意を払い、一枚一枚花びらを剥がし、
再度ハスの花が咲いた状態に復元。とても技術を必要とする作業となる。
コロンとした器の内側には、金属箔が施してあり、開花した蓮の花と蕾、
そしてハスの実をあしらうことで、幻想的な供花に仕上げている。

代表開発者 坪川 恵子 / 有限会社 坪川製箱所 / 段ボール製造業

代表開発者 木村 純子 / アトリエ・モノ株式会社 /

TEL 03-3692-0881 / FAX 03-3692-0851

〒124-0014 葛飾区東四つ木 1-22-23

手染め友禅和紙マスクケース ①スリム ②レギュラー
No.６ 鬼ちりめんマスクケース
③スリム ④レギュラー
材料・材質
販売価格

和紙・壁紙・板紙（紙）
・紐（ゴム紐）
・金具（鉄）
・ポリエステル
①1,250 円 ②1,300 円 ③1,437 円 ④1,546 円

〒116-0011 荒川区西尾久 7-1-5

No.９

プリザーブドフラワー
アレンジメントデザイン制作販売

TEL 03-5692-0560 / FAX 03-5692-0728

快適パスフロート

材料・材質
販売価格

ポリイミド基板（ビニールケースを除くエクスリング )
1,300 円

京都の手染め友禅和紙 11 柄と鬼ちりめん 5 色を使用したお洒落なマスク
ケース。スリムタイプはプリーツ型の紙マスクを細長く折って収納でき
るコンパクトサイズ。レギュラータイプはたたんだ時のマスク本体サイ
ズが「150mm×120mm 」くらいの色々なマスクが収納可能。当社が得
意とする表紙貼り加工を用い、厚い板紙を中芯にしてくるむことにより、
しっかりとした作りになっています。内側の生地は（株）リリカラ社の
抗菌性壁紙を使用しており、アルコール分を含むウェットシートで拭き
とることが可能で衛生面も安心です。

新デザインで快適なパスケースです。交通系 IC カード用で改札ゲートを
快適に通過できるように内部に薄型拡張基板（弊社名：エクスリング）
を挿入しています。市販パスケースは、エクスリングがないため、浮か
せて通過することが難しくタッチすることになります。特にＩＣカード
以外に数枚を重ねて入れたり、早く通過しようとするとエラーの発生確
率が高くなります。このエラー発生を減少させて 5 〜 6ｃｍ程度の浮き
でも快適に改札を通過できるため、手で触れる部分をなくしウイルス防
止が可能です。エクスリングのみの販売もできます。

代表開発者 木原 実 / 有限会社 柴又紙工 / 紙製品製造業

代表開発者 増山 敏雄 / マスデンテック / 電子設計サービス

〒125-0052 葛飾区柴又 6-13-2

No.７

TEL 03-3671-0588 / FAX 03-3671-0388

MASCo

材料・材質
販売価格

PP、抗菌剤
1,200 円

非金属用金型製造業・
プラスチック製品製造業

TEL 03-3692-0662 / FAX 03-3696-9557

注）
製品価格等について
＊金額はすべて税抜価格です。
「販売予定額」の場合を含みます。＊製品の中には販売未定のものや試作品を含みます。
＊製品名は仮称の場合を含みます。

TEL 03-3805-1525 / FAX 03-3805-1525

Solena+

材料・材質
販売価格

代表開発者 澤田 博之 / 株式会社 ミヨシ /
〒124-0025 葛飾区西新小岩 5-19-14

〒116-0013 荒川区西日暮里 5-20-5-401

No.10

マスクが簡単に取り出せる、抗菌マスクケースです。本体側面のマスク
紐用フックから紐を外し引っ張るだけで、ケースを閉じたままマスクを
簡単に取り出せます。また、抗菌性材料を含有しているため、食事など
の一時的な保管場所としても安心して使っていただけます。ワンタッチ
でケースを開いて、マスク紐用フックにマスクをかけて収納します。開
いたままマスク紐用フックにマスクをかけると、通気性の良いマスク干
しにもなります。製品だけでなく、マスクも大切に使っていただけるよ
う開発した自社製品です。

７

蓮の趣

ゴム・不織布
2,980 円

Solena+ は、不織布へグリップ力向上に特化した特殊配合ゴムを接着剤
を介さずに無数のトレッドパターンで直接含侵結合した世界初の生地で
す。元々はプロ選手用マラソンシューズの靴底として開発された生地の
ため、ゴムと不織布の結合強度は大変強く、ゴムの配合や無数のトレッ
ドパターンによるグリップ力は折り紙付きです。活用したい部位に応じ
て変形・カットすることで、形状に左右されず、貼り付けや固定を容易
にできます。今高ま る D IY 熱に、Solena+ のプロユースなグリップ力を
取り入れてみませんか。

代表開発者 中山 義一 / 株式会社 中野製作所 / 製造業
〒124-0021 葛飾区細田 3-30-6

TEL 03-3658-7257 / FAX 03-3658-7258

８

特別賞
奨励賞

ディノス特別賞

TOKYO TASK MONODUKURI AWARD

「PAS」＆「PAX」

No.11

材料・材質
販売価格

アルミニウム水溶性塩、乳化剤、吸着剤

500 円 (50mL スプレーボトル 2 本の価格 )

「PAS」&「PAX」は令和元年 6 月、荒川区経営革新等支援事業補
助金の産業財産権取得補助金で特許申請した水質改善技術を活用
した除菌・消臭皮膜生成剤です。無色透明の液体「PAS」と水色

の液体「PAX」を噴霧すると、汚物表面の有害物質や細菌、ウイ

ルス等を吸着しながら固まり、乾燥すると白色の膜を生成します。

応募
奨励賞
製品

No.12 No.63402 日本式鉛筆削り 634 単品

材料・材質
販売価格

ABS 樹脂、SK 材
980 円

鉛筆を削ると芯が折れることありませんか？削る時に上下左右にブレたり押し込み
すぎたり、刃の切れ味が鈍っていたりして、芯に大きな力が加わるのが原因です。
その原因を解消するため、従来の鉛筆削りを 1 から見直し、削り方を研究・開発し
ました。一方の刃で軸を細く削り、その後もう一方の刃で芯を削る、2 段階式。工
程を分けたことで、削るのに必要な力を半減してブレを少なくし、さらに、一度鉛
筆を細くすることで、ブレた時の芯への負担を減らします。鉛筆に優しい日本式鉛
筆削り 634、鉛筆を永く大切に使ってください。

代表開発者 杉谷 龍一 / 北星鉛筆 株式会社 / 鉛筆製造
TEL 03-3693-0777 / FAX 03-3697-5827

〒124-0011 葛飾区四つ木 1-23-11

材料・材質

真鍮・アルミ・高炭素鋼

ペットや家畜の糞尿や災害時の仮設トイレの汚物等に噴霧するこ

No.13 Yen Spin

ヘドロから飛散するヘドロ粒子を抑制することで感染症を防ぎま

下町の町工場の生み出す高精度の削り出しのコマと、国産ベアリングの組み合わせ
でできた、普通のコマとは少し違うものになります。軸が回転せずに外周部だけが
回るので軸を持って指の先で回したり、摩擦のあるゴム板の上でもコマは回り続け
ます。地球で最も真球に近いとされる天辻鋼球製作所の鋼球を使用し、さらには外
周部が軸から独立してジャイロ効果で回転が安定するため、凹凸のある場所でも滑
らかに回り、最長 8 分間の回転を実現しています。

とで除菌・消臭が可能です。また、河川の氾濫によって堆積した
す！

代表開発者 山村 宏二 / 合同会社 アイル・MTT
/ 製造業

〒116-0001 荒川区町屋 2-10-6-301 TEL 03-5901-5670/ FAX 03-6733-8113

販売価格

2,500 円

代表開発者 山田 賢一 / 有限会社 ミツミ製作所 / 金属部品加工業
〒124-0012 葛飾区立石 2-28-14
TEL 03-3691-7370 / FAX 03-3691-7371
共同開発者 長谷川 貴彦 / 株式会社そろはむ / 卸小売業 / 八王子市

多慶屋特別賞

No.３

寛ぎ究極リラックスレザーベルト

材料・材質
販売価格

本体：本革
13,000 円

金具部分：真鍮

あくまでも本革を主役として快適なベルトは作れないか研究を重

ね、すべてに本革を使用した帯自体が伸縮する技術「3 層スト レッ
チ構造」を独自に開発しました。中心部分には袋織ゴムという反
発性に優れる芯材を使用し、表・裏面には選び抜いた最高級の本
革を使用。上質でしっかりしていながらも柔らかさも併せ持つ素
材をベルトづくりで培った経験によりチョイス。その結果腹部の

圧迫により最大 8cm もの伸縮幅を達成しました。「装着している
ことを忘れてしまう」ほどの快適なベルト≪寛ぎ究極リラックス
レザーベルト≫が完成しました。

代表開発者 長澤 猛臣 / 有限会社 長沢ベルト工業
/ 皮革・同製品製造業
〒124-0006 葛飾区堀切 3-19-4

TEL 03-3693-4944/ FAX 03-3695-2103

No.14 折々箱

９

販売価格

耐熱ポリプロピレン

1 個入 600 円 2 個入 1,000 円

折々箱（オリオリボックス）は、折畳式の容器兼お弁当箱。シートを折って、留めるだけで持ち手
つきの容器になります。外食の際の料理の持ち帰りなど、フードロス対策にも配慮した洗って繰り
返し使える容器です。
■折り筋に沿って折って、留めるだけのカンタン組立！
■SDGｓ、フードロス／使い捨て容器削減に貢献！
■折り畳むと薄くコンパクトに携帯／収納可能。
■食材を盛る時、食べる時もシート状で使いやすい。
■とってもエコ！洗いやすく、繰り返し使える。
■耐熱 PP だから、電子レンジでそのまま温め可能。

代表開発者 津留 礼子 /MEDIUM/ デザイナー・メーカー
〒124-0012 葛飾区立石 4-27-11

TEL 03-6755-8765 / FAX 03-6755-8765

No.15 アウトドア用フライパン

（スケルトンバディラ）

材料・材質
販売価格

SPHC-P（鉄）

3,000 円（卸値）

アウトドア時に使えるのはもちろん、お家でアウトドア気分も味わえる、男のフラ
イパン。溶岩プレートを枠内に置き、肉、野菜を調理する。片手で持てるサイズで
持ち運びに便利である。また、枠の溝に串を渡すと焼き鳥や串焼きも作れる。仕上
がりが炭で焼いた感があり風味が出る。意匠登録申請準備中。

代表開発者 石井 雅之 / 株式会社 新栄プレス工業所 / プレス加工業
〒124-0025 葛飾区西新小岩 5-17-20

注）
製品価格等について
＊金額はすべて税抜価格です。
「販売予定額」の場合を含みます。＊製品の中には販売未定のものや試作品を含みます。
＊製品名は仮称の場合を含みます。

材料・材質

oriori-box

TEL 03-3691-6480 / FAX 03-3696-3177
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応募
奨励賞
製品

TOKYO TASK MONODUKURI AWARD

No.16

kosyare 介護用食事エプロン
Sumu&Lewui

材料・材質
販売価格

ポリエステル 100%
10,000 円

個洒落介護用食事エプロン Sumu&Lewui は、年々増加傾向にある高齢者及び要介
護者向けおしゃれエプロンであり、今までにないデザイン性と高級感あふれる撥水
効果の高い生地を使用。介護施設利用者のおしゃれ食事エプロンが欲しい要望を実
現。上下セットになっていて、上エプロンは食べこぼしをしっかりキャッチ、下エ
プロンは車椅子のひざ掛け代わりになる。部屋着の上から着せるだけで、まるでお
しゃれ着のように見えるのが特徴。男女別デザインがあり、首元のマジックテープ
でワンタッチ装着、着替え時の介護者の負担を軽減。
〒124-0012 葛飾区立石 8-34-9-307
TEL 070-8364-8091 / FAX 03-6337-6664
共同開発者 鈴木 茂 / 有限会社 アトリエ・マサミ / 縫製業 / 葛飾区

材料・材質
販売価格

〒124-0011 葛飾区四つ木 1-23-11

ステンレス
5,000 円

販売価格

ABS 樹脂、SK 材、紙ヤスリ
250 円

株式会社 / 鉛筆製造

TEL 03-3693-0777 / FAX 03-3697-5827

材料・材質

No.21 CAPTAIN HOOK

販売価格

真鍮

6,000 円

このペーパーナイフは封筒を開封したり紙を折って切ったりするためのナイフです。
刃の部分は触っても安全で、かつ紙がよく切れるように調整しました。持ち手部分は、
持ちやすいようにカーブをつけました。また、ハンマーでたたいて、石目模様をつけ、
自然味を出しました。すべて手仕事で製作しております。

工業製品の廃材を再利用した真鍮製の非接触マルチツール。衛生面から「触りたく
ない」と感じてしまう店舗のドアや、エレベーターのボタン、公園の蛇口などを触
らず動かせる。ATM のタッチパネルやタブレットの操作も可能。また「終息後に役
目を終えてしまうデザインはサスティナブルではない」
「廃材から生まれた製品を新
型コロナ終息後も、オシャレに長く消費者に使い続けてもらいたい」そんな願いか
ら、コロナ終息後は、ペットボトルホルダー、プルタブオープナー、ベルトループ
やバッグハンドルキーホルダー、Ｓ字フックとしても使えるデザインとした。

代表開発者 八重樫 潤一 / 八重樫打刃物製作所 / 刃物製作

代表開発者 杉本 秀樹 / 株式会社 富士産業 / 金属加工販売

〒124-0012 葛飾区立石 3-4-7

TEL 03-3697-5487 / FAX 03-3692-5454

No.18 イチョウピアス（一連）

材料・材質
販売価格

〒124-0006 葛飾区堀切 3-30-6

べっ甲

5,000 円

べっ甲…地味なイメージをお持ちかと思いますが、本べっ甲はプラスチックとは違
い、同じ斑（模様のことを” ふ” と言います）はありません。すべての作品が一点
ものになります。肌なじみの良い、自然素材の魅力を年齢問わず楽しんでいただけ
るようなアクセサリーを制作しました。毎日の生活の中で気軽に使っていただきた
い。本物の良さをぜひ味わってみませんか！

代表開発者 太田 耶衣 / 有限会社 田中 / べっ甲製品製造業
〒110-0001 台東区谷中 3-22-8

TEL 03-3828-9870 / FAX 03-3828-9870

No.19 イチョウピアス（二連）

材料・材質
販売価格

べっ甲

10,000 円

TEL 03-3694-9411 / FAX 03-3691-3691

材料・材質

No.22 マスクインナー

販売価格

ポリエチレン
690 円

１、マスクの内側に『マスクインナー』をつけるだけで、口元にマスクが接触するのを防ぎ、
普段の声で会話を楽しめます。さらに口紅やファンデーションの付着を軽減します。
２、深く息を吸い込んだ時もマスクで口をふさぐことなく、息苦しくありません。
３、プラスチック製なので繰り返し洗え、清潔な状態を保ちます。
・独自開発の材料を採用し、プラスチックなのに軽く柔らかい着け心地
・柔らかい素材なのに形を崩さない 3D 立体形状
・抗菌材料を配合
・マスクインナーのズレ防止にフックを搭載
・目立ちにくいホワイトカラー

代表開発者 五味 修 / 有限会社 五味彫刻工業所 / プラスチック射出成型加工及び金型製造

〒120-0012 足立区青井 2-14-16

TEL 03-3880-7037 / FAX 03-3880-7039

No.23 剣道用マウスシールド「匠」

材料・材質
販売価格

PET

800 円

べっ甲…地味なイメージをお持ちかと思いますが、本べっ甲はプラスチックとは違
い、同じ斑（模様のことを” ふ” と言います）はありません。すべての作品が一点
ものになります。肌なじみの良い、自然素材の魅力を年齢問わず楽しんでいただけ
るようなアクセサリーを制作しました。毎日の生活の中で気軽に使っていただきた
い。本物の良さをぜひ味わってみませんか！

剣道の面の中に装着する飛沫防止マウスシールドです。従来の 1 枚構造では飛沫の
みの対策でしたが、立体二重構造にすることにより飛沫・熱中症対策、通気性・音
反響の低減に優れたマウスシールドになりました。製造職人・プロダクトデザイナー
も剣道有段者で中学・高校で指導されている教士八段の方にご協力頂き、使用感や
面に対する脱着などレーザー加工で何度も試作をして作りこみました。今までにな
い立体二重構造の為、意匠登録も出願させて頂いています。
出願番号意願 2020-13872 識別番号 520252228

代表開発者 太田 耶衣 / 有限会社 田中 / べっ甲製品製造業

代表開発者 臼井 基樹 / 株式会社 バックストリートファクトリー / 商品企画・製造・卸

〒110-0001 台東区谷中 3-22-8
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材料・材質

「日本式鉛筆削り 634」本体（別売）のカバーとフタを取り外し、削り刃部分（カー
トリッジ）を下側から押し上げて外したところに「3in1」をはめ込みます。
1.「大人の鉛筆」（別売）を 6 〜 7 回ノックして芯を 1.5cm 程出します。
2. 板バネの中央に芯の先端をあて、
「 大人の鉛筆」を左右 90 度ずつ交互に回します。
※ノック部分をつまんで回すとより削りやすくなります。
単体でも使用できますが、「日本式鉛筆削り 634」本体にセットして使用すると、
芯の削り粉で汚れることなく使用できるため、使い勝手が向上します。

代表開発者 杉谷 龍一 / 北星鉛筆

代表開発者 中島 澄子 / 個洒落 / 織物衣服身の回り品小売業

No.17 ペーパーナイフ

No.20 大人の鉛筆専用 芯削り器 3in1

TEL 03-3828-9870 / FAX 03-3828-9870

注）
製品価格等について
＊金額はすべて税抜価格です。
「販売予定額」の場合を含みます。＊製品の中には販売未定のものや試作品を含みます。
＊製品名は仮称の場合を含みます。

〒116-0012 荒川区東尾久 2-25-8
TEL 03-6458-2980 / FAX 03-5539-3803
共同開発者 三浦 和也 / ミツノギ舎 / デザイン・印刷物製作 / 荒川区
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応募
奨励賞
製品

TOKYO TASK MONODUKURI AWARD

材料・材質

No.24 おりあみ 29

販売価格

綿・銅

3,500 円

材料・材質
販売価格

ヴァルカナイズドファイバー
1,800 円

おりあみ 29 とはマスク効果
（飛沫）と銅効果（殺菌）を併せ持った超抗菌マスクです。
銅には付着したウィルスを 4 時間以内に消滅させる殺菌作用があることが近年の研
究で発見されており、銅金属の活用は今、高い注目をされております。銅金属でで
きた金網で作ったおりあみとは、おりがみ（折り紙）とかなあみ（金網） をあわせた
造語です。元々、おりあみは折り紙用で開発された商品でした。では 29 は？銅の
元素記号 29 から付けられました。おりあみの銅金網を使ったマスクなので、「おり
あみ 29」と名付けられました。

細部まで紙にこだわった、紙製の御守刀。高純度のパルプ繊維原紙を積層すること
で作られる硬質繊維ボード、一般的な「紙」には無い強靭性と耐久性を併せ持つ。
金属に比べて軽く危険性が少なく、紙特有の風合いと質感の良さ、プラスチックに
は無い肌触りと金属には無い柔軟性。自然派素材のあたたか味と加工性を活かし環
境に配慮した御守刀。

代表開発者 奥津 学 / 石川金網

代表開発者 加隝 裕一 / 株式会社 丸庄 / 印刷業

〒116-0002 荒川区荒川 5-2-6

株式会社 / 金網製造・販売

TEL 03-3807-9761 / FAX 03-3807-9764

材料・材質

No.25 ワンタッチバリア

販売価格

樹脂、PET フィルム
7,900 円

〒120-0034 足立区千住 4-16-12

TEL 03-3881-2131 / FAX 03-3881-2150

材料・材質

No.29 蛇腹自由本

販売価格

塩化ビニールクロス・紙・ポリプロピレン
1,546 円

飛沫感染防止対策品として市販されている据え置き型の透明パーテーションは幅が
決まっていますが、当社の開発製品は透明シートが伸縮し、用途や対面する人数に
合わせて自由に幅を変更することが可能であることに加え、テーブルやデスクの上
で左右にスライドさせるだけで簡単に設置することができます。さらに使用後は
ロール状のシートの巻き戻る力でコンパクトに収納することが可能で、しかも軽量
で持ち運びにも非常に便利です。幅を自由に変えられるため、カウンターでの使用
も可能で、特に飲食店やオフィスでの活躍が期待されています。

表紙部分にフォトフレームを付けた、蛇腹式の無地の本です。7cm×7cm の窓が
開けてあり、透明なシートはスライドすることにより簡単に引き出しが可能。シー
トにはタイトル、写真、イラスト、押し花などを挟み込むことができます。無地の
ページはイラスト、漫画、日記、レシピ、俳句など自由にお使いください。タテで
もヨコでも使えます。表紙は当社が得意とする貼り表紙でとても丈夫です。ビニー
ルペーパー製で撥水効果もあります。使い方次第で自分だけの本が作れる「蛇腹自
由本」です。もちろん御朱印帳としても使えます。

代表開発者 長谷川 正範 / 株式会社 長谷川ジャバラ / ジャバラ製造業

代表開発者 木原 実 / 有限会社 柴又紙工 / 紙製品製造業

〒116-0014 荒川区東日暮里 1-24-4

TEL 03-3805-3154 / FAX 03-3806-4413

材料・材質

No.26 スガオノママデ

販売価格

PVC

1,200 円

眼鏡専用の顔の見える透明マスクです。普段使いの眼鏡のフレームに装着すること
が可能です。各種フレームの太さに対応できるように特殊な加工が施されています。
顔に全く触れることがないのでとても快適な使い心地です。
コロナ禍の中、マスクで顔が隠れてしまいなんとなく暗い空気を明るくするために
素顔（スガオ）のままで生活をしていただきたいという願いも込めて命名しました。
5 枚入り 1,200 円という価格も魅力的だと感じています。

代表開発者 平井 秀明 / 有限会社 精工パッキング / 製造業
〒125-0054 葛飾区高砂 3-28-18

TEL 03-3659-2125 / FAX 03-5694-3446

No.27 Highクレンジング Plus

材料・材質 水溶性剥離洗浄剤、水溶性防錆剤、変性アルコール
販売価格

300 円 (50mL スプレーボトル )

「High クレンジング Plus」は、独自開発した新型コロナウイルスの除菌効果があ
る界面活性剤を含む、有機溶剤不使用の安心安全な水溶性剥離洗浄剤「High クレ
ンジング」に独自開発した水溶性防錆剤「New フェロマスク」とアルコールを添
加した除菌・防錆・剥離洗浄剤です。したがって、機械油やグリースで汚れた工具、
工場やトレーニングジム、飲食店の厨房等の洗浄をしながら新型コロナウイルスの
除菌ができます。このほか、マジックインキ消し、テープ剥がし、POP などの糊落
としや頑固な油汚れ落としとして使用できます。

代表開発者 山村 宏二 / 合同会社 アイル・ＭＴＴ/ 製造業
〒116-0001 荒川区町屋 2-10-6-301
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かいらぎざめふうさやおまもりがたな

No.28 梅花皮鮫風鞘御守刀

TEL 03-5901-5670 / FAX 03-6733-8113

注）
製品価格等について
＊金額はすべて税抜価格です。
「販売予定額」の場合を含みます。＊製品の中には販売未定のものや試作品を含みます。
＊製品名は仮称の場合を含みます。

〒125-0052 葛飾区柴又 6-13-2

TEL 03-3671-0588 / FAX 03-3671-0388

ハイパーリユースステッカー
No.30 （厚みのあるはってはがせる新ステッカー）

材料・材質
販売価格

ターポリン（軟質塩ビ）
500 円

従来には無い厚みのあるターポリン素材のステッカー。貼ってはがせます。誰でも
簡単に気泡なく貼れます。高額な版代・抜型が不要なオンデマンド製法です。ノー
トパソコンに貼って、部分カットをすれば、その部分がマウスパッドにもなります。
耐水性のあるブックカバーにもなります。壁や様々なところの装飾、全国地図の場
所が楽しみながら勉強できる知育でも大いに活用できます。

代表開発者 白井 健一 / 株式会社 アポロ製作所 / 特殊印刷

〒116-0013 荒川区西日暮里 1-49-11

No.31 ルーペネックレス

TEL 03-3802-3291 / FAX 03-3802-3294

材料・材質
販売価格

べっ甲

30,000 円

べっ甲…地味なイメージをお持ちかと思いますが、本べっ甲はプラスチックとは違
い、同じ斑（模様のことを” ふ” と言います）はありません。すべての作品が一点
ものになります。肌なじみの良い、自然素材の魅力を年齢問わず楽しんでいただけ
るようなアクセサリーを制作しました。毎日の生活の中で気軽に使っていただきた
い。本物の良さをぜひ味わってみませんか！

代表開発者 太田 耶衣 / 有限会社 田中 / べっ甲製品製造業
〒110-0001 台東区谷中 3-22-8

TEL 03-3828-9870 / FAX 03-3828-9870
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応募
奨励賞
奨励賞
製品

TOKYO TASK MONODUKURI AWARD

材料・材質

No.32 都会の景色

販売価格

ソーダガラス
6,000 円

再生ペット

販売価格

300 円

都会のビルの壁などをイメージしてみました。また、オリンピックにも少しかけて
みました。

食事などでマスクを外した時に収納できるマスクケースです。透明再生ペット素材
を使用して、簡単に除菌剤で清掃でき、繰り返し使用できる環境にやさしい商品で
す。マスク収納時は、テーブルで自立し非接触を保持できるため衛生面でも安心で
す。マスクの耳掛けゴムをたすき状にかけなおすことで持ち運びにも安全な商品で
す。

代表開発者 松浦 健二 / 有限会社 マツウラブラスト / 硝子加工業

代表開発者 小沢 頼孝 / 有限会社 三幸 / アクリル樹脂板加工業

〒124-0023 葛飾区東新小岩 8-30-5

TEL 03-3695-3223 / FAX 03-3692-0560

材料・材質

No.33 テクノ柄ス

販売価格

ソーダガラス
1,980 円

オリンピックの時にサッカー選手が着る正式なユニホームの柄を模したものです。
ユニホームは白、薄い青、少し濃い青、とても濃い青の 4 色です。このグラスはス
ポンジに塗料を付けてガラスの表面にポンポンと叩き、そこに砂を吹きつけること
で模様をつけます。塗料のついているところは砂が当たりませんので透明です。こ
れを洗い落として三度同じことを繰り返すと、透明、一度砂が当たると少し薄いす
りガラス、二度砂が当たると少し濃く、三度当たると濃くなります。今までにない
全く新しい加工方法です。サッカーファンのみならず多くの人に使っていただきた
いと思います。

代表開発者 松浦 勝利 / 有限会社 マツウラブラスト / 硝子加工業
〒124-0023 葛飾区東新小岩 8-30-5

TEL 03-3695-3223 / FAX 03-3692-0560

材料・材質

No.34 ポットクーラー

販売価格

アルミニウム・銅
3,000 円

〒120-0003 足立区東和 5-12-24

TEL 03-3629-0331 / FAX 03-3605-9780

No.37 銅版 風神雷神（白）

材料・材質
販売価格

真鍮板

20,000 円

銅版に下地塗装し腐食彫刻した風神雷神に金メッキした金属に「アコヤ貝」で装飾
を施し、風神雷神を浮き上げた作品です。「厄除招福の神」として玄関などにお飾
りください。

代表開発者 柳 富治 / ヤナギアート / 金属加工業
〒124-0011 葛飾区四つ木 3-4-30

TEL 03-3692-5929 / FAX 03-3692-5929

No.38 銅版 風神雷神（黒）

材料・材質
販売価格

真鍮板

20,000 円

熱したやかん、天ぷら油等を冷やすクーラーです。アルマイト表面には印刷や彫刻
が可能で、販売促進グッズとしても応用できます。USB 電源で動作します。

銅版に下地塗装し腐食彫刻した風神雷神に金メッキした金属に「アコヤ貝」で装飾
を施し、風神雷神を浮き上げた作品です。「厄除招福の神」として玄関などにお飾
りください。

代表開発者 村岡 信幸 / 有限会社 村岡製作所 / プレス加工及び金型製造・企画・デザイン

代表開発者 柳 富治 / ヤナギアート / 金属加工業

〒120-0046 足立区小台 2-49-8

TEL 03-3911-5900 / FAX 03-3912-6064

眠りにやさしい灯り
「まゆ灯り」

No.35

材料・材質 G 繭 / 繭・木材・光源（LED・電池）仕掛け基板
販売価格

5,000 円〜

〒124-0011 葛飾区四つ木 3-4-30

TEL 03-3692-5929 / FAX 03-3692-5929

材料・材質

No.39 キャピー

販売価格

シリコンゴム

600 〜 800 円

工法は、戦前からの座繰り器を用いて糸車＋緑色蛍光繭糸に励起光を用いて作製し
た。特長は睡眠時に特化して「眩しくない」
・
「やすらぎのある」
・
「取り扱いやすい」
点で熱 / 電圧に配慮し LED 光源 / 乾電池で構成し、それに寝付けタイマーで寿命を
考慮しさらにスイッチングに工夫を凝らして取り扱いやすいような構造になってい
る。一点一点手作りなので商品だけでなくその作者も知ってもらえる生業にしてい
きたい。

ボトル飲料には同じ形状の容器が多いため、他のボトルと判別しにくく、誤って他
人のボトルを飲んでしまうことがある。他のボトルと判別するためキャップに色、
マーク、イニシャル、造形物をあしらったゴム製で何回も使えるオリジナルキャッ
プカバーを考案。色付けした板状のゴム生地をオリジナルデザインに合わせ切出し、
型抜きしたものを母型に貼り合わせ、これを加熱架橋させカバーを制作。この装飾
的でオシャレなカバーをキャップに装着すると目立ってひと目で判別でき、ゴムの
柔らかい感触と摩擦力でキャップの開け閉めが楽になる。

代表開発者 安田 幸雄 /ＢＥＳＴＯ 株式会社 / 電子部品製造加工

代表開発者 杉野 行雄 / 株式会社 杉野ゴム化学工業所 / ゴム製品製造業

〒116-0002 荒川区荒川 5-5-2
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材料・材質

No.36 タッチ−ナ

TEL 03-3802-4181/ FAX 03-3807-5866

注）
製品価格等について
＊金額はすべて税抜価格です。
「販売予定額」の場合を含みます。＊製品の中には販売未定のものや試作品を含みます。
＊製品名は仮称の場合を含みます。

〒125-0063 葛飾区白鳥 1-4-9

TEL 03-3691-5732 / FAX 03-3693-2950
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応募
奨励賞
奨励賞
製品

TOKYO TASK MONODUKURI AWARD

ミロー

材料・材質

No.40 MLOH

販売価格

ABS・PMMA
600 円

販売価格

樹脂

1,000 円

鏡・拡大鏡・ペットボトルオープナーが一体になっている商品です。丸みがあって
持ちやすく、スライドさせて用途に合わせてお使いいただけます。小さい文字が見
えにくくなったり、ペットボトルのキャップが固く開けられなかったりというとき
にあると便利な商品です。片手サイズなので使いやすく、カバンの中に入れても場
所を取らず持ち歩けます。

握る部分にらせん模様の凹凸があり、すべりにくく、割りばしのように角形で先端
がクローバー型になっていて凹部が設けてあり豆類などがつかみやすくなってい
る。

代表開発者 小暮 孝一 / ミユキ精工 株式会社 / プラスチック製造業

代表開発者 徳本 和雄 / 有限会社 徳栄商事 / 記念品の販売

〒120-0001 足立区大谷田 1-43-19

TEL 03-3629-1115 / FAX 03-3629-1129

材料・材質

No.41 ピンチトング

販売価格

ポリプロピレン樹脂
800 円

〒116-0002 荒川区荒川 1-58-6

TEL 03-3891-9051 / FAX 03-3806-0168

材料・材質

No.45 ネコの手貸します。

販売価格

プラスチック

600 〜 700 円

袋のスナック菓子を食べる際、手を汚さずに食べたいというときに使っていただく、
お菓子用のトングです。食べている途中でもスタンドが付いているので、テーブル
に直接置くこともありません。また、途中になってしまったお菓子もトングのアー
ム部を外すとピンチとして使えるので袋留めとしてご使用いただけます。使った後
はアーム部は水洗いできるので衛生的にも問題ありません。テレビを見ているとき、
書き物をしているとき、ゲームをしているとき、パソコンを操作しているとき、ス
マホ、タブレットを操作しているとき、いろいろな場面でお使いいただけます。

食事等でマスクを外した時、置き場所に困ることがあるので作った製品です。製作
途中、テレビで同じタイプの首から下げる商品の紹介をしていたので、「カワイイ」
の付加価値をプラスしましたが、残念ながら絵心がなく、カワイイ物にはなりませ
んでした。

代表開発者 小暮 孝一 / ミユキ精工 株式会社 / プラスチック製造業

代表開発者 五味 正彦 / 有限会社五味彫刻工業所 / プラスチック射出成型加工及び金型製造

〒120-0001 足立区大谷田 1-43-19

No.42 Working Board

TEL 03-3629-1115 / FAX 03-3629-1129

材料・材質
販売価格

シナ合板、PVC シート
12,000 円

本製品はテレワークに必要なデスクが自宅に無い環境でも手軽にワークスペースを
創り出せる点が最大の特徴です。基材には落ちついた雰囲気でありながら木目を感
じられるシナ合板を選定し、NC 加工でくりぬいて塩ビシートを載せる事でフラッ
トに仕上げました。塩ビシートの原料には再生塩ビを使用し、表面はデスクマット
に適した硬さにしました。付属の丸型の木を本体両脇のくり抜き部に差し込むこと
で約 10 度の傾斜が生まれ、姿勢が高くなる様に設計しました。また塩ビシートは
黒と透明の二種類を付け替え可能でテレワークを快適に彩ります。

共同開発者 有限会社 山崎産業 / 木製品製造業 / 佐野市 株式会社 ドーワコーポレイション / 塩ビ製品製造業 / 松伏町

No.43 ハンドガードナー

材料・材質 エラストマー
販売価格

〒120-0012 足立区青井 2-14-16
TEL 03-3880-7037 / FAX 03-3880-7039
共同開発者 五味 成久 / 有限会社五味彫刻工業所

No.46 キャッチカバー

材料・材質 PP
販売価格

5枚組1,200 円 けん玉付 (カバー 2 枚含む)1,500 円

けん玉の受け皿に取り付ける補助器具です。初心者や高齢者がけん玉をやる時に、
なかなかお皿に乗らず諦めてしまうことが多いようです。そこで、けん玉のお皿に
簡単に玉を乗せることができたら、けん玉の楽しさを誰でもすぐに実感できると思
い製作しました。けん玉本体の大小どちらのお皿にも簡単に取り付けることができ、
誰でもすぐにけん玉のお皿に乗った達成感を味わえます。素材は PP( ポリプロピレ
ン）の薄いフィルムシート、つけてもけん玉が重くなることはありません。誰もが
楽しくけん玉遊びをすることができます。
代表開発者 田村 康男 / 株式会社 栄和 / プラスチックシート・用紙型抜き加工

代表開発者 小山 哲男 / 東京シンコーレザー株式会社 / 産業用資材販売
〒116-8533 荒川区東日暮里 4-12-1
TEL 03-3803-0154 / FAX 03-3803-6807

1,200 円

〒116-0014 荒川区東日暮里 2-42-3
TEL 03-3807-1248 / FAX 03-3802-4679
共同開発者 大久保 チエ / 株式会社 マリールー / 洋品・小物販売 / 江東区 高橋 宏三 / パロディ企画 / 生活用品企画製作 / 江戸川区

No.47 球体マッサージ器

材料・材質
販売価格

樹脂・鉄球・磁石
5,800 円

電車のつり革や手すりなど、直接触りたくないときにサッと着用できる衛生用品で
す。内側に二つ折りにして固定できますので汚れた面を内側にしてバッグなどに収
納できます。また使うときは上下のつまみをつまんで引くと開きますので内側を直
接触ることがありません。材質はエラストマーで水洗いできますのでとても衛生的
です。手にはめる時のバンドは 3 段階で調整できますので、小さな手の方から大き
な手の方まで使用できます。フック穴が付いていますので保管時にも便利です。

手のひら、足裏の血流を改善することで健康を守ります。手始めに、球体マッサー
ジ器の球の上に手のひら、足の裏を乗せてゆっくり回転させて下さい。球は血流を
改善する正電荷の磁気をベースの上で保持しています。手のひら、足の裏のツボを
滑らかな球体の球面で血液の流れを改善し、手のひら、足の裏から健康を守ります。
椅子に座って、手のひら、足裏を球の上に乗せ回転させ、球がベースから落ちませ
んか？

代表開発者 田口 利明 / 田口峰工業 有限会社 / プラスチック射出成型加工

代表開発者 徳本 和雄 / 有限会社 徳栄商事 / 記念品の販売

〒121-0815 足立区島根 4-5-1

TEL 03-3884-3125 / FAX 03-3884-3128

共同開発者 勝俣 貞治 / カツマタデザイン / 工業デザイン / 板橋区
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材料・材質

No.44 クローバーはし

注）
製品価格等について
＊金額はすべて税抜価格です。
「販売予定額」の場合を含みます。＊製品の中には販売未定のものや試作品を含みます。
＊製品名は仮称の場合を含みます。

〒116-0002 荒川区荒川 1-58-6
共同開発者 荒川 龍雄 / 北区

TEL 03-3891-9051 / FAX 03-3806-0168

18

