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本部 製品開発支援ラボ 入居者の概要 

室番号 入居者名 事業紹介 

３０１ モダンデコ株式会社 

家具、家電、雑貨と多種多様な製品のデザイン、製造、販売を行

っています。「商(笑・勝)売を通じて毎日の生活が彩にあふれる世

界を創る」を企業 MISSION として掲げており、家具・雑貨・イン

テリア家電の「販売」を通して、お客様の毎日の生活がより豊かに

なり日常生活が「笑顔」にあふれる世界の実現を目指しておりま

す。また、品質・価格・サービス、すべてで「勝つ」というプライ

ドを持って商売をしております。 

 

３０２ ハードロック工業株式会社 

当社は、ゆるみ止めねじの研究開発、製造及び販売を行っていま

す。当ラボでは、都産技研と共同で新材料製品(CFRP)を用いた緩

み止めナットとボルトの製品化を目的とした研究開発を行ってい

ます。製品化後は、医療分野や航空宇宙分野などの新規分野への参

入を目指します。 

 

３０３ クスノキ石灰株式会社 

CO2 を吸収して固まる次世代の炭素循環型マテリアル「石灰質

素材」を独自開発。硬化後は陶磁質でタイル JIS 規格の適合強度に

達する。セラミックス、金属やプラスチックの一部を代替しながら

製造時に 70％以上の CO2 排出を実現。 

 

https://www.iri-tokyo.jp/
https://m-deco.co.jp/
https://hardlock.co.jp/
https://kusunoki-sekkai.com/
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３０４ ハドラスホールディングス株式会社 

弊社のガラスコーティング剤「ハドラス」とは、主成分が空気中

の水分と反応することにより、素材表面にガラス薄膜を形成し、対

象物を衝撃・汚れ・キズ・腐食等の外的ダメージから守る、次世代

の万能型ガラスコーティング剤です。 

 

３０５ 株式会社 CICS 

低エネルギー陽子線加速器とリチウムターゲットを用い、効率

よく安全に中性子を発生させる技術に取り組んでいます。このオ

ンリーワン技術により、ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)という新た

ながん治療に貢献しています。 

 

３０６ 
シリウス・ニューマテリアル・テクノ

ロジー株式会社 

安価で使いやすい測定装置を提供します。光電子分光装置、ラマ

ン分光装置等を得意にしております。また各種精密測定も大手分

析会社に比べ、格安で行っております。お気軽にお声がけくださ

い。 
 

３０７ エンネット株式会社 

車載用や蓄電用のリチウム二次電池の状態診断法の開発と製品

化の技術開発を行っています。高速パルス過渡応答を基としたア

ルゴリズムで、モジュール各電池の状態把握が高精度で高速の秒

オーダーで可能になり、エネルギーの有効・安全利用や CO2 削減

に貢献できます。 

[右の画像：開発中の製品プロト器(下段)] 
 

https://www.iri-tokyo.jp/
https://www.hardolass.com/
https://www.cics.jp/
http://snmtech.co.jp/
http://snmtech.co.jp/
http://energynet.co.jp/
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３０８ 株式会社 CYBO 

細胞のビッグデータを収集、蓄積して、様々な種類の細胞を分類

する辞書となる AI を開発しています。さらに AI を病気の診断

や基礎研究に役立てるため、AI を搭載したセルアナライザーやセ

ルソーターなどのデバイスを開発しています。  

３０９ 株式会社環境経営総合研究所 

国内で唯一、工業用原料として【紙パウダー】を量産化し、合成

樹脂とのコンパウンド材料を扱うメーカーです。バイオマス材料

である紙を利用（50wt%以上）することにより、石油化学原料から

なるプラスチック使用量の大幅削減、それに伴う CO2 排出量の削

減が可能です。 

[右の画像：MAPKA™(各種成形材料)、ER™(断熱材料)] 

  

 

３１０ クラリアントジャパン株式会社 

クラリアントの機能化学品ビジネスユニットは、スペシャリテ

ィケミカル分野、およびコンシューマーケア市場・産業市場向けア

プリケーションを提供するサプライヤーです。高機能成分と処方

に関するノウハウと市場に関する知識でコストパフォーマンスに

優れたソリューションを提供します。  

３１１ 株式会社アクセルスペース 

超小型衛星(100kg~200kg 級）による全地球観測事業(AxelGlobe

事業)、超小型衛星等を活用したソリューションの提案、超小型衛

星及び関連コンポーネントの設計及び製造、超小型衛星の打ち上

げアレンジメント及び運用支援・受託をワンストップで行ってお

ります。 

 

https://www.iri-tokyo.jp/
https://www.cybo.jp/
http://www.ecobioplastics.jp/
https://www.clariant.com/ja-JP/Corporate
https://www.axelspace.com/?lang=ja
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３１２ 株式会社ＶＲデザイン研究所 

１．VR/AR/MR ソフトの受託開発 

特に教育トレーニングソフトの開発を行っています。 

２．VR/AR/MR 開発の即戦力エンジニアを育成するスクール事業 

『VR プロフェッショナルアカデミー』を運営しています。 

 

 

３１３ 株式会社アルファ・プロダクト 

画像、超音波を用いたコンクリートや鋼板等の非破壊検査装置

を開発しています。コンクリート厚さ 10m まで測定できる装置や

遠隔で内部欠損を調査できる装置等、ユニークな装置の開発に取

り組んでいます。 
 

３１４ デザミス株式会社 

畜産 IoT サービス『U-motion』を提供しています。牛に装着し

たセンサーから牛の行動を記録し、AI で牛の発情や疾病兆候など

をアラート。現場の負担を軽減します。現在 11 万頭以上にセンサ

ーを出荷し、全国の酪農・肥育農家様で活用頂いています。日本経

済新聞社が実施した 2020 年「NEXT ユニコーン」では、未来のユ

ニコーンの１社として選出頂きました。 
 

３１５ 株式会社名取製作所 

(株)名取製作所は、プレスによる試作加工や、金型の設計・製作・

量産を自社内で一貫して行っています。その生産技術を用いて、チ

タン製品を作っています。特にスポーツ義足の開発を行って選手

を支援しています。 

 

https://www.iri-tokyo.jp/
https://vracademy.jp/
http://alpha-product.co.jp/
https://www.desamis.co.jp/
https://www.natori-mnf.co.jp/
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３１６ 株式会社 FSCE 

FSCE はフォトマスクおよびフォトリソグラフィのスペシャリ

スト集団であり、次世代あるいは将来の技術開発サポートなどを

通して、お客様と共に歩むビジネスパートナーです。  

３１７ 株式会社アパタイト 

歯科医療業界に貢献する企業です。新技術にチャレンジします。 

製品例：ProSylc:着色除去/クリーニングとホワイトニング/ 

虫歯治療/知覚過敏軽減と再石灰化  

３１８ メイワフォーシス株式会社 

私たちは科学技術で、世界を変えるというミッションを掲げ、研

究用の理化学機器、医科学機器、光学機器、電子機器、分析測定器

など各種メーカー製品や自社開発製品を全国の大学、試験場、企

業、研究所など、幅広いユーザー層への販売をしております。 

 

３１９ ビーエルテック株式会社 

■事業内容： 

分析機器の開発・製造・販売ならびに輸入販売 

■業務詳細 

連続自動流れ分析装置（CFA）や、酸自動添加加熱自動前処理装

置 DEENA、近赤外装置（NIR）等を製造、又は輸入販売を行って

おります。前処理から分析までを自動化のご提案をいたします。 

[右の画像：CFA 装置 MiSSion]  

 

https://www.iri-tokyo.jp/
http://www.fsce.jp/
https://apatite.jp/
http://meiwafosis.com/
https://www.bl-tec.co.jp/
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多摩テクノプラザ 製品開発支援ラボ 入居者の概要 

室番号 入居者名 事業紹介 

１ 株式会社システム計装 

セントラル空調用ポンプ・ファンや大型集塵機の環境を考慮し

た省エネシステム「Eco Keeper System」を商用ビル・ホテル・印

刷工場・食品、医薬品工場・鋳造工場等に提供しています。生産設

備の自動化・省力化の提案、改善提案等の FA 関連事業も行ってい

ます。 

 

２ ナノコート・ティーエス株式会社 

DLC（ダイヤモンドライクカーボン）・CrN(窒化クロム)等の硬質

薄膜コーティングの受託加工をおこなっています。摺動部品・金

型・治工具の摩耗・摩擦の低減、離型性の向上など多くの産業分野

で生産性向上に寄与しています。  

３ LEBO ROBOTICS 株式会社 

弊社は、風力発電機のメンテナンスロボットを開発し、それを活

用したサービスの提供を行っている会社です。常識に捕らわれな

い創意工夫から、再生可能エネルギーの普及を目指しています。 

 

https://www.iri-tokyo.jp/
http://www.systemkeisou.com/
https://www.nanocoat-ts.com/
https://www.leborobotics.com/
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４ 株式会社 EVTD 研究所 

弊社は、リチウムイオン電池(LiB)を用いた産業用・住宅用の LiB

蓄電池電源を製造販売している会社です。得意な技術は、LiB 組電

池の長寿命化技術と LiB 不具合を事前に検知し、未然に防止する

技術です。主な事業は、卒 Fit 向 LiB 蓄電池電源の製品です。 

(右の画像：卒 Fit 向３kWh LiB 蓄電池電源) 

 

５ ineova 株式会社 

「社会に役に立つ技術開発」を行動指針として、防災用アルミ空

気電池、次世代長寿命低コストの蓄電システム、大電力変換システ

ム、IoT 機器の開発を行っています。微力ながら、お役に立てるよ

うに努めております。 

(右の画像：防災用アルミ空気電池 Aldenti 500Wh モジュール) 
  

 

https://www.iri-tokyo.jp/
https://lithiumionjp.jimdofree.com/
http://www.ineova.co/

