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制度の詳しい情報・申請書のダウンロードはこちら↓ 
  http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/zuikei.html 

認定のメリット 
①県の機関は，認定された新商品を直接購入若しくは借り入れる又は新役
務を調達しようとする場合，通常の競争入札によらず，随意契約で購入等
できるようになります。 

（ただし，この認定が「新商品」の購入等をお約束するものではありませ
ん) 

②認定商品等については，県のホームページで公表して広く周知します。 

■申請できる方（以下のいずれかに該当する方） 
  ・宮城県内に所在する中小企業者 
  ・申請する商品の開発について，宮城県の補助金を受けた方 
  ・宮城県から経営革新計画の承認を受けた方 
  ・知事が特に必要と認めた方 
 

■認定の基準 
    地方自治法施行規則第１２条の３第１項で規定している基準を満たしている新商品等であること 
  （同規則に基づき「新規性」「有用性」「事業実施の確実性」が認められる商品等であること） 
 

■認定期間 
   認定された日より３年間（１回に限り更新することが出来ます） 
 

■申請の方法 
 申請を予定される方は，事前に御相談ください。 

   

■募集時期 
  原則年１回募集します。 
 

  宮城県では，優れた新商品を生産又は新役務を提供し，新たな事業分野の開拓を図る
中小企業者等の方々を支援するため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第４号に基
づく新商品の認定制度を実施しています。 

   この制度は，県における調達の機会を増やすことにより，新商品等の販売実績作りと
売上増を直接的に支援するとともに，社会的な認知度の向上を図ることを目的としていま
す。 

制度の目的 
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宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

    

 

認定番号 
２６-１-２ 

●最新の高デザイン住宅に、畳を自由にデザイン構成して、高品質な
「座」の空間を創造できます。 

●本製品は伝統的100％自然素材。香り・反発力・歩行感・吸音性・吸
湿性そして自然な退色と艶やかな質感を実感出来ます。 

●大分県国東産琉球表と宮城県産わら畳床で造る本製品は、抜群の
耐久性と、最高の手触り足触りです。 

○秋保温泉ホテル佐勘客室6畳３室 
○一般住宅（七ヶ浜町、石巻市）他 

ホテル旅館客室・公共スペース・マンション 
一般注文住宅・健康保険施設・老健施設等 

394,000円（四畳半床置きﾀｲﾌﾟ/税込）～ 

株式会社草新舎 
 代表者名 高橋 寿 
 所 在 地 石巻市桃生町神取字屋敷69番地 
 電話番号 0225-76-3062  
 http://hwsa3.gyao.ne.jp/wanokokoro/ 

○畳製造販売 

（社寺専門畳施工・茶室畳・一般畳） 

○内装仕上工事業 

○「草新シリーズ」製造販売元 

敷込タイプ 

床置タイプ 

新商品の概要 

主な使用例 

参 考 価 格 

会 社 概 要 
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●≪調 光≫ 3段階調光！ 
 リモコンにて３段階の調光(明るい/標準/節電) 、OFF(消灯)が可能です。 

●≪軽 量≫ 2.0kgの軽量設計安心の耐震構造 
 放熱と軽量化に有利なアルミ素材を多用し、従来比1/2の質量低減を実現しました。 
 また小型軽量化により、天井構造物への負荷を抑えることが出来ます。 

●≪省エネ・長寿命≫ 低消費電力設計！5万時間！ 
 高効率電源回路採用により、従来蛍光灯より約５０％の消費電力の低減を実現。 
 また、電源回路や放熱構造の設計最適化により長寿命を可能にしました。 

●≪地産地消≫  
 県内アルミ建材メーカー、電子部品メーカーなどからの部品調達と自社生産。 

 ヤマセ電気株式会社         
 代表者名 菱沼 厚 
 所 在 地 遠田郡美里町青生字柳原80 
 電話番号 0229-32-5663 
 http://www.yamase-net.co.jp/ 

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

    

 

認定番号 
２７-１-３ 

  大崎市民病院・積水ハウス東北工場 
  セコム工業(植物工場、社員寮) 
  アルプス電気(工場・商談ルーム、他) 
  au携帯電話SHOP、他県内外多数。 

学校、店舗、銀行、クリーンルーム、工場、 
オフィスビル事務フロア、病院施設、他。 

製品開発・金型設計・設備設計 
複合化部品開発・精密プレス・ 
自動機組立・クリンルーム組立 
LED照明器具製造、販売 

会 社 概 要 

参 考 価 格 

主な使用例 

新商品の概要 
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●高耐性：錆びない 
 鋼製フレームの問題点は錆び。CSフレーム-PVは海岸地区、湿地帯等、劣悪な環境下でも 
  優れた耐久性を発揮。メンテナンスフリーでランニングコストを削減します。 

●軽量化：軽く容易な施工 
  鋼製フレームに比べ重量は1/2。設置する建物への荷重負荷を最小限に抑えます。 
  軽量化により作業の際安全面にも貢献。 

●加工性：作業効率の向上 
  現場での加工も容易でスピーディーな作業が実現。現場加工後の防錆処理不良や切粉による 
  錆びの心配がありません。 

 コスモシステム株式会社         
 代表者名 秋田谷 米男 
 所 在 地 名取市杜せきのした2-4-2 
 電話番号 022-706-6791 
 http://www.cosmo-sys.co.jp/ 

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

          

    

 

認定番号 
２６-２-１ 

塩害地域や荷重制限建築物 
例：折半屋根や海岸地域 

JR平泉駅，国土交通省除雪ステーション， 
役所車庫棟など 

150,000円/ｋｗシステム（参考） 
※システム仕様による（設計段階でのお問い合わせをお願いします） 

移動体基地局や防災・消防無線の設計・ 
施工、雷害対策の設計・施工・製品販売 
機器収納局舎・GFRP製品の設計 
製造・販売など 

会 社 概 要 

参 考 価 格 

主な使用例 

新商品の概要 
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（この商品のセールスポイント） 
●ライフサイクルコストの削減 
 メンテナンスフリーで、トータルランニングコストを大幅に削減します。 
●高耐久・高耐食・高耐候性 
 主構造にＧＦＲＰを使用することで腐食を防ぎ、腐食環境化でも優れた耐久性を発揮します。 
 フッ素樹脂塗料の塗布により紫外線による表面劣化を防止します。 
●軽量化 
 従来の製品に比べ重量を約50％削減します。施工場所の高さやスペースに制約がある場合でも、人力による 
 運搬・施工が可能です。 
●加工性 
 現場での切断や穴開け作業を容易にします。また加工後の防錆処理不良や切粉による錆の心配がありません。 
●施工性 
 独自のブラケット構造にすることで、レベル・位置調整を容易にし、施工性を向上いたします。 

 コスモシステム株式会社         
代表者名 秋田谷 米男  
所在地  宮城県名取市杜せきのした2-4-2 
電話番号 022-706-6791 
ホームページ http://www.cosmo-sys.co.jp/ 

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

 

（使用方法・使用箇所のご提案） 
 

道路、港湾河川施設、浄化施設の検査用設備として 
ご使用いただけます。 

認定番号 
２７-２-１ 

156,500円/m  
※価格は橋梁下部工用検査路の場合になります。 
※規模や設置場所の条件によって価格は変動します。 

東日本旅客鉄道株式会社 
東日本高速道路株式会社 
中日本高速道路株式会社 
東北電力株式会社 
 

  

移動体基地局や防災・消防無線の設計・施工、 
雷害対策の設計・施工・製品販売、 
機器収納局舎・ＧＦＲP製品の開発・設計・
製造・販売など 

新商品の概要 

主な使用例 

参考価格 

会社概要 
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● 省エネルギー化が可能になります 
 熱源機を効率よく運転させることができるようになり、運転の負荷や給水温度を 
 コントロールできるので、省エネルギー化が可能になります。 

● 追従性に優れます 
 分離して貯えた冷水や温水を即座に供給できるので、追従性に優れます。 

● 再生可能エネルギーの活用に貢献します 
 熱をマネージメントする機能によって、天候や自然条件に左右されて不安定なために、 
 活用が難しい再生可能エネルギーの導入に貢献します。 

 株式会社亀山鉄工所        
 代表者名 長尾文孝 
 所 在 地 仙台市青葉区上愛子字下十三枚田34-3 
 電話番号 022-392-1444 
 http://www.kameyamag.co.jp 

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

    

 
・大規模施設の給湯システムで使われている貯湯タンクとして 
・天候や自然条件に左右されやすい再生可能エネルギーの 
  導入にあわせて。 

 

認定番号 
２８-１-１ 

会 社 概 要 

参 考 価 格 

主な使用例 

新商品の概要 

建築設備製品（圧力容器、熱交
換器、地下タンク、貯湯タンク、
クリーンスチーム発生器など） 
各種工事、各種プラント 
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宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

 

認定番号 
２７-１-１ 

●ライフラインの確保 

●経費削減 

●社会貢献 

地下水を利用することで水道が断水しても水を確保できます。 
災害時でも電気があれば水の供給可能です。 

水道料金が削減できます。 
水温が年中一定なので、ボイラーなどのエネルギーコストも削減。 

災害時に余剰水を地域に供給できます。 
地下水と高度な膜ろ過で、大腸菌-O157やクリプトなどの細菌類を除去し、 
安全・安心な水を提供します。 

病院、老健施設、ホテル、商業施設、工場等 
大規模施設に適しています。 

20,000,000円（参考） 
※使用量・水質に合わせて設計するため、詳細は直接お問い合わせ下さい。 

アクティス株式会社 
代表者名 阿部 和広 
所 在 地 刈田郡蔵王町宮字町59 
電話番号 0224-32-2688 
http://www.actis-kk.co.jp  

 水処理プラントの 
 設計・施工及び管理 

病院（福島県） 
老健施設（福島県・宮城県） 
工場（宮城県）,ホテル（宮城県） 

新商品の概要 

主な使用例 

参 考 価 格 

会 社 概 要 
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●造形会社がプロデュースした３Dプリンター（熱溶解積層方式）。大型のもの（造形
ステージ600×600×700㎜）を一発で出力可能です。 
 
●他社の熱溶解積層方式大型３Dプリンターに比べ導入コストが10分の1で済みます。 
サンプル出力などを安価でできます。 
 
●国産「Made in 宮城」でサポートも充実。 
 設計・開発・販売すべて宮城県で行っています。自社にCGモデラー・エンジニア・ 
機械設計を行う人材がいるため,「データ」「マシン」「出力」を一貫してサポート致
します。 
 

 

 

株式会社デザインココ         
 代表者名 千賀 淳哉 
 所在地    仙台市青葉区一番町1-12-2 星光堂ビル2F 
 電話番号 0220-58-5510 
 ホームページ http://www.dcoco.info 

 
３Ｄプリンター販売 

広告物製作 立体造形物  
各種デザイン 

屋内外装飾 

 

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

     

本体価格 ８，０００，０００円 ※詳細はお問い合わせ下さい 

        
工業パーツ製造会社、研究機関、造形会社、医療機関等 
意匠確認やワンオフ製品の製作に適しています。 

認定番号 
２８-３-３ 
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主な使用例 

参 考 価 格 

会 社 概 要 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●滑雪性に優れている！ 
 ・スキーワックスの技術を応用し「滑り性」と「撥水性」を塗膜表面に持たせることで着雪 
 を防ぎ耐久性の向上・燃油代削減 

●密着性が良い！ 
 ・着雪や着氷による塗膜の剥がれを抑える技術力 
 ・従来の製品に比べ約３倍の耐久性向上に成功 

●錆止め塗料が不要！ 
 ・従来の錆止め塗料（下塗り塗料）と上塗り塗料の２層塗りの必要が無くなる 
 （錆止め塗料に含まれる防錆顔料を雪王は標準使用） 
 ・作業負担（時間）を軽減し塗料代の削減にも繋がる 

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

 

認定番号 
２６-２-２ 

除雪重機の排土板、ロータリー、排雪車の荷台 
家庭用小型除雪機、家庭用スノーダンプ等 

国土交通省、東日本高速道路(株)、 
北海道・東北・北陸地方の各県庁・各市町村 
ユニキャリア(株)、北海道川重建機(株),､(株)ＫＣＭＪ 
キャタピラー東北(株)、コマツ建機販売(株) 

 ※直接お問い合わせください  

 

ＫＦアテイン株式会社 
 代表者名 川又 貴仁 

 所 在 地 仙台市宮城野区扇町4丁目９－１３  

 電話番号 ０２２-３５５-２７０１ 

 http://www.attain-wax.com 

船舶用塗料添加剤     製造・販売 
屋根用塗料添加剤     製造・販売 
屋根用塗料      製造・販売 
重機用（除雪車）塗料 製造・販売 
スキーワックス    製造・販売 

新商品の概要 

主な使用例 

参 考 価 格 

会 社 概 要 
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 安否確認クラウドサービス「Ｕ－ＮＯＴＩＣＥ」は、従来の法人内完結型安否確認シス
テムとは異なり、「職員→施設→法人→上層（協会、行政等）」といった垂直連携に
よる対象範囲全体の被災状況・安否状況等の情報を共有できるサービスです。 
 
 可用性の高いクラウド基盤で運用していますので、人的安否確認だけでなく施設等
のインフラの被災状況を24時間365日、安価かつスピーディに把握し、BCPに役立て
ることが出来ます。 

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

法人全般 

 
 

株式会社エヌ・シーエス 
 代表者名 江戸 利幸  
 所在地  仙台市青葉区春日町７-32 
 電話番号 ０２２－２２７－７８７５ 
 http://itkoko.com 

 
 

１．コンピュータシステムの開発・販売・サポート 
２．インターネットを活用したネットワークシステム 
  事業 
３．コンピュータ機器および関連機器の販売 
４．経営コンサルティングならびに各種サービス 
５．コンピュータ技術者の要員派遣 
  （派遣番号 特04-300018）他 
 

    

    

認定番号 
２６-１-４ 

新商品の概要 

主な使用例 

参 考 価 格 

会 社 概 要 
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http://itkoko.com/


 
●全国2000団体の実績あり 
  全国の小中学校、高等学校、自治体、企業、病院等 

●東日本大震災時に活躍  

  集中アクセスに強く、安否確認等に有効活用 

●特許取得の独自システム  

  メール送受信だけで利用できる、webアクセス不要 

●フリーダイヤルで徹底サポート 
  管理者だけでなく登録者も利用可能！ 

株式会社アットシステム         
 代表者名  佐宗 美智代 
 所 在 地  名取市高柳字下西51-2 
 電話番号  022-385-1593 
 http://www.atsystem.jp/ 

 
Webサイト構築、管理、運営 
システム開発、販売 
その他関連業務 

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

教育機関：年間36,000円(税抜)～ 企業等：年間85,000円(税抜)～ 

 

 災害時の安否確認、職員の緊急招集、出欠確認、 

 休校の連絡、夏休みのプール開放、行事当日の連絡、 

 インフルエンザ流行時の健康調査 等 

 

認定番号 
２７-１-２ 

 

 

 

 

 

 

 

メール送信 

メールの送受信だけで配信可能 

確認メール 

返信 

管理者 

一斉配信 メ
ッ
セ
ー
ジ 

e 

新商品の概要 

主な使用例 

参 考 価 格 

会 社 概 要 
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http://www.atsystem.jp/


●送迎計画の自動立案 
 数分程度で送迎計画を自動立案できます。 

●「効率」と「要望」を両立した送迎計画を立案 
 希望時刻など利用者様の要望と、送迎効率のバランスを取った送迎ルートを作成できます。 

●送迎計画の共有 
 作成した送迎計画は、タブレットに配信可能。また、送迎表を出力することも可能です。 

●簡単導入 
 クラウドサービスのため、ブラウザと Google ID だけで導入可能です。 
こちら（https://wel.michisuji.com/app.html?demo）から無料で、ご体験いただけます。  

株式会社トレック         
 代表取締役 佐々木 卓也 
 所在地   仙台市青葉区二日町 14-15  
       アミ･グランデ二日町2F 
 電話番号  022-711-7777 
 ホームページ http://trek.co.jp 

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

 

デイサービス等の通所介護施設や、通所リハビリ 
施設での送迎業務をサポートします。 

認定番号 
２８-３-４ 

・ソフトウェアの開発、販売 

※詳細は下記の価格表をご覧ください: 

https://wel.michisuji.com/about/#pricing 月額 20,000円～ 
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新商品の概要 

主な使用例 

参 考 価 格 

会 社 概 要 

https://wel.michisuji.com/app.html?demo


 
●従来の抗菌材に比べ、１０倍以上の抗菌性と5０倍以上の防かび性 
 従来の抗菌材料として抗菌タイル、抗菌ステンレス、抗菌塗装などの商品と比較し、
即効の抗菌効果があります。また、25種類の代表的細菌（サルモネラ、赤痢、レジオ
ネラなど）にもその効果を実証済み。※（財）日本食品分析センターによる確認 

●防藻性、抗ウイルス性にも優れ、水周りのぬめりも抑制 
 動物コロナウイルスは岩手大学で効果を確認。抗菌ボールを花瓶に入れておくだけで
水中のいやな臭いやぬめり、藻の発生を抑制します！ 

●急性経口毒性やパッチテストなどで安全性を確認 
 生活科学研究所、（財）日本食品分析センターで安全性を確認 
 

 

株式会社ケディカ         
 代表者名 代表取締役 三浦智成 
 所在地  宮城県仙台市泉区明通3-20 
 電話番号 022-777-1351 
  http://www.kedc.co.jp 

 

各種めっき（自動車、電子部品、
半導体、建材など） 
アルマイト 
カチオン塗装 
環境計量事業（環境測定） 

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

 

     

抗菌100（1,800円）  他、要相談 

 
・工場などで使用されるスクラバーなどで藻の発生を抑制しメンテナンスを軽減！ 
 また、クーリングタワーや水周り各種、加工油などにも効果を発揮します 
・お風呂に「ポン」と入れるだけで「ぬめり」を抑え、お風呂掃除の負担を 
 軽減し、水の節約にもつながります 
・その他、この超抗菌技術を転用することで抗菌性としては食品・衛生関連施設（厨房、食品製造機械など） 
 医療・福祉関連施設（病棟、病院内設備など）に応用。防かび、防藻用途などで幅広く効果が期待できます 

認定番号 
２６-１-１ 

3φの超抗菌ボールが100ｇ入ってます 
超抗菌ボール 

新商品の概要 

主な使用例 

参 考 価 格 

会 社 概 要 
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http://www.kedc.co.jp/


 
●新素材の割り箸を開発しました！ 
 耐熱温度が＋１4０℃と電子レンジ使用できます。（耐冷温度－40℃） 
 
●「環境」「身体」に優しい 
 森林伐採による環境破壊や生態系破壊につながりません。 

 防カビ剤、漂白剤等の薬品は一切使用しておりません。 
 ささくれや尖らずに折れる（直角）為特に子供、視覚障害の方は安心です。 
 
●長期保存が可能 

 本製品特徴により災害備蓄品基準の長期保存ができます。 

 

株式会社明康               
 代表者名 近江明男 
 所在地  塩竃市新浜2丁目23-6 
 電話番号 022-362-8211 
 ホームページ http://www.hotate-biomass.com/ 

 

バイオマスプラスティック原料 製
造並びに成形・加工 

「ホタテ割り箸」「洗い箸」 

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

 

一般消費者、地方自治体、施設、ホテル、一般法人等 
の食堂並びにお弁当用 
地方自治体や町内会等の備蓄品（災害備蓄品） 

認定番号 
２８-３-５ 

直角に折れます！ 滑り止め加工 

ホタテ貝殻粉末５１％含むバイオマスプラスチックの使い捨て割り箸です！ 

広告・宣伝刻印 

15                                                                  

新商品の概要 

主な使用例 

参 考 価 格 

会 社 概 要 



 
●東日本大震災 被災経験による企画開発 
 ・食料、飲料水、衛生用品を１箱に集約しました。１箱で１人３日間に対応。 
  （調理済食料品、飲料水、衛生用品、食事用容器、簡易トイレがオールインワン） 
 ・簡易洋式トイレとして使用可能な強化ダンボールによる梱包箱と水に浮く包装形態。 
 ・無菌濡れタオルを初めとしたアイディア商品満載。 
●調理方法と包材を駆使した長期保存と開封即食 
 ・食品、飲料水共に５年間の賞味期限。（３年保存品と比較し、４割経費軽減） 
 ・温め不要！加水不要！開封して直ぐに食べられる食品。 
●地消地産による安心と安全 
 ・県内産品を主とした製造。安心・安全でおいしい非常食。 
                             [特許出願：特願２０１３－１２９９８３号］ 
                            ［商標登録：登録第５５４７８３９号］ 

●利用者ニーズに対応した商品構成に対応することが可能【石巻市への納入実績あり】 
 

 マリンプロ株式会社         
代表者名   鈴木 勝 
所在地    石巻市北村字大尻三３－１ 
電話番号   ０２２５－７3－４５１５ 
ホームページ http://www.koyogroup.net/marinepro/ 

 

１ 事業概要 
 ・加工食品の製造／販売 
２ 主要商品 
 ・「ふかひれスープ」、「牛たん丼ぶり」 
 ・「非常時おたすけ箱」、「本格ねり餅」 

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

    

     

 
  

 一般消費者、地方自治体、一般法人、医療法人、 
 社会福祉施設、学校、ホテル、社員・学生寮、 
 避難所、等での防災備蓄品 

認定番号 
２７-２-２ 

新商品の概要 

主な使用例 

参考価格 

会社概要 
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http://www.koyogroup.net/marinepro/


 

足こぎ車いす「COGY」は手で車輪を回す一般的な車いすとは異なり、人が元々備え持っている反射の原理
を応用し、ペダルを漕いで前後進できる仕組みのため、片足を少しでも動かせる方であれば操作することが可能
となります。「歩行反射」運動により歩行のバランスが整うことで、トレーニング機器や福祉機器しても高い効
果が期待されている、ニューロモジュレーション（神経調節）技術を活用した全く新しい乗り物です。 

・みやぎ優れMONO 認定  ・かわさき基準認定 
・公益財団法人テクノエイド協会福祉用具情報システム  TAISコード：01134-000002 
 URL：http://www.techno-aids.or.jp/system/ 
・FDA取得 
 FDAとは、(Food and Drug Administrationの略称）アメリカの食品医薬品局と訳出されており、食品や医
薬品さらに化粧品、医療機器,動物薬など消費者が通常の生活を行なうに当たって接する機会のある製品。日本
の厚生労働省にあたるHHS（Departmentof Health and Human Services：保健社会福祉省）に属します。 
 ・CE取得 
  CEマークとは、商品がすべてのEU加盟国の安全基準を満たすものに付けられるマーク  

 株式会社ＴＥＳＳ         
 代表者名 鈴木 堅之 
 所 在 地  仙台市宮城野区榴岡3-9-15 
      東九番丁パークマンション101        
 電話番号 022-353-9707 
 http://www.h-tess.com/ 

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

    

329,000円（非課税） 

 

認定番号 
２８ｰ２－１ 

 健康増進センター,宮城県内の支
援学校、病院、老人福祉施設、
障害者施設等 

歩行困難な方の移動手段、病気・事故・障害をお持ちの方の歩
行訓練等のリハビリ（病院,リハビリ施設,介護施設,養護施設）で
利用されることにより利用者のQOLの向上が期待される。公共
交通機関等（新幹線、電車、船、飛行機）利用可能です。 
※乗車時の規格をクリアしてます。 

会 社 概 要 

参 考 価 格 

主な使用例 

新商品の概要 
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1.介護・医療器具運搬具の開発製造及
び販売 
2.医療治療機器の開発 製造及び開発 
 
足こぎ車いす 
「COGY」（コギー） 

http://www.techno-aids.or.jp/system/
http://www.techno-aids.or.jp/system/
http://www.techno-aids.or.jp/system/
http://www.h-tess.com/
http://www.h-tess.com/
http://www.h-tess.com/


株式会社イトーキ         
 代表者名 代表取締役社長 平井 嘉朗  
 所在地  大阪市城東区今福東1-4-12 
 電話番号 022-266-3511 
 ホームページ http://www.itoki.jp/ 

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

     

税抜き定価 390,000円～※詳細は直接お問い合わせ下さい

 

ロビー・エントランス・打合せ・休憩等の空間 

 

認定番号 
２８-３-１ 

 
○宮城県産スギ材を宮城県内で製造した家具です。 
○日本の伝統的な木工技法「楔締めほぞ接ぎ」を取り入れて、堅牢性を高めまし 
  た。  
○空間の間仕切りとしても利用でき、ロビーに独立したスペースを創り出す両面使 
  いのシェルフです。 
○ロビー・ラウンジ用家具のパッセジャータとのトータルコーディネートで、さらに心 
  地よい木質のくつろぎ空間を創出出来ます。 
○挽板3層構造のCLT技術の採用により、安心・安全にお使いいただけます。 
○使用される方々に対して、環境・地域貢献への配慮をPR出来ます。 

 

オフィス家具製造・販売 

建材内装製品製造・販売 

18                                                                  

新商品の概要 

主な使用例 

参 考 価 格 

会 社 概 要 

くさびし 



株式会社イトーキ         
 代表者名 代表取締役社長 平井 嘉朗  
 所在地  大阪市城東区今福東1-4-12 
 電話番号 022-266-3511 
 ホームページ http://www.itoki.jp/ 

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品 

     

税抜き定価 148,000円～※詳細は直接お問い合わせ下さい

 

ロビー・エントランス・打合せ・休憩等の空間 

 

認定番号 
２８-３-２ 

 
○宮城県産スギ材を宮城県内で製造した家具です。 
○背もたれや座面の丸みが心地よい着座感で、長くすわっていたいロビー、 
 ラウンジ用家具です。 
○人々が集い、会話が生まれ、笑顔がこぼれる。そんな情景にぴったりの家  
   具です。 
○曲線が空間を柔らかに演出し、あたたかな人とのふれあいを誘発します。 
○挽板3層構造のCLT技術の採用により、安心・安全にお使いいただけます。 
○使用される方々に対して、環境・地域貢献への配慮をPR出来ます。 

 

オフィス家具製造・販売 

建材内装製品製造・販売 
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新商品の概要 

主な使用例 

参 考 価 格 

会 社 概 要 



お問い合わせ先 
宮城県 経済商工観光部  

中小企業支援室 企画調整班 
電話 022-211-2745 ＦＡＸ 022-211-2749 

メール chukisip@pref.miyagi.jp 
 

制度の概要・様式のダウンロード 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/zuikei.html 

（平成29年1月発行） 

mailto:shinsant@pref.miyagi.jp
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/zuikei.html

