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第 18 回多摩ブルー・グリーン賞 受賞者決定！
～未来につなげる「たまの力」に期待～
多摩信用金庫（本店：東京都立川市、理事長：八木敏郎）が主催する、多摩地域の中小企業の活性化と地
域経済の振興に寄与することを目的とした「多摩ブルー・グリーン賞」の選考が終了し、応募総数 167 件(多摩
ブルー賞：78 件・多摩グリーン賞 89 件)の中から優秀賞 6 件、多摩みらい賞 7 件、特別賞 2 件が決定いたし
ました。なお、最優秀賞(各部門優秀賞の中から 1 件)については、2020 年 12 月 14 日(月)の表彰式にて発
表いたします。
詳細は、別紙または多摩信用金庫ホームページ（https://www.tamashin.jp）をご覧ください。
受賞者は以下のとおりです。
1. 多摩ブルー賞【技術・製品部門】(五十音順)
優れた技術や製品等により地域経済の発展に貢献した、もしくは貢献が見込まれる中小企業・団体または
個人事業主を表彰(既に発売もしくは実用化されているものを対象)
賞の

受賞者名

種類

受賞タイトル

本社所在地
（事業所等）

優秀賞

株式会社エルティ流通センター

人と環境に優しいパッケージ「梱包用段ボール箱 Ｏｒｉｐａ （オリパ）」

優秀賞

森田テック株式会社

第 5 世代通信機器試験用シールドボックスとアンテナカプラ

優秀賞

株式会社ユニテックス

高速ＵＳＢ ＬＴＯデータ保存システム ＬＴ８０Ｈ ＵＳＢ ＬＴ０８

アオキ住宅機材販売株式会社

天井除湿放射冷暖房システム「天空」

株式会社ウオールナット

ＡＩによる土木構造物非破壊調査解析ソフト【ＷＩＳＥ】

立川市

超音波工業株式会社

2 周波ボンディングヘッド

立川市

日本リニューアル株式会社

漏水をブロック！リ・パイプ ブロック工法！

多摩
みらい賞
多摩
みらい賞
多摩
みらい賞
多摩
みらい賞
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あきる野市
川崎市
（稲城市）
町田市

八王子市

武蔵野市

2. 多摩グリーン賞【経営部門】(五十音順)
新しいビジネスモデルにより地域経済の発展に貢献した中小企業、団体または個人事業主を表彰
賞の

受賞者名

種類
優秀賞

優秀賞

優秀賞
多摩
みらい賞
多摩
みらい賞
多摩
みらい賞

株式会社開拓使

株式会社ツインキールズ

本社所在地

受賞タイトル

（事業所等）

「中庸な外食」の旗印のもとコロナ禍に立ち向かう、都市型地域密着飲食店のイノベーション

日野市

デイサービスの「街づくり」への挑戦～限界団地の商店街の中で～

東久留米市

株式会社 VRC

クロスボーダーな 3D インフラを提供し、人を中心とした持続可能な社会を実現する

八王子市

医療法人社団 Enterdo

感染対策万全の歯科の総合医院

相模原市

特定非営利活動法人くにたち農園の会

0 歳から小学生まで、田畑とつながる子育て支援

有限会社バーゼル洋菓子店

お客さまと、私たちの気持ちを乗せてお届けする「心を運ぶ」デリバリーサービス

国立市

八王子市

3. 多摩ブルー賞【技術・製品部門特別賞】／多摩グリーン賞【経営部門特別賞】
第 1 次選考通過企業のうち、独自性・革新性などで特筆すべきことの評価が最も高い中小企業、団体また
は個人事業主を表彰
賞の種類

賞

多摩ブルー賞
【技術・製品部門特別賞】
多摩グリーン賞
【経営部門特別賞】

名

受賞者名

経済産業省関東経済産業局長賞

超音波工業株式会社

東京都産業労働局長賞

株式会社ＶＲＣ

本社所在地
（事業所等）
立川市

八王子市

4. 表彰式について
日

程 ： 2020 年 12 月 14 日(月）15：00～

会

場 ： パレスホテル立川 4 階 ローズルーム

出席予定者 ： 受賞者、歴代の受賞者、選考委員、本賞後援
団体代表者など

第 17 回表彰式（2019 年 12 月）

以 上
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（別 紙）

「多摩ブルー・グリーン賞」
1.

概要
この表彰制度は、多摩地域の中小企業の活性化と地域経済の振興に寄与することを目的に、中小企業、団体

または個人事業主の皆さまが開発した、優れた「技術や製品」、新しい「ビジネスモデル」を通じて地域経済の発
展に貢献した事業者を表彰するものです。
技術や製品を評価する「多摩ブルー賞（技術・製品部門）」と、ビジネスモデルを評価する｢多摩グリーン賞（経
営部門）｣の 2 部門から構成されており、各部門とも最優秀賞 1 件（副賞 100 万円）、優秀賞数件（副賞 50 万円）、
多摩みらい賞数件（副賞 10 万円）が授与されます。また、第 1 次選考通過企業のうち、独自性・革新性などで特
筆すべきことの評価が最も高い応募内容に対し、「技術・製品部門特別賞」として「経済産業省関東経済産業局
長賞」が、｢経営部門特別賞｣として「東京都産業労働局長賞」が授与されます。
また、経済産業省関東経済産業局、東京都をはじめ、多摩地域市町村、8 商工会議所、21 商工会、地域経済
支援団体、大学、高専、新聞各紙などのご後援をいただき、多摩地域で広く公募しました。

2.

表彰内容
（１）多摩ブルー賞（技術・製品部門）
最優秀賞

1件

表彰状・盾・副賞 100 万円 ／優秀賞

数件

表彰状・盾・副賞 50 万円

優れた技術や製品等により地域経済発展に貢献した、もしくは貢献が見込まれる中小企業、団体または個
人事業主を表彰します（既に発売または実用化されているものを対象とします。）。
多摩みらい賞

数件

表彰状・盾・副賞 10 万円

第 1 次選考通過企業のうち、選考基準の総合評価が優良と認められ、成長性・発展性などで特筆すべきこ
との評価が高い中小企業、団体または個人事業主を表彰します。

（２）多摩グリーン賞（経営部門）
最優秀賞

1件

表彰状・盾・副賞 100 万円 ／優秀賞

数件

表彰状・盾・副賞 50 万円

新しいビジネスモデルにより地域経済の発展に貢献した中小企業、団体または個人事業主を表彰します。
多摩みらい賞

数件

表彰状・盾・副賞 10 万円

第 1 次選考通過企業のうち、選考基準の総合評価が優良と認められ、成長性・発展性などで特筆すべきこ
との評価が高い中小企業、団体または個人事業主を表彰します。

（３）特別賞
「技術・製品部門特別賞」

経済産業省関東経済産業局長賞

1件

表彰状

多摩ブルー賞（技術・製品部門）第 1 次選考通過企業のうち、独自性・革新性などで特筆すべきことの評価
が最も高い中小企業、団体または個人事業主を表彰します。
「経営部門特別賞」

東京都産業労働局長賞

1件

表彰状

多摩グリーン賞（経営部門）第 1 次選考通過企業のうち、独自性・革新性などで特筆すべきことの評価が最
も高い中小企業、団体または個人事業主を表彰します。
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3.

応募対象先
多摩地域およびその周辺地域に事業活動の拠点（本社、支社、支店、工場、営業所、事務所等）を置く、また
は事業活動の拠点を今後設置する予定のある中小企業、団体または個人事業主とします。ただし、本賞におい
て、多摩ブルー賞・多摩グリーン賞のいずれかの部門で「最優秀賞」の受賞歴がある先は、受賞歴がある部門の
応募の対象外とします。

4.

選考方法
学識経験者などで構成される選考委員会において、第１次選考（書類選考）、第 2 次選考（第 1 次選考通過企
業によるプレゼンテーション選考）、最終選考により、厳正かつ公正に選考します。
各賞については、選考委員会の報告を踏まえ、主催者が表彰します。なお、特別賞については贈呈者が表彰
します。
＜選考委員会＞
選 考 委 員 長：寺島 実郎 （多摩大学 学長）
副選考委員長：市川 晴久 （電気通信大学 名誉教授 特任教授）
松本 祐一 （多摩大学 教授）
選 考 委 員：濱田

豊 (経済産業省関東経済産業局 総務企画部企画調査課長）

牧野 晃浩（東京都産業労働局 商工部創業支援課長）
水元 和成 ((地独)東京都立産業技術研究センター 多摩テクノプラザ 総合支援課長）
傳田
楊

純 （東京都商工会連合会 専務理事）
明 （東京都立大学 教授）

庭野

勉 （(一社)東京都中小企業診断士協会 三多摩支部長）

八城

守 （東京中小企業投資育成(株) 業務第二部長）

髙橋 陽子（(公社)日本フィランソロピー協会 理事長）
本谷 孝夫（日本弁理士会 関東会 東京委員会副委員長（多摩部会長））
松崎 英一（信金中央金庫 地域・中小企業研究所長）
谷崎 正明（(株)日立製作所 中央研究所 企画室長）
奥村

圭 （読売新聞 立川支局長）
〔敬称略／順不同〕

5.

選考基準
｢技術・製品部門｣(多摩ブルー賞）・｢経営部門｣(多摩グリーン賞）共通 ( 4 項目）
①独自性・革新性・・・独自性・革新性があるか。また、どのような創意工夫があるか。
②市場性・収益性・・・どのような市場性・収益性があるか。
③成長性・発展性・・・現在の事業状況を踏まえ、事業の成長性や発展性についてはどうか。
④社会性・地域性・・・ 「環境・資源・安全・教育・労働・医療」など社会的な課題に関してどのように貢献して
いるか。地域経済への波及効果はどうか。

価 2020-016

4 / 5

6.

実施体制
主催 ： 多摩信用金庫
後援 ： 経済産業省関東経済産業局、厚生労働省東京労働局、（独）中小企業基盤整備機構 関東本部、東京
都、（地独）東京都立産業技術研究センター、（公財）東京都中小企業振興公社、（公財）東京しごと財団
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、
日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、
多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、相模原市
八王子商工会議所、武蔵野商工会議所、青梅商工会議所、立川商工会議所、むさし府中商工会議所、町
田商工会議所、多摩商工会議所、相模原商工会議所
東京都商工会連合会、三鷹商工会、国分寺市商工会、日野市商工会、清瀬商工会、小平商工会、小金
井市商工会、西東京商工会、狛江市商工会、調布市商工会、福生市商工会、東久留米市商工会、東村
山市商工会、国立市商工会、あきる野商工会、東大和市商工会、武蔵村山市商工会、稲城市商工会、羽
村市商工会、瑞穂町商工会、昭島市商工会、日の出町商工会
（一社）首都圏産業活性化協会、（一社）東京都中小企業診断士協会三多摩支部、（一社）東京都信用金
庫協会、（公社）日本フィランソロピー協会、（株）キャンパスクリエイト、サイバーシルクロード八王子、タマ
ティーエルオー（株）、東京中小企業投資育成（株）、農工大ティー・エル・オー（株）、（株）まちづくり三鷹、
信金中央金庫、信金キャピタル（株）、日本弁理士会関東会、（株）日立製作所 中央研究所
国立大学法人電気通信大学、国立東京工業高等専門学校、明星大学、東京都立大学、多摩大学、東京
経済大学、工学院大学、日本工学院八王子専門学校
産経新聞多摩支局、時事通信社立川支局、日刊工業新聞社、日本経済新聞社多摩支局、毎日新聞多摩
総局、読売新聞東京本社、朝日新聞立川支局、東京新聞立川支局〔順不同〕

以 上
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