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     2021年 11月 8日 
 

第 19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）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とした「第 19回多摩ブルー・グリーン賞」の受賞者について、応募総数 261件（多

摩ブルー賞：108 件・多摩グリーン賞 153 件）の中から、選考委員会（選考委員長：寺島実郎（多摩大学 学

長））の答申をふまえて、優秀賞 6件、多摩みらい賞 6件、特別賞 2件を決定しました。 

また、応募企業のうち、独自性・革新性などで特筆すべきことの評価が高い中小企業、団体または個人事

業主を対象とする、特別奨励賞 1件を決定しました。 

なお、12月 6日（月）の表彰式において、各部門優秀賞の中から最優秀賞を発表します。 

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。 

 

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） 

表彰 受賞者名 受賞タイトル 

優秀賞 
株式会社アイエムエス 

（八王子市） 
見えない磁界を可視化する「3 次元磁界ベクトル分布測定装置 MTX」 

優秀賞 
株式会社ウオールナット 

（立川市） 
地中探査ドローン(UAV-R)によるインフラ構造物調査 

優秀賞 
株式会社ティーフォース 

（三鷹市） 
未利用食品の有効活用のための農水産物の瞬間乾燥粉砕システムの開発 

多摩 

みらい賞 

車いす工房 輪 

（東村山市） 
好きな時に、好きな姿勢を。体を捻ることができる三次元姿勢変換車いす 

多摩 

みらい賞 

株式会社中央発明研究所 

（瑞穂町） 
真空ダイカスト用高速遮断弁コントロールシステムの開発 

多摩 

みらい賞 

日精産業株式会社 

（国分寺市） 
軽量樹脂製手術器具 
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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 

表彰 受賞者名 受賞タイトル 

優秀賞 
株式会社エムール 

（立川市） 
眠りで世界の人を元気にする EC経営力 

優秀賞 
株式会社田邉商店 

（立川市） 
廃蛍光管の都内循環資源リサイクルモデルの構築 

優秀賞 
株式会社吉本製作所 

（青梅市） 
日本品質とベトナム生産を融合させた新しい「モノ×コト」づくり 

多摩 

みらい賞 

有限会社小沢製作所 

（八王子市） 
オープンイノベーションで実現した町工場の脱下請けアウトドア製品開発 

多摩 

みらい賞 

弁護士 岩崎 紗矢佳 

（立川市） 
農業者への法的支援で農地と農業を守り、多摩の風土と風景を未来に繋ぐ 

多摩 

みらい賞 

有限会社ボヌール・ナナ 

（立川市） 

コロナ禍はビジネスチャンス！創業 30 年の老舗パティスリーが DXで地元

立川から日本中を笑顔にします～事業承継 2 代目社長の挑戦～ 

 

3. 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 

表彰 受賞者名 受賞タイトル 

【技術・製品部門特別賞】 
経済産業省関東経済産業局長賞 

東京電子株式会社 

（国分寺市） 

自動車用電子デバイスの信頼性を保

証する高精度ガス分析装置の開発 

【経営部門特別賞】 
東京都産業労働局長賞 

株式会社吉本製作所 

（青梅市） 

日本品質とベトナム生産を融合させた

新しい「モノ×コト」づくり 

 

4. 特別奨励賞（新設） 

応募企業のうち、独自性・革新性などで特筆すべきことの評価が高い中小企業、団体または個人事業主を

表彰 

受賞者名 受賞タイトル 

森田紙業株式会社 

（瑞穂町） 
古紙由来バイオエタノールを使用した環境配慮型商品の製造販売 

 

5. 表彰式について 

日時・会場：12月 6日(月）15：00～ 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 

 

＜本リリースに関する照会先＞ 

多摩信用金庫 価値創造事業部 ： 髙橋 将哉、高橋 勇 TEL 042-526-7728 

上記照会先電話は、本リリースに対する関係機関からのご照会を受けるものです。 

お客さまからのお問い合わせ先は当金庫の本支店となります。 

以 上 
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「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、教育機関、新聞社などのご後援をいただき、多摩地域で広く公募します。 

 

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。 

 

※上記以外の特別賞を設ける場合があります。 

（別 紙） 
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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： 門 田  靖 (経済産業省関東経済産業局 地域経済部地域振興課長） 

 牧野  晃浩 （東京都産業労働局 商工部創業支援課長） 

 堀 江  暁 ((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  純 （東京都商工会連合会 専務理事） 

 楊  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）） 

 大野  英明 （信金中央金庫 地域・中小企業研究所長） 

 馬場  貴成 （(株)日立製作所 テクノロジーイノベーション統括本部 企画室長） 

 長尾  真輔 （毎日新聞 多摩総局長） 

                                               〔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。 
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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 テクノロジーイノベーショ

ン統括本部 

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 


