NEWS RELEASE

2021 年 11 ⽉ 30 ⽇
アマノコーポレーション株式会社

『第 17 回 NEXT ONE 松⼭ブランド 新商品コンテスト』にて、
『優秀賞』をいただきました。

松⼭商⼯会議所主催の 松⼭ブランド新製品コンテスト「NEXT ONE」 は、
モノづくり活動⽀援の⼀環として、松⼭地域の優れた資源や技術・⼈材を活かし
た魅⼒ある新製品を発掘し、
「松⼭ブランド」として顕彰するとともに、製品の認
知度向上や国内外への販路拡⼤を⽀援することを⽬的に、実施されています。
【⼯業製品部⾨】
・
【加⼯⾷品部⾨】の 2 部⾨で審査され、
『防犯カメラ付き防犯灯
［アクティクル］
』は、
【⼯業製品部⾨】の優秀賞を受賞しました。共に並んだそ
の他の企業様の開発した受賞製品はどれも素晴らしいものばかりで、新製品を開
発することの困難や苦労が垣間⾒え、私共もより⼀層⾝が引き締まりました。
⾸都圏での展⽰会出展などの、販路開拓⽀援を有効に活⽤させていただきなが
ら、また、製品だけでなく愛媛県や松⼭市の PR にも微⼒ながら携われたら、と思
います。

【記事に関するお問い合わせ】
アマノコーポレーション株式会社 TEL : 089-970-3600
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新製 品コ ンテスト
受賞 製品 のご 紹介
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受賞 製品
肖コ ンテ スト Ｕ、松１１１ ＪＩ！Ｊ４の 優れ た資 ・や 技術 一人 材を 活か した Ｓ力 ある 新製 ＩＳ をを 掘し。
『松 ｜｜ ｜ブ ラン ド』 とし てＭ 彰す ると とも に、 製心Ｉの ２知 度Ｉ Ｍ上 や売 上拡 大の ため のｊｌＳ Ｉ柘
の支 援を 行う こと を目 Ｓに 実施 して いま す。
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箟として最適です天売は松ＬＬＩ
ドローンサービスで行っています。
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使え ば使うほ ど育 つ、
相棒 になれる フラ イパン
Ｈ４ 進化 して いく 鉄工 所の 加工 技術 を１Ｕい 、職 人の

ｌ，ａ黒皮鉄フライパン

手によって一つ一 一つ ハン ドメ イドされたフ ライ パンｊを
れた熱伝導と放熱性に加え、蓄 熱性という相 反する
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長時間フライ トに時化した空力構造で、バ
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もち ろんＩＨ 、焚 火、 炭火 とオ ール ジャ ンル で使え。そ
の活躍の場は シー ンを選ばない。
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次耻 代顧 客管 Ｗシ ステ ムＦ ＩＴ

々弓 ウ付則

クラ ウド型

フィ ット ネス 痢業 、ス クー ル事 業の お客 様を ［Ｆ 心に、

会ｎ ・万 謝管ａｌサー ビス ＦＩＴ

すべての会ｎ管肖．． 予め箭肖．． チケット管理、Ｊ ］謝
訝ｆｌなどお客様に私、］けたクラウド型の総合会員ツ
ール。Ｏ検温顔認証カメラとの連携で脱属人化・
ｌｇ 人化＋Ｗｉｔ１１コロナに最適 Ｏ標準機能豊富で
ｌ務効率化がｌｌ能 ０レジ連動． 勤怠との・Ｓ
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・・ 格／ ＯＦ９〜 ・・ ４き は仕 様に よっ てＷ．な りま す。
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・Ｚ ＯＯ ｍ連 動で オ・

などＣａｎｌｐｎｅｔ提供の他サービス との連動 ｌ』 能
Ｏお客様に合わせたカスタマイズ対応−ｌｉ』 能

ｎＥχ穏瘋
松山 フ・ ラン ド新 製屁

ｔｕ・防犯カメラ付き ａ犯灯ＡＣＴＩＫＬＥ
ＩＩぽ・ｉ４ アマ ノコ ーポ レー ショ ン胤
・安心 安全 を この 一台 でＪみ犯カメ ラ付き防 犯灯
アク ティ クル は、 ９ｊ Ｍカ メラ 付きＬＥＤＳ 犯灯 で、 照ｌ 包よ

ｉフ・抑止タカ果のある「胥き」を１ねＬ／」ヽさなお子ぶこも、
カメラのある ｆ安もエリア」をアピール。Ｓ廡ＫＩの 回Ｓ・
ダウ ンロ ードには 「Ｗ ＪＨ アプリケ ーシ ョン」（肴ａヤ１１１ １Ｓ １ドＪ
で秘１性を確保。 プライバシーマスク贊能で周・住民
のｒプラ イバシー ｊにも・Ｓ。 アクティクルの胥い１丁り は、す
べての人が安心して暮らせる街づくりを実現します。
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松｜ ｜」 ブラ ンド新製 ｇコ シテ ス阿ＮＥＸＴ ＯＮＥ」 のロゴ
マー クですぃＩＩＩ， Ｓ なと でこ のマ ーク をＭ かけ たら・２・貨
ＳＩ ＩＩｒｊ です ので ，呎 ｌｌ ｌの ｊｔ ＩＩ；ＩＩＩ とＬ てお り「 １ｙｉ．てく ださ い。
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