平成 27 年度「ひょうご新商品調達認定制度」

第 11 回認定事業者・新商品一覧表

兵庫県では、平成 18 年度から「ひょうご新商品調達認定制度」を整備し、99 社 108 商品を認定しています。
本制度は、県内中小企業者が生産する独創性豊かな商品を認定し、その商品を県機関において必要に応じて購入
し、企業の信用力を高めることで販路開拓を支援します。
第 11 回ひょうご新商品調達

認定商品

（認定期間：平成２８年３月２８日～平成３１年３月２７日）

ＩＴ関連
企業名

アイクラフト（株）
（神戸市中央区）

新商品の名称

LibrePC

商品の概要及び新規性

（商品概要）
オープンソースな OS とソフトウェア
で構成する Linux パソコン。ソフトウ
ェア更新が自動的に行われる Linux の
パッケージ統合管理機能を備えてお
り、更新漏れによる脆弱性の放置が発
生しにくい。

参考価格
（単位：円）
（税別）

写

真

問い合わせ先
住所・電話番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

〒 650-0034
神戸市中央区京町 83 番地
078-391-2900

60,000 円/台

librepc@icraft.jp
（新規性）
○優れた安定性を持つが、セットアッ
プが難しい LinuxOS を、即利用可能
なパソコンの形で一般向けに提供

（株）エイ・エム・
ケイ
（神戸市中央区）

KAKUDAI VMS®

（商品概要）
アナログからハイビジョンまで複数の
規格の監視カメラを一元管理し、大量
の映像を高速処理してスムーズな運用
を可能にしたシステム

http://LibrePC.jp/

〒 651-0085
神戸市中央区八幡通 1 丁目 1-14
IPSX SOUTH ビル 3F
500,000 円～/台
（接続するカメ
ラ台数で変動）

078-241-3123

（新規性・独自性）
○多規格のカメラの一元管理能力
○高画質映像の超高速映像切替能力

（株）ヒューマンス
ピリッツ
（神戸市中央区）

毘沙門 BOX

kudou@amk.co.jp
http://www.amk.co.jp

（商品概要）
電子メールの送受信の際、安全かつ簡
単に解読不能な暗号通信を実現できる
セキュリティ装置。従来の操作はその
ままで、暗号・復号の機能を自動的に 10,000 円/月
付加することができる。
（保守料/1台）
※別途機器・設
（新規性）
置料あり
○ユーザーが操作しなくても、自動的
に暗号化する
○組織内 LAN 等において、セキュリテ
ィの高度化と利便性を両立

〒 650-0025
神戸市中央区相生町 4 丁目 2 番 28 号
神戸駅前千代田ビル 6Ｆ
078-599-9961
h-kimura@human-spirits.com
http://human-spirits.co.jp

機械装置
企業名

新商品の名称

商品の概要及び新規性

参考価格
（単位：円）
（税別）

（商品概要）
水道水を直接電気分解して殺菌水であ
るオゾン水を瞬時に生成する大流量オ
ゾン水生成装置。車輪付きで移動が容
易なため、設置場所を選ばない。
水青工業（株）
（尼崎市）

可搬式オゾン水生成装置 （新規性）
○ウイルスや細菌等の病原性微生物の
不活性に有効で、洗浄後も排水処理
が不要な除菌手段であるオゾン水の
自動生成技術
○小型で可搬可能であり、濃度調整も
可能

BakeryScan

（新規性）
○トレイ上の複数個のパンをスキャン
し、約 1 秒で一括識別が完了する。
○使えば使うほど識別精度が向上する
自動学習機能

真

問い合わせ先
住所・電話番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

〒 661-0031
尼崎市武庫之荘本町 2 丁目 12 番 3
号
850,000 円/台

06-6432-0200
tanioka@h2o-f.jp
http://h2o-f.jp

（商品概要）
画像識別技術により、バーコードが貼
り付けられない商品の精算業務に革命
をもたらす次世代レジシステム
（株）ブレイン
（西脇市）

写

〒 677-0033
西脇市鹿野町 1352
2,000,000～/台

0795-23-5510
tajika@bb-brain.co.jp
http://www.bb-brain.co.jp

生活関連
企業名

新商品の名称

商品の概要及び新規性

参考価格
（単位：円）
（税別）

写

真

（商品概要）
対象者に確実に GPS 機器を持たせ、認
知症による徘徊行動等を容易に見守る
ことを可能にした GPS 内蔵可能靴
（株）トレイル
（神戸市中央区）

（株）基陽
（三木市）

GPS 内蔵可能靴
GPS ウォーク®

じゃばら安全帯
じゃばら駕王安全帯

〒 650-0013
神戸市中央区花隈町 3-18

7,800 円/足
(GPS 機器は別会
（新規性）
社との契約が必
○国内初の汎用型 GPS・Beacon 内蔵可 要)
能靴
○中敷きを外すだけで機器の取り出し
可能で、充電も容易

（商品概要）
筒状ナイロン生地の内部にゴムを配置
した「じゃばら状」生地を安全帯ロー
プ部に用い、常に最短の長さが保持さ
れる事で、作業者に常に安全性・利便
性を提供できる製品
（新規性）
○従来のロープ式にない伸縮性があ
り、作業時に最短の長さを保持でき
る
○従来の巻き取り式より落としても壊
れる心配が少なく、安価かつ軽量

問い合わせ先
住所・電話番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

078-382-3637
mail@uraraca.net
http://www.uraraca.net/

〒 673-0434
三木市別所町小林 477－10
5,185 円/個

0794-82-2304

8,148 円/個

kh-kiyo@yacht.ocn.ne.jp
http://www.kh-kiyo.com/kh/

地場産品
企業名

新商品の名称

商品の概要及び新規性

参考価格
（単位：円）
（税別）

写

真

（商品概要）
伝統工芸品である和ろうそくを、シリ
コン型を使用することにより、新たな
形の商品を実現
（有）松本商店
（西宮市）

こけし 絵ろうそく

（新規性）
○絵付けが後のため、顧客の希望に応
じた絵柄のろうそくの提供が可能
○シリコン型の使用によりバリエーシ
ョン豊富な形を実現

問い合わせ先
住所・電話番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

〒 663-8215
西宮市今津水波町 11-3
740 円/個

0798-36-6021
warosoku@pearl.ocn.ne.jp
http://www.warosoku.com

申請者の要件
県内に事業所を有し、新商品を生産する中小企業者

新商品の要件
以下の①から⑦のいずれにも該当する商品で、販売開始後おおむね５年以内の商品
① 国、県の新事業創出支援施策を活用して開発・生産される商品又は商品の基本特性に特許が登録されている商品
② 県の機関において直接的な使途が見込まれるもの
（食品、医薬品、医薬部外品及び化粧品並びに物品でないサービスや技術の提供及び工事又は製造の請負は除きます。）
③ 既に企業化されている商品とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品と
同一の範疇に属するものであっても既存の商品とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するもの
④ 事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するもの
⑤ 市場での流通が十分でなく、価格水準が適正であるもの
⑥ ＪＩＳ規格等品質及び安全性に関する基準に合致しているもの
⑦ 関係法令に適合するとともに、特許権等の権利に関する問題が生じないもの

認定期間
認定の日から起算して３年間

お問い合わせ先
兵庫県 産業労働部 産業振興局 新産業課 新産業創造班
住所：650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1 兵庫県庁 1 号館 6 階
電話：078-341-7711（代表） 内線 3659

FAX：078-362-4273

